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平成２６年 今金町産業教育常任委員会 

平成２６年９月１２日（金） 
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  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 
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     ２番 山 崎   仁 君        １１番 村 瀬   広 君 
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    （議長 徳 田 栄 邦 君） 
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国営農地再編推進室長            宮 本   彰 君 
国営農地再編推進室次長            住 吉   淳 君 
農業委員会事務局長            勝 山 英 敏 君 
公 営 施 設 課 長            安 達 雄 一 君 
公営施設課長補佐            小 西 康 友 君 
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教   育   長            中 島 光 弘 君 
教育委員会事務局長            寺 崎 康 史 君 
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議 会 事 務 局 長            柏 田 泰 明 君 
議 会 事 務 局 係 長            中 川 真 希 君 
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開議 １３時２６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。 

  いよいよ、今年も稲刈りが始まりました。残念ながら、この２、３日、雨で稲刈り

も滞っているところですけども、しかしながら、全国、それから、全道の水害のニュ

ースを見る中では、大変、今金町は良かったなと。これから雨が降るごとに、稲が倒

れていく状態になる訳ですけども、しかしながら、よそから見ると本当に幸せな状態

だなというふうに感謝しているところでございます。 

  しかしながら、豊作気象という中での稲刈りなのですけども、素直に喜べないとい

う実態がありまして、先ほど控室でも仲間と話したのですけども、全国的に概算金が、

これで、ほとんどコメの値段が決まっていく訳ですけども、概算金が、１万円割れと

いうような状況の中で、北海道はホクレンが概算金については、９，０００円、対策

費が１，０００円ということで、一応、１万円ということでございます。しかしなが

ら、前年に比べると、２，０００円からの差がある訳で、その上に、民主党政権下で、

直接支払ということで、１０当たり１万５，０００円あった訳ですけども、今年から

７，５００円ということでは、大変な、これは、今金町にとって、稲作農家にとって

はかなり深刻な問題だなと考えております。 

  そんな中での、きょうの常任委員会でございますけども、最後までよろしくお願い

したいと思います。 

 

    ◎町長あいさつ 

〇委員長（村本照光君） 町長が出席しておりますので、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。 

  きょうの、産業教育常任委員会に先立ちまして、私の方からあいさつをさせていた

だきたいと思いますが、行政報告と重複するところもございますが、少し時間をいた

だきまして報告等もさせていただきたいと思います。 

  今、委員長の方からもいろいろな部分でお話があった訳であります。きょうの昼の

ニュースを見ましたが、白老なんかはもう３日連続で、なかなか止む状況にないとい

う、大変危機的な状況にある訳でありますけども、今、言ったように、北海道におい

ても、とても大きな大雨の災害情報がある訳であります。 

この災害、必ず取り上げられるのは洪水被害という部分がある訳でありますけども、

しかしながら、もっと、もっと、その災害を大きくしているのが土砂災害が結びつく

と、大変被害が甚大になる訳であります。この今金町におきましては、この土砂災害

を含めた警戒、法面の工事も、今、していますけども、警戒区域が１６ヵ所指定され

ております。１０ヵ所が特別警戒区域ということで、北海道においてはこれまでにも、



- 4 - 

 

今、言ったような急傾斜地、今金小学校の裏、八束の旧学校の裏、そして、ただ今、

工事をやっています本町のところ等々を含めて、手当をしていっている状況にある訳

でありますけども、これらにつきましても、きちんと要請するところには要請をし、

町としての十分な対策を取っていきたいと思っている訳であります。 

加えて、これらに対する対応といたしまして、気象庁の観測点が１ヵ所あります。

国土交通省の雨量観測点につきましては、１０ヵ所ある訳であります。ちなみに、１

０ヵ所につきましては、美利河３ヵ所、花石、住吉、奥種川、八束、旭台、今金は御

影、田代ということの２ヵ所になっておりまして、合計で１０ヵ所。加えてこの他に、

指定水位の観測点ということで、開発で８ヵ所を指定していただき、北海道的には、

建設管理部、旧土現の指定が２ヵ所ある訳であります。そういったことから、逐次、

情報をいただきながら、町としても、災害対策に向けた対応をしているということで

ございます。これらにつきましては、町の水防の計画書に掲載しているところであり

ますので、改めて、また、何かの機会にご覧いただければと思っております。 

そういうことから、今回の議会の常任委員会資料にまちづくりの方からの資料の提

示がありますし、きょうも、産業振興課の方からも、農業被害についての情報が、当

然、ある訳であります。少なからずと言いますか、被害が生じている訳でありまして、

なんとか、これに向けた、今後、被害が及ばないように対策を取らなければいけない

と思っていました。 

きのうの、総務厚生常任委員会におきましても、質疑応答があったところでありま

すけども、例えば、現在、進めているところの、国営緊急農地再編整備事業におきま

して、防災の観点から排水対策をきちんと取らなければいけないだろうというような

ご意見なんかもいただきまして、それについても、改めて国への要請をしていきたい

という話をさせていただいたところであります。 

なお、その国営緊急農地再編整備事業でありますけども、８月後半の長雨、そして

最近の断続的な雨によりまして、非常に心配もされている部分がありますけども、今

のところなんとか順調に工事が進められているところであります。速報で、議員各位

にも８月２９日に、２７年度の予算の概算要求の内容について、私の方から報告をさ

せていただいたところであります。取り分け、今金北地区は、普通は３年待たなけれ

ばいけない部分が、１年早く新規着工の地区として、名簿登載されたということにつ

きましては、非常にありがたく思う訳でありまして、このための設計費、２億円がつ

きました。加えて、南地区の工事費も２０億円ということでの要望額が、財務省の方

に提出された訳でありまして、この秋の補正予算にも期待をしながら、総額確保に向

けた努力をして参りたいと。これらにつきましては、議会、そして期成会、関係団体

の皆様方の熱意、そういうものが伝わって、こういう概算要求の内容にまとまったと

いうことを感じておりますので、改めましてこれからの皆さん方のご支援・ご協力を

よろしくお願い申し上げたいと思います。 

なお、今、申しましたような部分を含めて、今までは、国なり、道の方は、計画と

いう段階が窓口であった訳でありますが、具体的に工事が始まったという、この後に
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おいては、事業を行うところの整備部局の方も今金町の窓口になる訳でありまして、

さっそくでありますけども、一昨日、基地政務課長、開発局の政務課長が来られて、

実態を見ていただいております。そういう中では、これから南地区の事業推進、ある

いは、北地区の事業採択に向けた具体的な動き。北地区の採択については、後ほど、

担当の室長の方からもお話がありますが、計画を提出しておりますので、計画の審査

に向けた準備がこれからありますので、そちらについても、万全を期して参りたいと

思っておりました。 

あと、非常に嬉しい話題でありますけども、９月６日、７日に、十勝の音更町にお

いて開催されました、第１６回北海道総合畜産共進会、肉牛の共進会でありますけど

も、道南地区から今金町が、実質７頭、出頭した訳であります。うち、２部で、八束

の野田定雄さんの牛がチャンピオンとなりました。加えて、５部、６部、９部の３部

門で、八束の木島隆宏さんの牛が、それぞれ準チャンピオンになりました。本当に僅

差であります。色の違いだとか、ちょっとしたことがという審査講評があった訳であ

りますけども、とても輝かしい成績を収めた訳であります。これまでに、今、ご存知

のように、北海道和牛振興協会の会長をしている春日井の佐藤さんが、十数年前に、

準チャンピオンになった経過がある訳でありますけども、この度の、この偉業に大会

関係者はもとより、農水省の新しく政務官になられた中川先生も居られまして、非常

に賞賛の言葉をいただいたところであります。 

先ほど、委員長からありましたコメの関係でありますけども、８月２９日に神丘の

吉本さんのところで初収穫があり、組合の幹部を含めて、私の方も一緒に見学をさせ

ていただきました。そのコメを含めて、１０日に八束の田畑さんのところで、ユメピ

リカの初出荷をされました。タンパクはそれぞれ、７．２、７．４と標準値に収まっ

ているものでありますけども、いろいろな方々に伺いますと、先ほどの委員長ではあ

りませんけども、同じほ場でも結構バラつきがあるのだということから、適時、刈り

入れをきちんとしていかなければいけないという言葉もあったところであります。い

ずれにいたしましても、この後の収穫に期待をしたいと思っているところであります。 

なお、このことについては、後ほども、また、お願いしたいと思っている訳であり

ますが、クアプラザピリカの指定管理替えに関する経過につきましては、合同委員会

を要請しまして、その中で報告ということを考えておりますので、今後、議会に向け

た手続きをして参りたいと考えております。 

なお、この後に、教育長の方からも、報告・説明もありますが、総合体育館につき

ましては、町長といたしまして教育委員会で協議をし、建替えを前提に単なる体育館

の機能に留まらず、将来社会に対応した複合かつ多機能の要素を考慮した施設を目指

しましょうという方向性の確認を取りました。このことから、施設構想の調査と検討

に取り組むことで、公共施設建設検討会議を町内に立ち上げましてこれから対応して

参りたいと考えております。 

今回の議会につきましては、平成２５年度の各会計決算につきまして、会計管理者

からの決算諸表に基づき、延４日間に渡り監査委員の審査をいただきましたことから、
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決算認定でのご審議を賜りますことを、よろしくお願い申し上げまして、私からの前

段のあいさつとさせていただきます。 

 

    ◎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、

産業教育常任委員会を開会いたします。 

 

  ９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） こんにちは。 

  それでは、ご説明いたします。 

  ９月定例会に提案を予定しております事案につきましては２０件であります。 

  その内訳につきましては、今金町教育委員会の任命の同意案件が１件、それと、諮

問案件が２件でありまして、これは、人権擁護委員候補者の推薦についてであります。 

  また、新たに条例を制定しようとするものが３件、地方自治法の規定により、北海

道市町村職員退職手当組合を構成する構成市町村議会の議決を求めるものが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５件、それと、平成２５年度

の決算認定をお願いするものが８件、以上、２０件であります。 

 

  それでは、補正、それから決算については除きまして、同意案件以下、議案の提案

理由を説明いたします。 

  同意第１号では、今金町教育委員会委員の任命についてであります。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の後任の任命について、議会の同

意をお願いするものであります。 

  諮問第１号、第２号につきましては、どちらも、人権擁護委員候補者の推薦につい

てでありますが、どちらも、平成２６年１２月３１日をもって任期満了となります、

第１号では、阿知波一道委員の後任候補者について。第２号では、小田島照枝委員の

後任候補者について、議会の意見を求めるものであります。 

  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。 

  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。 

  議案第３号、今金町家庭的保育事業の設備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。 

  これら３件の議案につきましては、提案趣旨の根本が同意でありますので、一括り

とします。 

  どちらも、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ま

して、議案第１号では、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が、
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給付費を受けるための運営に関する基準を、町が定めるものであります。議案第２号

と議案第３号では、児童福祉法の一部改正を受けまして、議案第２号では、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ものと、議案第３号で

は、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ものであります。 

  議案第４号では、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であります。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います規約の変更について、地方自治

法の規定に基づきまして、構成市町村議会の議決を求めるものであります。 

  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。 

  それでは、これより、各課説明事項についてを議題といたします。 

  始めに、産業振興課より説明をお願いします。 

  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は６件、それぞれ説明

を申し上げます。 

  担当課長補佐が説明をいたしますので、ご審議のほど、よろしくお願いをいたしま

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。 

  それでは、説明事項１番目、平成２６年度一般会計補正予算第３号の概要について、

説明を申し上げます。 

  資料の１ページをご覧ください。 

  歳入からです。 

  １４款道支出金、２項道補助金、４目農林水産業道補助金、１万９，０００円の減

額は、農業費補助金で、強い農業づくり事業補助金の、補助金の額が確定したことに

よる減額でございます。３項委託金、３目農林水産業委託金で、８，０００円の追加

は、農業費委託金で、農用地区域内開発行為許可事務委託金で、これは、権限移譲に

よって１件許可を行ったことによる８，０００円の追加でございます。 

  次に、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、８０４万１，０００円の追加は、委

託料で、季節労働者就労対策事業委託料で、これは、毎年行っている冬季の除雪でご

ざいます。金額としては、去年と同額で、消費税アップ分だけが増加をしております。

６款農林水産業費、１項農業費、２目農業振興費で、２０万９，０００円の減額は、

１５節工事請負費で、工事請負費の執行残が１９万円の減額、１９節負担金補助及び

交付金で、１万９，０００円の減額については、先ほど歳入のところで申し上げまし
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た、強い農業づくり事業補助金が１万９，０００円の減額でございます。６目土地改

良費で、４００万円の追加は、需用費で、修繕料でございます。これは８月１９日の

大雨に関連するものでございまして、詳細につきましては、後ほど、報告事項の中で

説明をさせていただきます。 

  ２ページをお開き願います。 

  ２項林業費、１目林業振興費で、３３万４，０００円の追加は、８節報償費で３０

万円の追加。これは、有害鳥獣駆除報償費でございまして、ヒグマが当初予定してい

たよりも捕獲が多くなっておりまして、当初１０頭で当初予算を組んでいましたけど

も、今、現在の捕獲頭数といたしましては、１５頭捕獲されております。そのうち、

１１頭が猟銃、４頭が箱罠での捕獲という実績になっております。１９節負担金補助

及び交付金で、３万４，０００円の追加は、森林作業員就業条件整備事業負担金で、

これにつきましては、当初３名の予算を持っておりましたけども、途中で２名追加に

なったことから、３万４，０００円を追加しようとするものです。３目林道費、５０

万円の追加は、需用費の修繕料でございまして、これにつきましても、大雨による林

道の路肩等々の決壊がありまして、修繕料を計上させていただきました。７款商工費、

１項商工費、１目商工総務費で、７５０万円の追加は、負担金補助及び交付金で、こ

れは住宅リフォーム助成補助金でございます。これにつきましても、後ほど報告事項

の中で、執行状況等々についてご説明を申し上げます。３目観光費で、９７２万７，

０００円の追加は、需用費で、２８０万円。これは修繕料でございまして、ピリカス

キー場のレストハウスの方の床、スキーブーツを履いて滑らないようにということで、

水色のプラスチックのやつを床にひいております。それがかなり老朽化してきて、め

くれあがっているところもありまして、結構、つまづいたりするケースがあったもの

ですから、その床のカーペットと言いますか、それを取り替える。それと、レスハウ

スのカーテンを取り付けるということで、今、考えております。１８節備品購入費で、

６９２万７，０００円の追加は、管理用備品購入費として、１２０万３，０００円。

これは、レストハウスのストーブが、開設当時以来２０年経過しておりまして、スト

ーブが付かない状況になっているということで、レストハウスのストーブを新設する。

それと同じくレストハウスにある、ラーメンを茹でる機械が壊れてしまいまして、こ

のラーメン茹で機と言うのですか、それの購入費ということでございます。もう一つ

が、圧雪車の購入費でございます。これは、前回の臨時議会の中でもご説明したよう

に、今、現在、１台、今まで借りてきたリース圧雪車があるのですけども、マックア

ースの方から、もう１台リスク分担と言うのですか、あった方が良いということで、

今まで、いろいろな中古品を探しておりましたけども、ようやく決まりまして、この

圧雪車の購入費、５７２万４，０００円を追加しようとするものでございます。 

  説明事項につきましては、以上でございます。 

  続きまして、報告事項でございますけども、報告事項の１番目、大雨災害被害状況

の土地改良施設の方、それと、ちょっと飛んで申し訳ございませんけども、６番目の

住宅リフォーム助成事業の進捗状況、これについて、引き続き私の方から説明を申し
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上げまして、残りの２、３、４、５につきましては、川平より説明がありますので、

よろしくお願いいたします。 

  それでは、報告事項の１番目、大雨災害被害状況についてということで、資料の４

ページをお開き願います。 

  これは、８月１９日に発生した、大雨災害の被災状況ということでございます。実

際、土地改良施設に大きな被害というのはありませんでした。壊れたとか、決壊した

とかというところはありませんでしたけども、いろいろなところで土砂堆積、排水路

とかに土砂堆積した部分がかなりありまして、この土砂を放っておくと、また、次の

雨ですぐ氾濫するというようなこともありまして、災害防除という意味合いかもしれ

ませんけども、そういった部分の復旧をしたいなというふうに考えております。 

  １番目から７番目までありまして、１番目と２番目、これにつきましては、当日、

冠水をしたということで、ポンプアップによる排水を実施したところでございます。 

  あと、残りにつきましては、排水路に大量の土砂が溜まった、あるいは、法面が崩

れて畑に土砂が入った、その部分の土砂撤去ということで、復旧をしたいということ

で計上をさせていただきました。 

  続きまして、報告事項の６番目、住宅リフォーム助成事業進捗状況でございます。 

  資料の１３ページをお開き願います。 

  表が２つありまして、上の方の表は、工種別の集計ということになっております。

８月１５日現在での取りまとめでございまして、真ん中が、平成２６年度の実績でご

ざいます。 

  件数といたしましては、６０件。総工事費で、１億４，８４０万１，４３２円。助

成対象経費といたしましては、１億３，５８６万３，７６９円。助成金額として、１，

４７０万５，０００円ということになっております。 

  昨年度と比較して、屋根、あるいは、４番の水回りですね。キッチン、風呂、トイ

レ等の水回りのリフォームが若干減っておりまして、外壁、それと、全体工事の部分

が、今年については増加傾向にあるということが分かるかと思います。 

  続きまして、下の方の表になります。 

  これは、施工業者別の集計でございまして、昨年度につきましては、１８社がこの

リフォーム助成事業に携わっていただきましたけども、今年度につきましては、２１

社がこの事業に携わっていただいているということになります。 

  以上で、私の説明を終わらせていただきます。 

  続きまして、川平の方から説明があります。 

〇委員長（村本照光君） 産業振興課長補佐、川平君。 

〇産業振興課長補佐（川平秀明君） それでは、私の方から、報告事項の１、大雨災害

状況、それから、２、３、４、５まで、説明させていただきます。 

  ページで言いますと、３ページになります。 

  平成２６年度農作物及び農業用施設の災害被害の一覧ということで、８月２０日の

台風１１号の被害と、８月１９日の雨による被害について、記載しております。 
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  ８月１０日の台風の被害につきましては、主に風の被害でありまして、全体的に営

農施設、ビニールハウスですが、これが、全部で５棟破損しております。 

  また、８月１９日の雨につきましては、ミニトマトが主でありましたが、ハウス内

に浸水及び滞水ということで影響が出ております。 

  これは、どちらにつきましても、作物についてですが、若干の収量の落ち込み等も

考えられましたが、現在のところは順調に回復しているということで聞いております。 

  続きまして、５ページになりますが、報告事項の２、気象状況について、説明いた

します。 

  これは、気象情報の今金のアメダスのデータから作成しているものであります。 

  上段が気温で、中段が降水量、下段が日照時間となっております。 

  気温につきましては、７月から８月にかけては、全体的に平年を大きく上回る気温

となっております。 

  また、降水量につきましては、７月は干ばつぎみではありましたが、８月の上旬と

中旬に平年を大きく上回る降水がありました。全体的に今年の８月は、平年よりも雨

が多い月となっております。 

  日照時間につきましては、ほぼ平年並みとなっております。 

  続いて、６ページですが、これは、今、説明しましたものを数値で表したものであ

ります。 

  続きまして、７ページ、報告事項の３、農作物生育状況について、説明いたします。 

  これは、檜山農業改良普及センターの提供資料であります。 

  ９月１日現在の作物生育状況であります。 

  水稲につきましては、稈長はやや長く、穂数が多く、穂長は平年並みとなっており

ます。８月の後半に雨が多かったことから、黄化が止まってしまったようなものがあ

りましたが、順調に推移し、既に収穫が始まっているところであります。 

  また、冒頭、町長からもお話がありましたが、９月１０日から初出荷が始まってお

ります。コメにつきましては、全量の収穫を終えているところであります。 

  馬鈴薯につきましては、収穫は平年より５日早く行われております。早だし馬鈴薯

については、収穫を終了していると聞いております。 

  大豆につきましては、生育は順調でありまして、生育状況は４日早くなっておりま

す。 

  小豆の生育状況は、春先は概ね遅れ気味でありましたが、現在は平年並みに成長し

ております。着莢数、さやの数ですが、これが、平年よりも少ない傾向となっており

ます。 

  てんさいについては、根周はやや太く、順調に生育しております。 

  牧草についても、２番草が雨により、若干収穫が遅れておりますが、生育は順調に

回復しております。 

  とうもろこしにつきましては、稈長は長く、糖熟は順調に生育しているところであ

ります。 
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  続きまして、報告事項の４、馬鈴薯収量調査結果について、説明いたします。 

  ８ページからになります。 

  ８ページから１１ページまで、馬鈴薯の収量調査結果でありますが、これは、あく

まで坪堀り調査に基づいて、予想した数値等もありますので、若干、実績とは、今後、

異なることもありますので、ご了承願います。 

  まず、８ページですが、これは、食用馬鈴薯の男爵であります。面積が、２万６，

０８８アール。作付戸数が、８５戸。換算の総堀数が、２０万９，５０８俵でありま

す。１０アール当たりの平均は、８０．２俵の結果となっております。 

  下段の方に、昨年との比較がありますが、昨年と比較して、作付面所は減少してお

りますので、総堀数も、若干、減っておりますが、規格においては、ほぼ平年並み、

規格率については、前年を上回る結果となっております。 

  ９ページになりますが、食用馬鈴薯のきたかむいであります。これにつきましては、

ジャガイモシストセンチュウの抵抗性品種として、平成２２年から原種の作付を行い、

２４年から食用として栽培し、出荷しているものであります。２６年度の作付面積で

すが、１，４９９アール。戸数で９戸。換算総堀数が、１万２，８０２俵。１０アー

ル当たりの平均が、８５．４俵の結果となっております。前年と比較して、面積が増

加しております。そのために総堀数も増加しておりますが、規格等についても前年を

上回る結果となっております。 

  続いて、１０ページになりますが、１０ページと１１ページにつきましては、種子

馬鈴薯の収量結果であります。 

  まず、上の男爵ですが、上段が原種であります。下段が採種となっております。 

  原種ですが、生産者が２名で、ほ場数は６。面積は７００アール。平均反収は、規

格で４８．７俵。総堀数が８５．７俵。２６年度の総堀数につきましては、５，９９

６．９俵で、規格が３，４１１俵です。前年と比較しまして、全てにおいて前年を上

回っている状況となっております。 

  下段の採種でありますが、生産者が２２名。ほ場が６４。面積で６，２８０アール。

平均反収は、規格で５３．６俵。総堀数で８６．４俵であります。２６年度の総堀の

換算数は、５万４，２６１俵。規格で３万３，６５１俵。これも、前年と比較して、

全てにおいて、前年を上回っていると思われます。 

  その下の１１ページになりますが、きたかむいであります。 

  原種は、生産者が１名。ほ場が１。面積が２０アール。平均反収は、規格で３７．

９。総堀が８３．４俵であります。２６年度の総堀数は、１６６．８俵。規格で７５．

８俵。これも、前年と比較しまして、全てにおいて、大きく上回っているものと思わ

れます。 

  その下の採種でありますが、生産者が１名。ほ場が３。面積が２００アール。平均

反収が７３．２俵。総堀数１００．４俵。２６年度の総堀数は、２，００７．１俵。

規格で１，４６３．３俵。これも、前年と比較して全て上回っているものと思われま

す。 
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  続きまして、１２ページになりますが、報告事項の５、小麦の生産状況調査につい

てであります。 

  ２０年度から、２６年度までの全ての生産状況について記載しております。 

  一番下段に２６年度があります。 

  秋まき小麦、春まき小麦、共に、５月から天候に恵まれまして、生育は順調であり

ました。一番下段に合計数が載っておりますが、前年と比較しましても、秋まき小麦、

春まき小麦、共に前年を上回る結果となり、反収規格についても昨年よりも良い結果

となっております。 

  以上で、産業振興課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。 

  向井君。 

〇３番（向井孝一君） ２ページの、有害鳥獣駆除の報償費についてお訊ねしますけど

も、今年は、本当に熊の捕獲頭数が多いということで、あちこちで農作物の被害も発

生している現況にあります。ハンターの数も大変少ないという状況の中では、１頭当

たりの取れる日数が、相当ご苦労をなさって、鳥獣駆除対策に当たっている訳ですけ

ども、残念ながら聞きますと今金町の熊の駆除の報償費というのは、１頭当たり２万

円ということで、檜山管内では１番低い金額というふうに聞かされておりますけども、

２万円ではないのですか。３万円ですか。そういうことで、１番高いのは、江差の方

で、５万円くらい出しているということなのですけども、その辺の町村間の報償費の

統一と言うのか、そういう話合いというのは、なされていたのかどうか、その辺をお

知らせいただきたいと思います。 

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） お答えをいたしますが、各町の取扱いについて、確認

をさせていただきたいので、少々お時間をいただきたいと思いますが、隣町のせたな

町の方とは相違がないように記憶をしておりますけども、その他の状況につきまして、

少々お時間をいただければというふうに思います。 

〇委員長（村本照光君） 他、ございませんか。 

  なければ、次に進めたいと思います。 

  向井君。 

〇３番（向井孝一君） 今の問題を、ちょっと保留しているのですけども、その他にも

この中で質問事項があるのですけども。 

  馬鈴薯の関係で、ちょっとお聞きしたいのですけども、シストセンチュウの発生以

来、それに対応するということで、きたかむいの作付が９戸で、１，４９９アール作

付されておりますけども、これは男爵と併用して１戸が、両方とも作付できるという

ことなのか、それとも、ほ場によってそういう選択をしているのか、その辺の区画と

言いますか、基準のようなものがありましたら、ちょっとお知らせをいただきたいと

思うのですけども。 
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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） 抵抗性品種ということで、シストセンチュウ発生以後、

きたかむいについては作付がされております。その辺りの指導的な部分の基準につき

まして、私共の方で承知をしないところがありますので、これも合わせて確認をさせ

ていただくためのお時間をちょうだいしたいと思います。 

〇委員長（村本照光君） その他、ありますか。 

  向井君。 

〇３番（向井孝一君） もう１点は、住宅のリフォーム助成なのですが、先ほどの説明

の中で、今年度は２１社という説明がありましたけども、現実に、今金町で住宅リフ

ォームに携わるのは、２１社もあるのですか。これ、基本的には、町内の施工業者に

限るというふうになっておりますけども、間違って町外の人にも出しているという訳

ではないでしょうね。その辺はどうなのですか。 

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） 登録をいただける業者というのが、町内に事務所があ

る業者ということで、これは間違いがありません。事前に審査をして、登録をした中

で施行に当たっていただくということであります。 

  登録者数でありますけども、これはリフォームということなので、いろいろなリフ

ォーム形態が考えられます。従いまして、大工さんだけではなくて、例えば、水道関

係だとか、設備屋さんだとか、そういうところも、登録業者にありますので、そうい

うことで、ただ今のところの施行実績があるところが、２１社ということで、ご報告

を申し上げました。 

〇委員長（村本照光君） よろしいですか。 

  その他、ありませんか。 

  なければ、向井君の２件の質問については保留し、次に進めたいと思います。 

  次に、国営農地再編推進室より、説明をお願いいたします。 

  国営農地再編推進室長、宮本君。 

〇国営農地再編推進室長（宮本 彰君） ご苦労さまです。 

  国営農地再編推進室からは、説明事項１件、報告事項２件について、ご報告申し上

げます。 

  報告に当たりましては、次長よりご説明申し上げます。 

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。 

  それでは、説明事項の１を説明しますので、１ページの方をお開きください。 

  一般会計補正予算第３号の国営農地再編推進室所管概要について、説明いたします。 

  まず、歳入については、１１款分担金及び負担金、１項負担金、４目農林水産業費

負担金、農業費負担金で、１，４８５万円の追加は、農業経営高度化促進事業受益者

負担金、いわゆる、促進費の受益者の負担金に係る分となっております。これにつき
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ましては、促進費交付単価の４５％を計上しているところです。１４款道支出金、２

項道補助金、４目農林水産業費道補助金、農業費補助金で、１，８１５万円の追加は、

同様に、農業経営高度化促進事業補助金で、これは国からくる部分ということになっ

ております。これは、促進費交付単価の５５％を計上しているところでございます。 

  続いて、歳出です。 

  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、３，３０

１万５，０００円の追加は、１９節負担金補助及び交付金の追加となっております。

内訳は、農業経営高度化促進事業補助金、いわゆる促進費の補助金ということで、３，

３００万円。その他負担金の、１万５，０００円については、初回研修会に対する負

担金ということで追加しておりますので、よろしくお願いいたします。 

  ２ページをお開きください。 

  今回、補正する主な内容となっております、いわゆる促進費について、概要を説明

させていただきます。 

  今回、夏期施行における交付対象面積につきましては、４工区、上から、鈴金東、

鈴金工区については、和光建設施工部分です。その次の、鈴金西工区については、能

登谷建設。豊田工区につきましては、齋藤建設が施工している部分となります。 

  それぞれの促進費交付対象面積につきましては、鈴金東につきましては、１７．９

４ヘクタール。対象外面積については、４．０６。内訳として、対象外は秋まき小麦

に係る部分となっております。 

  次の、鈴金工区につきましては、促進費対象面積、８．３３ヘクタール。対象外面

積、０．９ヘクタール。これは、牧草の部分になっております。 

  鈴金西工区につきましては、対象面積、８．８８ヘクタール。対象外面積が、５．

８９ヘクタール。内訳は、秋まき小麦と牧草の面積となっております。 

  豊田工区につきましては、１９．８５ヘクタール。対象外面積は、１．８ヘクター

ル。これも、それぞれ秋まき小麦と牧草に係る部分となっております。 

  合計面積として、促進費交付対象面積が、５５ヘクタール。対象外面積については、

１２．６５ヘクタール。秋まき小麦については、７．１９ヘクタール。牧草につきま

しては、５．４６ヘクタールという形になっております。 

  各ブロックにおきまして、同じ方が対象となっているところがありますので、合計

値が、対象者数であっていないところがありますが、全体の夏期施行の対象者数は２

２名となっておりまして、促進費対象交付者は１８名となっているところです。 

  また、対象外となっている４名の方につきましては、秋まき小麦、牧草を、それぞ

れ収穫しているという部分がありますので、その辺を説明した上で、了承を得ている

ところでございます。 

  次に、報告事項に入ります。 

  国営緊急農地再編整備事業進捗状況についてということで、３ページをご覧くださ

い。 

  ２６年８月３１日現在の進捗状況を記載しております。 
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  冒頭、町長からもお話がありましたが、雨もありましたが、概ね順調に進んでいる

というふうに伺っております。 

  ４ページにつきましては、委託業務の発注状況ということで、進捗率については８

月３１日で記載しております。前回の報告より増えている部分が、一番下の鈴金工区

外工損調査業務ということで、主に家屋調査、道路振動調査等を行う業務が、前回よ

り増えているところでございます。 

  続いて、平成２７年度農林水産予算概算要求の国営関連分についてということで載

せております。 

  今金南地区につきましては、２０億円の予算要求がされております。北地区につき

ましては、２億円の予算要求ということで、８月３１日に名簿登載され、農水省より

財務の方に予算要求がされているという形になっております。 

  続いて、今金北地区の概要ですが、以下のとおり、前回にも説明しておりますので、

概要を後ほどお目通しいただきたいと思いますので、説明の方を終わらせていただき

たいと思います。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。 

  何か、ございませんか。 

  ないようですので、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。 

〇農業委員長事務局長（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、説明事項が１ページと２ページ。それから、報告事項が３

ページと４ページということで、説明をさせていただきます。 

  まず、説明事項の１でございますが、平成２６年度一般会計補正予算第３号の概要

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で、９万７，０００円

の追加でございますが、これにつきましては、農業員会交付金でございます。各項目

における金額の変更と、新規に農地基本台帳システム改修業務に係る補助金の追加で

ございます。 

下段に算出根拠を出しておりますが、当初と見込み、そして補正額ということにな

っております。若干、補正額の方につきましては、人件費、あるいは円滑化臨時賃金

等の部分につきましては、当初より見込みが減額ということになっております。これ

につきましては、農業委員会の交付金の部分ではありますが、全体の道の補助金とい

うことで全体枠の中で支給されることから、最終的な部分については減額ということ

になっております。これらの決定額につきましては、７月３日の交付決定によりまし

て算出しております。 

また、この欄の一番下でございますが、農地基本台帳のシステム改修業務費につき

ましては、８６万４，０００円の新規の追加ということでございます。これにつきま
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しては、ご承知かと思いますが、農業の農地基本台帳が整備するということで、それ

に伴いまして、現在、農業委員会にあるシステムの改修が迫られたところでございま

す。現在、業者が入っている部分につきましては、それらが改修に向けて、現在、準

備をしていただいているところでございます。今回の補正の後に整備をしていただい

て、必要な部分につきましては、関係課から情報を得て整備をすると。整備されたも

のにつきましては、来年４月からの運用ということで、必要な項目についてはインタ

ーネットでも閲覧できるようなシステムということで、構築をしているところでござ

います。 

以上が、歳入での予算でございます。 

続きまして、歳出でございます。 

２ページでございます。 

６款農林水産業費、１項農業費、１目農業委員会費で、１０８万円の追加でござい

ますが、９節旅費で、２０万７，０００円の追加。これにつきましては、費用弁償、

１９万３，０００円。それから、普通旅費で、１万４，０００円の追加でございます。

これにつきましては、農業委員会委員の研修に伴いましての委員の費用弁償と引率職

員の分の追加でございます。これにつきましては、先ほど歳入の部分では、内容の細

かい部分は説明いたしませんでしたが、農業委員さんが、今回改選されまして、新た

な体制になったということで、これも、農業委員会交付金の中で申請することによっ

て、交付対象になるということで事前に申請をしておりました。７月３日に、最終的

に交付決定がされたことから、同じく歳出の方についても予算を計上させていただき

まして、新体制で研修を行います。この研修の部分につきましても、北海道農業会議

の開催する研修、あるいはそちらの方へ出向いて研修をするという必須条件がござい

ますが、今回新たにこういうものを申請して内定を受けたということで、予算計上を

させていただきました。 

１３節委託金で、８６万４，０００円の追加は、農業基本台帳システム改修業務委

託料でございます。これは、先ほど歳入で説明した内容のものとなっております。１

９節負担金補助及び交付金で９，０００円の追加につきましては、町村非常勤職員公

務災害補償組合負担金の９，０００円でございまして、これにつきましては、年額報

酬ということで、当初４月からはもともとの人数で予算計上をさせていただいており

ましたが、改選後におきまして、４名新たに追加になったということで、一人、２，

４３０円の４名分ということで、これは年額報酬ということで、新たに変わる場合に

は、１年分納めなければならないというのがありますので、その分の追加ということ

になります。 

以上で、説明事項について、終わらせていただきます。 

続きまして、報告事項でございます。 

３ページをご覧ください。 

農業経営者の年齢別構成ということで、度々こちらの方でも提示をさせていただい

ております。 
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平成１８年、２３年、そして一番右側の平成２６年ということでなっております。 

  これは、現在の戸数とその割合ということで載せておりますが、今までの、平成１

８年、２３年、２６年でいきますと、丁度、ピーク時が平成１８年のときには５１歳か

ら５５歳だったものが、２３年では５６歳から６０歳。平成２６年では６１歳から６５

歳ということで、徐々に経営者の部分での年齢が上がってきているということが伺える

かと思います。 

  続きまして、４ページをお願いいたします。 

  売買による農地の流動化状況についてでございます。 

  過去１０年間を掲載しております。 

  上段の表によりまして、一番右側の方に平成２５年度の実績が出てございます。総

件数では４８件。面積では、１５７万３，３４９平米。金額については、３億１，５

７０万７，０００円でございます。これにつきましても、前年から比べまして１０件

ほど多くなっております。これの要因につきましては、やはり国営再編がございまし

て、そちらの方の関係所有者が国営の実際の工事が始まる前に整備をしながら、新た

な形成をするということで、若干駆け込みではございませんが、多かったという状況

が挙げられます。 

  以上、農業委員会の説明と報告をさせていただきます。 

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。 

  ございませんか。 

  なければ、以上で、農業委員会の質疑を終わります。 

  会場の時計で、２時３５分まで休憩いたします。 

 

休憩 １４時２２分 

開議 １４時３４分 

 

〇委員長（村本照光君） 休憩を閉じ、開議いたします。 

  先ほど、向井委員の質問の保留しておりました、産業振興課より答弁をお願いいた

します。 

  産業振興課長、森君。 

〇産業振興課長（森 朋彦君） 確認のためにお時間をちょうだいいたしまして、申し

訳ございませんでした。 

  まず、２点あったかと思います。 

  １点目でありますけども、きたかむいの作付に関わっての基準的なことであります

けども、基本的には、センチュウの発生をしたほ場並びにその周辺ということであり

まして、地区で言いますと、神丘、鈴岡、金原というようなところになります。通常

の男爵の方との併用と言いますか、それがあるかということですが、農業者によって

は、その発生ほ場とそうでないほ場を持っている場合については、２つの品種を作付
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する例もあるということであります。 

  ２点目の、ヒグマの駆除の関係でありますが、振興局の方にも確認をさせていただ

きました。各町の実態でありますけども、ヒグマ捕獲１頭当たりの単価になりますが、

江差町については３万円。上ノ国町については、２歳以上が３万円、２歳未満につい

ては５，０００円。厚沢部町でありますが、体重１００キロ以上で３万円、１００キ

ロ未満で２万５，０００円。乙部町につきましては、１００キロ以上で４万円、１０

０キロ未満で２万円。せたな町につきましては、１頭当たり２万円。今金町は１頭当

たり３万円という状況であります。 

  この単価の協議の場というのは、特にございませんので、それぞれの町村において

独自に設定をされているものというふうに考えられます。 

  以上でございます。 

〇委員長（村本照光君） 向井委員、よろしいでしょうか。 

  向井君。 

〇３番（向井孝一君） 私が、猟友会の人から、実際に聞かされているのは、今金は２

万円と聞いていたのですが、これは、３万円支払っているのは間違いないですか。 

  それとですね、駆除報償費を支払うために、解体をして、２、３ヵ所の部位、例え

ば、胃の一部、そういう作業があるので、できればもう少し上げてほしいという希望

もあるのですけども、その辺の部位の対応というのは、どうなっているのですか。 

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） この報償費については、あくまでも捕獲に関してのも

のでありますので、そういう意味合いで捉えていただければと思いますし、金額的に

も今金町は３万円ということで、当初から積算をさせていただいております。 

  今、申し上げられておりました解体、それから、検体として胃と歯、それから前足

ですか、ここの部分については、検体ということで、研究所の方に送付をされまして、

様々な研究に活用されるというところであります。そのことに伴っての解体をしてい

ただいていると。それの、送付の費用等々については、町の方でやっているという状

況であります。 

〇委員長（村本照光君） よろしいでしょうか。 

  それでは、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。 

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、報告事項それぞれ１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。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をいたします。 

  １ページをお開きください。 

  説明事項の１、平成２６年度一般会計補正予算第３号の概要について、ご説明いた
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します。 

  まず、肥培用水施設についてであります。 

  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、８５万円の追加は、

修繕料で、奥沢橋に添架されております、肥培用水の添架管表面の塗装修繕を行うも

ので、仮設足場の経費節減のため９月下旬に発注予定の奥沢橋長寿命化修繕交付金工

事に合わせて施行しようとするものであります。 

  次に、土木費についてであります。 

  歳出において、８款土木費、１目道路維持費で、１，１９０万円の追加は、委託料

で、日進狢岱線法面調査設計委託料、９０万円の追加。工事請負費で、日進狢岱線法

面補修工事外、１，１００万円の追加によるものであります。 

現場の状況の資料が２ページとなっておりますので、お開きください。 

日進狢岱線の法面崩壊箇所と、位置及び状況についてであります。 

８月５日、１１日、１９日、２２日と、連日の雨の影響により、町道日進狢岱線の

路肩法面の一部が、高さ約１０メートル、長さ約３７メートルに渡って崩壊いたしま

した。 

現場の位置についてでありますが、奥は航空写真１枚になっております。中央、上

段・下段に、道路の状況の写真を載せておりますが、現場の位置は、日進の起点側か

ら１キロメートルの場所でございます。 

現在の状況としましては、片側通行は可能なため、片側通行の規制看板と、簡易バ

リケードを設置して通行していただいているところであります。ただ、この現場は、

冬期間通行止め区間であり、融雪時期に、更に崩壊が進む恐れがあるため、積雪期前

に法面の補修工事を行おうとするものであります。 

３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。 

まず、建設工事についてであります。 

工事の進捗状況につきましては、資料のとおりで、順調に進んでいるところであり

ます。 

中央通線防犯灯交付金工事については、８月３１日現在の進捗率、２０％となって

おりますが、秋まつりまでには現場の器具設置を完了し、使用開始する予定となって

おります。 

奥沢橋長寿命化修繕交付金工事につきましては、９月下旬の発注予定に向けて、設

計業務等の作業を進めているところであります。 

また、工事の施行にあたっては、引き続き安全管理や工程管理等を徹底し、無事故、

無災害で工期内に完了するよう努めて参ります。 

４ページをお開きください。 

委託業務についてであります。 

資料のとおりの進捗率となっており、上下水道料金システム移行業務委託は、１１

月からのシステム試験稼働を予定しております。 
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また、他２本の委託も、全て工期内に業務を完了するよう進めて参ります。 

以上で、私から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。 

  ないようですので、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。 

  副町長、清水君。 

〇副町長（清水 寛君） 先に、お願いがございます。 

  実は、議案の第１号から３号までは就任条例でありまして、教育委員会所管の方で、

今、提案をしているところでありますが、本来は、この後、お願いをするのが筋であ

りますが、合同委員会においてご説明申し上げたいということで、議案の第１号、２

号、３号については、本席での説明を省略をさせていただきたいということで、ご配

慮を賜ればありがたいと思っております。 

〇委員長（村本照光君） 分かりました。 

それでは、中島教育長からお願いをいたします。 

  教育長、中島君。 

〇教育長（中島光弘君） まずもって、日ごろから、教育活動全般にあたりまして、深

いご理解をいただきまして、感謝申し上げたいと思います。 

  何点か説明、報告をさせていただきと思っております。 

  １点目、平成２６年度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。 

  現在、分析中でありますけれども、小学校においては、北海道と同様の傾向であり

ますけれども、国語のＢ、応用については、課題が大きい状況となりました。それか

ら、中学校においては、北海道と、これも同様でありますけれども、数学Ａについて、

これは知識問題を問われているものなのですけれども、課題が大きい状況にあります。 

  今、道教委の方では、市町村の結果の同意を得られれば、全道掲載をしたいという

方向で、今、動きがありますけれども、檜山管内については、道教委の発表について

は、同意をしないという方向の考え方を持っております。正式には、それぞれの町の

教育委員会、うちの方も教育委員会の方に諮ってからということになります。ただし、

これまでも同様でありますけれども、受験をした学年、それから、当該学校の保護者

の皆さんについては、学校からそれぞれの年の傾向であるとか、課題であるとか、取

り組みについては、周知をしておりますので、これについては同様にしたいと。ただ

し、一般町民の皆さんについては、今年度から、檜山管内については、各町がそれぞ

れお知らせをしようということの考え方を持っております。目途としては、１１月の

町広報に、全体の傾向であるとか、それから、学習状況調査ということで、例えば、

生活の状況の中で、テレビを見る時間だとか、いろいろなものの調査もできておりま
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すので、その辺のお知らせ、周知もしたいというふうに考えておりまして、その辺の

取り組みを協議を進めているということで、ご理解をいただきたいと思います。 

  ２点目であります。 

  今金町における特色ある福祉教育の推進についてということで、今回の資料の１９

ページから２１ページまでにも掲載しておりますけれども、この４月に、小規模特認

校制度の導入ということで、今金町の複式校というのは、種川小学校１校になりまし

たので、簡単に言いますと、今金小学校区に通う子ども達が、本人、もしくは、保護

者の希望によって、種川小学校への入学を希望した場合については、許可できるとい

う特認校制度を導入したいということで、この４月に検討委員会を立ち上げて、８月

２１日に答申をいただきました。今月の教育委員会で正式に実施要項を制定をする運

びになっておりまして、施行につきましては、来年の４月１日から施行というふうに

考えておりました。この件につきましては、合同委員会の方でも、説明をさせていた

だければという希望を持っておりますので、ご配慮の方をよろしくお願いしたいと思

います。 

  ３点目、大学及び教育関係機関との連携状況については、記載のとおりであります

けれども、今年は、道立図書館、道立近代美術館、それから、札幌公共楽団、それか

ら、今月ですけども、日本ハムファイターズの読書応援企画ということで、札幌中央

図書館の方で、既に開催をされましたけども、今、１４市町で１ヵ所ということで進

めておりますけれども、市町村では、今金町が一番最初に開催をする運びになりまし

て、９月１７日から２８日、特別展ということで、これは、選手の皆さんが日頃読ん

でいる本であるとか、それから、スランプだとかいろいろなときに、自分の心の糧に

なっている本なんかを紹介するという規格であります。パネル展示であるとか、関連

本の紹介等々ございますので、議員の皆様も時間がございましたら、どうぞご覧をい

ただきたいというふうに思います。 

  それから４番目は、函館市のＮＰＯ団体との連携事業で、美利河旧石器文化館を活

用しての事業であります。 

  ５番目のコミュニケーション講座については、札幌市で、今、実践編をということ

で、産業振興課の結婚相談所との連携も図りながら、実施をするために準備を進めて

おります。 

  それから、４点目は、今金回想シリーズ「人」ということで、現在、ここは２５に

なっていますけども、２７名の収録が終わりまして、今、編集をして、町民センター

とひだまりの方で閲覧と貸出ができるようになっておりますので、よろしくお願いを

したいと思います。 

  資料の方にはありませんので、口頭で、何点か説明をさせていただきたいと思いま

す。 

  総合体育館の改築に向けてということで、先ほど、町長の方からもお話がありまし

た。 

  これからの時代に対応した総合体育館ということで、教育委員会の方からもお願い



- 22 - 

 

をしておりましたけれども、複合多機能ということで、例えば、防災、子育て、いろ

いろな視点がありますけども、これから、総務財政、公営施設、まちづくり、教育委

員会を中心に、いろいろな構想、財政計画等々を、これから詰めていきたいというふ

うに思っております。 

  なお、適切な時期に、議会の皆様にもご相談とご助言を賜りたいというふうに思っ

ておりますので、どうぞよろしくお願いをしたいと思います。 

  もう１点でありますけれども、特別支援学校の高等部の配置計画ということであり

ます。 

  これは、９月２日に、北海道教育委員会の方で、うちで言うと、今金高等養護学校

が関係をしますけども、そこの配置計画について、２０１５年度、２０１６年度の見

通しについて、道教委の方で方針が出されて、先般、新聞報道もなされました。 

  簡単に言いますと、うちの関連からで言いますと、道南圏、渡島・檜山管内と、オ

ホーツク圏の既設の高等部、渡島で言いますと、函館五稜郭支援学校高等部、定員が

１６名であります。それから、檜山については、今金高等養護学校、定員が２４名。

この高等部に各１学級を、２０１６年度に増設をすると。簡単に言うと、函館か、こ

こに１学級。この背景については、要するに、入学したい子ども達が増えているとい

うことで、支援学校については、１学級８名定員ですから。 

  これは、町長にも、今、お願いをして、一緒に動きたいなと思っているのですが、

これから、檜山全体の事を考えると、当然ながら、１学級の増というのは非常にあり

がたい話です。ただし、この学級増は、単年の、道教委の考え方なものですから、実

態から言うと、普通学級に居る子ども達も居りますし、それから、皆さんにも、前に

お話をしましたけども、現実には、今金高等養護学校というのは、偏差値が高くて、

なかなか入れない。ある意味では、一般の普通学校、檜山北高校に行くというような

場面もあったりするという状況が、今、檜山管内だけではなくて、全道でも、そうい

うねじれ現象が起きているということで、このことによって、是非、今金高等養護学

校に学級増の配置がされることと、それから、あわせて、今、町の方もこれから取り

組もうとしていますけども、問題は卒業後の就労。ここの部分をきちんとしないと、

なかなか難しいと。それから、学校自体も、今、既存の施設で８人増えた場合にでき

るかとか、それから、寄宿舎も、今、満杯というような状況もありますので、そうす

ると、町の方針なり、養護学校については、今金だけの高校ではありませんので、檜

山管内、それから、渡島の高等部としても位置付けがされておりますので、町長にも

お願いをして、近隣の町長、それから、管内の町長にもご理解をいただいて、是非、

函館の五稜郭養護ではなくて、今金の高等養護学校に学級増の配置ができるように、

これから動いて参りたいというふうに思っております。 

  今金養護学校と、函館の一番の違いは、函館は通学型です。自宅から通わなければ

なりません。でも、ここは寄宿舎ですから、保護者の皆様にしますと、こちらの方の

イメージが非常に高いというのが現実の状況であります。 

  いずれにしましても、再来年度の配置でありますけども、来年度中には具体的な動
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きが道教委から示されることが想定をされますので、町長とも一緒に動いていきたい

というふうに思っていますので、場面、場面で、議会の皆さんにもお願いをする場面

があるかもしれませんので、どうぞよろしくお願いをしたいと思います。 

  これ以後については、次長の方から報告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） 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。 

  私の方からは、説明事項の４番になります。 

  平成２６年度一般会計補正予算第３号の概要についてと、報告事項について、ご説

明をさせていただきます。 

  １３ページをご覧願います。 

  平成２６年度一般会計補正予算第３号の概要についてであります。 

  今回の教育委員会所管の補正は、歳入で、総額２０２万１，０００円。歳出で、３

２４万３，０００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。 

  歳入になります。 

  １２款使用料及び手数料、１項使用料、２目民生使用料で、４万５，０００円の追

加は、児童福祉使用料で、へき地保育所の保育料でございます。こちらは、種川へき

地保育所の児童が増えたことによる追加でございます。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、５０万４，０００円の減額は、児童福祉費補助金

で、内容といたしましては、保育緊急確保事業費補助金の、保育士処遇改善臨時特例

事業分の追加と、国の補助要項が改正になりまして、従前、補助率が、国２分の１、

町２分の１であったものが、国・道・町それぞれが３分の１となったことにより、差

額で減額となるものでございます。１４款道支出金、２項道補助金、２目民生費道補

助金で、２６６万円の追加は、児童福祉補助金で、こちらも国庫補助金と同様に、補

助率要項の改正により、こちらは追加となるものでございます。 

  １４ページをお願いいたします。 

  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、１７万３，００

０円の追加で、こちらは需用費で、障がい児相談支援事業所の指定により、計画書の

作成等による消耗品の追加でございます。同じく、３款、２項児童福祉費、１目児童

福祉総務費、５６万６，０００円の追加は、職員手当等で、１０万１，０００円の追

加、こちらは、へき地保育所準職員の超過勤務手当の追加でございます。同じく、賃

金で、３９万８，０００円の追加は、へき地保育所臨時保育士の賃金でございます。

需用費で、５万９，０００円の追加、委託料で、８，０００円の追加はそれぞれ、へ

き地保育所入所児童の増に伴う追加でございます。２目学童保育所費で、１７万３，

０００円の減額は、職員手当等で、１２０万円の減額で、当初、主任指導員手当とい

うことで、１２０万円を計上させていただいておりましたが、昨年度末で主任指導員
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が退職したことに伴い、後任をいろいろと探してきたところでございましたが、なか

なか引き受けていただける方が見つからないということで、今年度については配置が

困難になったということで、今回、減額をしたいということでございます。賃金で、

１０１万４，０００円の追加は、主任指導員に替え、臨時の指導員を１名増員という

ことで運営をしておりますので、その分での追加でございます。扶助費で１万３，０

００円の追加でございますが、こちらは、学童保育所に通われている児童で、屋外で

遊んでいる際に、誤ってケガをされた児童が居りまして、それに対する医療費の分の

扶助費でございます。５目就学前子育て支援施設支援費で、２６１万１，０００円の

追加は、負担金補助及び交付金で、２０９万２，０００円の追加。こちらは、保育士

等処遇改善臨時特例事業補助金でございます。保育士等の処遇改善費用を私立の保育

所に交付し、保育士を確保することを目的に、平成２５年度から実施をされている事

業でございます。同じく、償還金利子及び割引料で、５１万９，０００円の追加は、

平成２５年度分の保育所運営費国庫負担金等の精算返還に伴う追加でございます。１

０款教育費、２項小学校費、１目学校管理費で、申し訳ございません。１３節需用費

となっておりますが、委託料の誤りでございます。訂正してお詫び申し上げます。大

変申し訳ございません。委託料で、６万６，０００円の追加でございますが、こちら

は、種川小学校の新築した教員住宅の分の浄化槽の清掃管理委託料が、予算の方に計

上されていなかったということでございまして、今回、補正の方をお願いするもので

ございます。よろしくお願いいたします。 

  説明事項については、以上でございます。 

  続いて、報告事項になります。 

  １６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

てございます。 

  ７月現在から大きく変わりはございませんが、今金小学校で１名増、学童保育所で

は１名減となっております。 

  子ども発達支援センターについては、７月以降から、児童デイサービス事業で、今

金町で１名の増。発達支援センター事業では、せたな町の児童が９名増ということに

なっております。 

  １７ページをご覧ください。 

  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

食米の提供状況を掲載してございます。 

  こちらは、７月以降、幼稚園の部分で２名、保育園の部分で１名、計３名増となっ

ております。 

  １８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。 

  こちらは、前回の報告から、種川へき地保育所で１名増の１０名ということになっ

てございます。 
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  １９ページからは、先ほど、教育長の方からもありました、小規模特認校制度に関

してでございます。 

  ２０ページには、検討委員会からいただいた答申書の内容を添付してございますの

で、ご覧いただきたいと思います。 

  ２１ページには、これまでの検討経過と、今後の進め方ということで、簡単にまと

めさせていただいております。 

  検討委員会、種川プロジェクトチーム、それぞれ、これまで４回の会議を開催して

おります。検討委員会では８月２１日に教育委員長の方へ答申をいただいておりまし

て、委員会につきましては、ここの時点で委員の任が終了しております。ただ、種川

プロジェクトチームにおきましては、今年度中は、今の方式のまま、会議の方はまだ

この先も、地域の方での検討ということでいただくことになっておりますので、今年

度中は続くということになります。あとは、この間、保護者アンケートも実施してお

ります。 

  資料の方には記載をしておりませんが、種川地区については、種川プロジェクトチ

ームの広報ということでこれまで２回、制度の内容ですとか、アンケートの結果とい

うようなことで広報の方を発行しております。 

  今後につきましては、種川地区での説明会ですとか、就学前の施設、小学校におけ

る保護者への説明会などを開催する予定でおります。それ以降、種川小学校の行事、

授業の公開、１２月には申し込みの開始というようなことでの予定で、現在、進めて

おります。 

  ２２ページをご覧ください。 

  第６１回檜山女性大会について、掲載をしております。 

  管内の女性、約１９０名の参加で、６月２９日に町民センターにおいて開催されて

おります。 

  ２３ページをご覧ください。 

  各種スポーツ大会等の結果について、掲載をしております。 

  中体連の全道大会の関係では、サッカー部、男子柔道、男子剣道、バトミントンの

４種目に出場いたしまして、それぞれご覧の結果となっております。 

  また、吹奏楽においては、函館地区の吹奏楽コンクールで銀賞ということで賞をい

ただいております。 

  ２４ページをご覧ください。 

  小学生・中学生の全国空手道選手権大会ということで、宮城県で８月２日から３日

にかけて開催されました。８名の選手が出場しておりますが、特に、中学３年女子の

組手に出場いたしました吉田果永選手が準々決勝まで進んだということで、ベスト８

まで進みました。大変優秀な成績を収めております。 

  最後、管内の小中学生の水泳競技大会になりますが、８月３１日、上ノ国で開催を

されております。種川小学校の児童を中心に、９名の選手が参加しております。それ

ぞれ、ご覧のような成績を収めております。 
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  ２５ページをご覧願います。 

  平成２６年度のバーンサイド高校生の受入事業でございます。 

  ７月６日から１５日の間受け入れをしております。今回は、学生１２名、引率の先

生２名の、計１４名ということの受け入れでございました。期間中、７月９日には引

率の教諭を交えまして、関係機関との国際交流懇談会ということで、今年度開催をし

ております。 

  ２６ページをご覧願います。 

  こちらは、今年度モデル事業の指定を受けて実施しております、土曜日の教育活動

推進プランモデル事業ということで、現在、年１４回のプログラムを予定しておりま

すが、７回目まで、先日の９月６日、７日のピリカ遺跡サバイバルキャンプまで終了

してございます。それぞれ、右側の欄に括弧書きで参加人数を書いておりますので、

参考にしていただきたいと思います。 

  ２７ページには、その内の１つでございますが、第２回ピリカふれあいマラソン大

会の報告書ということで、添付をしておりますので、ご覧いただきたいと思いますが、

２回目の今回、新たにダムの周回コースということで、１０キロのコースを設け実施

をしております。参加者も昨年の３０名から倍の６０名ということで、町内の小学

生・中学生はもとより、町外、函館方面からも多くの参加者が、今回、ありました。 

  ２８ページをご覧ください。 

  教育長の報告にもございました、ドリームバスツアーについてでございます。 

  本年は、７月２８日から３０日までの間、２泊３日で、小学生２４名、中学生３名、

引率７名ということで、実施をしております。中では、教育長の方からもありました、

近代美術館探検ツアーということで、美術館の裏側を見学をさせていただいたりとか、

普段見られないところを見るというようなことで、大変有意義なツアーだったと思い

ます。 

  ２９ページにつきましては、後ほど給食センター所長からご報告をさせていただき

ます。 

  ３０ページをお願いします。 

  第１回今金ミュージックサマースクールについてでございます。 

  ８月９日、１０日ということで、近隣の中学校・高校を、今金町を会場に札幌交響

楽団のメンバーから直接バンドクリニックを受けるというようなことでの事業でご

ざいます。最終日には、ガラ・コンサートということで、講師の皆さんですとか、講

習を受けた生徒の発表会ということで、町民センターで開催をしております。 

  ３１ページをお願いします。 

  成人のための学習支援として今年度取り組んでおります、今金ふるさと塾について

でございます。 

  これまで、８月１３日までの授業が終了しております。 

  こちらの一番右側の欄に参加者数を載せておりますので、後ほどお目通しをいただ

きたいと思います。 
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  ３２ページをご覧ください。 

  今金町教育週間関連事業についてでございます。 

  １１月１日の北海道の教育の日前後１週間、１０月２５日から１１月８日までを、

今金町教育週間としておりますが、その前後を含め、関連事業を一覧として掲載して

おりますので、ご覧いただきたいと思います。 

  最後になりますが、外部評価委員会からの事務事業点検評価についてということで、

別冊の資料で皆様に配布をさせていただいておりますが、去る８月２２日に、平成２

６年度分の事務事業の中間点検評価をいただいております。主に、実施済みの事業に

対して評価を、今回いただいておりますが、事業個別の説明は省略をさせていただき

ますが、コメント意見のあったものについては、各シートの一番下の欄に掲載してご

ざいますのでご覧いただきたいと思います。 

  なお、年度の終了後全体の評価をいただきまして、６月の議会に報告をさせていた

だきますので、よろしくお願いいたします。 

  私の方からは、以上です。 

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） それでは、給食センター所管事業について、報告

をさせていただきます。 

  資料の２９ページをご覧いただきたいと思います。 

  学校給食センター調理員による夏休みこども料理教室事業報告ということで、概要

については記載のとおりなのですが、特に、参加者、募集人員は４０名でございまし

たが、実際は５０名の参加があったということで、内、種川小からも５名の参加があ

りました。 

  このように盛況だった理由といたしましては、てん末の方にもございますが、昨年

までは親子料理教室だったが、こども料理教室にしたことにより、友達同士などでも

参加することができた。作ってみたい、食べてみたいと思う料理であったため、多く

の参加希望があった。種川小学校の児童を対象に送迎を行ったことにより、種川小学

校からの参加も増えたということが、盛況だった理由だと考えております。 

  今後とも継続して続けて参りたいと思います。 

  私の方からは、以上でございます。 

〇委員長（村本照光君） 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。 

  村瀬君。 

〇１１番（村瀬 広君） 村瀬です。 

  １４ページの民生費の歳出の関係で、学童保育所費の中の職員手当、先ほど、主任

指導員の分が、なかなかなり手が居ない分で減額になったということなのですけども、

必要であるということで設けた制度だと思うのですけども、その点で支障がなかった

のかということと、今年は、もし居なくても無事にきたのであれば、来年度以降でど
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う考えているのか。この２点でお願いします。 

〇委員長（村本照光君） 教育長、中島君。 

〇教育長（中島光弘君） 今、仰るとおり、当初、もともとは主任指導員を置いていた

のですね、ずっと。今年から所長制度ということで、事実的には所長を置きましたの

で、主任の方が直接ではなくても、回るようにはなっておりますけども、やはり一番

は、保育機関、もしくは、その中から１名、そういう候補者の方が居るというのが一

番かなと思いますが、実質的には、今年やはり所長を置いたことによって、例えば、

小学校とのいろいろな連携がずいぶん進みました。例えば、今までだと宿題なんかも

普通にやっていって、実際は、保護者がどのくらいまでやっているのかを知っている

のか、知らないのかということもあったものですから、まずは、所長の方が学校に出

向いて、学校としてどこまで宿題に手を付けたら良いのか。また、この部分について

は、保護者とどういう確認をしたら良いのかという辺りも、前と比べて少し進みまし

て、そういうことも出て参りましたので、今、所長制度をひいてやらせていただいて

いるというのが、一番効果があるかなというふうに思っています。 

  ただ、主任も、人材が居れば、これはもうずっと人材を探している訳なのですが、

なかなか見つからないというのが現況だということでありますけども、必要性を感じ

ておりますので、来年は、今年中にまたそういう人材を是非配置ができればというこ

とで、募集なり、選考をし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、教育委員会の質疑を終わります。 

  以上で、各課からの説明が終わりました。 

  全体をとおして、何かありませんか。 

  それでは、先ほど、向井君の質問の中で、担当の方より訂正があるとのことですの

で、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） 大変申し訳ありません。 

  先ほど、向井委員の質問で、ヒグマの捕獲に関わっての内容につきまして、私の記

憶違いによりまして、答弁に誤りがありました。修正をさせていただきたいと思いま

す。 

  始めに、時間を煩わせてしまったことに対しまして、お詫びを申し上げます。大変

申し訳ございませんでした。 

  内容についてでありますが、捕獲した後の熊の検体のお話がありまして、そこで、

研究機関に送り込む際の送料の扱いでございます。今金町が負担をしているという答

弁でありましたが、これにつきましては、研究機関の方が着払いということで送料負

担をしているということで、修正をさせていただきます。 

  それから、検体の部位でありますが、歯と胃の他に、前足というふうにお答えをし

ましたが、これについては、大腿骨ということでございます。 
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  あわせて、その他に、腎臓と周辺の脂肪組織、肝臓、メスの場合については子宮と

卵巣も検体として送られるということであります。 

  なお、解体にかかる負担軽減のことも含めまして、１時間当たり、１，４５０円を

報償費の中で負担をさせていただいておりますので、このことも付け加えまして、修

正と附則ということにさせていただきます。 

  どうぞよろしくお願いをいたします。 

〇委員長（村本照光君） 向井君、よろしいでしょうか。 

〇３番（向井孝一君） はい。 

〇委員長（村本照光君） それでは、全体をとおして何かございませんか。 

  村瀬君。 

〇１１番（村瀬 広君） 村瀬です。 

  申し訳ございません。産業振興課の商工観光費の住宅リフォーム助成の、７５０万

円の追加とありますけども、この内容としては、後ろの方に８月１５日現在の実績が

出ていますけども、この追加の内容としては、既に申込みを受けている分なのか、そ

れとも、それプラスある程度の見込みの件数を考えての数字なのか、それだけお知ら

せいただきたいと思います。 

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） お答えをいたします。 

  この事業につきましては、２５年度と、今年度、２６年度の２ヶ年ということで事

業を区切って実施しております。 

  答えから言いますと、この後の申し込みを想定した中で、今回、追加をさせていた

だいております。 

  内容といたしましては、昨年度に比べると、同時期で比べますと、若干、件数的に

は下回っておりますけども、２年目の最終年ということが、たぶん意識としてはある

と思いますので、駆け込み的なこともあるのかなということでありますが、確かな、

正確な推定ではございませんので、この後、また必要に応じて、追加ないし減額の措

置をお願いすることになろうかと思いますので、その点も含みおきで、よろしくお願

いします。 

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） 村上です。 

  今のリフォームのことで、要するに、これは、２７年３月３１日までに申し込んだ

人が対象ということですか。 

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） ２７年３月３１日までに完了した方ということになり

ます。 

〇委員長（村本照光君） 他、ございませんか。 

  なければ、最終的に合同委員会が必要な案件について、委員の皆さんから何かあり
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ませんか。 

  理事者側から、再度、確認の意味で、お願いしたいと思います。 

  副町長、清水君。 

〇副町長（清水 寛君） それでは、改めて、合同委員会の開催について、お願いをし

たい部分があります。 

  新条例が３件ございますので、議案第１号の、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。議案第２号の、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。議

案第３号の、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。 

  この３件について、是非お願いをしたいと思っております。 

  それと、その他で報告を２点ほどさせていただければ、ありがたいと思っておりま

す。 

  １点は、町における、教育委員会の中でありますが、小規模特認校の制度の、先ほ

ど、概略は申し上げておりますが、全議員の方に周知も申し上げたいという部分でお

願いをしたいなと。 

  それと、この間進めて参りました、観光施設の指定管理替えに係る現況について、

報告をさせていただきたいと思っております。 

産業教育所管では以上であります。 

  ちなみに、昨日、総務厚生常任委員会においては、社会保障・税番号制度、俗に言

うマイナンバーに係る概要。これは、総務財政課の方で提案をしておりますが、この

ことについても合同委員会でお願いをしたいということで、お諮りをしております。 

  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） 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、ご出席ありがとうございました。 

  退席をお願いいたします。 

  それでは、会場の時計で、３時半まで休憩いたします。 

 

休憩 １５時１７分 

開議 １５時３０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、本委員会の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、局長より説明いたさせます。 

  局長、柏田君。 

〇議会事務局長（柏田泰明君） それでは、今回の所管事務調査につきましては、７月

２９日に現地調査、３１日に所管事務調査のまとめを行ったところであります。 
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  このことから、そのときいただいた意見を事務局で素案を作成いたしましたので、

中川係長より説明をいたさせます。 

  よろしくお願いいたします。 

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） こちらの席より失礼します。 

  では、皆様のお手元に、案、と書かれた、平成２６年１２月、日付の方はまだ入っ

ておりませんけれども、委員会の調査報告ということで、その中の１枚めくっていた

だきまして、３番目の、調査結果というところの実質の中身の方を説明させていただ

いて、文言等の確認をしていただきながら、修正等々ご意見を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。 

  申し訳ございません。４番の意見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。 

前段の方、例年でありますが、農作物の生育状況ということで、ここの箇所を載せ

ております。今の現状では、確定ができておりませんので、ここの部分には文言は入

っておりますが、確定してから確認をいただければというふうに思っておりますので、

よろしくお願いいたします。 

  では、公共残土のところから説明をさせていただきます。 

  公共残土処分場箇所に関しては、今年で工事が完了することから、環境等に十分配

慮され、有効活用されるよう望みます。 

  国営今金南土地改良事業は、本格的な工事が本年度から実施されたところでありま

す。安全施行に十分配慮されると共に、施行に関しては受益者との協議を十分尽くし

計画通り事業が進捗されるよう望みます。また北地区においても、平成２７年度の採

択に向けて万全の体制を整えていただきたい。 

  奥美利河温泉に関しては、管理棟の老朽化がみられることから、危険度を判断しつ

つ、管理人の確保や今後の貴重な温泉資源の活用と運営について検討する必要がある

と考えます。 

  オオシュブンナイの滝は、現地へ着くまでの安全性が非常に低いことから、観光施

設として位置付けるには非常に危険な場所であると認識します。現在は、滝に行くま

での町道シブンナイ線が通行止めの処置をとられていますが、その危険個所を整備す

るのには、膨大な予算が必要になると想定されるため、そのことを十分考慮し、観光

資源として位置付けするかしないかを明確に示され、誤って人や車が進入することの

ないよう、通行止め看板にその理由を記述する等の対策を検討されたい。 

  種川へき地保育所、鈴金へき地保育所に関しては今後におかれましても、子ども達

の健全な育成に寄与するように努められたい。また、鈴金へき地保育所は近年、スズ

メバチの影響により、敷地内遊具で子ども達が遊べない状況にあるとのことから、そ

の対策について検討されたい。 

  簡易水道施設は、全町的に安定した生活用水の供給に努めていただくよう管理に万

全を期されたい。 
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  公共下水道は、浄化センターが稼働してから１０年以上を経過したところであり、

今後、修繕等が予想されますので、計画的に執行いただき、加入者が快適に生活を営

めるよう整備願います。また、加入促進と啓蒙活動も継続的に行っていただきたい。 

  オランダ通り、中央緑地公園に関しましては、遊歩道沿い樹木の防除を定期的に行

っているが、その種類によっては時期的に虫がつきやすい状況であることから、歩行

者や近隣住民に配慮された取り扱いとしていただくよう、協議検討が必要と考えます。

また、花木の植栽については近隣住民に十分配慮し行なっていただきたい。総合公園

に関しては、開設当初より設置している遊具の老朽化もみられることから、利用頻度

も加味し、事故に繋がることのないよう管理に万全を期されたい。 

  教育関係について、今金町図書館は現在町民センター２階にあり、子どもから高齢

者まで利用され、夜間開放も週２回実施するなど情報発信の場としての役割も果たし

ていることから、今後の施設改修等があった場合には再構築され、利用しやすく誰で

も借りやすい環境となることを望みます。 

  学校給食センターは、施設の改築も計画されておりますが、既存施設での衛生管理

に十分注意され、地場産物を活用した食育の実践と、おいしい給食提供に努めていた

だきたい。 

  農業委員会におかれましては、本年改選期の折、新体制でスタートされました。農

業者の公的代表機関として、農地の利用調整を中心に地域農業の振興を図っていただ

くことを望みます。 

  以上です。 

  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。 

  ただ今の説明について、ご意見をいただきたいと思いますが、ご意見については、

休憩の中で協議いたしたいとおもいますので、よろしくお願いします。 

  休憩いたします。 

 

休憩 １５時３６分 

開議 １６時００分 

 

〇委員長（村本照光君） それでは、ご意見がないので、休憩を閉じます。 

  先ほど、休憩中に、それぞれ皆さんからいただいたご意見をもとに、今回は素案で

あります。それぞれの文章の中身、それから書き方等も含めて、皆さんからご意見を

いただいたことを事務局の方でまとめるようにしたいというふうに思います。 

  今、事務局とも相談をしたのですが、１０月末くらいまでに、今の皆さんの意見を

取り入れた素案を、もう一度作りたいと。その時点で皆さんにまた読んでいただいて、

再度検討したいということでございます。 

  そういうことでよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 
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〇委員長（村本照光君） それでは、そのようにさせていただきます。 

  その他で何か皆さんからご意見ありませんか。委員会の中で何かありましたらいた

だきたいと思います。 

  なければ、事務局の方から。 

  局長、柏田君。 

〇議会事務局長（柏田泰明君） まだ合同委員会の開催につきましては、議運が開催さ

れておりませんので、決定はしておりませんけれども、理事者の方から要請がある中

で、もし、合同委員会が開催される場合につきましては、教育委員会関連の議案が３

件ありますので、その部分は、合同委員会が開催される日に持参をしていただきたい

というふうに思います。 

  それと、社会保障・税番号制度マイナンバー制度でありますけども、これの概要説

明があります。あの資料につきましては、厚い資料でありまして、予備がないという

ことでありますので、それについても、是非、お持ちいただいて、お願いをしたいと。 

  それと、その他の報告事項の中で、小規模特認校のことが出ていました。きょう、

教育委員会の資料の中には、その答申も入っておりますので、もし、それも必要だと

思われるのであれば、持ってきていただきたいなと思います。 

  後は、観光施設の指定管理者替えの現状につきましては、口頭でお話されるという

ことでありますけれども、これについては資料がございませんので、その現状を、町

長の方から報告されるだろうというふうに思っております。 

  それと、これはなかなか文章で差し上げる時間がないのですけども、今回、１５年

を超えまして、議員の中から自治功労、北海道議長会の表彰を受けられる方が２名居

ります。副議長、上村総務厚生常任委員長の２名が居りますので、その祝賀会を、２

４日、議会が終わる終わらないに関わらず、５時４５分から祝賀会を開催したいとい

うことでございます。 

  なお、この部分につきましては、前回もそうでしたけども、理事者の方、町長、副

町長、教育長の方に出席をお願いするということで話しておりますので、そういうこ

とでお願いをしたいというふうに思います。 

  また、合同委員会の開催につきましては、議運が１７日にございますので、予定で

は１８日１０時からと予定しております。ＦＡＸになると思いますけども、開催通知

を差し上げたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

  私の方からは以上のとおりでありますので、よろしくお願いいたします。 

 

    ◎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、本日の委員会を閉会いたしま

す。ご協力ありがとうございました。 

 

閉会１６時０４分 
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  署名委員 
 
 
 
 
 
   平成２６年６月１１日 
 
 
 
    委 員 長 
 

 


