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産 業 教 育 常 任 委 員 会 

 

期 日 平成２７年９月１６日（水） 

時 間 午後１時３０分       

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２７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 ４番 向 井 孝 一 君  副委員長  ８番 村 上 忠 弘 君 
     ２番 小 川 ひとみ 君        ３番 加 藤 三 明 君 
     ６番 徳 田 栄 邦 君       １０番 上 村 義 雄 君 
    （議長）村 瀬   廣 君 
 

〇欠席委員（０名） 
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○出席説明員 
町       長            外 崎 秀 人 君 
副   町   長            中 島 光 弘 君 
産 業 振 興 課 長 兼 
結 婚 相 談 所 長            川 平 秀 明 君 
産業振興課長補佐 
兼結婚相談所次長            津 山 康 彦 君 
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 
教   育   長            田 中 俊 一 君 
教育委員会事務局長            杉 山 輝 希 君 
教育委員会事務局次長            伊 藤 靖 徳 君 
学校給食センター長            松 村 康 弘 君 
 

〇出席事務局職員 
議 会 事 務 局 長            成 田 光 康 君 
議 会 事 務 局 係 長            中 川 真 希 君 
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開議 １３時３０分 

 

    ◎委員長あいさつ 

〇委員長（向井孝一君） こんにちは。 

  大変、時節柄公私ともにお忙しい中、本日の常任委員会にご出席をいただきまして、

誠にありがとうございます。 

  丁度、１週間ほど前に台風の影響で、関東、東北の方に甚大な被害をこうむりまし

た。改めて、お見舞いを申し上げる次第でございます。 

  本町においては、本当に災害のないまちとして長年過ごしてきておりますけども、

今年も順調な秋の収穫を迎えまして、馬鈴薯の収穫、稲の収穫も始まっております。

そのような中で、大変、春以来心配された農作物の生育状況も心配とは裏腹に順調な

スタートを切っている状況でございます。 

  本日の常任委員会については、この定例議会における所管における議案の提案の説

明でございます。それぞれ委員の皆様から活発なご意見をいただきまして、定例議会

に向かって進んでいきたいというふうに思っております。 

 本日は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、会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。 

  産業教育常任委員会に先立ちまして、あいさつをさせていただきたいと思います。 

  午前中に１００歳を迎えた３名の方に総理大臣からのお祝いの感謝状の伝達を行

って参りました。それに引き続き健康長寿のお祝いも６名の方にお渡ししたところで

ありますけども、このように晴天に恵まれているわけでありまして、あちこち走り回

ってきましたが、稲刈りや採草作業を急ピッチで行われていたところであります。 

  全国各地における自然災害が多発しているところでありますけども、昨年より６日

遅い本日、神丘の吉本さん、八束の岡林さんの収穫後、新米ゆめぴりか初出荷があり

ました。続々と集荷され、出荷となりますけども、品質・収量ともに良いことを期待

します。加えて輸送時、収穫時の事故ということについても気を付けていかなければ

いけないのかなと思っておりました。ちなみに、吉本さんはもう７町くらい稲刈りを

しているという話でありました。ただこの数日間の雨でもって作業が遅れ、何よりも

平年と違うのは、稲の倒れが非常に多いと。こういう年はあまりないのですと言いな

がらも、頭が重いわけではないですと。組合長も言っておりましたけども、平年並み

の状況の中で、横倒しになっているものが非常に多いということが、いままでにない

傾向であるという話をされておりました。 

  さて、この度の東日本豪雨で、多い所の降雨量が４００ミリという情報も聞いてい
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るわけでありますけども、過去に、今金町におきましても昭和４年８月には２２０ミ

リという記録があります。そのときには、河川の水位が８メートルと言っておりまし

たけども、上昇して７０戸が流出し、約４２ヶ所の橋も流れたということで、残念な

がら１２名の方がその年に亡くなっているわけであります。その後でありますけども、

昭和３６年には２０４ミリの降雨で２名の死者も出しているということであるわけ

であります。ただ、この当時は、築堤とか堤防というのですけども、それも十分な整

備がされていない状況にあったわけであります。そういうことから、昭和４３年４月

に１級河川に指定されたことによりまして、どんどん整備、取り分け、蛇行がたくさ

んあったところ、よどみがあったり、そこで災害が発生したわけでありますけども、

その改修なんかも進んできたことによって、少しは改善してきていることは明らかで

はないかなと思っております。 

  平成に入ってからは、平成元年、２年と続いて１４０ミリ台の降雨がありました。

平成１０年には２０５ミリ、非常に多い記録があるわけであります。 

  最近では２３年に奥種川で１４２ミリを記録し、２４年には美利河地区で１６６ミ

リという経過があるわけであります。 

  この度の豪雨では堤防決壊で被害が大きくなったとされているわけでありますけ

ども、いま言ったように今金町、せたな町含めて、河川整備がされたということでも

って、少しそのことが強化の効果が出ているのかなという思いがあるわけであります。 

  いま、今金町にある洪水のハザードマップというものがあるわけでありますけども、

これは１００年に１度ということを想定しながら、総雨量１日２２９．３ミリを想定

された洪水ハザードマップであるわけであります。ただそれは１級河川だけではなく

て、様々なこういう枝線のことも含めた意味合いのハザードマップであるわけであり

ますけども、そういう状況にありながらも、今金町は道内でも毎年防災会議をやって

いるところはないそうであります。関係機関によると。今金町は毎年関係機関との防

災会議・水防会議を行っておりわけでありまして、これからにつきましてもきちんと

連携体制を取りながら、適切な予防と災害の対応に努めて参りたいと考えているとこ

ろであります。 

  もう１つは、非常に嬉しい話でありますけども、行政報告にも記載いたしましたが、

９月７日に安平町で開催された第３１回北海道肉用牛共進会において、今金町からの

出品牛が８部門中３部門でチャンピオンになりました。とてつもない快挙であるわけ

であります。何人かの町長さん方も来たわけでありますけども、昨年も２部で野田さ

んの牛がチャンピオンになったということから、非常に今金町の改良の成果が高い評

価をいただいてきているのかなと思うわけであります。 

  この１９日、２０日にはブラック＆ホワイトということで乳用牛の方の共進会があ

るわけでありますけども、高い評価が最近はないものですから、なんとか期待をした

ところでございます。 

  今議会に独自政策として、まち・ひと・しごと総合戦略基金の条例あるいは企業立

地促進条例の制定及び産業基盤整備促進支援事業と、町の住宅政策の一環となる民間
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対象支援策としての財産の無償貸付等を提案しているところであります。これらのこ

とは今後議論されますところのまち・ひと・しごと創生の目指す姿と一致するところ

のものであり、熱意を持ち、努力される方々を支援するものであります。 

  更に今後におきましても、事業課題として認識している様々な提案メニューについ

ても制度設計を行い、順次具現化して参りたいと考えております。 

  様々な順次推進中の事案につきましては、都度、いままでも議会に経過を報告して

いるわけでありますけども、この度も経過報告をさせていただきながら、更なる推進

を図って参りたいと考えているところであります。当面している懸案事務であります

けども、今金町人口ビジョンあるいはまち・ひと・しごと創生戦略の策定経過報告と

総合体育館・図書館建設事業の経過については常任委員会に資料提出をしていますが、

せたな大里風力発電事業のせたな・今金間送電線計画については、先般、全員協議会

方でも申し上げましたが、事業者からの提案情報が届いておりますので、そのことを

整理して合同委員会を要請した中で経過報告をさせていただきたいと考えておりま

す。 

  なお、この間、国会議員あるいは省庁の幹部、道議会の関係者、道庁の幹部等との

懇談をずっと引き続きしているわけでありますけども、その中でも２８年度の予算の

確保の厳しさの情報をいただいているわけであります。特に、国営農地再編整備事業

費の総額が伸びているわけでありますけども、新規地区の増加あるいは事業の完了間

際、あと１、２年で終わるというところについては重点的な配分をされているわけで

ありまして、そのことから継続地区につきましては少し薄まってきているということ

であります。この後においても減額が予想されると。最初の懸案ですから、それは事

業費は多いのですけども、査定されて下がることは明らかで、上がることはないので

すけども、それに補正が付くか付かないかという問題でありますが、いまのところは

補正の目途が立っていないということとすると、これから落ちると、今金は去年要望

した金額の８８％、のちほど報告しますけども、それより更に落ちるという心配もあ

りますので、積極的に予算確保に向けた努力をして参りたいと考えております。 

  この後につきましては、所管から提出議案等説明をさせますので、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。 

〇委員長（向井孝一君） まだ暑さが残っておりますので、上着を脱いで結構ですので、

脱いだままでも構いません。 

 

    ◎開会の宣告 

〇委員長（向井孝一君） 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、中島君。 

〇副町長（中島光弘君） こんにちは。 

  それでは、説明を申し上げます。 
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  ９月定例会に提案を予定しております案件につきましては２４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２件で、議案第１

号、今金町まち・ひと・しごと総合戦略基金条例制定について。議案第２号、今金町

企業立地促進条例制定について。条例の一部を改正しようとするものが２件で、議案

第３号、今金町個人情報保護条例の一部を改正する条例制定について。議案第４号、

今金町手数料徴収条例の一部を改正する条例制定について。地方自治法第９６条第１

項第６号の規定により、議会の議決を求める案件は１件で、議案第５号、財産の無償

貸付についてであります。地方自治法２８６条第１項の規定により構成市町村議会の

議決を求めるものが３件で、議案第６号、北海道町村議会議員公務災害補償等組合規

約の変更について。議案第７号、北海道市町村職員退職手当組合規約の変更について。

議案第８号、北海道市町村総合事務組合規約の変更について。平成２７年度の一般会

計を始め、各特別会計での補正予算が８件で、議案第９号、一般会計補正予算第４号。

議案第１５号、国民健康保険特別会計事業勘定補正予算第２号。議案第１１号、後期

高齢者医療特別会計補正予算第２号。議案第１２号、介護保険特別会計補正予算第２

号。議案第１３号、介護老人保健施設特別会計補正予算第２号。議案第１４号、国民

健康保険特別会計施設勘定補正予算第２号。議案第１５号、簡易水道事業特別会計補

正予算第２号。議案第１６号、公共下水道事業特別会計補正予算第２号。地方自治法

第２３３条第３項及び地方公営企業法第３０条第４項等の規定により、平成２６年度

の各会計の決算認定をお願いするものが、一般会計を始めとして８件であります。認

定第１号、平成２６年度一般会計歳入歳出決算。認定第２号、平成２６年度国民健康

保険特別会計事業勘定歳入歳出決算。認定第３号、平成２６年度後期高齢者医療特別

会計歳入歳出決算。認定第４号、平成２６年度介護保険特別会計歳入歳出決算。認定

第５号、平成２６年度介護老人保健施設特別会計歳入歳出決算。認定第６号、平成２

６年度国民健康保険特別会計施設勘定歳入歳出決算。認定第７号、平成２６年度簡易

水道事業特別会計歳入歳出決算。認定第８号、平成２６年度公共下水道事業特別会計

歳入歳出決算。 

  以上、合計で２４件であります。 

  それでは、今年度各会計の補正予算及び平成２６年度の決算認定に係るものを除き

まして、新条例の制定、条例の一部改正、地方自治法の規定により議会の議決を求め

るものについて提案理由を申し上げます。 

  議案第１号、今金町まち・ひと・しごと総合戦略基金条例制定について。人口減少

社会到来の中、将来に渡る発展と住民サービスの維持を目指して、子育て支援、移住

定住促進、人の育成支援、産業振興その他の人口減少対策の総合的な推進に資するこ

とを目的とし、将来にわたり安定的な財源を確保するため基金を設置する条例を制定

するものです。 

  議案第２号、今金町企業立地促進条例制定について。本町における経済活動並びに

その根幹である施設整備等の投資に対し、様々な分野にまたがる産業構造であること

を考慮し、総合的かつ多角的な支援施策を展開することを目的とした今金町産業基盤
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整備促進支援事業のメニューの１つとして、町内に事業所を設置する事業者に対して

積極的な支援を行うことにより企業の立地を促進し、本町の経済発展と雇用拡大を目

的とし、新たに本条例を制定するものです。 

  議案第３号、今金町個人情報保護条例の一部を改正する条例制定について。議案第

４号、今金町手数料徴収条例の一部を改正する条例制定について。この２件の議案に

ついては、提案趣旨の根本が同様でありますので一括をいたします。議案３号では、

平成２７年１０月５日より日本国内の全住民に付番される個人番号（マイナンバー）

を含んだ個人情報（特定個人情報）の取扱いに関する規定の整備のため、本条例の一

部を改正するものです。議案第４号では、個人番号通知カードとして送付され、本人

の申請により平成２８年１月以降、順次個人番号カードが交付されることとなってお

り、個人番号通知カード及び個人番号カードの再交付手数料を制定するために、本条

例の一部を改正するものです。 

  議案第５号、財産の無償貸付について。本町における喫緊の課題である、人口減少

対策や定住促進を図る観点から、新たな住宅対策が求められており、町内に点在して

いる町有地を有効活用し、民間活力による賃貸共同住宅建設を促進するため、市街地

の町有地を無償で貸付けることについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

９６条第１項第６号の規定により議会の議決を求めるものです。 

  議案第６号、北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更について。議案第

７号、北海道市町村職員退職手当組合規約の変更について。議案第８号、北海道市町

村総合事務組合規約の変更についての３件の議案につきましては、提案趣旨が同様で

構成団体の解散脱退と加入による規約の変更でありますので、一括で説明申し上げま

す。本組合の構成団体において、平成２８年３月３１日に６団体、道央地区環境衛生

組合、南渡島青少年指導センター組合、西十勝消防組合、北十勝消防事務組合、東十

勝消防事務組合、南十勝消防事務組合が解散脱退し、１団体、とかち広域消防事務組

合の加入が生じたことによる規約の変更と、議案第６号では文言整理に伴う規約の変

更について。議案第７号では規約を縦書きから左横書きに改めることに伴う規約の変

更について。議案第８号では共同処理する事務においても上記団体とは別に５団体の

脱退と１８団体の加入が生じたことに伴い規約の変更について、３議案とも地方自治

法第２８６条第１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、提案理由を申し上げました。よろしくお願いをいたします。 

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。 

 

  これより、各課説明事項についてを議題とします。 

  副町長、中島君。 

〇副町長（中島光弘君） 前段でお願いがございます。 

  このあと、本所管委員会の部分で、合同委員会にお願いをしようとするものがござ

います。 
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  議案第２号の今金町企業立地促進条例についてと関連いたします、今金町産業基盤

整備促進事業については、産業振興課及びまちづくり推進課の両課に関連する新条例

の制定であります。また、教育委員会からの報告事項であります、今金町総合体育館・

図書館建設については合同委員会においてご説明を申し上げたく、本常任委員会では

説明を省略させていただきたく、委員長のご配慮をよろしくお願いいたします。 

〇委員長（向井孝一君） ただいま、副町長より申し出がありました事項については、

本常任委員会での説明は省略することといたします。 

  始めに、産業振興課より説明願います。 

  産業振興課長、川平君。 

〇産業振興課長（川平秀明君） こんにちは。 

  産業振興課では、説明事項が１件、報告事項が５件について説明させていただきま

す。 

  説明は、津山課長補佐よりいたします。 

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） お疲れ様でございます。 

  私からは、産業振興課関係について説明を申し上げます。 

  まず始めに、説明事項の１番目、平成２７年度一般会計補正予算第４号の概要につ

いて説明を申し上げます。 

  資料の１ページになります。 

  歳入でございます。 

  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１７５万８，０００

円の減額は農業費補助金でございます。内訳につきましては歳出の方でご説明を申し

上げたいと思っております。 

  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、２目農業振興費において３０５万円の追加は、１

８節備品購入費で１６万７，０００円の減額は、車両購入費の執行残でございます。

１９節負担金補助及び交付金で３２０万円の追加は、施設園芸作物推進事業補助金を

今年度当初予算で６８０万円計上させてもらっておりますが、その部分を全額減額し、

次の産業基盤整備促進支援事業補助金に振り替えることとしております。これにつき

ましては、当初、ハウスの補助金ということで、農協が事業主体となっておりまして、

農家６戸１１棟、これは全て増棟でございますけども、申請がございました。この部

分はもう既にハウスは立っておりますけども、まだ完了実績等々が上がってきており

ませんので、まだ補助金の出し入れというところには至っておりません。それでこれ

らの施設園芸作物推進事業を廃止し、産業基盤整備促進支援事業が承認されたのち、

こちらに振り替えたいということで考えております。いま現在１１棟で、補助金とい

たしましては２２８万７，３５０円、いまの事業でいきますと。という申請が上がっ

ておりますけども、これらについてはさかのぼって全て、のちの産業基盤整備促進支

援事業に振り替えたいということで考えておりますので、よろしくお願いいたします。 
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  ３目地域農政推進費で２３４万３，０００円の減額は、１９節負担金補助及び交付

金で、大変申し訳ないです、説明のところの括弧書きのところに減額を示す三角が抜

けておりますので、申し訳ございません、訂正をお願いしたいと思います。これにつ

きましては、多面的機能支払交付金でございまして、これはもう実施しております。

当初見込んだ面積よりもだいぶ減ったということで減額をさせていただきたいとい

うことで、実績といたしましては、田で１１６．４８ヘクタール、畑で４９．７２ヘ

クタールの申請がありましたので、これに伴って合計で３１７万６，２４０円の申請

がありましたので、その部分の減額ということでよろしくお願いをいたします。２項

林業費、１項林業振興費で１０２万６，０００円の追加は、１９節負担金補助及び交

付金で森林作業員就業条件整備事業負担金で２万６，０００円の追加、同じく産業基

盤整備促進支援事業補助金で１００万円の追加をお願いしたいと思います。 

  続きまして、報告事項に移らせていただきます。 

  １番目の農作物生育状況についてを説明いたします。 

  資料２ページになります。 

  これは９月１日現在の改良普及センターからの資料提供でございます。 

  先ほど、冒頭、町長のあいさつのごあいさつの中にもありましたように、水稲につ

きましては若干２日ほどの遅れはあるものの、ようやく稲刈りが始まったという状況

でございます。これは８月の日照時間が少なくて籾黄化率が３３％に留まったという

ことで、例年よりも若干遅れ気味なのかなというふうに思っております。 

  次に、馬鈴薯でございます。これにつきましては平年よりも９日ほど早い生育とい

うことで、収穫作業がいま順調に進んでいるということでございます。 

  次に、大豆につきましては平年並みということでございます。 

  小豆につきましては、平年より１日遅れということで、莢色の変化がみられない状

況ということでございます。 

  てんさいにつきましては、平年より７日早く生育は順調ということでございます。 

  続きまして、サイレージ用とうもろこしは、平年より１日程度遅いのですけども、

生育は順調に進んでいるということでございます。 

  続きまして、報告事項の２、馬鈴薯収量調査結果についてを報告させていただきま

す。 

  資料は３ページから４ページになります。 

  品種は男爵でございます。 

  男爵の、原種馬鈴薯の収量結果でございますけども、原種のライマン平均は１３．

３と、それほど多くないというような形になっています。 

  平成２７年度の規格率、これはＬとＭの収量でございますけども、規格率といたし

ましては４９．３％に留まっているという状況でございます。 

  次に、採取馬鈴薯でございます。 

  ライマン平均が１４．１％。規格率が５６％という状況になってございます。 

  続きまして４ページになります。 
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  品種はきたかむいでございます。 

  原種馬鈴薯といたしましては、規格率としては４６．５％に留まっている状況でご

ざいます。ライマン平均が１２．２。 

  続きまして、採種馬鈴薯ですけども、ライマン平均が１１．０。規格率は６２．１％

というような状況になっております。 

  続きまして報告事項の３、小麦の生産状況調査について説明をいたします。 

  資料は５ページになります。 

  まず、秋まき小麦でございますけども、２７年度の作付面積はきたほなみ・ゆめち

からあわせて２万６，５３７アールということで、年々作付面積が増えている状況に

なってございます。それと、２７年度につきましては、規格内１等、２等につきまし

ては、収量的には結構多い収量があったというような状況でございます。 

  また、春まき小麦につきましては、春よ恋、はるきらりあわせて４，０８０アール

の作付がありました。これにつきましても、例年より徐々にでございますけども、作

付面積は増えている状況ということでございます。ただ、こちらについては規格内１

等、２等というのが、若干少なめというような状況になっております。 

  次に、報告事項の４番目、交差点改良工事についての説明を申し上げます。 

  資料は６ページになります。 

  これは８月２６日開催の所管事務調査において現地でこの資料を使いまして、田代

交差点を１０月１２日から３０日の期間で工事を行いますということの説明をさせ

ていただきましたけども、いま公営施設課で行っている田代通線改良工事と、工程的

に合わない部分がありましたので、これをあわせるような形で、当初の予定施行期間

１０月１２日から３０日を、９月２１日から１０月１１日に変更しようとするもので

ございます。いずれにしてもこの工事をやっていることで、交通に支障をきたすとい

うことで、できるだけ支障をきたす期間を短くと考えまして、それらの公営施設課の

工事とあわせるような形で施行するということで変更させていただきますので、よろ

しくお願いいたします。 

  続きまして、報告事項の５番目、有害鳥獣駆除の状況についてをご説明いたします。 

  資料は７ページになります。 

  ８月末現在の数字ということで、まずヒグマの捕獲８頭となっております。ただ、

９月に１頭捕獲されましたので、いま現在ということで言いますと９頭の捕獲があり

ました。 

  その内訳といたしましては、罠で３頭、銃で６頭捕獲しているという状況でござい

ます。 

  巡回時間が、７月は１８８時間ということで、これは突出しておりますけども、７

月４日に種川で牛が襲われる事案が発生しまして、それに伴って巡回時間が１８８時

間と伸びているということでございます。 

  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。 
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  ただ今の説明に対し、質疑があればお受けいたします。 

  徳田君。 

〇６番（徳田栄邦君） 施設園芸作物推進事業補助金が今年２年目なわけですよね。そ

れで、これが今度は産業基盤整備促進支援事業補助金に変えたいということなのです

けども、その理由がもう少し詳しくお知らせ願えないでしょうか。 

  また、この施設園芸作物推進事業補助金のいろいろな条件等についてはそのまま引

き継ぎでいくのかどうなのか、それから年度等についてはどうするのか、その辺のと

ころも説明願いたいと思います。 

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） いま徳田委員からご質問がありました、施設園芸

作物推進事業補助金、いまある現行の制度でございますけども、これは３年間、去年

から始まって、２６、２７、２８と３年間の事業でスタートしております。それで、

１人６００坪までということで条件を付けながらの制度でございました。 

  補助金の内訳といたしましては、坪当たり８，５００円を上限に、それに何坪とい

う数字をかけて、新規であれば４０％の補助。増棟であれば３０％の補助ということ

でスタートしております。 

  今度の新しい制度というのは、いま新規と増棟ということで考えていましたけども、

新しい制度は更にそれに更新もどうかということで検討をしているところでござい

ます。ですから、広がるというような形で、それといま８，５００円が上限だという

ような坪当たり単価をしておりますけども、今度の制度といたしましては、大体１棟

当たり１００坪ですけども、大体１１０万円前後の費用がかかります。それも全てみ

ながらの３０％ということでいま考えていますので、そういった意味でいくとより要

件緩和をしながら誰でも使えるような、少しでも多くの方が利用できる制度というこ

とで考えておりまして、ですからそちらに移行した中で活用していただきたいという

思いから、制度を構築したいということで考えております。 

〇委員長（向井孝一君） 徳田君。 

〇６番（徳田栄邦君） 今年２年目になるわけで、２年目で早くも新規の方がいなくな

り来年も増棟ばかりになってきて、単価そのものもあわなくなってきたということは

わかりますし、新しいこの補助金の制度にしたいというのもわかりますけども、まず

この産業基盤促進支援事業補助金はどういうものなのかということを、まず出してこ

ないで、先に予算だけ振り替えしても、私はうまくないのではないかと思うのですよ

ね。新しい制度をこういうふうにするためにこちらの補助金もとりあえず変更します

よと、今年の分については今年の単価でいくわけですよね。今年のいま立ててて、ま

だ申請を受けていないから補助は出せないでいるけども、その人方にも新しい単価で

出してやるというと、それなら去年の人はどうなのということになるわけでしょう。

ですから来年から始めるのであれば、それに向けてこの新しい補助基準をきちんと決

めてからやるべきでないかなと私は思いますけども、その辺はいかがですか。 

〇委員長（向井孝一君） 産業振興課長、川平君。 
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〇産業振興課長（川平秀明君） ただ今のご質問なのですけども、この産業基盤整備促

進事業につきましては、細かい内容の説明につきましては、合同委員会の方で説明し

たいというふうに考えておりました。 

  それで、おおきな内容につきましては、６月に頭出しだけさせていただきましたが、

部分的な説明になりますが、農業設備の償却資産の部分について、ハウスということ

だけではなくて、他の固定する、具体的に言いますと、乾燥機ですとかの農業に関す

るもの全般について補助したいと考えました。その中で出てきたものは何かというと、

既存のハウスの助成と競合してしまうというか、同じようなものになってしまうとい

うことでしたので、それであれば今回いまある制度を取り止めまして新たなこちらの

方に振り替えたいという要望でありました。 

  それから内容につきましても、いまの既存の制度につきましては、ハウスの骨組み

とビニールしか補助していないと。ただこれに関して、新しいものにつきましては、

それに付随する、例えば換水施設だとかそういうものを含めて、一式で補助したいと

いう考え方を持っておりますので、それでこのような形を取らせていただきました。 

〇委員長（向井孝一君） 徳田君。 

〇６番（徳田栄邦君） 別にいちゃもん付けているわけでないのですよ。ですけども、

補佐が説明してしまったら、ここで聞かなければいけないのであって、合同委員会で

説明するのであれば、合同委員会で説明を受けたときにきちんと質疑もするし、その

辺のところをきちんと。せっかく合同委員会に案件を持っていくのであれば、最初か

らその辺おところはきちんと断っておいたらいいのでないですか。 

  是非、これは、いままで矛盾があった部分を変えて、新しいものにしていくわけで

すから、それはわかりますし、大いに進めてほしいですけども、去年新設で既に立て

て、補助をもらっている人もいるわけですから。これが３年間の時限立法の中で去年

やってしまっているわけですから、その辺の整合性をきちんと取れるように注意して

やっていただければと思います。 

  答弁いりません。 

〇委員長（向井孝一君） 他にありませんか。 

  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１件、報告事項２件をご説明申し上げたいと

思います。 

  説明にあたりましては、住吉次長よりご説明申し上げますので、よろしくお願いい

たします。 

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。 

  説明事項の１番、平成２７年度一般会計補正予算第４号の概要について、説明させ
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ていただきます。 

  資料の方は１ページからになります。 

  今回の補正につきましては、大きく２つになっておりまして、１つは農業経営高度

化促進事業いわゆる促進費に係る部分です。 

  もう１つにつきましては、今金北地区が事業着手となりますことから、田代・稲穂

地区の換地業務に係る部分の補正となっておりますのでよろしくお願いいたします。 

  まず、歳入につきましては、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節農業費負担金で３５５万５，０００円は農業経営高度化促進事業の

受益者負担金となっております。これは補助金交付単価の４５％ということです。１

４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４３４万

５，０００円は農業経営高度化促進事業補助金で、補助金交付単価の５５％を計上し

ているところでございます。道支出金、３項委託金、３目農林水産業費委託金は農業

費委託金で１，３１５万３，０００円、換地業務の委託金ということで、先ほど話し

ました通り田代・稲穂地区に係る部分となっております。 

  次のページをお願いいたします。 

  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、補正額１，

１４６万９，０００円、１節報酬６９万４，０００円は換地委員会委員報酬で、今金

北地区の田代・稲穂工区１０名分という形になっております。旅費１７万３，０００

円、費用弁償につきましては委員報酬に係る部分です。１３節委託金２７０万円は田

代・稲穂換地現形図等作成業務に係る委託料ということになっております。１９節負

担金補助及び交付金７０９万２，０００円は農業経営高度化促進事業補助金というこ

とです。 

  ３ページお願いします。 

  それでは、いまの内容について詳しく説明させていただきたいと思います。 

  促進費につきましては、昨年度より実施しております夏期施行における補助事業で、

本年度につきましては４ブロックにおいて実施されております。 

  対象面積につきましては、４ブロックの合計で６８．１７ヘクタール。対象外の面

積につきましては４．９４ヘクタールということで、対象外の主なものについてはミ

ニトマトに係るビニールハウスと牧草という形になっております。 

  交付単価につきましては、反あたり６万円ということで、面積にこれをかけますと

４，０９０万２，０００円の補助金が交付されるという形になります。そのうち受益

者負担金につきましては４５％で、１，８４０万６，０００円。補助金につきまして

は５５％ということで、２，２４９万６，０００ということで、これらが合算されて

受益者に支払われるという形になります。 

  対象者につきましては、トータル１４名ということで、各ブロックにおいて重複も

ありますが、１４名という形になっております。 

  位置図につきましては下に付いておりまして、今年度の工事区域ということになっ
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ておりますので、のちほどお目通しをお願いしたいと思います。 

  次のページをお願いいたします。４ページになります。 

  本年度、今金北地区に係ります換地事業の計画エリアという形になります。 

  右下の青でくくられている部分、田代・稲穂工区ということで、面積につきまして

は、４２３．８ヘクタールという形になっております。 

  本年度の業務の項目なのですが６項目ございまして、従前図調整、従前地再調査、

換地設計基準確定、評価基準及び評価、換地計画原案作成、それと相続等代位登記と

いう形で進む予定となっております。 

  この業務に関わる部分を今回補正予算として計上させていただいておりますので、

よろしくお願いいたします。 

  ここまでが、補正予算の概要という形で説明させていただきました。 

  次に、報告事項、国営緊急農地再編整備事業の進捗状況ということで、５ページか

ら７ページになります。 

  まず５ページ、６ページにつきましては、８月末現在の建設工事及び委託業務に係

る進捗状況となっておりますので、のちほどご覧いただきたいというふうに思います

ので、よろしくお願いいたします。 

  次に、今金南・北地区の設計業務予定範囲について、説明させていただきます。 

  本年度の今金南地区につきましては、黄色で塗りつぶされているエリアで、約７０

ヘクタールをいま現在設計を実施しているところでございます。 

  北地区につきましては、ピンクで塗りつぶされたエリアで、田代地区約１２０ヘク

タールを今後設計業務を発注していくということで、函館開発建設部農業事務所にお

いては、いま発注の準備が進められているところでございます。これにつきましては、

今月の９日に地元で設計に係る説明会を実施しているところでございます。 

  当初におきましては、今金橋の西側からの設計を実施するということで、受益者の

方には説明してきたところなのですけども、８月に所管事務調査でも説明いたしまし

たが、北電の高圧送電線の絡みがございまして、今金南地区と一体とした設計を行う

必要があるということから、今金橋より西側の部分につきましては１年遅らせてとい

う形になっております。 

  来年の今金南の設計予定につきましては、青の部分で、約２４０ヘクタールを予定

しておりまして、この部分とあわせまして今年遅らせた部分を設計し、送電線の絡み

もあわせて行っていくという形になっておりますので、よろしくお願いいたします。 

  最後のページになります。８ページをお願いいたします。 

  ８月３１日に、平成２８年度の農林水産予算の概算要求が公表されたところです。

今金南と北に係る要求額の合計は２４億８，０００万円ということとなりました。 

  各省庁とも昨年を上回る要求額となっていることから、１２月の財務省による予算

案決定まで絞り込まれることも想定されているところでございます。 

  今金南地区につきましては、概算要求１７億７，０００万円ということで、先ほど

町長からもあいさつの中でお話がありましたが、前年対比８８．５％ということで、
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本年度の予算額５億４，０００万円と比較してみますと、１１４．９％という状況と

なっております。 

  今金北地区につきましては、本年度は設計業務等の予算のみということで２億円と

いうことになっておりましたのが、平成２８年度については工事も行われますので、

７億１，０００万円の概算要求という形になっております。 

  なお、予算全体としては厳しい状況ということで、予算の配分につきましては先行

して事業を実施している地区を早期に完了させたいということから、選考地区に多く

配分されてきているということを聞いておりますので、改めて報告させていただきま

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。 

  徳田君。 

〇６番（徳田栄邦君） これは、２８年度の道内の国営のが全部出ているのですけども、

分かれば、完了年度を教えてもらえませんか。わかりませんか。地区の完了年度のわ

かるところ。 

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） ただ今の徳田委員さんのご質問ですけども、

大変申し訳ございません、手元にその資料がありませんので、別の機会に情報提供さ

せていただきたいと思いますので、ご了承願います。 

〇委員長（向井孝一君） 徳田君。 

〇６番（徳田栄邦君） 思ったより予算が伸びないで、非常にがっかりしているわけで

すけども、これに北電の電柱の移設があって、相当事業そのものが遅れてくるように

思われますけども、その辺のところを踏まえて上の方で来年度で終わるようなところ

があれば、実際、もうちょっとこの緊急農地再編の方にも予算が回ってくるのでない

かなという気もしているわけなのですけども、町長はずっと東京あたりに行って、財

務省へ顔を出しているかはわかりませんけども、概算要求のいくら落ちくらいという

ふうに踏んでいますか。その辺のところをお聞かせ願えないでしょうか。 

〇委員長（向井孝一君） 町長、外崎君。 

〇町長（外崎秀人君） 順調に進んでいる年は５，７７２億円あったのですよ。この基

盤整備事業。それが一気に落ち込んだと。それがなかなか回復しないで、ようやくい

まここの数字にありますように、２，９８１億円から４，５８８億円へ復活したので

すけども、まだまだその幅はかつてあった５，７００億円には届かないと。これは、

当時ずいぶん頑張っていただいた先生方もいるわけでありますけども、今回、非常に

期待していた部分があります。しかし、いま申しましたように卒業生がいない。そし

て新規を待たせることができないで新規を入れてしまった。入れてしまった中でも、

この数字、今金だけのことを考えますと、一緒に北地区と採択された津別にしても１

億円今金の方が多いわけでありますね。その他に１期目は調査と設計だけですけども、
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２億円のレベルでこの間ずっときたのですけども、来年採択されるところについては、

１億円しか付かないと。全体のレベルが落ち込んでしまっていると。 

  ただ、私の方の基本的な期待感がありましたのは、大野平野の灌がい排水事業が１

年遅れました。約７億円あります。それは基本的には開発建設部サイドの中で、どう

整理をしていくかという部分があるわけでありまして、本来であればそれがそっくり

今金の方に置き換えると、去年と同じような２０億円くらいの事業費が付いたという

経過があるわけでありますけども、その辺の事業はちょっと遅れているということか

ら、１年先延ばしになって２８年度にはたぶん完了しますので、その部分が今金町に

回ってくるのは、私は明らかではないかなと。そういうさりげない情報もいただいて

いるわけでありまして、その辺に少し期待をしていかなければいけなのかなと。 

  ただ、従前までは、補正予算を非常に求めてきたわけでありますけども、これは去

年も一昨年もそうですけども、補正予算が付いても、例えば今金を例に挙げれば、今

金の総体の事業費２０億円と付きましたら、補正予算が付いても２０億円上乗せでは

ないのですね。補正予算が前倒しになって、補正でもって６億円やって残りは新年度

当初予算でもって１４億円とかそういう調整になるものですから、補正がそっくりプ

ラスされるのであれば、非常にありがたい要素があるのですけども、それにしてもそ

の補正予算で早くに事業が終われるところがあればいいわけでありますけども、なか

なかそうはなっていかない。いずれにいたしましても、私どもは総額確保をしていか

なければいけない。 

  この前、情報が入りまして、１０月５日でありますけども、農水省が北海道に入り

まして、新年度予算についても全体の期成会みたいな、ヒアリングみたいな形を行う

と。道南地区、札幌から南地区代表で町長に代表で発言してくれという要請をいただ

きましたので、私の方からもきちんと、いま委員が仰るような心配の要素も含めて発

言をしていきながら、この事業の優位性をいうものをきちんと訴えていかなければい

けないのかなと。全道何箇所かで行うわけでありますけども、札幌から南については、

札幌で行うということでありますから、しっかりとその辺を訴えて参りたいと考えて

おります。 

  いずれにいたしましても、ようやく復活してもこの概算要求で上げた数字でも１，

１００億円しか浮いていませんけども、１，０００億円浮いたと新聞でもありました

けども、それでもまだ１，０００億円足りないということから、早くに総額確保する

ような努力をして参りたいと考えております。 

〇委員長（向井孝一君） 徳田君の質問の中で、送電線の移設工事に絡む内容について、

もう少し説明が足りないと思いますので。 

  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） 北電高圧送電線の移設の関係について、少し

細かくご説明申し上げます。 

  昨年、２６年度の豊田地域における設計を組んだ段階で、関係受益者の総意の合意

のもとで区画を協議していただいたわけでございます。そういった中で、やはりほ場
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の切土、また部分的には盛土が必要という形がございまして、そういった部分で面的

な設計を組んだわけなのですが、特に北電の高圧送電線、身近なところでいけば、今

金橋の鉄塔がございまして、それが延々と利別川の南側を通過してせたな線という送

電線がございます。それがその区域を通っているということになりまして、現実的に

ほ場を整備すれば、その現在ある送電線の電柱、パンザーマストというものでござい

ますが、どうしても根深不足もしくは盛土によって上空の架線との距離が短くなると、

そういった支障が出るということから、北電と農業事務所等の協議を踏まえた中で、

要望通りの区画整理をするとどうしても移設が必要という形で判断がされました。そ

ういった部分、期成会また私ども推進本部、北電、農業事務所と協議をした中でそう

いう部分で移設の方向に動いていくという形でございます。 

  そういった中、移設をする段階で、工事費の負担の問題という部分が生じました。

そういった部分、町の方も、また期成会の方もその工事費、移設補償費にかかる工事

負担分については、なんとか北電の方でもっていただければというような要請をして、

先般、北電側で相当分６．７％分は北電側で負担が可能というお返事をいただいたも

のですので、それにより移設の形へシフトしていったという経緯がございます。 

  移設に関しては、現在の電柱につきましては、ほ場の中にあるという現状もござい

ますし、また電柱の間隔も約７０メートル間隔という形になっております。そういっ

た部分、新たな移設という部分では、次世代型の鉄塔方式に改めまして、間隔を約１

７０メートルから２００メートルのものに変えると。そうすることによって新たなほ

場の畦畔もしくは農業施設用地の付近に配置して、これからの営農に極力支障の出な

いような形にもっていきたいというふうに考えてございます。 

  また、こちらの移設の関係につきましては、先般、農業事務所と国と北電との協議

調整がまとまりまして、その後、町サイドとの覚え書も締結することができましたの

で、現在、北電側によって地域にその状況、また移設の方針等を説明している状況で

ございます。 

  移設のスケジュールですが、来年、２８年度については新たな鉄塔を新設するとい

う形になります。北電はいま現在受益者との聞き取りをしながら、設計を今年度行い

まして、来年、２８年度には新たな鉄塔の新設工事を行うということになります。 

  また、従前の既存の電柱につきましては、２９年度に撤去し、該当地区の国営とし

ての区画整理工事を実施する予定という形で、現在運んでございますので、その点で

ご理解いただきたいというふうに思っております。 

〇委員長（向井孝一君） 町長、外崎君。 

〇町長（外崎秀人君） 補足ですけども、私どもが最初に聞いている事業の中では、期

成会の方から要望がありました。町としては、町長の立場で１つ心配したのは、おお

よそ全体を考えた場合、田代から八束の方まで抜けるという全体の構想があるのです

けども、全体をやると約１０億円かかるのですね。その１０億円というのは、町長が

ピンときたのは、いまの国営の予算の中からそれに上乗せでなくて、逆にその範囲内

でやるというのは非常に困るというのが町長の気持ちの中にありました。それでなく
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ても予算が付いていかないのに、何年かかるかわかりませんけども、１０億円をまた

落とされたら非常に問題があるだろうなと。これについては国の方の担当の方にも、

なんとかその辺の上乗せは考えてくださいと。一応期成会としてお願いをしてきてい

るわけですから、町長の立場としてはより速い推進ということを思っているし、もっ

と重要なのは、本部を抱えている、この経費も１年工事がおくれることで大変大きな

経費がかかるわけですから、それは受益者とかいろいろな人にはなかなか目に見えな

い、町独自の資金調達をしていきながら進めなければいけないとすれば、大変な問題

でありますという話を期成会にも事業者にも話をさせていただいた経過があります。 

 もう１点は、室長の方から申しましたけども、そこにかかる負担については当然国費

で行うわけでありますけども、北電さんが手出しでできるわけでありますから、是非

地元負担については面倒をみてくださいと。そういうことが前提条件で、町長として

もこういう状況を考えた場合に、やはりそれを承認していくという形を取らざるを得

ないということで答弁をし、そして事務を進めているわけでありますけども、ですか

ら来年度はいくらの事業費が、いまここに概算要求で出ていますけども、決まった金

額からいくらかかるかというのはまだ見えてきません。先ほど室長が言ったように、

いま、設計等々含めてやっておりますので、明らかになるのはもう少し時間がかかる

と思いますが、いずれにいたしましても進捗度は私的には押していくのではないかな

と。それをなんとかプラス要素を持ちながらこれからも声を出していきたいと考えて

おります。これについてはやはり議会等々含めて、期成会も含めて声を出していくこ

とに是非ご協力を願いたいと思います。 

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、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、農業委員会の方から説明をさせていただきます。 

  説明事項が１件、報告事項が１件でございます。 

  １ページをお開きいただきたいと思います。 

  １つ目に、平成２７年度一般会計補正予算第４号の概要についてでございます。 

  歳入。 

  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１６万５，０００円

の追加は農業委員会交付金でございます。内容につきましては、農業委員会活動促進

事業に係る交付金等の交付決定による追加でございます。詳細につきましては、下段

の囲いのところにあります、機構集積支援事業補助金という部分での調査員報酬１６

万４，０００円の増が主なものでございます。これにつきましては、農業委員がいま

新しい制度ができておりまして、農地の全筆を基本的に確認するという業務の中での

委員報酬でございます。 

  続きまして下段でございます。 
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  １９款諸収入、４項雑入、２目雑入４６万５，０００円の追加につきましては、農

業者年金業務委託料手数料でございます。これにつきましては、項目の新設及び新規

加入者の増並びに激変緩和措置の交付決定による増が主なものでございます。下段の

表でいきますと、中間から下段の方に、経営移譲等事前指導数割というもので１０万

４，５００円追加になっておりますが、これが新たに増えた項目でございます。 

  また、１段おきまして、新規加入者割数ということで、３９歳までの加入者という

ことで、単価は同じですが加入者が多かったということで１３万円増になっておりま

す。 

  また、１つおきまして、活性化組織割手数料ということで、これにつきましては単

価が８万５，０００円から２０万５，０００円に変わったということで、基本単価の

増によるものでございます。 

  １番最後に、激変緩和措置ということで、今年度につきましては２２万円が付いた

ということで追加になっております。それをトータルいたしまして４６万４，８００

円の追加というものでございます。 

  続きまして、歳出でございます。 

  歳出につきましては、６款農林水産業費、１項農業費、１目農業委員会費におきま

して２４万４，０００円の減額でございます。これにつきましては、人事異動による

人件費に伴いましての減額が主なものでございます。 

  続きまして３ページ目をお願いいたします。 

  報告事項になります。 

  売買による農地の流動化状況についてということでございます。 

  これにつきましては、過去１０年間のものを載せております。 

  平成２６年度につきましては、トータルで５４件、面積で約１５５ヘクタール、金

額につきましては２億８，０００万円ということになっております。トータルでいき

ますと１０年間で４３７件、面積でいきますと約１，２４９ヘクタール、金額でいき

ますと２４億９，２００万円ということでございまして、この２５年、２６年を見ま

すと、以前から比べるとやはり件数が増えているという部分につきましては、やはり

国営再編整備事業に伴いまして、それの区画に関しまして事前にやはり移動があると

いうことでございます。ちなみに平成２７年の８月までの今年度分につきましては、

現在全体で２７件の移動がございます。そのうち、公社扱いにつきましては１１件と

いうことで、既に結構出ております。いまの夏場を過ぎまして、これからまた秋にか

けて移動の関係の相談もきておりますので、また結構あるのではないかなというふう

に予想をしております。その内容につきまして、以下の棒グラフで見易くしておりま

すので、詳細の説明は省略をさせていただきたいと思います。 

  農業委員会からは以上です。 

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。 
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  この時計で５０分まで休憩いたします。 

休憩 １４時４１分 

開議 １４時５０分 

〇委員長（向井孝一君） 休憩を閉じ、開議いたします。 

  次に、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） お疲れ様です。 

  公営施設課所管は、説明事項３件と報告事項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ので、よろしくお願いいたします。 

〇委員長（向井孝一君） 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。 

  それでは、私の方から、資料に基づいてご説明いたします。 

  １ページをお開きください。 

  説明事項１、平成２７年度一般会計補正予算第４号の概要についてご説明いたしま

す。 

  施設維持についてであります。 

  ２款総務費、１４目施設維持費で２５０万円の追加は需用費で、小学校等修繕料で

あります。 

  次に、浄化槽対策についてであります。 

  歳入において、１３款国庫支出金、２目衛生費国庫補助金で１４万７，０００円の

追加は浄化槽設置整備事業補助金で、６月の補正におきまして申込受付により５人槽

４基、７人槽１基で、国費６１万６，０００円としておりましたが、やむを得ない事

情により急きょ住宅を新築することになった方からの申し込みが１件追加となりま

した。このため５人槽４基、７人槽２基で、国費７６万３，０００円とするものであ

ります。 

  ２ページをお開きください。 

  同じく浄化槽対策についてであります。 

  歳出において、４款衛生費、７目浄化槽対策推進費で１００万円の追加は負担金補

助及び交付金で、先ほどの歳入で説明いたしました理由により、７人槽１基分の浄化

槽設置整備事業補助金を追加するものでございます。 

  次に、肥培用水施設についてであります。 

  ６款農林水産業費、５目肥培用水施設管理費で１５万４，０００円の追加は給料で、

業務体制の変更によるものでございます。 

  ３ページをご覧ください。 

  土木費についてであります。 

  歳出において、８款土木費、３目下水道事業費で８万２，０００円の減額は、公共

下水道事業繰出し金で、財源調整によるものであります。 

  ４ページをお開きください。 
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  説明事項の２、平成２７年度簡易水道事業特別会計補正予算第２号の概要について

ご説明いたします。 

  歳入において、１款使用料及び手数料、１目簡易水道使用料で２万８，０００円の

追加は滞納繰越分で実績によるものでございます。 

  歳出において、１款総務費、１目一般管理費で２２１万７，０００円の追加は人件

費でございます。人事異動及び業務体制の変更に伴うものでございます。２款維持費、

１目簡易水道維持管理費で２１８万９，０００円の減額は需用費の修繕料で、財源調

整によるものでございます。 

  ５ページをご覧ください。 

  説明事項の３、平成２７年度公共下水道事業特別会計補正予算第２号の概要につい

て、ご説明いたします。 

  歳入において、４款繰入金、１目一般会計繰入金で８万２，０００円の減額は財源

調整によるものであります。 

  歳出において、１款総務費、１目一般管理費で８万２，０００円の減額は人件費で

あります。 

  ６ページをお開きください。 

  報告事項の１、建設工事等の進捗状況についてご説明いたします。 

  各工事の８月３１日現在の進捗状況は資料のとおりでございますが、町道防じん処

理工事と神丘１０号線交付金工事の２工事につきましては、工期内に完了しておりま

す。 

  また、工事施工にあたりましては、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成するよう努めて参ります。 

  ７ページをご覧ください。 

  委託業務の８月３１日現在の進捗状況でございます。 

  状況につきましては資料のとおりでございます。 

  以上で、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（向井孝一君） 説明がおわりました。 

  ただ今の説明に対し、質疑があればお受けいたします。 

  徳田君。 

〇６番（徳田栄邦君） 先ほど町長から大雨のお話があったわけですけども、本町にお

いて急傾斜地の危険個所になっているところが何箇所あるのか。 

  それから、北海道で土砂災害警戒情報システムというのがあるわけですけども、こ

れを本町ではどういうような活用をしているのかお知らせ願いたいと思います。 

〇委員長（向井孝一君） 町長、外崎君。 

〇町長（外崎秀人君） 所管はまちづくり推進課でありますけども、昨年の常任委員会

の冒頭であいさつをさせていただきました。 

  急傾斜地の指定は１６ヶ所ありまして、そのうち危険区域が１０ヶ所あるという話

をさせていただきました。 
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  ほとんどは道の方で目を向けていただきまして、様々な整備を逐次していただいて

いるわけでありますけども、その辺は先ほど申しましたように、防災会議等々にも関

係者が入っておりますので、その辺の対応についてこれからも努力して参りたいと思

っております。 

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、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願います。 

  始めに田中教育長からお願いいたします。 

  教育長、田中君。 

〇教育長（田中俊一君） 私の方から、教育委員会の所管事項について、概約だけ申し

上げさせていただきます。 

  まず１点目でありますけども、平成２７年度小学校・中学校学力学習状況調査の結

果と公表についてであります。 

  ４月に行われました調査結果が教育委員会各学校に届けられまして、各学校におい

ては現在分析が行なわれているところであります。 

  そこで、町内の傾向についてまず申し上げたいと思います。 

  小学校におきましては、全道平均に比べてやや低いという傾向があります。特に国

語のＢ、これは活用といい、応用的なものですけども、活用問題及び算数の活用問題

には若干課題がございます。 

  中学校につきましては、国語Ａ（知識）、国語Ｂ（応用）、数学Ａ（知識）の問題で、

全国平均をやや上回っております。 

  一方、小学校の算数同様、数学Ｂ（活用）においては若干課題がございます。 

  今後、結果の公表につきましては、町内各学校共に、そこに記載がございます１か

ら４の視点で保護者への報告をしたいと考えてございます。 

  また、教育委員会から一般住民への報告につきましては、昨年同様１、２の内容で

１１月の町広報紙等へ掲載いたしたいと考えてございます。 

  更に、北海道教育委員会、北海道版の結果報告への市町村別結果の掲載には同意し

ない方向で検討しております。 

  ２点目でございます。 

  今金町高等養護学校の学級増についてであります。 

  これは、前回の議会等でもお話を、前教育長からもお話しているところでございま

すけども、９月１日開催の教育委員会において確定しております、平成２８年度から

３０年度の特別支援配置計画が発表されておりますけども、その中で今金高等養護学

校に１学級の増が決定いたしておりますが、これはあくまでも単年度の臨時的な学級

増でありまして、２９年度は１間口減となることをご承知おきいただきたいと思いま

す。 

  今後の見通しとしては、３１年度以降、全道的に支援学級の子ども達が生徒増にな

るという見通しになっております。これは学校基本調査を基にしての数字であります
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けども、間口の不足等が予想されております。檜山全体及び渡島北部の今後の実情を

踏まえるとともに、卒業生の就労支援の取り組みとしても今金高等養護学校２間口の

誘致の取り組みが今後とも必要と考えてございます。 

  ３点目は、檜山学区高校配置計画についてであります。 

  特別支援計画同様に、公立高等学校配置計画についても発表になっておりますけど

も、２８年から３０年までの檜山北高等学校の配置計画については現状と変わりはご

ざいません。 

  しかし、平成３１年から３４年までを見通した中で、檜山学区全体で１から２学級

相当の調整が必要であること。 

  もう１点、中卒者や欠員の状況を考慮しながら、学区全体の高校配置のあり方につ

いて検討が必要であることと、道の考えとして示されておりますことから、今後に向

けて私どもも早めの情報収集に努めて参りたいと考えてございます。 

  ４点目は、大学及び、教育機関との連携状況についてであります。 

  これまでの取り組み状況や、現在進行中のものも含めて若干報告をいたしたいと思

います。 

  なお、先日の道新でも大きく今金町の取り組みが、大学との連携が取り上げられて

いるところでございます。 

  前任の中島教育長の言葉も含めまして、新聞で大きく取り上げていただいておりま

す。 

  北翔大学との連携でございます、ミセスウェディングドレス今金コレクションにつ

いてですが、４月より取り組みを始めまして、９月８日には７名の方が実際に北翔の

方に出向きまして仮縫いを行うなど、１０月１８日の当日のファッションショーに向

けて着々と準備を進めているところでございます。 

  なお、これにつきましては、仮縫いに参りました大学生と１００歳のおばあちゃん

の映像も全道版のテレビで放映されたところで、見ていただいた方もいるかと思いま

すけども、今金の大きな宣伝になったかと思います。 

  また、８月１日から２日、それから８月８日にはそれぞれミュージックサマースク

ールとかドリームバスツアーがそれぞれ行なわれておりまして、札幌交響楽団の３名

のプロ講師に中学生が実際に習うとか、８月８日の方では宮川アキラさんという有名

な指揮者の方の交響楽を実際に聞かせていただく機会とか、それから裏の方のバック

ヤードを実際に見せていただく機会、普段は入れない場所を見学させていただくなど、

貴重な体験をさせていただいております。これも今金ならではの取り組みかなと思っ

ております。 

  それから、新しい取り組みとしてゴスペル歌手ナツキさんをお迎えしてのコーラス

１０名を含むコンサートもございました。これも大変盛況でございました。利別教会

で１００名くらいの方が実際に参加して聴いていただきまして、私も参加させてもら

ったのですが、感動した状態でございます。 

  それから、中学校を会場にして行われましたコンサートも、生徒がすっかり乗って
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しまって、それに乗せられて私たちも、コーラス隊の皆さんも生徒に乗せられて一生

懸命やったというようなお話もいただいてございます。 

  最後になりますけども、種川小学校小規模特認校制度についてでありますけども、

８月５日に小規模特認校推進協議会総会が開催されております。 

  その折、今後の制度、推進について話し合われたところでございます。 

  看板作りですとか、特認校案内や学校便りのＰＲ活動、それからいろいろな方々へ

の、希望している方々へのコンタクト等、今後取り組みを進めていただくことになっ

ております。 

  一昨日、私、ちょうどミニコンサートがあったのですけども、その折におじゃまを

しました。そのときに、来年度種川を希望していると思われる方も、そのコンサート

に参加しておりまして、学校を見せてほしいという校長先生のお願いを含めまして、

その方を参加させておりましたことを申し添えたいと思っております。 

  以上、教育長報告といたします。 

  教育委員会資料の説明事項、報告事項についてはそれぞれ担当の方からご説明申し

上げます。 

  以上で、ございます。 

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、杉山君。 

〇教育委員会事務局長（杉山輝希君） お疲れ様でございます。 

  それでは私の方から、教育委員会所管についてご説明申し上げます。 

  教育委員会からは説明事項１件、報告事項は１４件ありますけども、冒頭副町長か

らお話がありました体育館・図書館に関する部分につきましては、合同委員会にてそ

の詳細の説明をさせていただきたいと思いますので、ご理解をいただきたいと思いま

す。 

  それでは始めに、説明事項１、補正予算に関わる要点について私からご説明申し上

げます。 

  今回の補正につきましては、大きく４つの理由によるものであり、その１つ目とし

ましては、文部科学省が委託事業として行っております、ＩＣＴを活用した教育推進

自治体応援事業の採択を受けたことに伴いまして、関連する予算の補正であります。 

  当該事業につきましては、情報化、グローバル化、少子化の急速な展開への対応の

必要性などから、電子黒板やタブレット端末などＩＣＴ、正式にはインフォメーショ

ンアンドコミュニケーションテクノロジーというものでございますけども、これらを

活用した教育の実践体制の構築を図るためのモデルカリキュラムの策定に取り組む

自治体への支援、内容的には委託業務という形になっておりますけども、これを行う

ものであり、全国では本年度２５の自治体が採択を受けており、北海道では２つの自

治体、これは今金町と北海道という形になっておりますけども、北海道では２つの自

治体がこの採択を受けており、本町では実証実践校として今金・種川両小学校として

おります。 
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  また、本事業は平成２８年度までの２ヶ年事業となっておりまして、本年度の部分

につきましては、実際の事業での導入に向けたカリキュラム作りや教材作り、担当す

る教員のスキルアップなどを予定しており、これらに関わります賃金であったり指導

あるいは助言を行っていただく講師への報酬、ソフトウェアの構築等にあわせた予算

ということで、合計３２８万円を計上しているところであります。財源につきまして

は委託事業でありますので１０分の１０が文科省から支払いとなるというものであ

ります。 

  次に、２点目の部分につきましては、スクールバスを既に購入し、契約をしており

ます。この執行残を整理するものでございます。 

  それから３点目につきましては、人件費の部分で、７月の人事異動に伴う人件費、

これらの調整補正ということで計上させていただいております。 

  次に、４点目としましては、嘱託職員２名分の予算計上をさせていただいておりま

す。この内訳につきましては、１人目の部分は学童保育所についてのところでありま

して、引き続き学童保育所につきましては、町民からのニーズも高く、現在６６名の

児童が利用しておりますが、所長職、指導職に加えて、現場の中心となります主任職

など人材の確保が今後に向けて大きな課題となっております。これらのことから、指

導員としてのみならず、この学童保育所あるいは教育行政全般における事務的な業務

を含め、終日勤務可能な人材を確保してほしいということで教育委員会から要望を上

げておりましたが、この度、一定の目途が立ちましたので、その雇用に係る人件費を

盛らせていただくということになっております。 

  それから２人目の部分につきましては、各学校や保育施設等における感染症対策あ

るいは健康管理への取り組みを更に強化するため、専門的なスキルあるいは知識を要

した健康教育アドバイザーとして、いま想定しているのは看護師の資格を持った者と

いうことでありますけども、これを１名確保しながら健康づくり、健康教育に更に充

実性を持たせていきたいという考えでありますので、よろしくお願いいたします。 

  補正に関わります概要につきましては、いま報告を行いましたけども、このあと補

正の詳細、それから報告事項につきましては伊藤次長の方から、報告事項の１１番目

には給食センターの関係がありますので、ここの部分につきましては松村センター長

の方から説明を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（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。 

  私の方から説明事項の平成２７年度一般会計補正予算第４号の概要について、ご説

明させていただきます。 

  今回の予算の補正につきましては、歳入で３２８万２，０００円の追加、歳出で２

０２万４，０００円を減額しようとするものでございます。 

  ３ページをご覧願います。 

  歳入になります。 

  １３款国庫支出金、３項委託金、５目教育費委託金で３２８万２，０００円の追加
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は教育推進自治体応援事業委託金であります。 

  資料の６ページの方をご覧願います。 

  事業の内容につきましては、先ほど局長の方から説明がありましたとおりですが、

予算の規模につきまして、１．委託先につき１年度にあたり３５０万円程度というこ

とで、のちほど歳出の項目でもご説明いたしますが、事業費といたしましては、機器

の取扱いや教員の授業作りの支援をいただく支援員の賃金ということで３０万円、研

修会等で指導助言をいただく講師への報償費ということで１６万円、全国の連絡協議

会への出席や委託先間への視察、講師への費用弁償などの旅費で１７４万５，０００

円、学習支援ソフトの購入に係る消耗品費、資料、報告書の作成に係る印刷製本費等

の需用費で１０５万８，０００円、郵便料の役務費で１万９，０００円ということで、

合計で３２８万２，０００円の歳入と同額ということで事業を計画しているところで

ございます。 

  ３ページにお戻り願います。 

  続いて歳出になります。 

  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、こちらは補正額

はございませんが、需用費で３万２，０００円の減額、役務費で２万７，０００円の

追加、公課費で５，０００円の追加でございますが、こちらは公用車の車検に係る経

費の自賠責保険料、自動車重量税につきまして、これを修繕料に含め当初予算に計上

しておりましたことから、今回これを科目の更正をしようとするものでございます。

３款民生費、２項児童福祉費、１目児童福祉総務費で、７万５，０００円の追加は職

員手当等で、こちらはへき地保育所の準職員分の超勤手当でございまして、見込みに

よる追加でございます。２目学童保育所費で１０７万５，０００円の追加は、先ほど

局長から説明がありました、主任指導員の配置による嘱託手当の追加でございます。

５目就学前子育て支援施設支援費で１３万９，０００円の追加は保育所運営費国庫負

担金等精算返還金で、平成２６年度分の精算返還に伴うものでございます。 

  ４ページをご覧願います。 

  １０款教育費、１項教育総務費、２目事務局費で９６万７，０００円の追加は給料

で２８万３，０００円、職員手当等で５８万５，０００円、共済費で１４４万７，０

００円それぞれの減額で人事異動等に伴うものでございますが、この中で職員手当等

につきましてはトータルでは減額となっておりますが、こちらも先ほど局長からあり

ました、健康教育アドバイザー配置による嘱託手当１０５万円が追加となってござい

ます。続きまして、賃金で３０万円、報償費で１６万円、旅費で１７４万５，０００

円、需用費で１０５万８，０００円、役務費で１万９，０００円のそれぞれ追加で、

先ほど歳入でご説明いたしました、ＩＣＴを活用した教育推進自治体応援事業に伴う

追加でございます。 

  続いて５ページになります。 

  １０款、２項小学校費、１目学校管理費で２１万７，０００円の追加は需用費で、

スクールバスとして使用しておりますワゴン車のバックモニターの修繕料１７万３，
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０００円の追加、役務費で種川小学校のインターネット回線の環境の改善を図るため

の通信運搬費で４万４，０００円の追加でございます。１０款、３項中学校費、１目

学校管理費で３４８万５，０００円の減額は需用費で、中学校の電話機及び電源ユニ

ットの取替及び防犯灯の修繕に伴う修繕料の追加、備品購入費でスクールバスの入

札・契約が終了したことによります減額５０５万８，０００円と、除雪機の購入を予

定しておりまして、これによる追加８２万１，０００円の差し引きで４２３万７，０

００円の減額でございます。１０款、５項保健体育費、１目保健体育総務費で２７万

７，０００円の追加は総合体育館・図書館建設構想委員会の委員報酬でございます。

当初、委員会の開催を３回と予定し、当初予算計上していたところでございますが、

更に内容の協議をいただく必要があるということで、今回４回分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。 

  続いて、報告事項になります。 

  ７ページをご覧ください。 

  学校別の児童・生徒数及び学童保育所・発達支援センターの利用者数でございます。 

  こちらにつきましては、８月の報告から人数等に変動はございません。 

  ８ページをご覧願います。 

  認定子ども園いまかねの９月１日現在の入園状況でございますが、こちらは８月の

報告以降に、上段の方の左側になります、教育利用で１名減の２５名となっておりま

す。保育利用の標準時間利用が１０５名ということで、こちらが８月以降に３名増え

ていることになっております。短時間利用につきましては５名で変わりはございませ

ん。保育利用が合計で１１０名、総計で１３５名ということで、２名増えたというこ

とになっております。 

  ９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。 

  こちらも８月の報告から人数については変動はございません。 

  １１月末までの開所となりますが、こちらはこのまま推移するのではないかという

ことで予想をしているところでございます。 

  １０ページ、１１ページをご覧願います。 

  各種スポーツ大会等の結果ということで掲載をしております。 

  こちらの方はお目通しをいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

  １２ページをご覧願います。 

  ニュージーランド中学生派遣事業についてでございます。 

  ８月６日から１６日までの１５日間ということで派遣をしたところですが、大きな

事故等もなく無事に帰町しているところであります。 

  今後、１０月には全校報告会、１１月には町民向けの報告会の開催も予定されてお

りますが、現在これに向け、９月１１日から８回の予定で事後研修ということで生徒

がいま取り組んでいるところでございす。 
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  １３ページお願いいたします。 

  こちらは、教育長の報告にもございました、第２回の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。 

  クリニックの成果を発表するガラコンサートには、当日１１０名ほどのお客合様に

ご来場いただきました。今回はかなり幅広い年代の方々が来場されたということでご

ざいます。 

  １４ページをお願いたします。 

  土曜日の教育活動推進プランモデル事業でございます。 

  年間１０回のプログラムを計画して進めておりますが、現在まで半分の第５回まで、

８月８日から１０日のドリームバスツアーということで、ここまで終了しております。 

  １５ページには、先ほど教育長のご報告にもございましたが、ドリームバスツアー

の報告書ということで資料を載せておりますので、こちらの方はお目通しをいただき

たいと思います。 

  １６ページをお願いいたします。 

  今金ふるさと塾の年間計画になります。 

  こちらも８月２６日の芸術鑑賞、ゴスペルコンサートまで終了しております。 

  １７ページをお願いいたします。 

  平成２７年度のピリカ遺跡まつりについてでございます。 

  例年、ピリカまつりにあわせて開催されているところでございますが、詳細につい

てはお読み取りをいただきたいと思いますが、イベントの運営にあたりましては、準

備の段階からピリカ遺跡ボランティアの会というボランティアの皆様方が主体的に

行っている事業となってございます。 

  １８ページをご覧願います。 

  平成２７年度の今金高等養護学校プールの開放実績となります。 

  下段の表の一番下になりますが、平成２７年度の実績ということで、今年度につき

ましては、水泳教室が２日間で１２０名、一般開放が６日間で２５０名、合計で３７

０名の利用がありました。 

  ２０ページをお願いいたします。 

  今金町教育週間の関連事業についてということでございますが、１１月１日の北海

道の教育の日の前後１週間を今金町の教育週間として、下記にありますとおり関連事

業の方の推進を図っております。 

  最後になりますが、別冊の資料でお配りをさせていただいておりますが、外部評価

委員会の平成２７年度分事務事業の中間点検評価結果についてということで、資料を

配布させていただいております。 

  こちらは、８月１８日に平成２７年度分の事務事業２８項目について外部評価委員

の皆様に点検をいただいております。 

  区別の説明の方は省略をさせていただきますが、各シートの一番下の部分に意見の

あった部分については記載をしておりますので、お目通しをいただければと思います。
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よろしくお願いいたします。 

  私の方からは以上でございます。 

  給食センター所長、松村君。 

〇給食センター所長（松村康弘君） 私の方からは報告事項１１番目ということで、学

校給食センター調理員による夏休み子ども料理教室について報告させていただきま

す。 

  １９ページをご覧ください。 

  平成２７年８月４日火曜日、１０時から１時半までの時間に子ども達を集め、実施

しました。場所においては、総合福祉施設としべつの調理実習室で、対象については

小学校の４年生から６年生で、参加者については１５名で、献立についてはドライカ

レーとフルーツヨーグルト。 

  てん末の方の下に書いておりますが、昨年度は１年生からを対象に実施しましたが、

今年度については包丁を使う場面が多いということで、４年生からとしたところです。 

  以上、私からの報告を終わります。 

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、教育委員会の質疑を終わります。 

  国営農地再編推進室より、報告があるそうです。 

  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） 大変申し訳ありません。 

  先ほど、国営農地再編推進室における説明事項の中で、答弁漏れと言いますか、ご

報告できなかった部分をご説明申し上げます。 

  予算の関係上、今金南地区より先行している国営地区でございますが、妹背牛地区、

富良野盆地地区、上士別地区、こちらの３地区につきましては平成３０年度が事業完

了の工期というふうに予定されてございます。 

  以上です。 

〇委員長（向井孝一君） 上村君。 

〇１１番（上村義雄君） 上村です。 

  ５ページの学校管理費の中で、電話機の電源ユニット交換という、教育委員会の質

疑の中でちょっと遅れましたけども、お願いしたいと思います。よろしいですか。 

  ５ページの歳出の中でもって、学校管理費の修繕料であるわけですけども、防犯灯

の修繕に追加されているようですけども、中学校の部分でも非常にトイレ等が暗いと

いう、そういう子ども達の要望があるのですね。それと、ここでも防犯灯の修繕なん

かではＬＥＤに変えているのかどうか、そこら辺り。中学校を建ててから年数が経っ

ているわけですから、それらの部分的な修繕だけで留めておくか、将来的にはその改

築も検討されているのかどうかということもあるのでしょうけども、そこら辺りでの

現状でいま子ども達が中学校であれしているときに、トイレが非常に暗いという、お

っかないというそういうような子ども達の声があるということ。 
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  中学校辺りになると、非常にそういう面ではデリケートな部分もあるわけですから、

そういう部分での対応がどうなのかということをまずお聞きしておきたいと思いま

す。 

〇委員長（向井孝一君） 教育委員会事務局長、杉山君。 

〇教育委員会事務局長（杉山輝希君） まず１点目であります。 

  防犯灯の今回の補正予算の部分でございますけども、これにつきましては中学校の

西側のところに自転車置き場が設置されております。こういった夏期間であれば日の

あるうちに登下校が可能なのですけども、秋口だとか春先の早い時期になりますと、

若干やはり日没を過ぎてしまう場合もあるということで、自転車の鍵を開け閉めする

のにも大変だと。それから防犯上の問題もあるということで、学校の方から要望があ

った事項でありまして、西側の壁にＬＥＤの防犯灯を１ヶ所設置して、安全に自転車

での移動ができるように配慮するための設備をするということでございます。 

  それからご指摘にありましたトイレ等の部分についてでありますけども、他も含め

て学校環境、生徒の生活環境の維持・保全というものは大事なものというふうに認識

をしております。我々としましても、都度学校と連絡を取りながら、そういった不具

合のあるもの等については連絡をいただき、予算化の必要なものについては予算化を

するという方針ではおりますけども、いまご指摘のあったものについてはちょっと受

けていなかったというふうに思っております。再度、学校の方とも連絡を取りながら

その部分以外も含めてきちんと内容について点検をしていきたいというふうに考え

ております。 

  その点でご理解をいただきたいと思います。 

〇委員長（向井孝一君） 教育長、田中君。 

〇教育長（田中俊一君） ちょっと補足をさせてください。 

  先ほどの防犯灯の関係なのですけども、実は移動教育委員会といいまして、子ども

達の意見を聞く機会を前教育長時代に設けております。それで、その中で子ども達の

方から要望が上がってきていた件でございます。それを先生方の声ではなくて子ども

達の声を聞きながらということで、その意見を取り上げて、いまうちの方でもそれを

なんとか設置すべく話を進めているというふうにご理解をいただければと思います。

よろしくお願いいたします。 

〇委員長（向井孝一君） よろしいですか。 

  全体を通して何かございませんか。 

  それでは、次に、合同委員会が必要となる案件について、委員の皆さんからござい

ませんか。 

  理事者側からございますか。 

  副町長、中島君。 

〇副町長（中島光弘君） 各課報告事項の前段でもお願いを申し上げました。 

  産業振興課所管の、今金町産業基盤整備促進支援事業。教育委員会の所管でありま

す、今金町総合体育館・図書館建設についての２件について合同委員会のご配慮をい
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ただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

〇委員長（向井孝一君） 以上で、各課説明事項についてを終わります。 

  理事者の皆様にはご出席ありがとうございました。 

  この時計で４０分まで休憩いたします。 

 

休憩 １５時３１分 

開議 １５時４０分 

 

〇委員長（向井孝一君） 休憩を閉じ、開議いたします。 

  これより、平成２７年度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。 

  事務局長、成田君。 

〇議会事務局長（成田光康君） 今回の所管事務調査につきましては、８月２６日に現

地調査、２７日に所管事務調査のまとめを行ったところであります。 

  そのときに、委員の皆様からいただいた意見を基に、正副委員長と事務局で協議し、

配布しております素案を作成いたしました。 

  その内容につきましては、中川係長に朗読説明をいたさせます。 

〇委員長（向井孝一君） 係長、中川君。 

〇事務局係長（中川真希君） こちらの席から失礼いたします。 

  皆様のお手元にあります、素案という形で調査報告の方あると思いますので、そち

らの方を見ながら説明したいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

  それではまず平成２７年１２月ということで、日付の方はまだ記載をしておりませ

んが、今金町議会議長村瀬廣様ということで、産業教育常任委員会委員長向井孝一と

いうことで、委員会の調査報告の素案を読み上げさせていただきます。 

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

で、会議規則第７７条の規定により報告します。 

記 

  所管事務調査項目。 

  １）農林業振興対策事業について 

  ２）農作物の生育状況について 

  ３）建設工事等の進捗状況について 

  ４）産業後継者就業実態対策について 

  ５）簡易水道等施設の管理状況について 

  ６）浄化センターの管理運営状況について 

  ７）各学校の管理状況について 

  ８）保育所等事業関係について 

  ９）教育委員会所管施設の管理運営状況について 

  １０）農業委員会所管事務について 
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  次のページをご覧ください。 

  １．調査目的、所管事務調査のため。 

  ２．調査日程、平成２７年８月２６日、２７日の２日間。 

  ３．調査結果、現地調査については、町道防塵処理事業（豊受線）の進捗状況、水

稲試験圃場（八束地区）の確認、国営緊急農地再編整備事業（今金南地区）、交差点

改良工事、農業基盤整備事業（稲穂地区）、奥沢橋長寿命化修繕交付金事業の進捗状

況、ピリカ旧石器文化館の管理運営状況、田代通線顔集事業の進捗状況、今金町学童

保育所の運営状況、今金小学校屋内運動場等吊天井改修事業、中央通線交付金事業、

南通６号線・７号線舗装補修事業の進捗状況、今金浄化センターの管理運営状況、神

丘１０号線交付金事業の進捗状況についてそれぞれ目的をもって調査した。 

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

した。 

  ①産業後継者就業奨励金交付対象者の就業状況。農業ということで、平成２７年８

月現在。 

  就農年度２１年、届出４件、交付対象外０件、交付者（予定を含む）４件、内既婚

者０、交付年月日（予定を含む）平成２４年９月７日。 

  就農年度２２年、届出６件、交付対象外２件、交付者４件、内既婚者２件、平成２

５年１０月８日交付年月日。 

  就農年度２３年、届出７件、交付対象外２件、交付者５件、内既婚者２件、交付年

月日平成２６年１０月６日。 

  就農年度２４年、届出３件、交付対象外０件、交付者３件、内既婚者０、交付年月

日平成２７年度予定。 

  就農年度２５年、届出３件、交付対象外１件、交付者２件、内既婚者０、交付年月

日平成２８年度予定。 

  就農年度２４年、届出２件、交付対象外０件、交付者２、内既婚者０、交付年月日

平成２９年度予定。 

  ②経営形態別の後継者の実態について。平成２７年７月末現在の数値でございます。 

  経営形態、水田主体、戸数１６３、平均年齢５６歳、後継者数、人数３１、比率１

９％、経営者４５歳以下、人数３７、比率２２．７％、後継プラス４５歳以下、人数

６８名、比率４１．７％。 

  畑作主体、戸数３７、平均年齢５９．８、後継者数５、比率１３．５％、経営者４

５歳以下５、比率１３．５％、後継プラス４５歳以下１０、比率２７．０％。 

  肉牛主体、戸数１９、平均年齢５７．７、後継者数１、比率５．３％、経営者４５

歳以下４、比率２１．１％、後継プラス４５歳以下５、比率２６．３％。 

  酪農主体、戸数２９、平均年齢５１．１、後継者数、人数９、比率３１．０、経営

者４５歳以下、人数１０、比率３４．５％、後継プラス４５歳以下１９、比率６５．

５。 

  計、戸数が２４８、平均年齢５６．１、後継者数４６、後継者４５歳以下が５６、
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後継プラス４５歳以下が１０２という形になっております。 

  次のページをご覧ください。 

  農業経営者年齢別構成ということで、平成２７年７月末現在。 

  経営者年齢が３０歳までが、戸数２件、比率０．８％、これの戸数の比較が平成２

２年６件、比率２．１％、平成１８年では戸数６件、比率１．８％、増減を平成２７

年から２２年の増減でいくと１．３。 

  ３１歳から３５歳の経営者年齢では戸数１４、比率５．６％、戸数１０、比率３．

６％、戸数平成１８年では７件、比率２．２％、増減で平成２７年から２２を引くと

２と。 

  ３６歳から４０歳の経営者年齢戸数２１、比率８．５、平成２２年では１２、比率

４．３、平成１８年では２１、比率６．５、増減で４．２と。 

  ４１歳から４５歳戸数が平成２７年は１９、比率が７．７％、平成２２年戸数１８、

比率６．４、戸数平成１８年４２、比率１２．９％、増減で１．３となってます。後

継者数が１です。 

  ４６歳から５０歳、平成２７年では戸数１５、比率６．０、平成２２年では戸数が

３２、比率が１１．５％、戸数平成１８年では５７、比率平成１８年で１７．５％、

増減でマイナスの５．５％という形で、後継者数が３です。 

  経営者年齢５１歳から５５歳、平成２７年戸数が２５、比率１０．１％、平成２２

年戸数が４６、比率が１６．５％、平成１８年では戸数が７８、比率２４．０％、増

減でマイナス６．４、後継者数が６ということになってます。 

  後継者年齢５６から６０、戸数が平成２７年４２、比率が１６．９％、平成２２年

の戸数が６７、比率２４．０、平成１８年では戸数が６７、比率が２０．６％、平成

２７から２２の増減がマイナス７．１、後継者数が１２となってます。 

  経営者年齢６１歳から６５歳、平成２７年戸数が６０、比率が２４．２％、平成２

２年では戸数が５６、比率が２０．１％、平成１８年では戸数が２７戸、比率が８．

３％、増減でいくと平成２７から２２年で４．１％の増、後継者数が１９。 

  経営者年齢６６歳から７０、戸数平成２７年は３３、比率が１３．３％、平成２２

年戸数が１９、比率が６．８％、１８年の戸数が８、比率が２．５％、増減で平成２

７から２２の増減が６．５、後継者数が４です。 

  ７１歳から戸数が平成２７年１７、比率６．９％、平成２２年の戸数が１３、比率

４．７％、平成１８年戸数が１２、比率３．７％、平成２７から２２の増減２．２の

増です。後継者が１。 

  合計で平成２７年の戸数が２４８、比率１００％、平成２２年の戸数が２７９、比

率１００％、平成１８年度の戸数が３２５、比率１００％、後継者数が４６となって

おります。 

  ４番の意見です。 

  前段の最初の点々という形で記しておりますが、ここは例年秋の収穫を迎えたのち

の今年の収穫はこういう状況だったとかというコメントを入れておりますので、いま
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これから収穫もうはやいところでは始まっているところもあるかもしれませんが、こ

れから結果が出るということもありますので、ここの部分に関してはいまは記載でき

ないかなということでテンテンテンという形にさせていただいてますので、ご了承い

ただければと思います。 

  ではその下の町道防塵処理事業に関してはというところから説明したいと思いま

す。 

  町道防塵処理事業に関しては、地域の要望も含まえた年次計画を持って実施されて

おられるようですが、その計画を常任委員会及び議会へ報告していただくよう望みま

す。 

  国営農地緊急再編整備事業（今金南地区）に関しましては、順調に事業が進捗して

いるところでありますが、今後、北電特別高圧送電線の移設が生じることとなります

ので、受益者への詳細な説明を行い、工事の進捗に影響のないよう北海道電力とも十

分協議し取り進めていただきたい。また今金北地区に関しても順次計画に沿った事業

推進に努められたい。 

  今金橋架け替えに伴う交差点改良事業に関しては、代替路線となる町道の通行に支

障なく、安全が十分確保できる施行となるよう取り進めていただきたい。また田代通

線と道道今金北檜山線の交差点に関しては、大型車両の通行も懸念されることから、

標識や看板等の設置など適切な対応により交通事故のないよう十分配慮されたい。 

  次のページお願いします。 

  農業基盤整備事業に関しては、地域の実情に応じた農地・農業水利施設の整備が図

られることから、実情に応じた適正な施行と、整備により生産率向上が図られること

を大いに期待します。 

  橋りょう長寿命化計画については、本年度は奥沢橋と豊田橋の修繕となっているが、

事業費も多額となることから年次計画をもって、適正な修繕の実施を図られたい。 

  簡易水道施設については、継続的に良質で安全な水道水の安定供給を図られるよう

埋設管の老朽化も視野に入れた適切な維持管理を望みます。 

  公共下水道浄化センターについては、安全かつ安定した処理に努めていますが、長

寿命化のため設備等の修繕や更新の計画的な実施を行い、適正な維持管理に努められ

たい。 

 ピリカ旧石器文化館は、平成１５年の開館から１２年が経過し、施設及び設備の修繕

等が必要な箇所が見受けられた。国重要文化財の展示をしていることから、国庫補助

金等を有効に活用し、緊急性の高いものから計画的に改修整備する必要があると考え

ます。 

  学童保育所は、８月１日現在で６６名の児童が利用している。通常保育や一日保育

の時間延長により保護者の利便性も高まっており、今後も適切な運営に努められたい。 

  給食センターについては、施設改築を視野にいれているところではありますが、衛

生管理が常に求められますので、必要と判断された場合は、適宜修繕等を行うなど、

対策を講じ、安全・安心な給食の提供に努めていただきたい。 
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  以上でありますので、ご審議の方よろしくお願いいたします。 

〇委員長（向井孝一君） ただ今の説明に対し、委員の皆様からご意見をいただきたい

と思いますが、意見につきましては休憩の中で協議いたします。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 １５時５５分 

 

〇６番（徳田栄邦君） （聞き取り不能） 

〇委員長（向井孝一君） 休憩中なのですけども、一応所管の視察をした部分について

のコメントということで。 

〇６番（徳田栄邦君） コメントはわかるけども、長寿命化計画というのは、議会でも

審議していますよね。もうできあがってますよね。実施計画もできあがってますよね。 

  ただ、社会資本整備基金の交付金の関係でずれていってるから、だからその点を指

摘するならいいけども、計画そのものを指摘するということは失礼にあたるのでない

かい。 

  我々は審議しているから。審議して認めているわけだよね。その認めたものに対し

て、いまそれぞれ計画をもってやっている。その計画が遅れているだけの話であって。 

〇委員長（向井孝一君） その計画が計画どおり進むように願いたいということで。 

  そういうことで文言訂正したいと思います。 

〇６番（徳田栄邦君） それと、国重要文化財は、国指定の重要文化財でしょう。 

〇委員長（向井孝一君） これはそうだね。 

  その他ございませんか。 

〇８番（村上忠弘君） 給食センターの部分で、一般的に言われているのは、安全・安

心ではなくて、安心・安全なんだけど。 

〇委員長（向井孝一君） それと、産業後継者の交付金とか、表で表したやつを、表を

参考にして文章化した方がいいでしょう。これ、このまま先ほどの説明みたいに読ま

なければいけないのか。 

〇６番（徳田栄邦君） 委員長報告は意見だけだから。 

〇委員長（向井孝一君） それと、あとは農業の作況関係ね。 

〇６番（徳田栄邦君） それはこれから委員長と局長で。 

  きょうもらったばかりだから、持って帰って、何かありましたらあとで事務局の方

へ言いますので。 

〇委員長（向井孝一君） いま指摘がありました、橋りょうの関係については計画どお

り実施できるように努力願いたいということで訂正したいと思います。 

  重要文化財については、国指定ということで文言を変えたいと思います。 

  給食センターについては、安心・安全なということで文言を変えたいと思います。 

  その他気が付きましたら、のちほど事務局か私の方へご連絡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。 
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開議 １６時００分 

 

〇委員長（向井孝一君） 休憩を閉じ、開議いたします。 

  ただ今、休憩中に出されました意見を参考にしまして、さらに修正等を加えたもの

を意見（案）としてまとめることとしてよろしいでしょうか。 

  なお、調査報告に伴う意見案につきましては、１０月末までの期限としてまとめた

いと思いますので、よろしくお願いします。 

  その他で、委員の皆さんから何かございませんか。 

  徳田君。 

〇６番（徳田栄邦君） 前に行政視察の件で、兵庫県の赤岩市というところがいいので

ないかと言ったけども、よくよく調べていったら、頓挫しているみたいなのですよね。

だからそういうところへ行っても仕方がないので、私の言ったところはキャンセルし

たいと思います。 

〇委員長（向井孝一君） いま、これ終わって、休憩してそちらに移りますので。 

  所管の取りまとめについてはないようですので、暫時休憩をして、来年度の行政視

察の方向性について、皆さんからご意見をいただきたいと思います。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 １６時０２分 

 

〇委員長（向井孝一君） ただ今、徳田委員の方から、兵庫県はどうですかということ

なのですが、調べたらちょっとまずいということなので、まずはどのような内容で行

政視察をしたいのかという目的、考え方があれば１人ずつ出していただきたいと思う

のですけども。それにあわせてこちらの方で、副委員長と事務局あわせて、どの地域

がいいのかというのを探していきますので。 

  まず小川委員。 

〇２番（小川ひとみ君） 目的は１つの流れとしてなかったらいけなければ、ちょっと

あれなのですけども、いまこれから始めようとしている、図書館とか、もう１つは前

にもいろいろな方から出ていた、商工会の方の新しい会社が、どういった会社なのか、

水耕栽培の方は道内にもあるというので、会社自体をきちんと見てくる、そういうち

ゃんとした会社かどうかというのを本社に行ってみてくるとか、これから町が動いて

いこうとするものに対しての研修という形で、１つ方向性を持たなければいけないの

かどうかは、ちょっとわからないのですけども、そういう大きな意味合いを含めてそ

ういう２つの施設というのはどうなのかなと。 

〇委員長（向井孝一君） 前段の図書館関係については、まだ時間的に間に合うと思う

のだけども、その野菜工場については、いま予定しているのは来年の１０月とか１１

月の行政視察だから、間に合うのかどうかね。 

〇２番（小川ひとみ君） 確認というか、水耕栽培自体は別として、まだあくまでも調
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査の段階で協定を結んだだけで、ここできちんとやるというところまでの話ではない

ので、それが来年あたり決まったらどういった会社かというのを、本社自体を見るの

はどうかなと思ったのですけど。 

〇委員長（向井孝一君） 第１希望としてね。 

  加藤君。 

〇３番（加藤三明君） いま小川委員が話した、そんなに遅れてるのですか、金原の水

耕の件についての進捗状況。本当は年内にでも。 

〇２番（小川ひとみ君） いやいや、調整が今年度ですから、調査が今年度ですから、

来年度に。 

〇委員長（向井孝一君） それは全く言えない状況だよね。 

〇２番（小川ひとみ君） この間のは、本当に報告で、動いていないので、これから動

く状況なので。 

〇３番（加藤三明君） それではちょっと私の思いは、年内に方向性くらいは出るのか

なという思いがしていたから、そういう話でいたというから。 

〇６番（徳田栄邦君） だから、これはなかなかいまから場所と目的を出すといっても、

なかなか難しいから、地区をどの辺にするかだけを決めておいて、関東にするのか、

関西にするのか、九州にするのかさ。 

〇委員長（向井孝一君） その方が判断しやすいかもね。 

  希望としてはありますか。例えば九州、四国。 

〇３番（加藤三明君） 目的によって変わるでしょう。 

〇委員長（向井孝一君） そのエリアの中で目的のものをつかめれば。 

  日程的には一応３泊４日。 

〇６番（徳田栄邦君） なかなか九州まで行くとなれば、自己負担も伴ってくるから、

それでもいいのかどうなのかという問題もあるでしょう。 

〇委員長（向井孝一君） 九州行ったとき自己負担あったかな。 

〇議会事務局長（成田光康君） １３万円以内です。 

〇６番（徳田栄邦君） やはり産教の委員会であれば、いつも１３万円では収まらない

よ。 

〇委員長（向井孝一君） まだ農業委員会が計画しているのは、農業センター構想で富

山県、石川、岐阜だったかな、そのエリアの中で。 

〇３番（加藤三明君） （何やら言うことあり） 

〇６番（徳田栄邦君） あまり他の委員会と同じようなテーマで行くべきではないよ。 

  産教は産教できちんとしていった方がいいよ。 

〇１１番（上村義雄君） この前に、徳田委員が言われたような、地域活性化の地方創

生の中で、まちが地域の活性化に向けて取り組んでいる先進事例とかそういうのがあ

ったら。 

〇６番（徳田栄邦君） 赤岩市でもいいこともやっているのだよ。もち米をつくって、

それでもちをつくって、ふるさと小包みたいな形で送ってやったりして、結構やるこ
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とはやっているのだけども、いまの地方創生に関しては、やはり農林省の職員とうま

くいっていなかったみたいで、その辺があるのでね。 

  だから、いまの地方版の総合戦略でも、もう既に今年の３月に策定して動いている

ところが、関西の方ではけっこうあるのですよね。京都の方とか、福井県だとか、あ

の辺はもう早めに３月から動いているから、そういう計画をつくって１年経ったあと

に、ちょうど来年の１０月頃に行くのであれば、そういうような先進地の町村という

のも結構出てくるだろうし。だから関西方面でそういうところをどこか。 

〇１１番（上村義雄君） 行く場所を指定して、そういうような形でいくという形の方

が、かえって具体的に選べれるかもね。 

〇委員長（向井孝一君） 関西近辺。 

〇６番（徳田栄邦君） 関西と四国近辺あたり。あと岡山あたりに行って、いまのミニ

トマトの市場あたり見てくるのもいいだろうし。 

〇委員長（向井孝一君） あと道の駅で上手にやっているところ、北海道にもあるのだ

けどもさ。 

〇６番（徳田栄邦君） 道の駅は北海道の方が参考になるよ。 

  内地のやつはでかくてだめだもの。年商何十億円というようなところばかりだもの。 

〇委員長（向井孝一君） いま、小川委員が言った前段の、例えば図書館関係だとか、

あるいは農業に関する部分と地方再生で成功しているような事例を探すという３つ

が出ましたので、それを基本にしながら。 

〇６番（徳田栄邦君） だから、局長、予算要求は１２月までするわけでしょう。 

〇議会事務局長（成田光康君） １２月頭くらいですね。 

〇６番（徳田栄邦君） だから、そうすれば地区だけを関西地区とか決めておけば、大

体予算要求はできるでしょう。 

〇議会事務局長（成田光康君）予算要求の方はたぶん打ち切りで。 

〇６番（徳田栄邦君） １３万円打ち切りでしておいてもらって、もうちょっと調べて、

１２月までにはきちんと決めて。 

〇委員長（向井孝一君） 所管のあれで九州行ったとき、自己負担だったか。 

〇６番（徳田栄邦君） 来年ならもう新幹線が函館まできているから。 

〇委員長（向井孝一君） 行きは新幹線で、帰りは飛行機とかね。 

〇６番（徳田栄邦君） ただ、そうすれば、往復の旅費が高くなるからね。 

〇委員長（向井孝一君） その分、行動範囲を少し狭めて。 

  そうしたら、エリアとしては関西か四国方面ということで、内容については副委員

長と相談しながら進めていきます。 

 

開議 １６時１４分 

〇委員長（向井孝一君） 休憩を閉じ、開議します。 

  他になければ閉会といたしますが、よろしいですか。 
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    ◎閉会の宣告 

〇委員長（向井孝一君） 本日の委員会はこれをもちまして、閉会といたします。 

  ご協力ありがとうございました。 

 

閉会 １６時１５分 
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