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産 業 教 育 常 任 委 員 会 

 

期 日 平成２７年 ３月 ４日（水） 

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 

 
〇出席委員（７名） 
 委員長 ３番 向 井 孝 一 君   副委員長  ７番 川 上 絹 子 君 
     ２番 山 崎   仁 君        １１番 村 瀬   広 君 

１番 村 上 忠 弘 君          
    （議長 徳 田 栄 邦 君） 
 
〇欠席委員（０名） 
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開議 １３時３３分 

 

    ◎委員長あいさつ 

〇委員長（向井孝一君） 皆さんこんにちは。 

  ３月に入りまして、なぜか１ヶ月ずれた錯覚を起こすような天候が続いております

けども、今年の出来上がりは若干心配だなというような思いでおります。 

  今回の常任委員会につきましては、私どもの任期最後の委員会でございまして、私

もこの場所で進行役を務めるのは初めての経験でございますので、皆様方に迷惑をか

けることも多々あろうかと思いますが、最後まで進行に努力いたしますので、よろし

くお願いいたします。 

 

    ◎町長あいさつ 

〇委員長（向井孝一君） 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。 

  ただ今、開会の時間を取らせていただきました。高等養護学校の卒業生の代表の方

が、町長の方と教育長の方にあいさつに来たということで、ご配慮をありがとうござ

いました。 

  いま委員長のお話にもありましたように、昨日までは非常に穏やかさのある天候で

あったわけでありますけども、きょう朝、美利河の方の車を見ましたが１０センチの

雪が積もっておりました。午前中に私は八雲の方で会議がありましたので、日進峠を

往復したわけでありますけども、行くときには１０センチはなかったのですが、除雪

は入っていませんでしたが、圧雪で真っ白い状態であったわけであります。帰りはそ

れが融けて、非常に悪路になっておりました。そういう浮き沈みの激しい天気である

わけでありますけども、昼にニュースを見ていましたら弟子屈町の方で鉄骨のハウス

があって、そこには電線を張って融雪に耐えられるような対応を取っているわけであ

りますけども、それに耐えきれない雪の重みで倒壊したというニュースがあったわけ

であります。今金町は鉄骨というよりもパイプのハウスでありまして、きょうの天気

は明らかに山瀬の天気です。日進の方も山瀬の吹き溜まりも少しあったということか

ら、非常に今後心配される状況にありますので、十分に心掛けていかなければいけな

いかなと思っております。 

  そのニュースが終わってチャンネルを変えました。変えた瞬間に、おっと思ったの

が、日本で最高の納豆はという特集がありまして、もしかしたらなとは思ったのです

けども、案の定今金出身の本間社長のところの豆蔵のものが。今金の鶴の子を非常に

奨励し推奨し、自らも使っていただいて全国でもチャンピオンになっているところで

ありますけども、全国の豆協会の会長をずっと永きに渡ってやっておりまして、自ら

本間１号、本間２号という種類も作っているわけでありますが、その本間１号が最高
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品だという評価を受けたテレビのニュースをみたところでありまして、非常に嬉しく

思ったところであります。 

  きのうの総務厚生常任委員会でもあいさつをしたところでございますけども、行政

報告と執行方針にも記載をしてありますように、国はご承知のとおりいま地方創生の

大合唱であるわけであります。先般声がかかりまして、北大のシンポジウムで発言の

機会を得ました。国が求めている地方創生、地域政策についてですが、私は今金町は

町民憲章に則り、まちづくりの憲章発展を見込んだ総合計画の具現化を目指すことを

その基本としておりますという話を、前段で申し述べさせていただきました。 

  なお、この度の地方創生、地域政策は総合計画に包含されるものではありますが、

特に人口減少対策、雇用そして即効性のある地域活性化へ特化した取り組みを期待し

ているものであると認識しておりますという話も、させていただいたところでありま

す。 

  しかし、この大きな違いは何かと言いましたら、政策というのは基本的にはハード

面、ソフト面の両面がかみ合って取り組まれることが多く、とりわけ小さい自治体は

特に両面がかみ合った形の事業推進が多々ある訳であります。そう考えた場合にこの

度の地方創生、地方戦略というのは、ましてや先行型というのはソフト面限定という

ことになるわけであります。 

  しかし、当面する先行型の求められている事業につきましては、緊急性もあり現行

事業の財源確保面を優先して計画をし、今後５年間の戦略事業につきましては、それ

は政策となりますことから腰を据えた計画としなければならないと考えております。 

  さて、これから所管課から提出事案の説明をいたさせますが、ご審議賜りたいと思

いますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。 

  なお、今定例会に提案しております２７年度の予算についてでありますけども、統

一選挙ということから基本は骨格予算として提出したところであります。 

  しかし、継続事業の更新を迎えているものや、既に方向付けをしているものあるい

は事務を進めなければならないと思われる事務・事業につきましては、中段できない

ことから提案しているものもありますので、ご審議をお願い申し上げたいと思います。 

  本常任委員会所管におきましては、国の動向に則した条例改正や各種計画の策定が

行なわれており、都市計画マスタープランの策定と子ども・子育て支援事業計画策定

も行われているところであります。このことから、改めてまたご審議をお願いすると

ころでございます。 

  なお、予算編成にあたりましては、関係機関・団体等の意見反映をして予算聴取を

図ってきており、歳出はしっかりと積算して計上し、歳入は厳しく予測して調整した

予算を基に、いつも申し上げておりますように執行段階で更なる精査と歳入確保に心

掛けていくことで、全体の調整を図って提案しておりますので、ご審議賜りますよう

よろしくお願い申し上げたいと思います。 

  なお、情報でございますけども、きのう総務厚生の方で話をさせていただきました

が、病院運営でござますけどもこの３月で医師一人が退職するということから、現行
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の常勤医師が一人減になるわけであります。加えてこれまで月２回来ていただきまし

て、その後に医師の調整が取れなくて月１回になっておりました眼科診療につきまし

ても、４月から医師の確保ができない、派遣医師で賄っている吉田眼科さんも賄いき

れない状況になって、加えて一人の先生が独立したということから、更にはこの前院

長さんも倒れまして入院していることで、どうしても４月からは来れる状況ではない

と。今金、せたな、長万部で出張診療しているわけでありますけども、これについて

は当面見合わせたいというお話がありました。私も出張がありましたので出向きまし

て、副院長と次の日の朝早く事務長にもお願いをし、できれば再開を是非期待してお

りますという話と、いま無料で来ております送迎バスにつきましては、この運行につ

きましては是非お願い申し上げたいという話をさせていただいているところです。い

ずれにいたしましても、きょうの午前中も八雲の町長さんと、毎度お会いすると医師

の話、看護師の話をするわけでありますけども、本当に大変な状況になっております

ので、医師確保に向けて全面的にあるいは全力でそちらの方に気持ちを集中しながら、

確保に向けた努力をしていかなければいけないと思っておりますので、ついては皆様

方も含めて様々な情報があれば、是非お願いを申し上げたいということを述べさせて

いただいて、前段のあいさつにさせていただきます。 

  どうぞよろしくお願いいたします。 

〇委員長（向井孝一君） ただ今の出席委員は５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。 

  ３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。 

  ３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３２件であります。 

  その内訳につきましては、新たに条例を制定しようとするものが３件、条例の一部

改正が９件、条例を廃止しようとするものが１件、議会基本条例に基づき議決をお願

いするものが２件、指定管理者の指定を行おうとするものが１件、平成２６年度の一

般会計を始め各特別会計での補正予算が８件、平成２７年度の一般会計を始め各特別

会計予算が８件、以上合計３２件であります。 

  それでは、各会計の平成２６年度補正予算並びに２７年度の新年度予算につきまし

ては、こののち所管課ごとに概要の説明を申し上げますので私の方では省略をさせて

いただきまして、議案の１号から１６号まで順次提案理由の概要を申し上げます。 

  議案第１号、今金町子ども・子育て支援法に基づく過料に関する条例制定でありま

す。子ども・子育て支援法の施行に伴い、同法第８７条の規定により、正当な理由が

なく給付に関する調査等を拒むなどの不誠実な対応を行う事業者・保護者などに対し、

市町村が条例により過料を科すことができることとなりましたので、当町においても

不誠実な対応の抑止のために本条例を制定しようとするものであります。 

  議案第２号、今金町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防
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支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例制定

について。議案第３号、今金町包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例制定

について。この２つの議案につきましては提案の趣旨が同じであります。国における

第３次地方分権一括法による介護保険の改正により、これまで厚生労働省令等により

規定されていた基準を平成２６年度末までに市町村の条例で定めることとされたこ

とに伴う国の基準を踏まえてそれぞれの条例を制定しようとするものであります。 

  議案第４号、職員の分限に関する条例及び今金町職員の懲戒に関する条例の一部を

改正する条例制定について。公平委員会につきましては、平成１４年度から檜山管内

で共同設置しており、各町における事務の管理及び執行に関する規則の制定につきま

しては関係町で取り扱うことから、本条例中の「公平委員会規則で定める」とあるも

のを「規則」に改めるため、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５号、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施

行に伴う関係条例の整理に関する条例制定について。教育行政の責任の明確化、総合

教育会議の設置、大綱の策定、国の地方公共団体への関与の見直しを柱とする地方教

育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律が平成２７年４月１日施

行されることに伴い、関係条例を改正しようとするものであります。 

  議案第６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。

平成２６年８月７日付け、人事院の給与勧告に基づく給与制度の総合的見直し（月例

給、期末・勤勉手当、単身赴任手当、管理職員特別勤務手当）について所要の改正を

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７号、今金町生活改善センター等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。旧美利河小学校の改修が完了し、生活館機能を移転するため設

置根拠である当該条例について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８号、今金町学童保育所設置条例の一部を改正する条例制定について。平成

２６年９月に制定した、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

を定める条例に基づき、学童保育所指導員の基準を改正するため、本条例の一部を改

正しようとするものです。 

  議案第９号、今金町総合福祉施設の設置及び管理に関する条例制定について。当該

施設の訪問看護ステーションに係る適用除外規定の追加など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１０号、今金町介護保険条例の一部を改正する条例制定について。国の政令

が改正され、標準段階が見直されることとなり、段階別額の変更及び新たな段階設定

が必要となります。また、併せて新たな第２段階の乗率については、第５期における

乗率との均衡を図り、急激な負担増を抑制するため、国の標準段階から引き下げるこ

とから、本条例の一部を改正しようとするものであります。 

  議案第１１号、 今金町指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例制定について。第３次地方分権一括法による介護保険
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の改正により、これまで厚生労働省令等により規定されていた基準を平成２６年度末

までに市町村の条例で定めることとされたことに伴い、国の基準を踏まえ本条例の一

部を改正するものであります。 

  議案第１２号、今金町国保病院使用料及び手数料条例の一部を改正する条例制定に

ついて。当院において、入院患者については完全看護を原則としていますが、病状や

容体によっては、家族の付添が必要な場合が発生することから、付添者の身体的負担

を軽減することを考慮し、新たに付添者用ベッドの貸出を行うため、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１３号、今金町保育の実施に関する条例を廃止する条例制定について。児童

福祉法の一部改正により、保育を必要とする事由が法令に定められたことに伴い、本

条例を廃止するものです。 

  議案第１４号、今金町保健福祉総合計画の策定について。地域福祉を一体的に推進

するため、社会福祉法第１０７条の規定等に基づき策定する本計画について、今金町

議会基本条例第８条の規定により議会の議決を求めるものであります。 

  議案第１５号、今金町都市計画マスタープランの策定について。都市計画法第１８

条の２に基づき、本町における都市の将来像や目標など、都市計画に関する基本的な

方針を定めた本計画について、今金町議会基本条例第８条の規定により議会の議決を

求めるものであります。 

  議案第１６号、プラザ２１に係る指定管理者の指定について。当該公の施設の指定

管理者を指定するため、地方自治法第２４４条の２第６項の規定に基づき、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（向井孝一君） 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。 

  山崎君。 

〇２番（山崎 仁君） 山崎です。 

  提案理由の一覧が以前は配布されていたようですけども、今回はないのですか。 

〇委員長（向井孝一君） 副町長、清水君。 

〇副町長（清水 寛君） すみません。 

  当然、送付されているものと私の方は認識しておりましたので、総務課の方で配布

漏れがあるとすると、ちょっと休憩をいただきまして確認をし、早々に提出をさせた

いと思いますがよろしいでしょうか。 

〇委員長（向井孝一君） 配布資料が揃うまで、暫時休憩いたします。 

 

休憩 １３時５０分 

開議 １３時５９分 
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〇委員長（向井孝一君） 休憩を閉じ、開議いたします。 

  他に質疑ありますか。 

  なければ、次に進みます。 

 

    ◎各課説明事項 

〇委員長（向井孝一君） 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願います。 

  産業振興課長、森君。 

〇産業振興課長（森 朋彦君） お疲れ様でございます。 

  産業振興課からは、説明事項が３件と報告事項が３件ということで説明を申し上げ

ます。 

  なお、用います資料につきましては、産業振興課から提出しております産業教育常

任委員会資料のものと、それから平成２７年度一般会計予算の参考資料、固い表紙の

ものになります。それと、まちづくり推進課から提出をしております平成２７年度当

初予算新年度実施事業の概要という、３つの資料で説明をさせていただきます。 

  それからもう１つ資料提出をしておりますが、クアプラザピリカ運営に係る町費負

担経過、これにつきましては昨年の１２月１６日に開催されました合同委員会におき

まして、上村委員から資料請求があったものでありますので、これは後ほどお目通し

していただければと思います。 

  それでは、各説明事項と報告事項につきましては、担当の課長補佐から説明をいた

しますので、よろしくお願いいたします。 

〇委員長（向井孝一君） 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） それでは説明事項から説明させていただきます。 

 説明事項１、平成２６年度一般会計補正予算第７号の概要について、説明いたしま

す。１ページになります。 

  歳入からです。 

  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２３万１，０００

円の減額であります。この中身につきましては、１節農業費負担金において、国営利

別川（一期）地区かんがい排水事業受益者負担金１０万円の追加、これは繰上償還が

あったことによるものであります。その下になりますが、農業基盤整備促進事業負担

金１５万１，０００円の減額、これは事業費が確定したことによるものであります。

２節滞納繰越分１８万円の減額、これは対象者減によるものであります。１４款道支

出金、２項道補助金、４目農林水産業費道補助金２１８万２，０００円の追加。内容

ですが、農業費補助金でありますが、その中で青年就農給付金事業補助金２２５万円

の追加があります。これは平成２７年度で給付予定だったものが、国が平成２６年度

補正で対応するということでありましたので、町村もそれに合わせて今回追加するも

のであります。 

  続きまして、２ページになります。 
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  歳出になります。 

  ６款農林水産業費、１項農業費、２目農業振興費２３４万６，０００円の減額。こ

の主な内容は１９節負担金補助及び交付金でありまして、施設園芸作物推進事業補助

金２４６万９，０００円の減額、環境保全型農業直接支払交付金１９万７，０００円

の減、担い手対策交付金２００万円の減額、いずれも事業の精査または実績によるも

のであります。また、その下にあります青年就農給付金につきましては、先ほど説明

いたしました、国が前倒しで給付することの実績見込みによる精査による追加であり

ます。４目畜産業費１１３万円の減額、これは１９節負担金補助及び交付金でありま

す。牛群繁殖管理推進事業補助金で９８万円の減額、これは実績見込みによる精査に

よる減額であります。 

  次の、６目土地改良費から津山補佐の説明になります。 

〇委員長（向井孝一君） 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。 

  引き続き、平成２６年度の補正予算についてご説明を申し上げます。 

  ６目土地改良費におきまして７万９，０００円の減額は、１５節工事請負費でござ

いまして、先ほど説明した農業基盤整備促進工事費の事業費確定によるものが主なも

のでございます。２項林業費、２目造林事業費５万円の減額は事業費確定によるもの

でございます。７款商工費、１項商工費、３目観光費におきまして２２万９，０００

円の減額で、その主なものについては１３節委託料におきまして、今金町観光施設指

定管理料２１万６，０００円の追加は、株式会社クアプラザピリカの解散に伴って、

１２月補正のときに３，８００万円の追加補正をお願いし、承認をいただいたところ

でございますけども、その際に変動要因を含んでいるという旨の説明をいたしており

ます。その変動要因というのは、主に法人税、消費税、社会保険料、解散公告料等々

でございまして、清算に伴って最終的な金額が確定した結果、不足額が生じたことに

より追加をお願いするところでございます。また１９節負担金補助及び交付金で２８

万８，０００円の減額は、クアプラザピリカ宿泊施設町民利用助成負担金でございま

して、これは実績見込みの精査でございます。 

  続きまして、一番下段にあります表でございますけども、地域活性化地域住民生活

等緊急支援交付金でございますけども、これにつきましてはまちづくり推進課が取り

まとめ、補正予算の計上をしているところでございますけども、この予算の全額を翌

年度に繰り越しまして、その執行を産業振興課が行なうということで、この事業の概

要について説明を申し上げます。 

  これはプレミアム商品券の発行事業でございまして、実施主体といたしましては今

金町商工会が行なうこととなります。プレミアム率は３０％で、内訳といたしまして

は、歳入のところで書いてございますけども、国庫補助金で２５％、道の上乗せ補助

が５％ありまして、合計で３０％のプレミアム率ということになります。発行数でご

ざいますけども６，０００セット、６，０００万円分を発行する予定でございます。

それに事務費の印刷製本費と消耗品費等々を合わせまして１８１万円。合計１，９８
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１万円の歳出に対しまして、歳入でございますけども、国の補助金、道費を合わせま

して１，９８０万３，０００円の歳入でございます。 

  以上で、平成２６年度の補正予算について説明を終わらせていただきます。 

  続きましての新年度予算につきましては、また川平より説明いたします。 

〇委員長（向井孝一君） ちょっと休憩して、先ほどの資料を配ります。 

暫時休憩いたします。 

 

休憩 １４時０７分 

開議 １４時０９分 

 

〇委員長（向井孝一君） 休憩を閉じ、開議します。 

  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） それでは説明事項２、平成２７年度一般会計予算

案の概要について、説明いたします。 

主なもののみ説明させていただきます。４ページになります。 

  歳入からです。 

  １１款分担金及び負担金、１項負担金、３目農林水産業費負担金、本年度予算額７

３６万４，０００円、前年度比較９０万７，０００円の減であります。これは１節農

業費負担金におきまして、国営利別川（一期）地区かんがい排水事業受益者負担金３

９８万２，０００円、中里地区維持管理事業受益者負担金１１９万９，０００円、こ

の２つが減額になったことによるものでございます。１４款道支出金、２項道補助金、

４目農林水産業費道補助金、本年度予算額７，９５１万５，０００円、前年度比較６，

９６３万５，０００円の減。１節農業費補助金で、本年度予算額７，１１０万８，０

００円、前年度比較４，３０６万２，０００円の減となっております。この減の主な

要因ですが、２段目にあります中山間地域等直接支払交付金４２０万円がありますが、

これは対象農地が減少したために大きく変わっております。ここに記載されておりま

せんが、前年度の予算では３，５５７万１，０００円ありました。これの減額が大き

な要因であります。その下にあります、多面的機能支払交付金４１４万円は新規事業

でありますので、のちほど歳出で説明させていただきます。また２節林業費補助金、

本年度予算額８４０万７，０００円、前年度比較で２，６５７万３，０００円の減。

この減の主な要因は、造林事業補助金３３３万３，０００円でありましたが、これは

新植事業等を本年度行わないために大きく減少したものであります。森林整備地域活

性化支援事業交付金３４７万９，０００円、これも対象面積が減少したことにより大

きく下がっております。 

  続きまして５ページになります。歳出です。 

  ６款農林水産業費、１項農業費、２目農業振興費、本年度予算額４，４８４万８，

０００円、前年度比較１０４万５，０００円の増であります。１３節委託料６９３万

４，０００円、前年度比較で６９３万４，０００円となっておりますが、これは今金
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町農業振興地域整備計画図書作成業務委託料であります。これにつきましては、農業

振興地域の整備に関する法律に基づきまして、農業地域振興整備計画書を作成するも

のであります。本町におきましては昭和４５年に作成されて以来、大きな見直しがさ

れていなかったために、平成２６年度から２ヶ年で修正作業を行っていたものであり

ます。２６年度につきましては、債務負担行為で予算計上をしていたものであります。

１９節負担金補助及び交付金、本年度予算額３，３６９万５，０００円、前年度比較

４８５万５，０００円の減となっております。これにつきましては、下から３段目で

すが、産業後継者育成就業奨励交付金２１０万円とありますが、これが本年度の実績

に合わせた数字となっておりますので、昨年度より減となっております。その上にあ

ります水稲直播栽培で、大変申し訳ございませんが栽培というのが２つありましたの

で、訂正をお願いします。申し訳ございません。水稲直播栽培面積拡大推進事業補助

金１８６万円、これは新規事業でありますので説明させていただきますが、まちづく

り推進課で作っております、新年度実施事業の概要の３６ページで説明したいと思い

ます。 

  水稲直播栽培面積拡大推進事業ということで、国営事業等の整備の工事完了後のほ

場にコメを主体的に作付けされることを想定した場合に、育苗作業等が簡略できる水

稲栽培につきましては、今後、規模拡大を図る上で重要な栽培と考えております。ま

た、主食用米の配分が毎年減少しておりますので、加工米や新規受用米に対応するた

めにも、コストを下げることができる直播栽培の定着が必要と考えております。現在

も、水稲直播研究会が主体的に推進して各農業者が作付けをしておりますが、技術的

な不安から新規で始める人あるいは拡大していくものが少なかったために、更なる拡

大と定着を図るために本事業を実施するものであります。 

  事業の概要につきましては、従来から実施していただいた面積につきましては、反

あたり６，０００円の補助。新規あるいは従来より面積を拡大したものにつきまして

は、反あたり８，０００円の助成を行い、直播栽培の拡大と定着を図りたいというふ

うに考えております。 

  事業実施期間につきましては、２７年から２９年までの３年間を考えております。 

  常任委員会資料に戻っていただきまして、６ページになります。 

  ６款農林水産業費、１項農業費、３目地域農政推進費、本年度予算額１，３６１万

８，０００円、前年度比較で３，４３３万８，０００円の減です。３節職員手当で１

９８万円増になっておりますが、これは嘱託手当の１年分でありまして、この内容に

つきましては２７年度から実施します、多面的機能支払ですとか、人・農地プランな

ど、近年の国の政策に対応するために嘱託職員を配置するための予算であります。１

９節負担金補助及び交付金、本年度予算額１，１１２万円、前年度比較３，６３０万

９，０００円の減となっております。この主な要因は、歳入でもありましたが、中山

間地域等直接支払交付金が大きく減少しているものであります。ここに記載されてお

りませんが、前年度は４，７４２万９，０００円でありましたので、４，１００万円

ほど減になっております。この理由につきましては、国営緊急農地再編整備事業等に
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より、対象地であった傾斜地がなくなってしまうことや、次に説明いたしますが、多

面的機能支払、同じような内容でありますが、そちらの方へ移行していくなどという

ことから大きく減としたものであります。続きましてその下の多面的機能支払交付金

５５２万円であります。これも新規事業でありますので、先ほどの新年度実施事業の

概要の３５ページで説明したいと思います。 

  多面的機能支払交付金事業でありますが、これは国の事業であります、日本型直接

支払制度に位置付けられた３つの事業の中の１つであります。農村の多面的な機能を

協同取り組み活動によって維持することを目的としておりまして、その取り組みに対

して支援する事業であります。本町では、日本型直接支払と同じような中山間地域等

直接支払交付金事業がありましたが、今後はこの事業の方に少しずつ移行していくも

のと考えております。 

  事業内容につきましては、活動組織を作り対象エリアを決定し、対象農地面積に対

して交付金が交付される事業となっております。農業者は活動組織を作りまして、そ

の計画に基づきまして、具体的には農地や畦畔、農道、用排水路の維持をするために、

草刈りや泥上げ等の農地保全の全体的な取り組みを行う活動であります。それに対し

て交付金が交付されるということになっております。 

  対象面積としては２４０ヘクタールを想定しているものであります。 

  これにつきましても、事業実施年度は国に合わせておりますので、平成２７年度か

ら５ヶ年で計画しているものであります。現在、今金町ではこれに５地区で取り組み

たいということで、北海道あるいはみどりネット北海道の方と協議しているところで

あります。 

  資料の方に戻っていただきまして、４目畜産業費、本年度予算額１，３１７万２，

０００円、前年度対比４８万４，０００円の減であります。この主な要因ですが、１

９節負担金補助及び交付金で、畜産管渠保全施設整備事業補助金２２２万４，０００

円とありますが、これが大きく減となったものであります。この理由は、退舎リース

に対する補助でありますので、年々そのリースの事業が終わるたびに予算が減ってい

くというものであります。６目土地改良費からは津山補佐の説明になります。 

〇委員長（向井孝一君） 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） それでは引き続き、平成２７年度の予算の概要に

ついて説明を申し上げます。 

  ６目土地改良費７，２１１万５，０００円、対前年比１，１１８万３，０００円の

減は、増減の大きい主なもののみの説明とさせていただきます。１３節委託料におき

まして、交差点改良調査設計業務委託料につきましては、これは単年度事業でござい

まして、今年から始まる今金橋の架替工事に伴う迂回路となる交差点の改良について、

調査設計をしようとするものです。改良の予定箇所につきましては、予算参考資料の

５７ページをご覧願いたいと思います。 

  １０月から、今金橋の本格的な解体が始まりますので、１０月以降、迂回路となり

ます田代橋あるいは利別大橋が迂回路になるかと思いますけども、これに接続する交
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差点の改良について調査と設計の委託をかけまして、計画図ができた段階で関係機関、

警察署等々と協議を行いまして計画を進めていこうというふうに考えております。計

画ができた段階で、６月補正で工事費の方をお願いすることになろうかと思いますけ

ども、よろしくお願いいたします。 

  資料に戻っていただきまして、１５節工事請負費、前年度対比１，２５６万円の減

でございます。これは、農業基盤整備促進工事でございまして、今年度要望した額の

４４．７％という配分になりまして、これは半分以下ということで非常に少ない額で

ございました。要望された方に対してはこちら側から、それだけ減額されるとどうい

う順番で施行していったらいいかというのも、なかなか決められなかったものですか

ら、今年の２月３日に要望されている全受益者を集めまして、どういう形で２７年度

は施行していけばいいのか、どういう順番で優先順位を付ければいいのかの会議を開

きまして、受益者の皆様からご意見をいただきながら２７年度の施行面積の確定をし

たところでございます。これによって受益者が２０名、区画拡大を３．７ヘクタール、

暗渠排水を３０．５ヘクタールを施行するということで、今年度は実施していきたい

というふうに考えております。２項林業費、１目林業振興費、本年度予算額１，７１

６万２，０００円、前年度対比６６２万４，０００円の減でございます。８節報償費

で４４万１，０００円の増ですが、これにつきましては２６年度実績をもって、有害

鳥獣駆除の報償費を計上しております。前年度は２００時間と熊１０頭、鹿５頭とい

うふうに当初予算を持っておりましたが、今年度につきましては４００時間と熊１５

頭、鹿５頭ということでの報償費を計上しております。１９節負担金補助及び交付金

でございます。これにつきましては、一番下にある森林整備地域活動支援交付金４６

４万円を計上しておりますけども、これは昨年１２月定例会で２６年度当初と比べて、

途中で要件ガラリと変わりまして、なかなか合致するところがなくなったということ

で、１２月定例会で７４０万円程度減額をさせていただいたところでございます。こ

の要件が今年度も変わらないということで、概ねこれに合致する面積を計上せざるを

得ないということで減となったものでございます。 

  続きまして資料８ページをお願いいたします。 

  ２目造林事業費、本年度予算額１，１８５万５，０００円、前年度対比２，２１８

万１，０００円の減の主なものは、１５節工事請負費でございます。造林工事でござ

いますけども、今年度におきましては、下刈が２３．１ヘクタール。これは鈴岡でご

ざいます。それと間伐と枝打ちが１８．２ヘクタール。これは奥沢でございますけど

も、この２ヶ所につきまして施業を行うということで、施業の面積が減ったというこ

とが要因でございます。３目林道費、本年度予算額１６３万１，０００円、前年度対

比１，０４９万３，０００円の減でございます。これは１５節の工事請負費で、２６

年度で林道の稲穂支線が完了したことに伴う減でございます。７款商工費、１項商工

費、１目商工総務費でございます。これにつきましては、前年度と金額は変わってお

りませんが、１９節負担金補助及び交付金で、住宅リフォーム助成事業補助金１，０

００万円を計上させていただいております。これにつきましては、２ヶ年ということ
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で当初スタートしましたけども、結構ニーズが高いのと、経済効果が大きいというこ

とから、今年度も引き続きこの事業を実施していきたいということで、予算を計上さ

せていただきました。ちなみに、今年度の１月３１日現在でございますけども、８６

件の申し込みがございまして、総工事費が１億８，７７６万円、助成対象経費が１億

７，２０２万円、助成金額が２，０９４万７，０００円という現状になっております。

以上のことから今年度も実施したく計上させていただきましたので、よろしくお願い

いたします。２目商工業振興費、本年度予算額２，１４３万９，０００円、前年度対

比５２２万円の減でございます。これの主なものといたしましては、１９節負担金補

助及び交付金で、２６年度当初、プレミアム商品券の助成を計上していたものですか

ら１，０００万円ですけども、これがなくなったということで、減額が大きくなった

ということでございます。それと下から２番目になります。地域力再生プロジェクト

事業補助金１９６万円の計上でございます。これにつきましては、新年度実施事業の

概要の最後のページ、３７ページにその概要を載せてございます。こちらを見ていた

だきたいと思います。 

  この事業は商工会が主体となって、平成２６年度から取り組んでいるものでござい

まして、経済産業省の小規模事業者地域力活用新事業全国展開支援事業というものの

３ヶ年の継続で採択を受けて取り組んでいるものでございます。人口減少、定住促進

を検討するもので、高等養護学校卒業生の就労支援あるいは空き家対策、ビジネスモ

デル創出による企業支援をキーワードとして、高等養護学校、光の里学園、農協、役

場関係課がプロジェクトを作りまして、構成員となって進めているものでございます。

２７年度はにぎわい商店街事業、空き店舗活用事業の実施をし、養護学校卒業生就労

支援との商工連携によるビジネスモデル創出に関わる調査研究の３つを柱に、展開を

しております。 

  まず、にぎわい商店街では、企業家育成を観点とする高等養護学校と檜山北校生に

よる出店への参画。買い物弱者対策として、買い物ツアー、歩行者天国によるにぎわ

い創出などを予定しております。また、空き店舗活用事業では、シャッターを開けよ

うをテーマに、町内で品薄な商品や創出品など、販売面から既存の商店を補完するミ

ニショップのテスト運行を実施する予定でございます。また、調査研究事業では養護

学校卒業生の雇用促進や、住環境整備の方策、ワークシェアリングによる雇用の通年

化を図るための商工連携方策、地域理解の向上などについてを深めるために、先進地

視察あるいは講演会・研修会の開催などの予定をしているものでございます。またこ

うした一覧の取組には、商工分野だけではなく農業分野や福祉分野も、広く振興策に

つながる要素がありますので、積極的に関わりを持って協力・支援をしたく考えてお

りますので、お願いをいたしたいと思います。 

  なお、予算的には１９６万円の計上でありますけども、２７年度の取組内容につい

て国の採択がもう少しあとになりますので、上下する可能性があることについてご理

解をお願いしたいと思います。 

  資料の方に戻っていただきまして、一番下の農業後継者育成就業奨励金の交付金で



- 15 - 

 

ございます。２４０万円の計上で、新年度につきましては妻帯者１名、独身者２名の

予定をしているところでございます。３目観光費、本年度予算額８，３５０万１，０

００円、前年度対比２，３７０万１，０００円の増でございます。これの主な理由と

しましては、３節職員手当２８６万８，０００円の増でございますけども、これは地

域おこし協力隊嘱託手当２名分でございます。これにつきましては現在１名を配置し

ているところでございますが、観光振興の側面から旅行商品の開発やプロモーション

活動あるいは観光コンシェルジュ特産品開発、観光をツールとしたビジネスモデルの

開発など、取り組みを更に進めるために２７年度からは２名体制の配置としたく予算

を計上いたしました。なお、内１名は商工会が実施する、先ほどご説明いたしました、

地域力再生プロジェクトや観光協会が行なう観光事業との関連性を考慮し、当面の勤

務地を商工会として協力体制を構築して参りたいと考えておりますので、よろしくお

願いいたします。１１節需用費、２，９０５万３，０００円の増でございます。これ

はピリカスキー場の照明設備の修繕でございます。２，５００万円を計上させていた

だいております。これは昨年７月の臨時会において、ピリカスキー場関連の修繕の補

正をお願いしたところであります。この段階で、この照明についても計画を入れてお

りましたけども、いまの地下埋設ケーブルの中に水が溜まっていて絶縁抵抗が低くな

っており、漏電する可能性があるということで、一応計画には入れていたのですけど

も、期間的に修繕するには短いということで、今年度当初に回させていただいたとこ

ろでございます。１３節委託料、前年度対比７５４万５，０００円の減につきまして

は、今金町観光施設指定管理料２，５００万円の計上が大きなものとなっております。

１４節使用料及び賃借料、前年度対比３２５万１，０００円の増でございますけども、

これは圧雪車のリース料でございます。２６年度当初はスキー場の運営ということを

考えておりませんでしたのでこれを外しておりましたけども、またリースをするとい

うことでございます。１９節負担金補助及び交付金、前年度対比４６６万円の減にな

っておりますけども、これは一番下の今金町観光協会事業補助金でございます。今年

度は３９２万円を計上させていただいております。昨年は８月に開催したいいとこ祭

りがＳＴＶラジオを呼んでタイアップして、大々的に祭りを実施したところでござい

ますけども、今年は通常通りに戻りましてのいいとこ祭りの運営ということで考えて

おりますので、この分が落ちたものということでございます。 

  以上で、平成２７年度の一般会計予算案の概要についての説明を申し上げました。 

  続きまして、報告事項でございます。 

順番が前後しますけども、引き続き私の方で３番の着地型観光商品造成に向けた取

組についてを説明させていただきたいと思います。資料につきましては、１４ページ

から１７ページまででございます。この資料には、平成２６年度に行った取組につい

てをまとめております。 

この取組は、まちの魅力の掘り起こしや磨き上げを図り、交流人口の増加を目指し

て、平成２４年度から活動している人流創生プロジェクトの取組や地域連携協定を結

んでいる札幌国際大学などの協力をいただき、観光商品や体験プログラムなど滞在観
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光を作り上げることを目的として進めているものでございます。 

  また、予算的には広域社団法人北海道観光振興機構の制度を活用して進めておりま

す。詳細についてはのちほど資料でご確認をいただきたく存じますけども、７月にはイ

ンバウンドモニターツアー、これは札幌の外国人留学生１０名を招き実施をしておりま

す。１０月には今金満喫モニターツアー、これは旅行エージェントとタイアップをして

一般募集２０名の道央圏在住者を対象に参加をいただきました。このバスツアーは２０

名で打ち切りましたが、募集段階では５０名を超える応募があったということでござい

ます。１月には冬のアクティビティモニターを開催し、札幌国際大学の学生にアクティ

ビティプログラムのモニターをしていただいたところであります。こうしたモニターツ

アーの取組やセールスプロモーションとして参加した、北海道観光商談会を通じてセー

ルスポイントの売り込みを強化すべく、課題となるウィークポイントなどが明らかにな

ってきております。 

  平成２７年度には、この取組の評価と検証に基づきまして、更に町内外の事業者と

の連携協力や周辺市町村を１つのエリアとして捉えるなど、広域支援にも着目をしなが

らモニターツアーを継続すると共に、ハード面、ソフト面から必要な環境整備を検証し

まして、観光面から町の振興につなげていきたいと考えておりますので、よろしくお願

いいたします。 

  １、２番につきましては、川平より報告があります。 

〇委員長（向井孝一君） 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、報告事項の１と２を説明させていただ

きたいと思います。 

  報告事項１、水稲及び販売関係、農業共済金支払い状況についてであります。１０

ページになります。 

  水稲及び販売関係についてということで、平成２７年度産米の配分について。平成

２７年度のコメの配分につきましては、Ｂの欄になります目標数量が５，９２７トン、

換算面積で１，１８１．２ヘクタールということでありましたが、平成２７年のコメ

の在庫が平年より上回るということが予想されておりましたので、今年度につきまし

ては通常の配分と同時に、その横のＣのところにありますが、自主的取組というのも

配分されております。国、道あるいはホクレン関係も全てこれを推進するということ

でありましたので、本町においても実質的な取組は、この自主的取組の面積が配分と

なります。この配分数量につきましては５，８３２トン、換算面積につきましては１，

１６２．３ヘクタール、増減ですが配分では１７１トンの減、換算面積でも３８．６

ヘクタールの減となっております。 

  続きまして、２の平成２７年度水稲種子品種別申込状況であります。これは多い順

番に上から並べておりまして、ななつぼし、ふっくりんこ、ゆめぴりかということで、

ほぼこの３つで８６％程度を占めております。またこの順位につきましては、昨年も

同様の構成となっております。 

  続いてその右の方ですが、３の平成２６年度農協販売実績総括表であります。これ
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は米、馬鈴薯、雑穀、小麦、甜菜、蔬菜（そさい）、販売の合計が３４億８，２２１

万９，１５４円。酪農畜産関係で１２億５，８１１万６，８４３円。販売額全体では

４７億４，０３３万５，９９７円となっております。 

  続いて１１ページになります。４の年度別水稲作付面積、ランク「米の直接支払及

び水田活用交付金金額」一覧表であります。１７年度から２７年までのものが載って

おります。主食米配分数量からいろいろ載っておりますが、特に一番右側に水田活用

交付金・産地交付金等ということであります。平成２６年度では、７億５，１８８万

２，６０５円となっております。この内訳ですが、米の直接支払の交付金、それから

水田活用の戦略作物あるいは産地交付金を合算したものであります。２５年度と比べ

まして７，６００万円ほど低くなっておりますが、これにつきましては米の直接支払

交付金が１万５，０００円から７，５００円に変わったことによるものと考えられま

す。 

  続きましてその下、５の年度別農業共済金支払実績であります。これも１９年度か

ら２６年度まで載っております。まだ未払いのところもありますが、現在のところで

は５，１０４万２，７１４円となっております。 

  続きまして、報告事項２になりますが、平成２７年度産米の生産数量目標について

ということで１２ページになります。これは道から今金町にきました目標の配分の通

知であります。本来でありますと１の生産数量目標５，９２７．１０６トン、それか

ら換算面積１，１８１．２ヘクタールがいままでの通常の面積でありましたが、今回

は自主的取組ということで４番の自主的取組参考値５，８３２．２７２トンが配分数

量、換算する面積が５の自主的取組参考値の面積換算値で１，１６２．３ヘクタール

が、今年度の今金町の主食米の面積となります。 

  １３ページでありますが、これは基礎台帳でありますので、それぞれ点数がありま

してその中で点数を決められて順位が出てきて、これに基づいて道が配分するという

ことでありますので、のちほどお目通しをお願いいたします。 

  以上をもちまして、産業振興課の説明を終わります。 

〇委員長（向井孝一君） 説明が終わりました。 

  この時計で５５分まで休憩します。 

 

休憩 １４時４５分 

開議 １４時５４分 

 

〇委員長（向井孝一君） 休憩を打ち切り、開議いたします。 

  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します。 

  村上君。 

〇１番（村上 忠弘君） 村上です。 

  １つお聞かせいただきたいのは、新規事業の中の直播の部分で助成するという部分

なのですけども、これについては湛水それから乾田の両方該当になるということなの
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でしょうか。 

〇委員長（向井孝一君） 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） これは湛水それから乾田の両方該当させるという

考え方を持っています。 

〇委員長（向井孝一君） 村上君。 

〇１番（村上忠弘君） 基盤整備が終わって、すぐいきなり乾田というのはどうなのか

なという思いもあるのですけども、一応乾田も対象になるということで聞きましたの

で、了解しました。 

〇委員長（向井孝一君） よろしいですか。 

  他に質疑ありませんか。 

  ないようですので、以上で産業振興課の質疑を終わります。 

  次に、国営農地再編推進室より説明を願います。 

  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） ご苦労様です。 

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

ます。 

  説明にあたりましては、室次長よりご説明申し上げます。 

〇委員長（向井孝一君） 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、資料に基づいて説明させていただきます。 

  資料の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７号の、国営農地再編推進室所管概要について説

明させていただきます。 

  歳入からです。 

  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８，０００円の減

額は農業経営高度化促進事業受益者負担金で、事業確定によるものです。１４款道支

出金、２項道補助金、４目農林水産業費道補助金１万円の減額は同様に事業費確定に

よるものとなっております。１４款道支出金、３項委託金、３目農林水産業費委託金

５７万円の減額については換地事業委託金で、業務量の減額による変更となっており

ます。 

  次のページをお願いします。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４９万９，

０００円を減額は、１節報酬５４万３，０００円は換地委員報酬の減額、９節旅費２

万８，０００円は費用弁償、共に今後の開催予定を勘案して減額するものとなってお

ります。１３節委託料の１万円の減額については換地計画原案等作成業務委託料で、

執行残となっております。１９節負担金補助及び交付金８万２，０００円の追加は北

海道土地改良事業団体連合会負担金で、職員派遣分の人件費確定による増が９万９，

０００円、農業経営高度化促進事業補助金１万７，０００円の減は事業費確定による
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執行残となっております。農業経営高度化促進事業補助金の内訳でございますけども、

対象面積が約５５ヘクタール、うち水田が５２ヘクタール、畑が２８ヘクタールほど

となっております。対象者数は１８戸。交付額につきましては３，２９８万２，６６

０円ということになっております。対象外の面積につきましては、全部で１２．６ヘ

クタールほどありますが、うち水田については１１．５ヘクタール、畑について１．

１ヘクタールという状況になっております。これ以外については秋まき小麦、牧草を

収穫した面積となっておりまして、水田に係る１１．５ヘクタールにつきましては、

水田活用交付金の対象となっているところでございますので、よろしくお願いいたし

ます。 

  次に、２７年度一般会計予算国営農地再編推進室所管概要について、説明させてい

ただきます。 

  ２７年度予算案における増減の要因については、大きく２つとなっておりまして、

１つは昨年９月に補正いたしました農業経営高度化促進事業、いわゆる促進費に係る

予算を当初予算より計上したことによる増となっております。もう１つは換地業務に

係る業務量につきまして、前年度より大幅に減となったことによりその分減額となっ

ておりますので、よろしくお願いいたします。 

  それでは内容について説明させていただきます。歳入についてです。 

  １１款分担金及び負担金、１項負担金、３目農林水産業費負担金１，４８５万円、

農業費負担金で農業経営高度化促進事業受益者負担金、促進費による受益者の負担金

分となっております。１３款国庫支出金、３項委託金、３目農林水産業費委託金１２

０万円については、前年度より減となっている２８０万円については、今金北地区に

係る調査委託金がなくなったことによる減額となっております。１４款道支出金、２

項道補助金、４目農林水産業費道補助金１，８１５万円については、農業経営高度化

促進事業の補助金分となっております。１４款道支出金、３項委託金、３目農林水産

業費委託金で、本年度７６７万４，０００円、前年度対比１，２６３万７，０００円

の減については、換地事業費の委託金で前年度より業務量が減ったことによる減とな

っております。 

  次に歳出の方に入ります。 

  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、本年度予

算１億１，００４万６，０００円、前年度対比２，５４０万７，０００円の追加とな

っております。１節報酬８６万７，０００円、前年度対比２８９万１，０００円につ

きましては業務量の減ということで、開催数が減ったということに合わせて２７年度

につきましては、研修会の開催も予定しないということから大幅な減という状況にな

っております。９節旅費につきましても、本年度１１３万７，０００円、前年度１５

３万７，０００円、４０万円の減となっておりますが、主に委員会経費に関わる部分

で、報酬に伴う費用弁償の減が主なものとなっております。 

  次のページをお願いいたします。 

  １１節需用費、本年度１４６万５，０００円、１５万２，０００円の減につきまし
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ては、前年度実績を勘案しまして算定した結果１５万２，０００円減にすることがで

きたというものです。１３節委託料、本年度３５６万８，０００円、前年度対比２４

７万３，０００円の減額は、換地業務の減額による減となっておりまして、前年度よ

りも大幅に減という状況になっているところです。１９節負担金補助及び交付金、本

年度４，６５５万７，０００円、前年度対比３，１３４万９，０００円の増につきま

しては、先ほどもご説明しましたが農業経営高度化促進事業補助金を当初予算より計

上したことによる大幅な増ということになっております。 

  次に、報告事項に入らせていただきます。５ページをお願いします。 

  まず今金南地区につきましては、２６年度の工事実績について資料の黄色で塗りつ

ぶされた区域にあります。面積が７１．２ヘクタール、内訳として、田で６７．１ヘ

クタール、畑で４．１ヘクタールという内容になっております。 

  次に２７年度の事業予算につきましては、８月の概算要求では２０億円という数字

が上がっておりましたが、平成２６年度並みで推移するという予定となっているとこ

ろで、平成２７年度予算の前倒しとして約８億円が配分されている状況で、資料のピ

ンクで塗りつぶされた区域を２７年度の工事区域として予定しているところです。こ

の区域につきましては、３月中に入札及び契約を行い早期の工事着手を予定している

と伺っているところでございます。 

また、２７年度の測量設計の範囲につきましては青で塗りつぶされております区域

を予定しているというところでございます。 

  次、６ページをお願いいたします。 

  南地区の換地事業の部分になります。換地業務につきましては、平成２６年度に４

項目の業務を実施したところでありまして、換地設計基準確定と評価基準及び評価に

ついては、２６年度に業務を完了したところでございます。このことから２７年度に

ついては、主に原案作成と一時利用地の指定の２つの業務が主となって実施していく

ことから、歩掛り的にも大きく業務量が減となっているところでございます。 

  ７ページをお願いします。 

  今金北地区の状況について報告させていただきます。現在の今金北地区につきまし

ては、２月５日より法手続きの業務を進めている状況となっております。現段階にお

いては、各種内諾業務というものをおこなっているところで、概ね受益者さんからの

印鑑についてはいただいているところでございます。このあと、計画概要の広告等を

行いまして、４月下旬より本同意の徴集を行うという予定となっております。スケジ

ュール予定通り順調にいきますと、７月に予定しております北海道知事との協定及び

直入協定締結後には各種委託業務等の発注が開始となり、１０月下旬に計画確定とな

る予定で進めておりますので、よろしくお願いいたします。 

  以上で説明を終わらせていただきます。 

〇委員長（向井孝一君） 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。 

  村瀬君。 
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〇１１番（村瀬 広君） 村瀬です。 

  換地についてちょっとお聞きしたいのですけども、南地区の工事が始まっています

けども、最終の換地というのは何年頃から発生してくるのですか。例えば、それぞれ

の耕作者の飛び地がいろいろとありますよね、施行年度が違いますからそうなった場

合全部できあがってから換地が大きくあると思うのですけども、そうだとすれば要す

るに本格的に確定する換地というのは何年ごろから始まるのでしょうか。 

〇委員長（向井孝一君） 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） 南地区における換地業務は、既に平成２５年

度から最終的には事業最終年度１０年間を想定すれば、平成３６年度まで換地業務と

いう部分は続いて参ります。そういった中で今金南地区につきましては、一換地工区

と二換地工区がございますので、いま予定しているところでは一換地工区につきまし

ては、平成３３年ないし３４年で換地を終えたいという考えがございますし、第二換

地工区につきましては、３５年ないし３６年という形で進めて参りたいというふうに

思っております。 

〇委員長（向井孝一君） 他に質疑ありませんか。 

  村上君。 

〇１番（村上忠弘君） 村上です。 

  いま２７年度の予定金額が２０億円の予算に対して８億円と言いましたよね。２７

年度にその部分でやれる面積というのはどのくらいを予定されていますか。 

〇委員長（向井孝一君） 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） お答えいたします。 

  いまご質問の２０億円というのは、昨年８月の今金南地区に対する国の概算要求と

しては２０億円という数字が出て参りました。そういった中で、今回の２６年度の国

の補正予算、そして２７年度の当初予算、これらの並行で今金南地区の工事費の予算

が付くわけでございまして、そのうち２６年度の補正予算としてゼロ国債で８億円が

前倒しとして付いたという形になります。ただ、情報としては今金南地区はこの２７

年度で実施ができる事業費規模という部分では、昨年２６年度並みの１４億強の数字

ではないかという情報のもとで、いま現在２６年度の補正ということで８億円が先に

予算が付いて使えるという状況になっていると。残りの６億円については２７年度の

国の予算が動いた段階で使えるという状況ですので、その点でご理解いただきたいと

思います。 

〇委員長（向井孝一君） 村上君。 

〇１番（村上忠弘君） それで、その面積の部分について。 

〇委員長（向井孝一君） 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） 大変申し訳ありません。 

  面積につきましては、事業費規模１４億円超という形なものですので、２６年度並

みの約７０ヘクタールを若干超える程度というふうに、現段階で把握しているという

ことでご理解いただきたいと思います。 



- 22 - 

 

〇委員長（向井孝一君） よろしいですか。 

  他にございませんか。 

  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願います。 

  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、資料に基づきまして説明させていただきたいと思います。 

  まず説明事項につきましては、平成２６年度一般会計補正予算。２といたしまして

平成２７年度一般会計予算案について説明させていただきます。 

  以下、報告事項について９点を説明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。 

  まず１ページ目を開いていただきまして、１平成２６年度一般会計補正予算第７号

の概要についてでございます。 

  歳入です。 

  １４款総支出金、２項道補助金、４目農林水産業費道補助金で６２万５，０００円

の追加につきましては農業委員会交付金ということで、交付額の変更による増額とい

うことでございます。内容につきましては、人件費の部分による追加でございます。 

  続きまして歳出でございます。 

  ６款農林水産業費、１項農業費、１目農業委員会費２６万円の減額につきましては

報酬、旅費、需用費いずれも減額でございますが、決算を見据えた中での執行残でご

ざいますので、よろしくお願いしたいと思います。 

  続きまして２ページをお願いいたします。平成２７年度一般会計予算案の概要につ

いて説明させていただきます。 

  歳入でございます。 

  １２款使用料及び手数料、２項手数料、３目農林水産業手数料で１万円。比較とい

たしまして１，０００円の減額でございます。これにつきましては、例年より変わっ

ておりませんが、下段の方にあります閲覧手数料を今回から新たに設けさせていただ

きました。これにつきましては農地台帳等の情報公開ということで、インターネット

で情報を公開いたします。それと同時に各町村でもそれらを閲覧することができると

いうことでございまして、それらの部分につきましては大きな観点でいきますと、中

間管理機構というものがいま走っておりますが、民間参入という部分の中で各町の状

況をインターネットで確認し、それを実際に役場に来ていただいて、土地・地図台帳

等を見るということが予想されるため、１筆１５０円ということでの予算、何件来る

かわからないということで最低の１，０００円ということで計上させていただきまし

た。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おきまして、本年

度予算額４２９万３，０００円、前年度対比１３８万３，０００円の減でございます。

右側の方に農業委員会交付金ということで、算出根拠を載せておりますがその中で人

件費、それから利用調査員報酬というものが主な減額の理由となっております。１９
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款諸収入、４項雑入、２目雑入で８１万２，０００円、前年度対比１２万３，０００

円の減でございますが、これにつきましても右側の農業者年金業務委託手数料の中で、

下から３段目、４段目の農業者年金加入者の人数によりまして、交付金が配分される

わけでございますが、一昨年につきましては１２名おりましたが２６年中の部分につ

きましては７名ということで、前年のものを根拠として積算することによりまして、

１２万３，０００円の減ということになります。 

  続きまして歳出でございます。 

  ６款農林水産業費、１項農業費、１目農業委員会費、本年度予算額２，５６１万３，

０００円、前年度対比１４万１，０００円の減でございます。報酬で３３万９，００

０円の減でございますが、農業委員会委員報酬につきましては６万９，０００円の増

でございます。昨年当初に改選期まで１名減でいっておりましたので、今回改選後で

１４名ということで６万９，０００円の増となります。また農地利用状況調査員報酬

につきましては、前年まで１０日ということでみておりましたが、実績と日にちの圧

縮という部分におきまして、５日間ということで４０万８，０００円の減額というこ

とによりまして、３３万９，０００円の減ということでございます。２節給与から１

９節負担金補助及び交付金までにつきましては、金額の増減につきましては例年どお

り行っておりますので、説明の方は省略させていただきたいと思います。 

  続きまして５ページをお願いいたします。報告事項でございます。 

  農地法第３条関係でございまして、耕作目的の権利移転でございます。第３条処理

状況ということで、所有権移転の関係につきましては総数で３件、使用貸借権につき

ましては５件ということで、これは経営移譲の部分でございます。一番下段になりま

すが、トータルで８件でございます。面積関係につきましては記載のとおりでござい

ます。 

  続きまして右側です。 

  農業経営基盤強化促進事業でございまして、耕作目的の権利移動でございます。所

有権移転につきましては５６件ということで、基盤強化法に基づいて行われたもので

ございます。賃借権につきましては通年設定ということで１１３件、使用貸借につき

ましては通年設定で４件ということで、トータルで１７３件。面積でいきますと５７

３万１，２１９平米ということになります。 

  （２）農地保有合理化事業、いわゆる北海道農業公社扱の部分でございますが、買

入につきましては１３件、売渡ということで公社から今金町の農家の方へ売り渡され

ている部分ということで１６件、賃貸借ということで１７件でございます。合計で４

６件でございます。総体の面積といたしましては２１３万７，１３４平米ということ

になっております。 

  （３）農地法第１８条の処理状況でございます。いわゆる合意解約でございますが、

農業経営基盤強化促進法による賃貸借ということで４２件の解約がございまして、ト

ータルで１４３万１，７４０平米でございます。これにつきましてはいずれも昨年の

１月１日から１２月３１日までの実績ということでございます。 
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  次のページをお願いいたします。６ページでございます。農地法第４条・第５条関

係でございます。 

  まず第４条関係でございますが、これは自己の転用ということで倉庫を建てたり、

あるいはそれ以外のものということになりますが、２件で１０１アールでございます。 

  第５条関係は、砂利採取の関係の転用ということで、１件で７１アールとなってお

ります。 

  農地移動適正化あっせん事業でございまして、（１）あっせん事業につきましては、

あっせんの成立分でございますが農地で１３件でございまして、合計も同じ１３件で

ございまして、面積につきましては５９万３，７４３平米でございます。 

  あっせんの件数でございますが、トータルのあっせん件数は４１件、そのうちあっ

せんの成立で２８件、残りの１３件につきましては農業公社買入による件数というこ

とになります。 

  右側６の農業者年金事務委託の関係でございます。 

  平成２６年に関しましては５名の申請がありまして、その５名が待っております。 

  新規加入者につきましては９名ということになっております。 

  ７の新規就農届出件数でございますが、平成２６年に関しましては２名の方が新規

就農されております。 

  続きまして７ページです。８の今金町賃借料情報についてということでございます。 

  現在は、今金町で２５年１１月から２６年１０月までの間に行われた賃貸料の部分

につきまして、それらを基に皆さんに賃貸をしていただくための情報として活用して

いただいているものでございまして、これにつきましては２６年１１月２７日の農業

委員会総会において決定されております。 

  １の田んぼにつきましては、平均で１万２，１００円。昨年と比較しまして３００

円の減となっておりまして、データ数としては４９６件でございます。 

  ２の畑につきましては、平均で６，６００円。比較といたしまして９００円の増と

なっておりますが、データ数につきましては１０４件でございます。 

  ３の畑（牧草地）の部分でございますが、平均で１，６００円。比較で１００円の

減。データ数は５３件となっております。 

  最後に右側の方の経営移譲に関する調査でございます。 

  平成２６年に関しましては５件ございまして、トータルの面積が２９８万５，４８

０平米でございます。件数の割には面積が多くなっているという部分につきましては、

一部清水健一さんの部分で経営移譲があったということで、突出して面積が多くなっ

ているというような状況でございます。 

  以上、農業委員会からの説明と報告とさせていただきます。 

〇委員長（向井孝一君） 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。 

  ないようですので、以上で、農業委員会の質疑を終わります。 

  次に、公営施設課より説明願います。 
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  副町長、清水君。 

〇副町長（清水 寛君） 公営施設課の説明の前段でお願いでございますが、こののち

本来は本所管委員会の部分で、合同委員会に提案をしたいということでのお話をさせ

ていただくところでありますが、公営施設課の説明の中で説明事項の１にあります議

案第１５号でありますが、今金町都市計画マスタープランの策定についてです。この

部分につきましては合同委員会において、全議員に説明を申し上げたいと思っており

ますので、本常任委員会においては説明を省略させていただきたいということで、委

員長のご配慮を賜りますようよろしくお願いいたします。 

〇委員長（向井孝一君） ただ今、副町長より説明がありましたように、マスタープラ

ンについては合同委員会において説明したいということですので、ご了解をお願いい

たします。 

  それでは、公営施設課より説明願います。 

  公営施設課長、安達君。 

〇公営施設課長（安達雄一君） こんにちは。 

  公営施設課所管は説明事項７件、報告事項２件についてでありますが、ただいま副

町長からご説明がございましたとおり、説明事項１につきましては合同委員会で説明

させていただきますので、説明事項６件と報告事項２件について、資料に基づいて説

明させていただきます。 

  １ページをお開きください。 

  説明事項２、平成２６年度一般会計補正予算第７号の概要についてご説明いたしま

す。 

  し尿処理についてであります。 

歳入歳出のそれぞれの減額は、し尿収集量の減少による実績精査及び見込みによる

ものでございます。 

肥培用水施設についてであります。 

  歳出について、６款農林水産業費、１項農業費、５目肥培用水施設管理費で１２１

万６，０００円の減額は需用費で、実績精査及び見込みによる光熱水費２０万円の減

額、奥沢橋長寿命化修繕交付金工事に合わせて予定していた、添架管修繕の２７年度

へ先送りとなったことにより修繕料８５万円の減額、役務費で水質検査の執行残によ

り１６万６，０００円の減額によるものであります。 

  ２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、２項国庫補助金、３目土木費国庫補助金で１１

万６，０００円の減額は社会資本整備総合交付金で、額の確定によるものであります。 

  歳出において、２項道路橋りょう費、１目道路維持費で８９７万６，０００円の追

加は賃金で、臨時作業員１名の療養休暇に伴う執行残７９万８，０００円の減額、需

用費で実績精査及び見込みにより除排雪に係る建設機械の燃料費５０万円の追加、電

気料の単価上昇及び見込みにより光熱水費２０万円の追加、委託料で実績精査及び見
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込みにより除雪委託料１，１３０万円の追加。 

  ３ページをご覧ください。 

  使用料及び賃借料で実績精査及び見込みにより、除排雪に係る重機借上料１１０万

円の追加、工事請負費で防雪柵設置撤去工事外１工事の実績及び執行残により３３１

万９，０００円の減額が主なものでございます。４項都市計画費、３目下水道事業費

で２６７万４，０００円の減額は、公共下水道事業特別会計繰出金であります。 

  ４ページをお開きください。 

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

ご説明いたします。 

  歳入において、５款諸収入、２項雑入、１目雑入で１００万円の減額は簡易水道水

道管移設補償費で実績がなかったことによるものでございます。 

  歳出において、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費は財源補正でありま

す。２款維持費、１項維持管理費、１目簡易水道施設維持管理費で９６万２，０００

円の減額は工事請負費で、実績がなかったことにより簡易水道水道管移設工事外１０

０万円の減額が主なものでございます。 

  ６ページをお開きください。 

  説明事項４、平成２６年度公共下水道事業特別会計補正予算第３号の概要について、

ご説明いたします。 

  歳入において、２款使用料及び手数料、１項使用料、１目下水道使用料で１８０万

円の追加は下水道使用料で、実績によるものであります。３款繰入金、１項一般会計

繰入金、１目一般会計繰入金で２６７万４，０００円の減額は財源調整によるもので

あります。 

  ７ページをご覧ください。 

  歳出において、２款維持費、１項維持管理費、２目処理場維持管理費で７２万９，

０００円の減額は需要費で実績精査及び見込みにより、燃料費と光熱水費で３３万円

の減額、役務費でし尿収集量の減少による実績精査により汚泥処理手数料２０万３，

０００円の減額、委託料で同じく実績精査により汚泥運搬業務委託料１９万６，００

０円の減額によるものであります。 

  ９ページをお開きください。 

  説明事項５、平成２７年度一般会計予算案の概要について、ご説明いたします。 

  歳入において、１２款、１項、４目農林水産業使用料、予算額２６５万１，０００

円で、１０万３，０００円の減は農業使用料で、肥培用水使用料の減によるものであ

ります。２項、２目衛生手数料、予算額８５４万８，０００円で、９０万８，０００

円の減は保健衛生手数料で、し尿収集量が減少したことによるし尿処理手数料の減に

よるものであります。１３款、２項、３目土木費国庫補助金、予算額１億３，１５９

万円で、２，４３５万２，０００円の増は社会資本整備総合交付金で、２７年度は中

央通線交付金事業外５事業を予定しておりますが、例年国費の配分の削減により事業

の進捗が遅れていることから、事業促進に伴う国費要望の増によるものであります。 
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  １０ページをお開きください。 

  ３項、４目土木費委託金、予算額２，０５４万１，０００円で、３３８万３，００

０円の増は道路橋りょう費委託金で、施設維持管理費の増により流雪溝維持管理委託

金の増が主なものであります。１４款、３項、５目土木費委託金、予算額８５７万３，

０００円で、１３４万５，０００円の増は同じく道路橋りょう費委託金で、施設維持

管理費の増により流雪溝維持管理委託金の増、河川費委託金で単価の上昇による樋門

管理委託金の増が主なものであります。 

  １１ページをご覧ください。 

  歳出において、４款、２項、１目し尿塵芥処理費、予算額１，８４４万２，０００

円で、１４５万７，０００円の減は委託料で、し尿収集量の減少によりし尿収集運搬

業務委託料１０５万９，０００円の減、負担金補助及び交付金で同じくし尿収集量の

減少によりし尿処理負担金４０万円の減が主なものでございます。６款、１項、５目

肥培用水施設管理費、予算額８１０万４，０００円で、１４３万３，０００円の増は

需用費で、奥沢橋長寿命化修繕交付金工事に伴う添架管の塗装により、修繕料１２３

万１，０００円の増が主なものであります。 

  １２ページをお開きください。 

  ８款、１項、１目土木総務費、予算額７６万８，０００円で、３０万３，０００円

の減は需用費で、印刷製本費２１万６，０００円の減が主なものであります。２項、

１目道路維持費、予算額１億９，１７５万３，０００円で、３１８万７，０００円の

減は賃金で、特に今シーズンのように降雪が早まると、いままでの１２月１５日から

の除雪体制では交通確保に時間を要し住民生活に支障をきたすため、１２月１日から

の除雪体制を整えたいことから、冬季雇用除雪運転手８名、１５人分の増により４２

万９，０００円の増。需用費で、除雪機械のタイヤ購入により消耗品費単価上昇及び

過年度実績により、燃料費・電気料の単価上昇及び２６年度実績による光熱水費の、

それぞれの増により２９３万２，０００円の増。委託料で、労務単価の上昇により、

清掃委託料の増、国道２３０号移管に伴い管理路線が増えたため、道路維持管理委託

料並びに道路台帳作成委託料の増により４０４万円の増。工事請負費で、今年度完成

した公共残土処分場造成工事の減により１，４１０万円の減。 

  １３ページになります。 

  同じく道路維持費の備品購入費で、今年度購入した除雪ドーザ１１トン級と、２７

年度購入予定の小型ロータリ除雪車との差額３５０万円の増が主なものでございま

す。２目道路新設改良費、予算額１億４，５０９万１，０００円で、４，０４７万９，

０００円の増は工事請負費で、中央通線交付金工事外２工事で４，１２７万円の増が

主なものであります。３目橋りょう維持費、予算額４，８７０万９，０００円で、３

２５万５，０００円の増は委託料で、奥沢橋外長寿命化修繕調査設計委託の完了によ

り２，７１９万５，０００円の減。工事請負費で、奥沢橋並びに豊田橋長寿命化修繕

交付金工事の２工事により３，０４０万円の増が主なものであります。４目流雪溝維

持管理費、予算額２，９７３万５，０００円で、４９２万４，０００円の増は需用費



- 28 - 

 

で、単価上昇及び過年度実績により光熱水費の増と、流雪溝監視設備等の修繕のため

修繕料の増により６６９万円の増。 

  １４ページをお開きください。 

  委託料で労務単価の上昇により、清掃委託料並びに切替槽保守点検委託料５６万６，

０００円の増、使用料及び賃借料でリース機械の更新により、重機借上料３６万８，

０００円の増。工事請負費で、取水口水位調整ブロック更新が完了したことにより、

取水口水位調整ブロック設置撤去工事外５９万９，０００円の減。原材料で、同じく

取水口水位調整ブロック更新が完了したことにより、水位調整ブロック外２１１万７，

０００円の減が主なものでございます。３項、１目河川総務費、予算額２１３万円で、

２３万９，０００円の増は委託料で、労務単価の上昇により樋門管理委託料２６万８，

０００円の増が主なものでございます。４項、１目都市計画総務費、予算額１４５万

６，０００円で、７０４万２，０００円の減は委託料で、今金都市計画用途地域等変

更検討業務の業務完了により６９２万円の減が主なものであります。 

  １５ページをご覧ください。 

  ２目都市公園管理費、予算額１，２８２万４，０００円で、６４万６，０００円の

増は需用費で、単価上昇及び過年度実績により光熱水費の増と、機械類の保守修繕の

ため修繕料の増により６１万９，０００円の増が主なものであります。３目下水道事

業費、予算額１億５，３１７万円で、１，８６０万９，０００円の増は公共下水道事

業特別会計繰出金でございます。 

  １６ページをお開きください。 

  説明事項６、平成２７年度簡易水道事業特別会計予算案の概要について、ご説明申

し上げます。 

  歳入において、３款、１項、１目一般会計繰入金、予算額１，７６５万３，０００

円で、２９４万９，０００円の減は、一般会計繰入金元金利子の減によるものであり

ます。 

  １７ページをご覧ください。 

  歳出において、１款、１項、１目一般管理費、予算額３，８９５万２，０００円で

６１１万６，０００円の減は委託料で、上下水道料金システム更新の完了による減が

主なものであります。 

  １８ページをお開きください。 

  ２款、１項、１目簡易水道施設維持管理費、予算額５，１５５万５，０００円で、

９０６万６，０００円の増は需用費で、単価上昇及び過年度実績による光熱水費の増

と、財源調整のための修繕料の増により６０７万６，０００円の増。委託料で、労務

単価の上昇とメーター器取替台数の増により、メーター器取替業務委託料８８万円の

増。原材料費で、計量法によるメーター器取替台数の増により、メーター器外２０７

万８，０００円の増が主なものでございます。３款、１項、１目元金、予算額２，７

０９万２，０００円で、４７１万１，０００円の減は地方債元金償還金であります。

２目利子、予算額６０３万８，０００円で、１１８万８，０００円の減は地方債利子
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であります。 

  １９ページをご覧ください。 

  説明事項７、平成２７年度公共下水道事業特別会計予算案の概要について、ご説明

いたします。 

  歳入において、１款、１項、２目し尿処理負担金、予算額９９９万年円で、４０万

円の減はし尿処理負担金で、し尿収集量の減少によるものであります。３款、１項、

１目国庫補助金、予算額２５０万円は公共下水道施設長寿命化事業による社会資本整

備総合交付金であります。４款、１項、１目一般会計繰入金、予算額１億５，３１７

万円で、１，８６０万９，０００円の増は一般会計繰入金でございます。 

  ２０ページをお開きください。 

  歳出において、１款、１項、１目一般管理費、予算額１，４１９万７，０００円で、

１６６万１，０００円の減は委託料で、上下水道料金システム更新の完了による減が

主なものであります。 

  ２１ページをご覧ください。 

  ２款、１項、２目処理場維持管理費、予算額５，４５３万２，０００円で、２９４

万３，０００円の減は委託料で、２６年度の委託契約実績により処理場維持管理業務

委託料３３４万１，０００円の減が主なものであります。３款、１項、１目公共下水

道事業費、予算額５１２万円は下水道施設長寿命化事業に伴う、今金浄化センター外

長寿命化計画策定業務委託料が主なものであります。４款、１項、１目元金、予算額

１億６８３万円で、１，５２９万３，０００円の減は地方債元金償還金であります。

２目利子、予算額２，３１４万２，０００円で、１７３万２，０００円の減は地方債

利子であります。 

  ２２ページをお開きください。 

  報告事項１、平成２７年度公営施設課所管事業計画について、ご説明いたします。 

  中央通線交付金工事についてであります。 

  中央通線交付金工事は、事業計画延長１，３２０メートルのうち、２６年度まで田

代通側から延長で５０２．２３メートル実施いたしましたが、国費要望額に対する配

分が２６年度全体で約３０％削減されたことにより、計画を見直し事業完了予定を平

成２９年度に修正しております。 

  ２７年度は、２６年度までの工事完了地点から引き続き１７０メートル、イマヌエ

ル通線から延長２１０メートル、合計３８０メートルの施行を予定しております。 

  ２３ページをご覧ください。 

  中央通線防犯灯交付金工事についてであります。 

  当該工事は２６年度からの事業で、計画設置基数３０基のうち、２６年度は１６期

の設置を予定しておりましたが、配分額の削減により田代通側から８基の設置となり

ました。 

  ２７年度は、今年度までの工事完了地点から引き続き９基と、イマヌエル通線側か

ら７基、合計１６基を予定しております。 
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  ２４ページをお開きください。 

  神丘１０号線交付金工事についてであります。 

  当該工事は、事業計画延長１，０４２．５メートルのうち、２６年度まで国道側か

ら延長１６８．５メートル、神丘１線南側高台住宅間から延長７９．５メートル、合

計２４８メートルの設置をいたしました。 

  ２７年度は、国道側２６年度設置完了地点から引き続き３２９メートルの設置を予

定してございます。 

  ２５ページをご覧ください。 

  雪寒機械購入についてであります。 

  更新しようとする雪寒機械は、小型ロータリ除雪車であり、現在の小型ロータリ車

は平成１４年１１月に購入し、稼働してから１２年経過してございます。 

  ２７年２月末までの走行距離が４万１，２１４キロ、運転時間では７，０８６時間

であり、近年馬力の低下などが見られ整備費もかさんでいるため、冬期間住民の交通

確保や安全確保のため支障をきたさないよう更新しようとするものであります。 

  ２６ページをお開きください。 

  橋りょう長寿命化修繕交付金事業についてであります。 

  当該事業は、平成２４年度に策定した、橋りょう長寿命化修繕計画に基づき実施し

ているもので、２６年度は奥沢橋と豊田橋の調査設計を完了し、現在奥沢橋の修繕工

事を施工しております。 

  奥沢橋は４５年経過した橋りょうで、計画策定にあたり２３年度に橋りょう点検し

てから３年経過したことや、詳細調査により２６年度の工事は橋台コンクリート補修、

支承モルタル補修、伸縮装置取替を主な内容として、１０月上旬に発注し３月２０日

の完了を予定し、現在工事を進めているところでございます。 

  ２７年度は奥沢橋で、主桁塗装と排水管補修、豊田橋で橋脚コンクリート補修と伸

縮装置取替等を予定してございます。 

  また、２７ページにそれぞれの主な工事概要と修繕部位の写真を載せてございます

ので、のちほどご覧ください。 

  ２８ページをお開きください。 

  今金都市計画変更図書作成業務についてであります。 

  都市計画変更事業は、今後の土地利用を効率よく行うために、２６年度は今金都市

計画用途地域等変更検討業務において用途地域変更の検討、公園変更の検討、都市計

画道路の変更の検討をして参りまして、今金都市計画マスタープランの見直しを進め

て参りました。 

  ２７年度は、２６年度の検討内容を受け、御影地区の約７ヘクタールと寒昇地区の

約１２ヘクタールの用途地域を第１種中高層住居地域から、第１種住居地域に変更す

るため、都市計画変更の手続きを予定してございます。 

  ２９ページをご覧ください。 

  今金町公共下水道施設長寿命化事業計画について、ご説明いたします。 
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  公共下水道は、平成１５年１０月に一部供用開始してから、平成３０年で１５年を

経過するため、下水道長寿命化計画を策定し、計画的に効率よく改修・改築・更新等

を行うことにより、マンホールポンプ所、暗渠、電気設備、機械設備を含むすべての

施設を延命するために行う事業でございます。 

  ２６年度は、５月に事業計画の概算要望を提出し事前協議等を経て、２７年度要望

を提出したところでございます。 

  ２７年度は、浄化センター外長寿命化計画策定業務委託により現地調査を開始し、

２８年度までの２ヶ年で長寿命化事業計画を策定することにより、改築・更新の実施

内容と事業費等の検討を予定しております。 

  ３０ページをお開きください。 

  報告事項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、平成２０年度で居住地域の管渠整備がほぼ終了

したため、平成２０年以降の供用開始面積、整備率ともに変化はございません。 

  また、普及率では行政人口の減少とともに、供用開始人口も減少しているため、平

成２０年度以降横ばいとなっております。 

  下水道接続状況も、同じく平成２０年度以降、水洗化・加入率ともにほぼ横ばいと

なっております。 

  これらのことから、今後も引き続き下水道接続への普及啓発を努めて参ります。 

  ３１ページをご覧ください。 

  汚水流入量脱水汚泥生産搬出状況でありますが、下水道汚水流入量は平成１５年度

供用開始から整備状況及び接続状況に応じて推移しております。 

  脱水汚泥生産量では、下水道汚泥流入量が増加傾向ですが、し尿受入量は減少傾向

にあるため、２４年度以降ほぼ横ばいとなっております。 

  公共下水道施設及びＭＩＣＳ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。 

  以上で説明を終わらせていただきます。 

〇委員長（向井孝一君） 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、公営施設課の質疑を終わります。 

  この時計で４時まで休憩いたします。 

 

休憩 １５時５０分 

開議 １５時５９分 

 

〇委員長（向井孝一君） 休憩を閉じ開議いたします。 

  次に、教育委員会より説明願います。 

  副町長、清水君。 
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〇副町長（清水 寛君） 教育委員会の説明においても、何点か合同委員会において説

明をさせていただきたい部分がございます。ご配慮を賜りたくよろしくお願い申し上

げます。 

  説明事項の１にあります、議案第１３号でありますが、今金町保育の実施に関する

条例を廃止する条例制定について。それと説明事項の２にあります、議案第１号であ

りますが、今金町子ども・子育て支援法に基づく過料に関する条例制定について。そ

れと報告事項にあります、報告事項の１でありますが、今金町子ども・子育て支援事

業計画について。以上３件につきましては、合同委員会ということでお願いをしたい

と思っておりますので、本常任委員会での説明を省略させていただければ、大変あり

がたいと思っております。よろしくお願いいたします。 

〇委員長（向井孝一君） ただ今、副町長より説明がありました、説明事項２点と報告

事項１点につきましては、合同委員会で説明を申し上げるということでございますの

で、ご了解の程よろしくお願いたします。 

  それでは、教育長から説明をお願いいたします。 

  教育長、中島君。 

〇教育長（中島光弘君） ご苦労様です。 

  私の方から説明をさせていただきたいと思いますけども、冒頭、資料古いがために

お手数をおかけしましたことを、私の方からもお詫び申し上げたいと思います。よろ

しくお願いいたします。 

  １点目ですけども、以前から教育委員会制度がこの４月から変わるということで説

明しておりますので、細かい説明は省かせていただきます。それから関係条例という

ことでは、総務財政課所管の方から合同委員会の方でも説明がある予定でありますの

で、よろしくお願いします。 

  ２ページ目をご覧ください。 

  ２ページ目に、今回の改正の概要について資料を添付しております。 

  概要の１点目ですけども、教育行政の責任の明確化ということで、今までも教育委

員長と教育長ということで分かりにくい点があるというようなこともありましたし、

それから日本で大きなイジメなんかが起きたときに、早急な対応ができないとうこと

も指摘されておりました。その関係で今度については、教育委員長が廃止されて教育

長１本ということで、新教育長ということでの任命ということになります。 

  今度は、教育委員の１人ではありませんので、議会の同意を得る。前までは教育委

員会を開いて教育長の互選をしておりましたけども、今度は特別職の扱いになるとい

うことであります。それから任期が４年だったものが３年になるということが大きな

点であります。 

  それから２点目ですけども、総合教育会議の設置、大綱の制定ということで、これ

は首長が招集をすることになりますが、首長と教育委員による総合教育会議というこ

とを設置することが義務付けられました。これは新年度４月以降から実施する予定に

なっております。 
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  それから先ほども少し申し上げました３点目については、イジメの防止、早急対策

というようなことで、国の関与がこれから明確になるということであります。あわせ

て、３ページに総合教育会議の設置要項を参考までに載せさせていただきました。こ

こに書いてある通りなのですけども、今金町についてはこれに則ることがもう１つと、

それから毎年学校関係者、社会教育関係者、関係委員が一堂に会しまして４月から５

月の間に、生涯学習推進会議という会議を実施しておりますが、ここに首長の出席を

設ける予定でおります。 

  それから年度末に、地域人づくりフォーラムということで、一般住民の方を含めて

まちづくりの実践団体等が参加して、実践事例の起こり得る場面なんかもありますけ

ども、そこにも首長に出ていただく予定で、今金町の場合は一歩踏み込んで場面を作

りたいというふうに思っております。 

いずれにしましてもこれから町部局と教育委員会部局が連携をして、子育て支援で

あるとかイジメ対策等々いろいろなことが出て参りますので、変わらず議員の皆さん

のご指導やご助言をいただきたいというふうに思っております。 

  １ページに戻ります。 

  ２点目、今金高等養護学校卒業生就労支援事業の経過報告ということで、これは今

金町の独自施策ということでやっておりますけども、この新年度の４月１日から１名

２年間、男子１名を受け入れる予定になっています。この男子生徒でありますが４期

生ということになります。今までの３名については、それぞれせたな区、今金町内で

就労が決定しております。以後も継続して支援をしていきたいというふうに思ってお

ります。商工会がいまこれに連動した動きもありますので、こことの連携も含めて対

応していきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

  ３点目、平成２７年度の教育行政執行方針ですけれども、ダイジェストということ

で項目立てて別紙に添付しておりますので、のちほどご覧いただきたいというふうに

思っております。 

  ４点目、スクールバスの購入の延期についてということでありますが、当初、今年

度スクールバスの購入を予定しておりまして、備品購入ということで２，１７４万６，

０００円。それから国庫補助金ということで２５０万円予定をしておりました。予定

では１２月に内示をもらって１月に入札、３月に納入という予定でありましたけども、

ご存知のとおり１２月に総選挙が入って参りました。国との中でいろいろ調整をして

いて、１月の初旬に内定をいただければ間に合うということだったのですけども、そ

の時点でも内定が出なくて事務的に無理だということがありまして、その間町長です

とか私の方も道教委の方に依頼はしておりましたけども、最終的には納期に間に合わ

ないという判断をいたしました。 

  それと、一部情報で、これは正式な話でありますが、来年度スクールバスの補助金

の額が２５７万円から３０７万円というふうに拡大されます。今年度比でいうと１２

０万円の増になります。それで今回については減額と、車検代の補正ということで計

上させていただいております。新年度、６月の補正時期に内定をいただいて、購入手



- 34 - 

 

続きに進みたいと思っておりますので、よろしくお願いをしたいと思います。 

  ２７年度の特徴的な事業ということで記載をしました。幼児教育分野では、先ほど

副町長からもありましたが合同委員会の方で説明いたしますけども、子ども・子育て

支援制度ということがスタートいたします。ある意味、国が進める部分と町村が独自

に動いているという部分がこれから出て参りますので、これも今金町の場合は教育委

員会が子どものことを全てやっておりますけども、この計画策定にあたっても保健福

祉課と一緒にやって参りました。今後ともこういう形で関係課ときちんと連携が取れ

て、問題は計画をどう実施するかということでありますので、合同委員会の方で説明

をいたしますけども、よろしくお願いいたします。 

  ２点目です。 

  学校教育分野で、今金町感染対策連絡会議、これは福祉課の所管でありますけども、

連携によるインフルエンザ等の感染に対する危機管理モデル事業を実施いたします。

簡単に言うと、去年皆さんにも報告いたしましたけども、今金町には非常に多くのイ

ンフルエンザの罹患者がありました。ノロウィルスの方はそんなにも流行しませんで

したけども、ここの担当になっている方は八雲の小児科の先生であります。小児科の

先生の方に、教育関係者にも研修をやっていただいたりということをしてきたのです

けども、保健福祉と小児科の医師と中学校と教育委員会３者で、中学校の中に感染対

策のチームを作ります。これは保健委員の子ども達と養護教委が中心となって、年間

１０回ほどのプログラムを実施します。当然、小児科の先生が講師になってあたると

いう場面もありますし、インフルエンザだけではなくて、先ほど言いましたノロウィ

ルスの対策だとかを実施して参ります。私の知っている範囲では北海道で初めての取

組でありますけども、これからはこういうものが必要な時代になっているということ

で、中学校だけではなくてこの動きと連動して小学校や認定こども園等々にも連携を

図って、感染対策をして参りたいというふうに思っております。 

  ３点目の社会教育分野です。 

  国際交流・国際理解教育の推進ということで、議員の皆さんにもニュージーランド

の中学生派遣事業については、いろいろなご意見をいただきましたし、昨年の受け入

れをしたときにもバーンサイド高校の２人の先生にも入っていただいて、産業教育常

任委員の議員の皆さんにも入っていただいて、今までの事業の成果だったり、今後の

課題だったりということをいろいろ検証して参りました。今年度でありますけども、

現在１次募集の段階で１７名の子ども達の参加が予定されております。前回の派遣者

は７名でしたので、そういう意味では、いろいろな学校との連携であるとか、保護者

の理解だとかというのが進んできたのかなと。せっかくやる事業でありますので、効

果的にということでもう１度学校と教育委員会と保護者で、一体となって進めていく

ということでやっております。当然ながら、年度が明けましたら２次募集をかけて参

ります。そういう流れでいきますので、よろしくお願いをしたいと思います。 

  それから、長く皆さんの方にお世話になっておりました、マイケル・ウィドナーで

ありますけども、この３月３１日をもって退職ということになりました。本人はこれ
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までも今金町内で幼児から社会人まで、いろいろな英語、国際交流に関わっていただ

いたのですけども、本人の方は東京の方でいろいろな仕事をしたいという希望もあり

ました。後任については、これはもう面接も終わりました。アマンダ・モリンという

ことで、現在、福島県の郡山市の英語指導助師をされている女性の方であります。こ

の４月から新しく今金町で業務にあたるということになっております。もう既に面接

を終わってから、それぞれの小学校、中学校に行きまして、実際にいまマイケルの行

っている授業、学校が推進している国際交流なんかについても説明を受けているとい

うことでありますので、また改めて来られますので、その際またよろしくお願いした

いということであります。 

  以上、担当の方からこののち説明をさせていただきます。どうぞよろしくお願いい

たします。 

〇委員長（向井孝一君） 次に、事務局より説明願います。 

  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。 

  先ほど副町長からありましたように、説明事項の１と２、報告事項の１につきまし

ては、合同委員会にて説明・報告させていただきます。 

  それ以外の説明事項４点、報告事項８点につきまして、伊藤次長より報告・説明さ

せていただきます。 

  なお、学校給食センターに関わる補正予算・新年度予算案につきましては、近藤主

査より説明いたします。 

〇委員長（向井孝一君） 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。 

  それでは、私の方から説明事項３、今金町学童保育所設置条例の一部を改正する条

例案について、ご説明いたします。１８ページをご覧願います。 

  昨年９月に、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

条例を制定いたしましたが、それに基づき学童保育所指導員の基準を改正しようとす

るものでございます。 

  なお、児童福祉法の改正では、放課後児童健全育成事業の対象者は小学校の全学年

に拡大をされるところですが、今金町におきましてはすぐには受け入れ態勢が整わな

いということで、態勢が整うまではこの部分の改正を保留とする予定でございます。 

  ２０ページの新旧対照表をご覧いただきたいと思います。 

  改正前の第１１条第１項中に、指導員及びその他必要な職員を置くとなってござい

ますが、改正後では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

める条例第１０条に定める職員を置くと改め、また同条の第２項を削ります。 

  １８ページにお戻りを願いたいと思います。 

 中ほどから参考で、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機運を定

める条例を抜粋して掲載しておりますが、これまでの指導員がこの第１０条にござい

ますが、放課後児童支援員というふうに名称が変わります。また同条の３項で放課後
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児童支援員は次の各号のいずれかに該当するものであって、都道府県知事が行なう研

修を終了した者となっておりますが、現在まだこの資格を持っている者はおりません

ので、５年間の経過措置が設けられておりまして、この中でこの研修を受けて支援員

というふうになっていく予定でございます。今後計画的に研修を受けていただき、研

修を終了したのちには放課後児童支援員というふうに、それぞれ資格の方が変わって

参ります。こちらについては以上でございます。 

  続きまして、説明事項４になります。 

  今金町学童保育所設置条例施行規則の一部を改正する規則について、ご説明をいた

します。２１ページをご覧願います。 

  今回の規則改正では、平成２７年度よりスタートします、子ども・子育て支援新制

度に伴う入所資格の見直し、長期休業期間のみ利用する場合の保育料の設定、学校の

休業日、１日保育になりますが、開閉所時間の見直し、新年度への準備期間２日間を

休所日とすることの４点について改正するものでございます。 

  ２２ページの新旧対照表をご覧願います。 

  第２条の入所資格でございますが、改正後でエからコまでになりますが、これらの

要件を加えてございます。 

  第４条、保育料の徴収では、これまで夏休み・冬休みの長期休業期間のみ利用した

場合、これまでは入所期間が２ヶ月にまたがりますことから、２か月分の保育料をい

ただいているところでございますが、利用者のニーズを考慮いたしまして、長期休業

期間に限って入所した場合は、１ヶ月分の保育料を徴収するという規程を２項に加え

ております。 

  第５条になりますが、開設時間についてでございます。学校の休業日（一日保育）

の開設時間につきまして、現行は午前８時３０分から午後５時３０分までとなってお

りますが、保護者からの要望等もございまして、今年度夏季・冬季の長期休業期間に

時間延長の趣向を行いました。その結果利用率も非常に高いということで、保護者の

就業事情等も考慮いたしまして、開設時間を午前８時から午後６時までと改正をいた

しております。 

  また２号の休所日についてでございますが、新年度への準備期間として３月２８日

から３１日までの平日の２日間を休所日とする規定を今回加えております。通常は３

０日３１日が休所日となるかと思いますが、土曜・日曜に重なるケースがありますこ

とから、２８日からの平日の２日間というふうにしております。こちらについては以

上でございます。 

  続きまして、平成２６年度一般会計補正予算第７号の概要について、ご説明いたし

ます。 

  今回の教育委員会所管予算の補正は、歳入で７３万円の追加、歳出で２，２６０万

２，０００円を減額しようとするものであります。 

  ２４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５２万７，０００円の
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追加は学童保育所保育料で４５万９，０００円、滞納繰越分で６万８，０００円それ

ぞれ実績見込みによる追加でございます。１２款使用料及び手数料、１項手数料、６

目教育使用料で６万円の追加はピリカ旧石器文化館の入館料で、実績による追加でご

ざいます。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１５万８，

０００円の減額は、今金小百合保育園運営費負担金の額の確定によるものでございま

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１５万３，０００

円の追加は、保育緊急確保事業補助金交付額決定によるものでございます。４目教育

費国庫補助金で２５０万円の減額はへき地学校保健管理費補助金で、教育長の報告に

もございましたスクールバスの購入の延期に伴う減額でございます。１４款道支出金、

１項道負担金、１目民生費道負担金で７万９，０００円の減額は、今金小百合保育園

運営費負担金の額の確定によるものでございます。２項道補助金、２目民生費道補助

金で２０７万８，０００円の追加は保育緊急確保事業補助金の交付額決定によるもの

でございます。１９款諸収入、４項雑入、２目雑入で５万８，０００円の追加は旧石

器文化館体験学習使用料の実績による追加でございます。 

  ２６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１１万６，０００

円の減額は委託料で、給付費システム改修業務委託料の執行残、送迎業務委託料の利

用者の減による減額でございます。３款、２項児童福祉費、１目児童福祉総務費で４

万５，０００円の減額は超過勤務手当、保険料、自動車借上料、保育所児童医療扶助

費で、それぞれ執行残による減額でございます。３款、２項、２目学童保育所費で６

４万４，０００円の減額は賃金の臨時指導員賃金、代替指導員賃金で２６万６，００

０円、旅費の普通旅費で４万９，０００円、需用費の燃料費で２６万円、使用料及び

賃借料のインターネット使用料で５万５，０００円、負担金補助及び交付金のその他

負担金で１万４，０００円それぞれ減額で、実績見込み等によるものでございます。

３款、２項、５目就学前子育て支援施設支援費で９７万１，０００円の減額は委託料

で、保育料システム改修業務委託料の契約額の確定、保育所広域入所委託料の入所期

間短縮によります３３万６，０００円の減額、負担金補助及び交付金で今金小百合保

育園運営支援補助金、今金小百合保育園・幼稚園育ちの支援事業補助金、子育て支援

センター運営費補助金、一時保育事業補助金の見込み等によります２２万５，０００

円の追加、扶助費で今金小百合保育園児童扶助費の保育単価改正に伴います１０８万

２，０００円の追加であります。扶助費の追加につきまして、資料の３０ページをご

覧願います。 

  平成２６年度の今金小百合保育園の運営費の見込みでございますが、下段に保育単

価表というものがございますが、本年１月に保育単価が改正となりまして、改正後で

は児童１人当たり２，７４０円から７６０円、単価の方が改正となり上がりました。

これが４月に遡って適用となりまして、②の比較の表のＤの欄になりますが、今金町

が子ども園に支払う額でございますが、１２月見込みとなっておりますが１２月の補

正の時点での見込みの額が６，８３６万４，９５０円であったことに対しまして、今
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回の単価改正後の見込み額が６，９４４万６，３１０円となりまして、１０８万１，

３６０円が増となる見込みとなってございます。これに伴う今回の追加でございます。 

  ２７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５３万円の追加は職員手当等で、

実績見込みによります５４万５，０００円の追加、報償費で特別支援教育研修会講師

謝金の実績による３万９，０００円の減額、需用費の燃料費で実績見込みによります

９万３，０００円の減額、役務費の通信運搬費で電話料の見込みによります４万９，

０００円の追加、委託料の例規整備支援業務委託料執行残３万２，０００円の減額で

ございます。 

  ２８ページをご覧願います。 

  １０款、２項小学校費、２目教育振興費で２０万６，０００円の減額は委託料で、

児童の健康診断委託料並びに教職員の健康診断委託料の実績による減額でございま

す。１０款、３項中学校費、１目学校管理費で２，２３１万３，０００円の減額は需

用費の消耗品費で、購入予定でございましたスクールバス用の冬タイヤ分で７６万７，

０００円の減額、修繕料で先ほど教育長の説明にございました、現在のスクールバス

の車検を受ける必要が生じましたのでこれの車検代で２０万円の追加でございます。

実際の車検代は３５万円ほどかかる予定でございますが、現在の予算の執行状況等を

精査いたしまして、不足する分ということで２０万円の追加をお願いするものでござ

います。備品購入費でスクールバス購入費２，１７４万６，０００円の減額でござい

ます。１０款、３項、２目教育振興費で４９万８，０００円の減額は旅費で、教職員

研修等旅費の実績見込みによります５万円の減額、委託料で教職員健康診断委託料の

実績による８万７，０００円の減額、負担金補助及び交付金で学校体育芸術文化連盟

交付金の額の確定によります３６万１，０００円の減額でございます。１０款、４項

社会教育費、１目社会教育総務費で２２万４，０００円の減額は需用費の燃料費で、

実績見込みによります１７万４，０００円の減額、使用料及び賃借料でＤＶＤ借上料

の実績によります５万円の減額であります。１０款、５項保健体育費、１目保健体育

費で１１万２，０００円の減額はスポーツ推進委員会委員報酬の実績見込みによる減

額でございます。２目体育施設費で９０万９，０００円の追加は需用費の修繕料で、

総合体育館バスケットゴール修繕料９５万９，０００円の追加、体育施設整備原材料

費の見込みによる５万円の減額であります。 

バスケットゴールの修繕につきまして、資料の３１ページをご覧願います。破損の

状況の写真を付けてございますが、左上の写真の、見えにくいかもしれませんが、丸

で囲っている部分になるのですけども、体育館のアリーナ入口から見まして右側のＢ

コートになりますが、Ｂコートの奥の壁に設置されていたものでございます。プラス

チックのボードを支えています鉄骨のフレームなのですが、普段使用しないときは畳

んだ状態になっておりまして、使用するときは延ばすという仕組みになっているので

すが、この鉄骨のフレームの連結部分が今年の１月に入りまして折れてしまいました。

メーカーにも確認をしてもらいました結果、設置から４０年も経過しているというこ
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とで、金属疲労が原因というふうに考えられるということでございました。落下の危

険もございましたので、既に撤去している状況でございますが、現在、少年団などの

団体開放等の利用については、不便をきたしている状況というふうになってございま

すので、取り外したものから利用可能な部分を再利用し経費を抑えた中で修繕をして

いきたいというふうに考えておりますのでよろしくお願いいたします。 

補正予算につきましては以上でございます。 

続きまして説明事項６、平成２７年度一般会計予算案の概要について、ご説明いた

します。 

資料３２ページをお願いいたします。 

今回の教育委員会所管分の予算案につきましては、歳入で総額１億２，５２５万４，

０００円、歳出で総額６億５，１１６万８，０００円であります。その概要の主なも

のについてご説明いたします。 

歳入になります。 

１１款分担金及び負担金、１項負担金、２目民生費負担金は１，８３９万１，００

０円で、前年比較１３５万９，０００円の増でございますが、社会福祉費負担金の児

童発達支援・放課後等デイサービス事業の利用者の増加と、児童福祉費負担金の学童

保育所保育料が前年当初では６０名で積算をされていましたので、今年度につきまし

ては７０名ということで積算をしておりますので、この部分での増が主な要因となり

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は３，６４４万１，

０００円、前年比９５２万１，０００円の増でございますが、平成２６年までは小百

合保育園に対する運営費の負担金ということでありましたが、平成２７年度からは認

定こども園に対します、いままでの幼稚園の部分も含みまして認定こども園に給付費

ということで町の方から支払うことになりますので、幼稚園と保育所の部分が一緒に

なったということでの増となってございます。１３款国庫支出金、２項国庫補助金、

１目民生費国庫補助金６８４万、４，０００円、１５７万円の減でございますが、子

育て支援対策事業補助金の減によるものでございます。 

続いて３３ページになります。 

１３款国庫支出金、２項国庫補助金、４目教育費国庫補助金で１，８５４万４，０

００円で、前年比で１，５９２万４，０００円の増でございますが、小学校費の補助

金で、学校施設環境改善交付金の増が主な要因でございますが、こちらは今金小学校

の吊天井改修工事に係る補助金でございます。１４款道支出金、１項道負担金、１目

民生費道負担金は１，８２２万円で、前年比４７６万円の増で認定こども園いまかね

施設給付費負担金で、国庫負担金と同様の理由により増となっております。１４款道

支出金、２項道補助金、２目民生費道補助金は４７１万９，０００円、前年比２７９

万４，０００円の増でございますが、児童福祉費補助金の保育緊急確保事業補助金の

増によるものでございます。 

３４ページをお願いします。 

歳出になります。 
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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１，０２９万６，

０００円で、前年比１０６万３，０００円の増でございますが、主な要因といたしま

しては３節職員手当等で嘱託手当で２１０万円の増と、賃金で１５７万６，０００円

の減が主な要因でございますが、こちらは前年まで臨時職員３名体制でございました

が、新年度から１名を嘱託職員とすることにより嘱託手当の増となってございます。 

３６ページをお願いします。 

３項民生費、２項児童福祉費、５目就学前子育て支援施設費で９，６０６万８，０

００円で、前年比較１，９３２万４，０００円の増でございますが、２０節の扶助費

で２，４４４万３，０００円の増となってございます。こちらも新制度によりまして、

いままでの保育所部分の給付費に、幼稚園の部分も一緒に扶助費という形で支払われ

ることになりますので、その部分で増となっておりますが、逆に１９節負担金補助及

び交付金で５３８万３，０００円の減額になっておりますが、こちらは２６年度まで

は幼稚園の部分の運営費の補助金を出していたのですけども、これが扶助費と一緒に

なるということでこちらの方は減となってございます。 

続いて３７ページをお願いします。 

１０款教育費、１項教育総務費、２目事務局費で１億７，６６６万円で、６９０万

２，０００円の増でございますが、給料で２８５万８，０００円の増は、前年当初主

事給を９名で積算されておりましたので、今年度につきましては主事給１０名となっ

ておりますので、その部分での増となっております。３節職員手当等につきましても

同様の理由になります。４節共済費につきましても同様でございます。７節賃金で１

８４万６，０００円の増は、臨時嘱託主事、先ほど教育長からございました高等養護

学校の卒業生を新年度臨時嘱託主事として採用いたしますので、その部分での増とな

ってございます。 

３８ページをお願いします。 

１０款教育費、２項小学校費、１目学校管理費で９，４０４万３，０００円、前年

比５，３１９万１，０００円の増でございますが、３９ページになりますが１５節工

事請負費で５，３００万円の増、今金小学校屋内運動場等吊天井改修工事の増が主な

要因でございます。２目教育振興費２，３６６万６，０００円で、３１６万６，００

０円の増でございますが、１３節委託料でスクールバスの運行委託料、１８節備品購

入費で教師用教科書の購入費が主な増の要因でございます。 

４０ページをお願いします。 

１０款教育費、３項中学校費、１目学校管理費４，５７３万６，０００円で、前年

比８９５万２，０００円の減でございますが、１１節需用費の光熱水費の増と、１３

款委託料で、今金中学校の耐震診断業務の委託料が増となってございますが、１８節

備品購入費で前年当初にスクールバスの購入経費を計上しておりましたので、こちら

が２，１６２万２，０００円ということで、トータルで８９５万２，０００円の減額

となってございます。２目教育振興費１，８８０万２，０００円、１２７万５，００

０円の増でございますが、こちらは１８節委託料のスクールバス運行委託料の増が主
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な要因でございます。 

４１ページをお願いします。 

１０款教育費、４項社会教育費、１目社会教育総務費で１，４３１万５，０００円、

２１３万８，０００円の増でございますが、１９節負担金補助及び交付金で、国際国

内交流事業補助金ということで、新年度中学生のニュージーランドの派遣の年という

ことで、この補助金の増が主な要因でございます。 

４３ページをお願いします。 

１０款、５項保健体育費、１目保健体育総務費で７５１万３，０００円、１０２万

８，０００円の追加でございますが、報酬で総合体育館図書館建設構想委員会委員報

酬、その委員会に伴います費用弁償の増と、負担金補助及び交付金で体育協会の補助

金ということで、平成２７年度町民体育祭が記念の大会を迎えるということで、体育

協会補助金の増が主な要因でございます。 

４４ページをお願いします。 

１０款、５項、２目体育施設費で９，００３万円、５，９７７万９，０００円の増

でございますが、１３節委託料で総合体育館建設の基本・実施設計業務並びに地質・

敷地調査業務委託料の増が主な要因でございます。 

補正予算、新年度予算についての説明、私の方からは以上でございます。 

〇委員長（向井孝一君） 給食センター主査、近藤君。 

〇給食センター主査（近藤克俊君） お疲れ様です。 

  それでは学校給食センターの平成２６年度一般会計補正予算の概要について、説明

申し上げます。２５ページをご覧ください。 

  歳入になります。 

  １９款諸収入、４項雑入、１目納付金で５９万１，０００円の追加は学校給食納付

金２２万円、滞納繰越金２８万４，０００円の追加で、いずれも実績見込みによる追

加になっております。 

  歳出については、２９ページになります。 

  １０款教育費、５項保健体育費、３目学校給食費で８５万４，０００円の減額は需

用費、賄材料費の５８万４，０００円の減額が主なものです。これは、賄材料費は歳

入の学校給食費が充当されていることから、学校給食納付金の総額実績が当初見込み

より少ないことにより、賄材料費が減額となっているということの計算となっており

ます。 

  以上、補正予算の説明でした。 

  新年度予算案につきまして、続きまして説明させていただきたいと思います。 

  歳入につきまして、３３ページになります。 

  １９款諸収入、４項雑入、１目納付金、２節学校給食納付金については、１，９２

８万６，０００円を計上しております。小中学校の内訳は右欄記載のとおりとなって

おりますが、昨年度より児童・生徒数の減少が見込まれておりますので、前年比から

１４１万１，０００円の減額計上となっております。 
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  続きまして歳出は４４ページになります。 

  １０款教育費、５項保健体育費、３目学校給食費で、本年度予算４，０８２万３，

０００円で、前年比較１３５万２，０００円の減額については、賃金１４２万５，０

００円の減額、備品購入費１４０万４，０００円の減額が主な要因となっております。

賃金につきましては、臨時調理員の退職により調理員体制が現在１名減となることに

よる減額。備品購入費については、昨年度公用車購入予算を計上しておりましたので、

その部分で減額となっております。また、需用費の方で１６６万円の増額については、

賄材料費の増額が主な要因です。賄材料費の増額につきましては、現在まで進めてき

ている食育の中で、生産者団体の皆様のご協力のもと、学校給食の食材に地場産物を

使用して供給しているところであります。そこで地場産物を食することで、まちの基

幹産業である農業を学び、今金産の良さを児童・生徒が学ぶ機械とする食育の一環で、

地場産物を使用した主食の提供に関し、ご飯・パン・麺に使用する小麦・コメについ

て、今金産を使用するための材料費分を町が負担するという予算を計上しているとこ

ろで１６６万円の増としております。 

  以上、給食センターからの説明となります。よろしくお願いします。 

〇委員長（向井孝一君） 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） 続いて報告事項になります。 

  報告事項の２点目、今金冬リンピックについてでございます。資料４６ページをご

覧願います。 

  去る、２月８日に今金冬リンピックということで、総合型地域スポーツクラブの主

催で、今金小学校を会場に開催をされております。冬ならではの外遊びの楽しさを知

る機会を提供し、ということでこういった目的で開催をしているところですが、当日

はあいにく雨をいうことで、屋外での協議はほとんどできないという状況でございま

したが、屋内競技で現在総合型スポーツクラブが体育教会で普及・振興しています、

キンボール、フロアカーリングの体験というようなことを行っております。 

  また、同時に文化体験をあわせて行うということで、そば打ち体験というようなこ

とも同時に進行されております。 

  参加者は、冬リンピックにつきましては、保護者を含めまして６８名、そば打ち体

験は１６名の参加があったところでございます。 

  続いて４７ページをご覧願います。 

  第２５回ピリカふれあい歩くスキー大会についてでございます。 

  ２月１５日、ピリカ遺跡ふれあい歩くスキーコースで開催されております。 

  参加者につきましては、１８５名ということで、前年比２９名減と若干前年よりは

少ない状況となりましたが、町長外から７３名ということで遠くは留萌ですとか、石

狩などからも参加をいただきまして、町外参加者７３名の参加をいただいたところで

ございます。 

  ４８ページをご覧願います。 

  各種大会の結果報告ということで、子ども会連合会子どもかるた大会の結果を載せ
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てございます。 

  １月１８日、上ノ国町において第３６回檜山子ども会連合会子どもかるた大会が開

催されまして、今金町からはジュニアの部１チーム、小学生の部２チーム、中学生の

部２チームの計５チームが参加しております。このうち、中学生の部今金Ａチームが、

下にあります第１８回北海道子どもかるた大会の方へ進出をいたしました。２月２１

日、２２日、札幌市で開催されておりますが、第４位となりまして敢闘賞を受賞して

おります。 

  続きまして４９ページをご覧願います。 

  平成２６年度今金町教育文化スポーツ表彰の受賞者一覧を付けておりますが、委員

の皆様にも既にご案内させていただいているところでございますが、明日３月５日の

６時から町民センターにおきまして表彰式を開催いたします。 

  今年度につきましては、１９名の個人の方と２団体の方々を表彰。更に、１名の方

に感謝状を贈るということで予定をされております。 

  ５０ページをご覧願います。 

  平成２６年度今金町地域・人づくりフォーラムということで、こちらも委員の皆様

にご案内をさせていただいておりますが、表彰式に引き続きまして開催ということで、

今年度につきましては私達のまちおこしということをテーマに、町内の４つの団体か

ら実践事例発表、またその方々のパネルディスカッションということで予定をしてお

ります。 

  ５３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ということで、今年度展開をしておりますが、

１４回予定されておりますプログラムのうち、１３回目位までが終了しております。

３月２１日に最後の授業を予定しているところですが、この授業に５回参加をした子

どもたちには記念品を贈りますよということで事業をしているところですが、これま

でに５回達成者が１２名おります。また、一番多い子では１３回のうち９回参加して

いるというような児童もいる状況となってございます。 

  ５３ページをご覧願います。 

  今金ふるさと塾、成人のための学習支援ということで行っておりますふるさと塾で

ございますが、こちらも２月８日までの授業が終了しております。最後は３月７日、

今週の土曜日になりますが、最後の授業ということで今金のむかしを学ぼうという講

演を予定しております。 

  ５４ページをご覧願います。 

  最後になりますが、平成２６年度の町民センター図書室の利用状況ということで資

料を付けさせていただきました。 

  １月末現在までの貸出冊数、利用人数を掲載してございますが、表の一番右側にな

りますが、前年同月、前年の１月との比較ということで、図書室の平日の利用、また

夜間の開室の利用はともに利用人数等も増えております。移動図書館車のブックンに

つきましては、若干減ということ状況になっておりますが、夜間開室につきましては
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前年度週１回だったものを今年度週２回としておりますので、その部分での増なのか

なというふうに思っておりますが、その他に１０月から開始いたしました、本を借り

るとポイントが貯まるという、としょぽという制度を１０月から導入しておりますの

で、これらの影響もあるのかなというふうに思っておりますが、大きく伸びている状

況でございます。 

  報告事項につきましては、以上でございます。 

〇委員長（向井孝一君） 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。 

  村瀬君。 

〇１１番（村瀬 広君） 村瀬です。 

  ２９ページの体育館のバスケットゴールの修繕料が出ていますけども、９６万円程

かかるということですが、この１箇所を直すのに９６万円ということなのでしょうか。 

〇委員長（向井孝一君） 教育委員会事務局長、寺崎君。 

〇教育委員会事務局長（寺崎康史君） この壁面式バスケットゴールにつきましては、

くの字に屈曲する１箇所のみが金属疲労により破損しているのですが、これについて

は全て現在撤去しておりまして、プラスチックのパネル板はそのまま使えますので、

それを残して他の部品については全く新しく付け替えるという内容です。 

〇委員長（向井孝一君） 他にありませんか。 

  村瀬君。 

〇１１番（村瀬 広君） いま、パネル以外のところを１箇所取り替えるということで

すけども、もうわずかで体育館を改修しようとするときに、それはそのまま使えるよ

うなものなのですか。 

〇委員長（向井孝一君） 教育委員会事務局長、寺崎君。 

〇教育委員会事務局長（寺崎康史君） これにつきましては、１つ１つの体育館で壁面

とゴールとの距離というものが全部違いますので特注品になっておりまして、この部

分については新しい体育館での使用という可能性は薄いと考えております。 

〇委員長（向井孝一君） 他にございませんか。 

  ないようですので、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。 

  ないようですので、最終的に合同委員会が必要となる案件についてを確認願います。 

  委員の皆さんから、合同委員会を必要とすることがあれば出していただきたいと思

いますが、いかがですか。 

  ないようですので、先ほど理事者側から議案第１号、５号、１３号、１５号につい

ては、合同委員会において説明するということで了解したいと思いますがよろしいで

すか。 

  それでは、そのようにしたいと思います。 

  以上で、各課説明事項についてを終わります。 
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  理事者の皆さんには、ご出席をありがとうございました。 

  退席をお願いします。 

  休憩しないでそのまま進めます。 

  その他を議題とします。 

  委員の皆さんから何かありますか。 

  ないようですので、報告事項を事務局の方から報告いたさせます。 

  議会事務局長、柏田君。 

〇議会事務局長（柏田泰明君） それでは事務局の方から連絡をいたしたいと思います。 

  本日ですけども、５時４５分から石田屋におきまして、理事者との懇親会を開催い

たします。 

  それと３月１２日、定例会３日目でありますが、閉会するしないに関わらずこの日

に理事者との懇親会を開催したいと考えております。時間は午後５時４５分から由浅

食堂となっており、３月末で退職されます山口消防署長、末広消防署主幹の送別会を

兼ねて開催したいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

  先ほど教育委員会からありました、表彰式とフォーラムありますので、よろしくお

願いしたいと思います。明日であります。 

〇委員長（向井孝一君） それでは以上で、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３２分 
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