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どうする･･･我がまち？どうする･･･我がまち？
ふるさとづくりふるさとづくり

２００４、６、４ 今金町総務課発行 ℡．２－０１１１

第２回合併協議会開かれる。
５月２１日、熊石町青少年スポーツセンターにおいて、１６項目の中から９項目が協議案として提出されました。

協 議 項 目 協 議 内 容
協議案１ 合併の方式 ・新設合併（対等）と編入合併（吸収）とあるが、「新設合併」とし、次回の合併協議会で決定。
協議案２ 合併の時期 ・１７年秋から遅くとも１８年２月までということで整理されている。

・任意協議会では、「八雲町」が適地としている。
協議案３ 新町の事務所 【今金町の意見】

の位置 ・八雲町としながらも、支所機能において権限・予算執行権・職員配置等において配慮してほしい
とし、幹事会で十分な協議をすること。

【今金町の意見】
協議案４ 財産の取り扱 ・目的基金については、お互い尊重すること。

い ・各町の「負の財産→負債」の整理計画、「正の財産→土地・建物・有価証券や出資、基金など」
の取り扱いについて新町構想のため一定金額を捻出することを含め、幹事会で十分検討すること

協議案５ 一般職員の身 ・専門部会からの提案を参考にしながら、合併協議会で検討する。
分の取り扱い

協議案６ 条例・規則等 ・この協議案は、任意協議会で検討されていない事項。
の取り扱い ・次回資料を添付して説明する。

協議案７ 公的公共団体 ・各町には町で培ってきた様々な団体があるが、団体の判断にもよるが全て合併とはならない。
等の取り扱い ・例えば、社会福祉協議会などは１町１ヶ所が原則である。

協議案８ 慣行の取り扱 ・町章、憲章、町花、町木、宣言などがあるが、次回以降協議することとした。
い

【今金町の意見】
協議案９ 指定金融機関 ・指定金融機関としてお願いしたいが、指定代理金融機関を含めて、北海道銀行が今金町から撤退

の取り扱い することのないよう、方策について幹事会で具体的に詰めを行っていただきたい。



※ 協議が終了後、外崎町長から「今後においても幹事会で更なる詰めを十分お願いし
たい」との意見が出されました。

幹事会とは・・・合併協議会に提案する事項について協議し、又は調整する機関。
構成員は、各町の助役・教育長・総務課長で組織している。

合併協議会における最優先調整項目の現況と課題
今金町、熊石町、八雲町合併協議会では、１４の専門部会を設置し、新町での住民サービスなどの

在り方について協議・検討されています。約１，７００項目の中から最優先で検討が必要なものとし
て２８項目を抽出し集中的に検討しています。
★下記の表は、「現況」に対し「自立の場合に必要な基本的考え方」と、現時点では事務協議中ですが「合併の場合に想定されること」を記述したも
のです。
合併・自立に関わらずこの地域でどう生きていくかが一番大事なことです。

今金町の現況 自立の場合の基本的事項 合併の場合に想定される事項（協議中））
★救急業務に関すること

○救急車保有台数 ２台 ・２台を基本とする。 ・２台を想定する。
○応援・相互出動について ・近隣町との連携により救急体制、防災体制は現状の ・新町以外に近隣町との協力体制が必要。

形で行う。 ・本部は中心地となるが、消防組織は各地区で守らなけ
ればならない。

★病院の設置状況（病床数含む）に関すること
○病床数 ５２床 ・現状どおりとしながら、２４時間診療などにより、 ・昭和２９年厚生省通達が適用されれば、病院設置自体
○実質患者数に対する標準医師数は 救急体制の整備をする。 が危ぶまれる。（注）
５．１人。 ・歳出を抑制し、事務事業の見直しを図る。 ・ただし、病院は地域住民に最も重要な医療施設である

○現数３．１人、不足数２．０人 ・病院経営改革プロジェクトの設置。 ことから、北海道においても柔軟な取り扱いの検討が
想定される。

注）新町になった場合は、病院の名称が変わることから、改めて開設許
可を申請しなければならない。厚生省通達では、実質患者に対する医
師数が基準を下回らないこととされていることから、合併後の病院存
続が懸念される。（八雲総合病院の場合４～５名不足）

★外来診療（診療科目）に関すること
○外科・内科・小児科・婦人科・精 ・診療科目を現状のとおりとすることとし、外来眼科 ・現状の規模・病床数を維持した体制で新町に引継ぎ、
神科・整形外科・リハビリテーシ や診療体制の整備を図る。 各病院の独立型で設置運営。
ョン科 ・眼科・整形外科などの外来診療科目を要望したい。
★ 総合計画に実施計画に関すること

○平成１３年度から平成２２年度ま ・前期（５年間）基本計画の実効性を高めるため、毎 ・いかに新町構想、建設計画に反映させるかが課題。
での計画（第４次総合計画） 年度ローリング方式により推進を図る。 ・３ヶ年をトータルプランとしローリング方式で行う。
★町政懇談会に関すること

○町づくり推進会議の開催 ・現在と同様に推進を図る。 ・開催方法は、エリアが広くなることから非効率になら
○町内会・自治会による要望事項を ないよう、新町において検討が必要であり、支所の機
聴取し、翌年度以降の町づくり施 能に権限を持たせることが必要と考えられる。
策への反映に努める。



今金町の現況 自立の場合の基本的事項 合併の場合に想定される事項（協議中）
★生活路線維持費補助金に関すること

○事業内容 ・住民生活に不可欠なバス路線については運行維持す ・基金の運用は、瀬棚線４町協議会での運用のみに充当
①生活道路線維持運営費欠損額 る。 することを強く主張する。
補助金 ・バス更新時（平成２１年）からの大型車両から中型

②生活道路線利用通学定期券運 車両への転換を図る
（通学定期の１／４）賃補助金

基金（１４年度 ３０５，５０１千円）

★高齢者敬老祝金品贈呈事業に関すること
○満８０歳を迎えた方 ３万円 ・社会情勢の変化により、支給金額の見直しが想定さ ・７７歳 １万円
○満８８歳を迎える方 ５万円 れる。 ・８８歳 ２万円
○満百歳を迎えた方 ５０万円 ・支給物品（北海道では花瓶など）の見直しが想定さ ・１００歳 １０万円

れる。 をベースに合併時までに専門部会で調整し、協議会で決
定される見込み。

★保育料に関すること
○１階層から８階層に分かれている ・国の補助金の見直しにより、保育料の改定が考えら ・各町格差があることから、保育料の統一がされ、高く

れる。 なることも想定される。（最高額：３歳未満 ４４，５００円
、３歳以上４１，５００円）
★し尿・浄化槽汚泥の収集・処理に関すること

○北部檜山衛生センターで処理。 ・現状どおりが基本となる。 ・八雲町での渡島廃棄物処理広域連合、山越衛生処理組
負担金・・１６６，６５７千円 ・檜山北部３町の合併の有無により構成町の枠組みが 合との一本化を検討したが収集容量が限界であり、今

新たになることから、参加することとして再確認が 金・熊石の受け入れは困難である。し尿処理 ７．１４円／?
必要と考える。 ・檜山北部衛生センターを利用するとした場合、新町のゴミ処理券・袋・１０５円

人口による積算がなされると、負担が増えることが想
定される。

・処理手数料等の平準化が考えられるが、各組合毎の積
算が異なることから不統一のままと想定される。

★町道路線除雪関連事業に関すること
市街地（一部神丘）は直営、郊 降雪量により変動するが、直営・委託について有 現除雪体制を守らなければならない（福祉路線も含○ ・ ・
外地は委託としている。 利な方法の見極めが大事。 め）が、単独の場合と同じ事が課題となる。

○除雪路線は町道だけではなく生 防雪柵設置路線（２６路線８．５㎞）の確保が基・
活路線（準路線）全てが対象 本。

○福祉路線（従来個人除雪箇所で ・固定式防雪柵の「仮設タイプ」「固定タイプ」の
あるが、高齢・病気等の理由か 費用において比較検討必要。
ら除雪困難な路線）が多くなっ
ている。
★水道料金等の賦課徴収に関すること

基本料金→７ まで・・ ・現状のままと考えられるが、人口の減少による料 水道料金の支払いは旧町の窓口でも納付可能とする〉 ・
１，０００円 金改定が考えられる。 料金は短期間での統一は困難。・

超過料金→１ につき ２２０円 ・料金改定を行わなければならない町は合併前１～２〉
年で改定し、４年後を目処に料金体系の一本化を目
指さなければならない。



今金町の現況 自立の場合の基本的事項 合併の場合に想定される事項（協議中）
★下水道使用料・受益者負担分の賦課徴収に関すること

・公共マス１基につき受益者負担 使用料は今まで以上とならないと考える。 受益者負担については、下水道計画が終了するまで・ ・
３０，０００円 補助金・貸付制度は従来どおり。 は一律にならないと考えられる。

・２０トンあたりの使用料・・ ・今金が一番安い。
２，９５０円 ・補助金・貸付制度は平準化されると考えられる。

★社会福祉協議会について
理事・・・・・・１３人 社協事業の見直しと事業分担（例えば豊寿園へ） 合併１年以内を目処に社会福祉協議会も合併が行わ・ ・ ・
評議委員・・・・２７人 せせらぎに対する運営費の見直し れることが考えられる。・ ・
事務局体制・・事務局・・３人 ※自立できる体制へ向けた事業規模の拡大と人材育 ・サテライト方式による事業の展開・

介護専門職・・９人 成が求められる
★基金について

平成１４年度末現在高 ・財政調整基金及び備荒資金は財源調整用とし、目 基金関係は合併協議会の協議案件とされている。・
財政調整基金・ 的基金は目的に沿って現状どおり使用する。 ・財政調整基金及び備荒資金は合併町で使用されるこ３５８，９７８千円
減債基金・・・ （例えば、２１IMAKANE交流施設建設、ふるさと創生 とが想定される、６６２，０２６千円
目的基金・・ 支援事業及び生活交通路線確保対策など。） 目的基金は、単独の場合と同様に目的に沿った使用２，５１３，７５６千円 ・
備荒資金・・・ ・ただし、建設規模・機能についての再検討が必要 することとしたい。９０９，６８８千円

４，４４４，４４８千円合 計
（単位：千円）各町の基金保有残高

熊 石 町 八 雲 町
８１．０１４ ４０８，９７０財政調整基金

２７２ ３０５，３５７減債基金
４５９，３９５ ２，０５７，０９２目的基金

備荒資金 ６７９，８９１９６，１５１
６３６，８３２ ３，４５１，３１０合 計

★合併特例債について
現在は過疎債が活用でき、充当 特例債は、合併市町村の町づくりのための建設事業・ ・例えば
率１００パーセントで特例債よ に対する財源措置。消防庁舎
りも有利に使用できる。 合併後の市町村建設計画に基づいて行う一定の事役場庁舎 ・
過疎債は、活用に制限がある。 業に要する経費について、合併後１０年間に限り事・

業費の９５％の充当率をもってその財源に充てるこ
とができる。

る・元利償還金の７０％について普通交付税措置があ
合併することに伴う町づくりのために必要な建設事・
業という制約がある。
総務省の試算によると、３町の標準全体事業費は約体育館 ・
１１７億４千万円、起債可能額約１１１億５千万円
交付税算入額約７８億１千万円とされている。

・合併後の市町村の振興のための基金造成は、標準基など、公共施設整備が対象
金規模は約１１億５千万円、上限の目安は約１７億
３千万円で、この９５％に合併特例債を充当でき、
その７０％を交付税措置される。


