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産 業 教 育 常 任 委 員 会 

 

期 日 平成２７年６月１０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２７年度 所管事務調査について 

 

６．その他 

 ①第５次今金町総合計画後期計画策定審議会委員の指名について 

 

 ②全道議会議員研修会後の視察について 

 

 ③産業教育常任委員会行政視察について 

 

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 
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〇欠席委員（０名） 
○出席説明員 
町       長            外 崎 秀 人 君 
副   町   長            清 水   寛 君 
産 業 振 興 課 長 兼 
結 婚 相 談 所 長            森   明 彦 君 
産業振興課長補佐 
兼結婚相談所次長            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            中 島 光 弘 君 
教育委員会事務局長            寺 崎 康 史 君 
学校給食センター長            尾 崎 克 之 君 
教育委員会事務局次長            伊 藤 靖 徳 君 
 

〇出席事務局職員 
議 会 事 務 局 長            柏 田 泰 明 君 
議 会 事 務 局 係 長            中 川 真 希 君 
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開議 １３時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。 

  本日は産業教育常任委員会に出席賜りまして誠にありがとうございます。 

  きょうは初めての委員会ということで、開会に先立ちましてごあいさつを申し上げ

ます。 

  今年は、我がまち今金も５月の天候が非常によろしい気候に恵まれまして、田植え

も順調に終わりました。心配されました国営事業のあとの直播、それから移植作業も

順調に終わりまして素晴らしい生育状況でございます。若干６月に入って天候が思わ

しくない日もありましたけども、出来秋が楽しみな年になるように祈っている次第で

ございます。 

  また今月に入りまして、１日に観光協会の総会がございましたけども、その席上、

小田島組合長よりその日に阪神米穀の社長が当町に来町しておりまして、その理由は

といいますと、全国でも有名なコシヒカリだとかあるいは山形のコメだとか、そんな

中で今金のふっくりんこが一番高い評価を得たということで、是非とも来年度以降面

積を増やしてくれという要望を受けたということで、大変嬉しい情報でございます。 

  また３日につきましては、各検討委員の皆さんそれから教育委員の皆さん、我々議

員とともに総合体育館の建設に向けての行政視察を行ってきた次第でございます。共

和町と寿都町におきまして、それぞれ検証にいきまして、これから具体的な建築に向

けて議会としてもいろいろな提言をしていければというふうに思っております。 

  きょうは初めての会議でございますが、活発なご意見をいただきながら進めていき

たいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

    ◎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。 

  改選後の初めての常任委員会でございますけども、改めましてどうぞよろしくお願

いいたします。 

  きのうも申し上げましたけども、外壁工事を発注いたしまして、１０月までかかる

わけでありますけども、執務中、加えて工事は議会終了後の本格工事に入るというこ

とでございますけども、業者には配慮していただくことで１０月までの工期があるわ

けであります。議員の皆様におかれましては非常に視界が閉ざされたり、狭あいな状

況を感じるわけでありますけども、改めましてどうぞよろしくお願い申し上げたいと

思います。 

  私のほうから、状況方向含めてあいさつをさせていただきたいと思います。 
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  先般、北海道の道路促進期成会、私副会長をやっているものですから、道庁の幹部

の方々と国会議員あるいは関係機関に予算要求をしてきたところであります。特に、

道路だけではないのですけども、全ての事案がそうでありますが、公共事業の予算確

保が非常に厳しいという状況を感じたところであります。更にこの国の財源の財政の

厳しさは政府の経済財政諮問会議においても同じであるわけであります。地方自治体

の主要な財源となるところの地方交付税の制度についても、業務の民間委託あるいは

歳出の削減に努力、広域連携、公共施設の再編あるいは集約、事業の効率化等につい

て地方自治体の取り組みが、これからの交付税の配分に影響を与えますよという見解

が先般の新聞で大きく取り上げられ、報道されていたところであります。今金町にお

きましては、既に健全性を保つ財政運営に努めているところでありますけども、こう

した国の厳しい財政状況を踏まえ現況の各種事務事業につきましても、更なる心構え

を持って行政運営を進めて参りたいと考えております。 

  改選後の議会であります。本来であれば急がれる重点政策の提案と実施については

この６月議会提案と、速やかな対応が望まれるところであるわけでありますが、企画

あるいは起案を終えているものもありますが、関係機関との調整も必要なことからそ

の一部を常任委員会において頭出しをさせていただき、９月定例会には予算提出を予

定しているところであります。 

  昨日と本日、国営事業の北海道開発局整備課長さんが来庁されました。現地での視

察と打ち合わせをしたところでありますが、この課長さんは工事前の状況も見られて

おりまして、きのう、きょう工事が終わったあとの状況を見ていただいたわけであり

ますけども、非常に素晴らしさに期待を込めた感想を持っておられたわけであります。

これからの今金町のこの事業に期待をしたい。しかし先ほど申しましたように、何と

言っても予算が厳しいという言葉を述べられていたところであります。いま申しまし

たように、何よりも予算確保が事業の進捗を早めることになりますので、北海道の各

機関、要請団体を通じ、また７月中旬には期成会要請を行うことで調整をしており、

様々な機会をいただいて声を届けるように努めて参りたいと思います。 

  情報でございますけども、６月の始めに北海道の教育委員会が開催されました。そ

の中で、公立特別支援学校の配置計画が審議されまして、一定の方向が示されました。

減になるところもあるわけでありますが、基本的には希望する生徒が多いということ

で、増という状況にあるわけでありますが、学級増ということで今金高等養護学校ほ

か１校、初等学科２学級１６人の定員増という情報が入りました。明らかに私共が知

り得ている情報の中では１学級８人が今金町にくるという状況にあるわけでありま

す。これはいま言ったように生徒の状況があるものですから、永遠にあるわけではあ

りません。来年入る生徒が８人多いものですから、その部分だけは今金に特別に配置

しますと。その次の年はどうかといったらそれはまだわかりませんという状況である

わけでありまして、永遠にその学級が増えるというわけではないわけであります。こ

れからの間口増については、次の議案に入るということで、これもまた私共に入って

いる情報でありますけども、７月に入りましたら何地区かでもって間口増の説明を行
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うという情報が入っているわけでありますけども、これらに今金町もなんとか対応す

べく教育長と共に様々な情報を得ながら今金町の声を届けたいと考えているわけで

あります。 

  なお、今金町高等養護学校、来年学級が増えるわけでありますけども、８人生徒が

増えることによって先生が明らかに６名増えます。６名増えるわけでありますけども、

校長と話していますけども、住宅がありません。もう満杯でありますから、町長、な

んとか住宅の確保をお願いしますと。道の先生ですから、町の住宅には入ることがで

きませんので民間の住宅確保ということが急がれる訳でありまして、この他に、先般、

函館開発建設部の部長、次長等含めて関係する課長さんも来られたわけでありますけ

ども、その中にも国営の事業でもって、明らかに増える。加えて、河川事務所の職員

も２名という話ですけども増えるということから、非常に国の機関含めて、今金町に

定住する人が増えるということから、住宅政策が非常に急がれるわけでありますので、

なんとかその手を打つための対応を速やかに進めていきたいと考えております。その

節は議会の方に相談、提案をしながら進めて参りたいと考えておりますので、どうぞ

よろしくお願いいたします。 

  なお、この後、今回の議会に提出している議案につきまして、各所管から説明をさ

せますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

    ◎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、

これより産業教育常任委員会を開会いたします。 

  ６月定例会に提案予定の案件について、副町長より説明があります。 

  副町長、清水君。 

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。 

  平成２７年度第２回今金町議会定例会に提案を予定しております事案につきまし

ては１３件であります。 

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

１件、過疎地域自立市町村計画の変更が１件、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件であります。 

  それでは、同意第１号から議案第２号まで順次提案理由を申し上げます。 

  補正関係につきましては省略をさせていただきます。 

  同意第１号、今金町副町長の選任についてであります。本年６月３０日をもって副

町長職が任期満了となることから、地方自治法の規定により副町長の選任について議

会の同意をお願いするものであります。 

  同意第２号であります。今金町教育委員会教育長の選任についてであります。教育

委員会教育長の辞職に伴う後任の任命について、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規定により議会の同意をお願いするものであります。 
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  同意第３号であります。今金町教育委員会委員の任命についてであります。教育委

員会委員の辞職に伴う後任の任命について、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規定に基づき、同じように議会の同意をお願いするもので

あります。 

  議案第１号、まちづくり総合戦略室設置条例制定についてであります。昨年度末に

国で閣議決定されましたまち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、人口減少の克服、

地方創生の推進など喫緊の課題を抱える中にあって、全力でこの課題に取り組み、そ

の実現に向けた重点施策を強力に推し進める体制とするため、本町行政組織に新たに

室を設置するものであります。 

  議案第２号、今金町過疎地域自立促進市町村計画の変更であります。過疎計画に総

合体育館建設事業の登載名の変更並びに今金小学校屋内運動場等吊天井改修事業及

び森林管理道住吉支線開設事業を新たに搭載し本計画を変更するため、過疎地域自立

促進特別措置法の規定により、議会の議決をお願いするものであります。 

  議案第３号以下第１０号までは、一般会計、特別会計の補正予算であります。 

  以上であります。 

  補正概要につきましては、それぞれの所管ごとに提案の事項の詳細についてご説明

いたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

〇委員長（向井孝一君） 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。 

  なければ次に進みます。 

 

  これより各課説明事項についてを議題とします。 

  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） こんにちは。 

  当課からは、説明事項といたしまして１件であります。 

  報告事項でありますが、資料では５件提出させていただいておりますが、５月１１

日に発生しました住吉地区の林野火災につきまして、口頭で加えて報告させていただ

きますので、よろしくお願いいたします。 

  以下、担当課長補佐から説明いたさせます。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） こんにちは。 

  それでは、産業振興課から説明させていただきます。 

  説明事項１、平成２７年度一般会計補正予算第１号の概要についてであります。１

ページになります。 

  歳入からになります。 

  １４款道支出金、２項道補助金、４目農林水産業費道補助金、補正額が１，４９８

万２，０００円であります。内訳としましては、１節農業費補助金が５１３万５，０
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００円、２節林業費補助金が９８４万７，０００円であります。農業費補助金の内訳

ですが、多面的機能支払推進事業補助金で３５万円。これは今年から始めました国の

事業であります、多面的機能支払交付金に対する事務費であります。その下の強い農

業づくり事業補助金４７８万５，０００円。これも国の事業でありますが、経営体育

成新事業という事業でありまして、中身につきましては、農業機械の購入に対する補

助金であります。これは１法人と１農家、２経営体について助成しております。２節

林業費補助金の内訳につきましては、のちほど歳出で説明させていただきます。１９

款諸収入、４項雑入、２目雑入の中身につきましては、結婚相談所運営費負担金３０

万円の減額であります。これは地方創生事業への振り替えによるための減額でありま

す。 

  続きまして歳出です。 

  ５款労働費、１項労働諸費、１目労働諸費で、補正額が１３万８，０００円の減額

であります。これは今金町職業援護相談所活動事業補助金の減額でありますが、今年

度をもってこの相談所が解散することによりまして減額するものであります。６款農

林水産業費、１項農業費、２目農業振興費、補正額が１６６万９，０００円です。内

訳としまして、７節賃金２８万円の減額は臨時事務員賃金の減額でありますが、先ほ

ど歳入で説明いたしました、多面的機能支払推進事業補助金の補助対象となったため

に、科目を地域農政推進費へ振り替えるために減額するものであります。１１節需用

費の３２万４，０００円の追加は車両購入に伴う消耗品であります。１８節備品購入

費２５０万円は、産業振興課の車両の購入費であります。１９節負担金補助及び交付

金３１万５，０００円の減額。この内訳は、強い農業づくり事業補助金、歳入で説明

いたしましたが、経営体育成支援事業の追加。それから産業後継者育成就業奨励金交

付金２１０万円の減額。担い手対策交付金３００万円の減額。これは共に地方再生事

業への振り替えによる減額であります。２１節貸付金５６万円の減額は、農業後継者

奨学金貸付金の減額であり、申請がなかったことによる減額であります。 

  続きまして２ページになります。 

  ３目の地域農政推進費２８万円の追加。これは先ほど言いました臨時事務員賃金の

農業振興費から振り替えたことによる追加であります。 

  ６目の土地改良費からは津山課長補佐の方からの説明になります。 

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） どうもお疲れ様でございます。 

  引き続き津山が説明を申し上げます。 

  ６目土地改良費で４５０万円の追加は、１１節需用費で１００万円の追加。これは

修繕料でございます。４月３日の大雨による被害により修繕箇所が増加したことによ

る追加でございます。１５節工事請負費で３５０万円の追加は、今金橋の架け替えに

伴う迂回路となる交差点３ヶ所の改良工でございます。８目結婚相談所費で４５万６，

０００円の減額は、今金町産業後継者結婚対策事業推進協議会負担金の減額です。こ

れは地方創生事業への振り替えによるものでございます。２項林業費、２目造林事業
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費で６４４万８，０００円の追加は、１５節工事請負費で造林工事費でございます。

これは当初要望額に対しまして、補助金の割当額が確定したことによる追加でござい

ます。３目林道費で１，２００万円の追加は、１３節委託料で森林管理道住吉支線開

設測量設計委託料でございます。これは平成２４年度に、住吉地区で大規模な地滑り

が発生いたしまして、それに伴って作業道が一緒に崩落した。その箇所の工事でござ

いまして、報告事項で説明しようと思っていました７ページにその視線の位置図を添

付してございますので、そちらをご覧いただきたいと思います。 

  簡単な図面なのですけども、旧国道から奥沢橋に入っていくところをちょっと過ぎ

たところ。道路工業の看板があるかと思いますけども、そこから上がっていって約３，

０００メートル。場所としては頂上付近に開発局の北中里無線中継所があるかと思う

のですけども、そちらに向かって３，０００メートルを開設しようとするものでござ

います。 

  今年、全体設計計画をやりまして、工事といたしましては２８年度から３ヶ年を予

定しております。 

  ちなみに、道でいま進めております治山工事ですけども、平成２８年度完成を予定

しているということでございます。 

  続きまして資料の２ページに戻っていただきまして、７款商工費、１項商工費、２

目商工業振興費で２４７万２，０００円の減額は、１９節の負担金補助及び交付金で

商店街空き店舗活用事業補助金で３７万２，０００円、産業後継者育成就業奨励金交

付金で２１０万円、それぞれ減額でございます。これはどちらも地方創生事業への振

り替えによる減額でございます。３目観光費、３節職員手当等で１６１万６，０００

円の減額は、嘱託手当でございます。これは地域おこし協力隊が４月配置する予定で

ございましたけども、応募の意向は２件あったのですけども、応募には至らなかった

ということで、それらの嘱託手当４ヶ月２名分を減額するものでございます。９節旅

費で２２万６，０００円の減額は、地方創生事業への振り替えによる減額でございま

す。１１節需用費で１２万３，０００円の減額は、消耗品費、印刷製本費、光熱費、

それぞれ地方創生事業への振り替えによるものでございます。１３節委託料で２３８

万４，０００円の追加は、美利河環境整備業務委託料で１２０万円の追加。これは指

定管理者の管理替えでクアプラザピリカからマックアースへと変わったときに、マッ

クアース側からパークゴルフ場、キャンプ場、山の家の営業を引き継がない旨の意向

が示されたことから、これらに係る環境の整備を委託するものでございます。どうし

てもいま言ったところは緑地になっているものですから、草が伸び放題になるという

ことになると、環境的にもあまり好ましくないということでこれらの草刈を委託する

ものでございます。地域おこし協力隊募集業務委託料９６万８，０００円の追加でご

ざいます。これは先ほども説明いたしましたけども、１月下旬に応募を開始してから、

未だに応募がないということで、募集業務の委託をしようとするものでございます。

内容といたしましては、日本最大手の求人サイト、マイナビへの掲載あるいは北海道

物産展道産子プラザでのチラシの配布あるいはマイナビにアクセスされたところの
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管理をするあるいは東京での一次面接の実施等々を行うということで、今後地域おこ

し協力隊の配置を目指していきたいということで、この委託料を計上させていただき

ました。次にクアプラザピリカ特殊建築物調査業務委託料ということで、これは建築

基準法で特殊建物、旅館業でございますけども、３年に一度知事への報告義務という

ものがありまして、それのための委託料ということでございます。１４節使用料及び

賃借料で３０万３，０００円の減額は、これもイベント借上料で地方創生事業への振

り替えによるものでございます。１９節負担金補助及び交付金で２万４，０００円の

減額は、イベント出展等で７２万４，０００円の減額。一番最後になりますけども、

ピリカまつりの補助金ということで、今年度も例年通りピリカまつりを開催するとい

う予定でおります。例年と同じ７０万円の補助金を追加しております。 

  以上で、説明事項１番の補正予算の概要について説明を終わらせていただきます。 

  続きまして、報告事項、私が引き続き、順番がちょっとずれますけども、４番、今

金町着地型観光商品造成事業、それと５番の、産業基盤整備に対する支援施策の検討

についてをご報告をさせていただき、私のあとにまた川平補佐の方から１番、２番の

報告をさせていただきたいと思います。 

  それでは、報告事項の４番、資料８ページをご覧いただきたいと思います。 

  まず、今金町着地型観光商品造成事業の取り組み状況でございます。 

  この事業は平成２４年度から取り組みを行っているもので、今年度におきましても、

北海道観光振興機構の事業採択を受け、取り組みを行うものでございます。 

  昨年度に実施したインバウンドモニター、今金満喫モニター、冬のアクティビティ

モニターという３回のモニターを実施いたしまして、その中から見えてきた課題等を

整備いたしまして、本年度につきましては顧客満足度を高められるような商品の磨き

上げ、事業者や地域住民が観光事業者と成り得るという意識改革、更には広域連携に

よる環境整備等々に取り組みまして、旅行商品としての販売あるいは観光まちづくり

の推進のための人材育成を目指して参りたいと思っております。 

  続きまして５番の産業基盤整備に対する支援施策の検討について、ご報告を申し上

げたいと思います。 

  資料は９ページになります。 

  これまで住宅リフォーム助成事業や、地場材活用促進事業等々がありますけども、

これは主に個人住宅に対する支援事業ということで展開しているところですが、個々

の経営体やそれらの所有資産であっても本町の産業を支える重要な資源であると捉

え、産業基盤に対する積極的な支援を行うことを目的にしております。 

  冒頭、町長のあいさつの中にもありましたけども、これから説明する支援メニュー

はあくまでも検討案でありまして、９月定例会までに精査・検討を加え、９月の定例

会には制度として提案、それに関わる所要の予算を計上する予定でおりますので、よ

ろしくお願いを申し上げます。 

  資料の１０ページをお開き願いたいと思います。 

  中ほどに、支援メニューの概案と書いてあります。 
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  まずメニューについて説明をしたいと思います。 

  まず１つ目は、企業立地支援でございます。 

  既に工場誘致等に関する条例がありますが、この条例に変わる制度として検討して

参りたいと考えております。 

  工場誘致の条例では生産工場及び開発研究施設に限っておりますが、この支援では

これらに加えてソフトウェア施設、コールセンター、観光施設の事業所も対象として

おります。 

  また工場誘致の中では、３年間の固定資産税相当の助成というふうにありますが、

それらに加えて常時雇用者採用に係る助成も検討しているところでございます。 

  ２つ目は、店舗等施設改装支援でございます。 

  これまでにない制度で、店舗、事務所、工場、農業用倉庫あるいは牛舎など、事業

に直接供する建物の増改築・修繕に対する支援として考えております。 

  続きまして、３つ目でございます。 

  ３つ目は設備投資支援でございます。 

  町内事業者や農業者が経営の効率化や拡大のために設備を新規導入または更新に

対する支援ということで考えております。 

  ４つ目は、空地・空家・空店舗活用支援でございます。 

  これは中小事業者、町民生活向上に寄与する法人・団体等企業者を対象に、事業所、

店舗、集客施設の解説に対する支援で、増改築・改装・新築に係る工事費の一部と、

建物取得費に対する支援あるいは設備導入に対する支援、土地・建物の賃借料の支援

あるいは雇用促進支援などを検討して参りたいと考えております。 

  ５つ目は、ＳＯ誘致、ＷＩＲ受入でございます。 

  ＳＯといいますのは、サテライトオフィスの意味で、インターネットの急速な発展

により、例えば本社と離れた場所に事業所を設けてその位置機能をその事業所に持た

せるといった手法が最近取られていると。その事務所を地方に設置するということで、

それらの会社の誘致のための環境整備を実施したいということでございます。 

  それと、ＷＩＲは、ワークインレジデンスという意味で、簡単にいいますと、町内

にない職種を公募して町内で起業してもらうことにより、定住・移住と地域雇用の促

進効果を期待するものでございます。 

  いま説明した５つの支援策を、組み合わせて活用することも可能として、例として

１０ページになりますが、支援メニューの体系Ⅱというところで、例えば店舗等施設

改装支援と、これは建物ですけども、建物の支援とそれの中に納まる設備投資支援を

組み合わせるといった内容。あるいはいま言ったＳＯ誘致と空地・空家・空店舗の活

用支援を後押しして、有効に利用していただくといった組み合わせをすることによっ

て、有効な支援として今後も使い勝手の良い支援策と。そういうようなことをするこ

とで、個々の事業者や農業者が経営向上に対する意欲を出してそのことが本町経済全

体の底上げにつながることを期待して、制度を構築して参りたいと考えておりますの

で、よろしくお願い申し上げます。 
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  私からは、以上でございます。 

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、また私の方から、報告事項１、気象状

況及び農作物生育状況について説明いたします。 

  ３ページからになります。 

  これは、今年の４月から５月末までの、今金アメダスデータより作成したものであ

ります。 

  上段が気温、中段が降水量、下段が日照時間となっております。 

  気温につきましては、４月下旬から５月上旬にかけて気温の高い日が続いておりま

す。また５月末から６月初めくらいまでも平年より上回る高い気温となっていること

がわかります。 

  中段の降水量でありますが、４月上旬に８５ミリを超える大きな雨がありましたが、

それ以降につきましては比較的平年より少ない降水量となっております。 

  下段の日照時間につきましても、平年よりも比較的日照時間が長くなっております。 

  ４ページになりますが、これはいま説明いたしましたグラフを数値化したものであ

りますので、のちほどお目通しをお願いいたします。 

  ５ページになります。 

  平成２７年度農作物の生育状況、６月１日現在であります。 

  これは檜山農業改良普及センター檜山北部支所に情報提供していただいたもので

あります。 

  簡単に説明いたしますが、水稲でありますが、草丈・葉数は平年並みで、茎数は多

い状況にあります。移植後の風の影響等の心配もありましたが、活着も良好であり生

育は平年並みとみております。 

  秋まき小麦ですが、草丈はやや長く、茎数もやや少ない状況にありますが、生育は

順調であります。また一部のほ場では出穂が既に始まっております。 

  馬鈴しょですが、一般露地・種子と早だしマルチの２つにわかれておりますが、共

に茎長は長く茎数も多く生育は順調であります。 

  大豆・小豆でありますが、今年は好天により作業は順調に進んでおります。比較的

平年よりも早く作業が始まり、終わるのも早くなるものと思われます。 

  大豆については、早く撒いたものにつきましては、一部では出芽が始まっておりま

す。 

  てんさいは、草丈が長く、茎数も多く順調に生育しております。 

  牧草につきましても、草丈は平年並みですが、出穂が早く生育は良好であります。 

  サイレージ用とうもろこしですが、草丈は短く、出葉数も平年並み、生育は順調で

あります。 

  全般的に作物は今年は順調であるということであります。 

  続きまして、報告事項２、作物作付面積集計表についてであります。 

  ６ページになります。 
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  これは今金農協からの資料提供でありますが、営農計画書から拾っていただいた面

積の集計になっております。 

  ですので、実際の作付面積とかなり違うところもありますが、あくまで参考数値と

いうことで見ていただきたいと思っております。 

  これについては説明は省略させていただきますので、のちほどお目通しをお願いい

たします。 

〇委員長（向井孝一君） 産業振興課長、森君。 

〇産業振興課長（森 朋彦君） 続いて口頭説明になりますが、住吉地区で発生いたし

ました林野火災につきまして、状況の報告をさせていただきます。 

  発生日時は５月１１日、１４時５５分に通報がありまして確知したところでありま

す。 

  発生場所につきましては、住吉のバイパスと旧道の交差点から美利河に向かいまし

て、左手の法面から連続およそ３厘ということで、いまも通りますと焼け跡が見える

かと思います。 

  延焼の面積ですが、確定面積は２．７５ヘクタールであります。 

  火災の原因ですが、未だ調査中でありまして、いまのところ不明ということで消防

から報告を受けております。 

  出動に際しましては、当町の消防署員・消防団員の他に、非常に風が強い日であり

ましたので、延焼をできるだけ防ぐという意味で、せたな署と長万部署それぞれから

大型の水槽車１台ずつを派遣いただきました。それから道の防災航空室で要請を通じ

まして、札幌消防局のヘリコプターも応援に駆け付けていただいたところであります。

ヘリコプターにつきましては、空中からの消火作業はしないで鎮火したという状況で

ありましたのでご報告いたします。 

  被害の状況です。 

  檜山振興局の森林室の職員によりまして、５月１４日現地調査を行いました。林況

としては一部人工林ですがほぼ全体が天然林ということで、下草の消失が中心であり

まして、樹木につきましては形成層まで熱が通っていないということで、成長に影響

がないと判断されたために、被害額としては０円ということの報告になっております。 

  これにかかる補正予算につきましては、まちづくり推進課の方で所管をしておりま

すが、災害対策費それから消防署経費の方で、それぞれ消防団に関わる食事賄ですと

か、空中消火機材の運搬費用、それから消防の方もホースの破損が発生しております

ので、そういったものに備品購入の費用が計上されているという状況でございます。 

  以上で、火災報告と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） 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。 

  村上君。 

〇８番（村上忠弘君） 村上です。 

  １ページの車両購入に伴う需用費の消耗品というのは、一体何を意味するものなの
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か教えてください。 

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） スタッドレスタイヤとホイルであります。 

〇委員長（向井孝一君） 村上君。 

〇８番（村上忠弘君） 要するに、冬タイヤは別買いだということなのですか、これは。 

〇委員長（向井孝一君） 副町長、清水君。 

〇副町長（清水 寛君） 数年前から町の車両の購入につきましては、付属品について

は除外し、車両本体について入札をするという形で購入しております。 

  附属品については、純正のものを買うとかえって高いという部分もあります。一昔

前と違って車にはスタッドレスタイヤを付けて寄越すのが当たり前だという時代で

もありませんので、それらについては違うところから買った方が安いという判断のも

とで、この産業振興課所管の車ばかりではございません。今回、町長車、議会の車等々

もありますけども、全部同じような手法でやっておりますので、よろしくお願いいた

します。 

〇委員長（向井孝一君） 他にありませんか。 

  なければ、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１件について、室次長より説明

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） 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） ご苦労様です。 

  それでは、私の方から説明させていただきます。 

  まず説明事項、平成２７年度一般会計補正予算第１号の概要について説明させてい

ただきます。１ページの方をご覧ください。 

  平成２７年度一般会計補正予算第１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。 

  歳入です。 

  １５款財産収入、１項財産運用収入、２目利子及び配当金は国営緊急農地再編整備

事業負担金支払基金に係る利息分で１万２，０００円の補正となっております。 

  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で補正額は

４８１万６，０００円の減額、１９節負担金補助及び交付金で４８２万９，０００円

の減額は、今金町国営緊急農地再編整備事業推進本部負担金で２０万円の減額、北海

道土地改良事業団体連合会負担金で４６２万９，０００円の減額となっております。

国営緊急農地再編整備事業推進本部負担金の２０万円につきましては、今金北地区に

係る期成会活動補助金でございまして、事業採択により今年度から受益者より活動費
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を負担していただくことになりましたので、その分を減額するものです。北海道土地

改良団体連合会負担金の４６２万９，０００円につきましては、現在出向派遣してい

ただいている土地連職員ですが、本年度をもって現在３年目という形になっておりま

す。この職員が平成２６年度をもちまして定年退職となりまして、身分が嘱託職員と

なったことから人件費が減額になったため、当該予算も減額という形になっておりま

す。２５節積立金につきましては、歳入で計上しました利息に対する基金への積立金

となっております。 

  次に、報告事項、国営緊急農地再編整備事業の進捗状況について説明させていただ

きます。次のページをご覧ください。 

  まず今金南地区の方についてですが、平成２７年度国営緊急農地再編整備事業今金

南地区区画整理工事及び設計位置図ということで、図面の方を掲載させていただいて

おります。 

  青で囲っている部分が昨年度工事を施行した区域という形になっておりまして、今

年度につきましてはもう概ね作付が終わっているという状況になっております。 

  緑の部分については、昨年度まで設計が完了している区域という形になっておりま

す。 

  次に赤い部分、４工区に分かれておりますが、本年度工事をしている区域となって

おります。右側の方から鈴金南工区で能登谷建設株式会社、鈴金金原工区で株式会社

林組、豊田東工区は和工建設株式会社、豊田中央工区は株式会社シンオシマという形

で進んでいるところです。 

  工事面積につきましては、左下に記載しておりますが、全体で７３．３ヘクタール。

水田につきましては７１ヘクタール。畑は２．３ヘクタールという形になっておりま

す。 

  次に、その上の方の薄い肌色の部分になりますが、今年度の設計区域という形にな

っております。右側の方から。鈴金中央工区ということで株式会社ドボク管理、鈴金

北工区については株式会社アルト技研という業者の２社で進んでいるところです。 

  面積につきましては７０．４ヘクタールを、今年度設計する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。 

  次のページにつきましては、建設工事の部分で、今年度発注された先ほどお話させ

ていただきました赤で括った部分の事業の進捗状況ということで、５月末現在の進捗

率を記載しております。 

  鈴金南工区につきましては３月１８日に発注を行い、現在２２％の進捗率。豊田東

工区につきましては和工建設で３月２０日に契約をして、現在２３％。鈴金金原工区

につきましては株式会社林組で３月２４日に契約をし、現在１３％。豊田中央工区に

つきましては株式会社シンオシマで４月２２日に契約しまして、現在４％の進捗状況

という形になっております。 

  次のページをご覧ください。 

  次のページにつきましては、開発で発注しております各委託業務の内容となってお
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ります。それぞれ今年度に入ってから契約をしまして、進捗率については記載のとお

りとなっておりますので、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します。 

  ５ページになりますが、今金北地区につきましては、現在法手続きを進めていると

ころでございます。現段階におきましては、事業施行申請を６月３日に行いまして、

現在北海道知事への進達中という形で進んでいるところです。順調にいきますと８月

には知事との直入協定を行いまして予算を執行できる形になるということで、現在函

館農業事務所今金分庁舎におきましては事業の発注に係る準備を進めているところ

と聞いているところです。計画確定につきましては、現在予定通り１０月下旬を目指

して進めているということを伺っておりますので、よろしくお願いします。 

  以上で説明を終わらせていただきます。 

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。 

  村上君。 

〇８番（村上忠弘君） 村上です。 

  国営全般でちょっとお聞きしたいのだけどもいいですか。 

  ２６年度一部工事完了という形の中で、夏期工事完了の中で、今年春いろいろ手直

しがあっただろうと思います。 

  大きな手直しの部分はやってくれたのだけども、小さな手直しの部分についてはあ

くまでも個人での対応というような形だというふうに、受益者の人から聞かされたの

ですけども、そのような対応でやられたのですか。 

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） いまのご質問の部分につきましては、期成会

と私共、そして発注者である開発、農業事務所との統一ルールという形に基づいて、

施行済みの工事、ほ場については、実際にそのあと作付をする段階、また作付をした

中で、不陸もしくは施工不良等が生じた場合には対応をするという形で、前段に期成

かともルールを確定してございます。今回春先の段階でも、一部施工不良と思われる

事案等がありましたので、そちらの方については開発の発注に基づいて対応していた

だきました。 

  しかしながら、小規模の部分については若干いまの段階で手を加える部分は様子を

見ようという部分が若干何件かあったかというふうに聞いておりますので、そういっ

た部分、手を加えるというかたちについても出来秋終了後にまた状況の確認をして、

手直しで対応するべきものは対応して参りたいと考えております。 

〇委員長（向井孝一君） 村上君。 

〇８番（村上忠弘君） 要するに、私もちょっと見たのですけども、農道に砂利も何も

敷かれていないですよね。砂の農道という形の中で今年の田植え時期はたまたま天気

が良くて傷まなかったのですけども、本来なら雨が降ったらあれは大変なことですよ

ね。 
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  農道の砂利とかというのは、今後敷く予定でいるということですか。 

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） 農道の砂利という部分については、当初の計

画の中でも砂利を敷設するという計画はもってございました。しかしながら、予算的

な状況も厳しさを増しているということもございますので、いま一度少し状況を見な

がら砂利の敷設については、今年度の方に回していきたいというような形での見解で、

期成会の方にも一定の理解を得てきているということでご理解願いたいと思います。 

  ただ、非常に砂利の敷設という形で今後の維持管理、草刈等の関係のありまして、

非常に農業者によっても砂利を敷設することで良い面と、農道の草刈をする段階で、

いまトラクターの作業機でモアとかで刈るということで、飛んでしまって危ないとい

うご意見等もあって、ちょっとそこら辺の部分で調整等、苦慮するかと思っておりま

すので、その点もちょっと状況を見ながら期成会と共に調整をしていきたいというふ

うに思っております。 

〇委員長（向井孝一君） 村上君。 

〇８番（村上忠弘君） いずれにしても、工事１年目の手直しの部分が、２年目、３年

目の工事の受益者に対する不安を与えないような対応・対策というものをきちんとや

ってもらいたいというふうに思っております。 

  南地区の受益者の人が言うには、最初からそんな手直しの予算なんてみていないと

いうふうに言われたという受益者もいるわけだよね。 

  それは当初、同意を取る段階で説明というのは、そういった手直しの部分の説明だ

とかというのは、やはり今後きちんと話をしていかないと、２年目、３年目にやる人

は１年目の人の形を見た中でちょっと待てよというふうに、せっかく同意をもらった

人方も気持ち変えるような形にならないような配慮をし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。 

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） 委員仰るとおりでございます。 

  そういった部分で、事前の説明をいう部分では、もしそういう現実的には泥炭層と

いうところでの水田なものですので、不陸等が生じるという可能性もあります。そう

いった部分、工事施工後１年のあいだにそういう状況が生じれば、追加工事・手直し

工事というような形でも対応しますということは、工事説明会の段階でも説明してご

ざいます。そういった部分で極力私どもの方も、受益者の方に不安・心配をかけたく

無いような形で対応はして参りたいと思いますので、その点でご理解を願いたいと思

います。 

〇委員長（向井孝一君） 他にございませんか。 

  なければ以上で国営農地再編推進室の質疑を終わります。 

  続いて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。 
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  それでは農業委員会から説明事項１件、報告事項２件をさせていただきます。 

  まずめくっていただきまして、説明事項ですが、平成２７年度一般会計補正予算第

１号の概要について説明させていただきます。 

  ６款農林水産業費、１項農業費、１目農業委員会費で１９５万円の追加は、特別旅

費でございます。これにつきましては、農業委員の任期における１回分の道外先進地

視察ということでの予算計上でございます。委員１４名と引率職員１名の１５名で、

道外ということで１３万円打ち切りということで予算計上させていただきました。こ

れにつきましては、各委員あるいは団体推薦の委員もいることから、ある程度事前に

日程等も決めながら、また視察の内容につきましても昨年から始めておりまして、一

応現段階では農業センター構想あるいは、作業受委託、６次産業化などをメインとし

たもので先進地視察を行いたいということで、予算計上させていただきましたのでよ

ろしくお願いしたいと思います。 

  続きまして報告事項でございます。次のページです。 

  農地流動化の推移ということで、平成２６年度分がまとまりましたので報告をさせ

ていただきたいと思います。 

  いままでの推移ということで、平成２２年からを載せております。公社と個人とい

うことでの２段になっております。 

  最近の部分でいきますと、一番下段の平成２６年の部分でございますが、２６年度

におきましては公社２７件、個人２７件ということでトータル５４件でございました。

これに係る面積でございますが合計で約１５５ヘクタールがこちらの対象となって

おります。金額につきましても総体で２億８，０００万円程度ということでございま

す。平均単価につきましては、２６年度に関してはたまたまでございますが、反あた

り１８万円程度ということになっております。 

  またいままでのと比較しまして結構変わっておりますが、やはりこの中でも国営の

関係で、豊田、鈴金あるいは八束地区という部分で見ますと、全体の３分の１程度に

あたる１９件がこちらの関係のものとなっております。 

  また下段のグラフにつきましては、面積、金額あるいは単価あたりの金額というこ

とで、橙色につきましては個人の部分。青色につきましては公社ということでグラフ

にしたものでございますので、のちほどご覧いただきたいと思います。 

  続きまして３ページ目でございます。 

  同じく報告事項の２でございますが、公益財団法人、北海道農業公社の保有農地と

売渡予定ということで載せてございます。 

  表の左側につきましては、通常５年と１０年でございまして、５年の部分につきま

しては、平成２７年から３１年まで。１０年につきましては、同じく２７年から３６

年ということになりますが、たまたま平成２６年度の部分につきましては、農地の中

間管理事業というものが導入されまして、公社事業でいう合理化事業にのってやる事

業につきましては、特例事業ということでおかれております。本来中間管理機構につ

きましては、全国的に農地の賃貸契約というものをメインで動いていたわけですが、
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たまたま北海道につきましては、やはり所有権移転の方が多いということで、そうい

った要望が通りまして特例事業ということでその合理化事業の所有権移転の部分に

ついては残っております。 

  そういったことで、５年と１０年という制度が残ったわけですが、その１０年制の

ものにつきましては、北海道の審査をまた受けなければならないということで、その

審査基準がなかなか厳しくて通らないというような情報も入っております。 

  昨年、情報を聞いたところによりますと、１件そういうものを申請したそうですが、

３ヵ月ほどかかってやっと審査がおりたと。やはり農業経営の中ではそれに見合った

償還をするにあたって、計画的なものが理に適っているかというところまで、かなり

審査が厳しくてというような情報も入っておりまして、そういうようなことも懸念さ

れるものですから、速やかにできるようにということで、２６年度中で公社を使った

方々につきましては、５年ということで奨励をしながらお願いをしたということにな

ります。 

  それによりまして、表の後段、５年の部分の平成３１年度の償還にあたる部分です

が、これにつきましては平成２６年度の公社を使用した方々が１１件ということで、

面積と金額になります。それによりまして１０年を使う方がいなくなるということで

下段の３６年度の部分が０になっておりますが、そういったことで１０年後の償還の

方が平成２６年度に関しては利用した方がいないので０ということになります。 

  そのトータルが右側の方にあるとおりであります。 

  それを数値化で、下段の棒グラフにしておりますが、これを見ますと、平成３１年

の部分につきまして表で見てもわかるとおり、金額的なものでいきますとおよそ９，

０００万円ずつということで、この棒グラフのトータルで１億８，０００万円程度と

なっておりますが、これがいままでやっていた１０年の方のと新たな５年のものが倍

になったということになるかと思います。一番右側に載るはずの３６年の部分につい

ては、いまお話したとおり利用されている方がいないのでそういった形になったとい

うことでございますので、ご理解をお願いいたします。 

  以上、農業委員会からの説明を終わらせていただきます。よろしくお願いします。 

〇委員長（向井孝一君） 説明が終わりました。 

  ただいまの説明に対し、質疑があればお受けいたします。 

  上村君。 

〇１１番（上村義雄君） 上村です。 

  ５年のものしか対応にならないというふうになれば、大口での売買、状況によって

は今後そういう部分が出てくるかと思うのです。そうしたときに、５年で対応してい

かざるを得ないということになれば、要するに買う方の部分で、要するに売買になっ

ていくわけだから、５年後には即自分の借金になるという形だというふうには理解す

るのですけども、その他の１０年のものというのは、その１０年の期間の中でもって

利益をある程度あれしてやっていくという形がいままであったから、大口での売買な

んかも利用できていたわけですけども、今後その部分が５年しかできないということ
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になれば、そうなったときに逆に今後の部分でその中間管理の部分というふうに国は

考えるのでしょうけども、北海道としてはいままでの方向性、１０年のものも残して

いただいてあれすることが一番いいのかなと思うのですけども、そこら辺りの見通し

というのは今後は全然ないという感覚でいくのですか。そこら辺りの状況を知りたい。 

〇委員長（向井孝一君） 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） 当然、いま言われた通りに公社、合理化事業を

使う場合には８００万円と、最高限度で現在１，５００万円の特別控除というものが

ございます。やはりそういう８００万円を超える部分につきましては５年という部分

の中では、そのあとの償還を考えたときには厳しいということで１０年を希望される

方も当然いるかと思います。 

  中間管理機構が始まって１年経過する中では、その１０年というものをたまたま先

ほどお話した中ではいたわけですが、やはり若干緩和をするのではないかというよう

な希望的観測もございますが、その辺はまだはっきりといまのところどうなるかとい

うものは出ておりません。 

  また、この合理化事業につきましてもあくまでも特例ということで、何年続くかと

いうこともはっきりしていないというような状況もございます。 

  最終的に先ほど上村委員の質問にもありました１０年の部分につきましては、審査

が厳しくなるだけでだめということではないので、やはり買われる農業者の強い希望

があれば、当然我々はそれらの部分の仕事をするのが当然なことですので、農業公社

といろいろとやり取りをしながらスムーズにいくような形の体制は取っていきたい

というふうに思っております。 

〇委員長（向井孝一君） 他にございませんか。 

  なければ、以上で、農業委員会の質疑を終わります。 

  ２時５０分まで休憩します。 

 

休憩 １４時４２分 

開議 １４時５０分 

 

〇委員長（向井孝一君） 休憩を打ち切り、開議いたします。 

  次に、公営施設課より説明を願います。 

  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３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） それでは私の方から資料に基づいてご説明いたし

ます。 

  まず１ページをお開きください。 
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  説明事項１、平成２７年度一般会計補正予算第１号の概要についてご説明いたしま

す。 

  肥培用水施設についてでありますが、歳入について、資料のとおりでございます。 

  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７６万５，０００円の

減額は浄化槽設置整備事業補助金で、当初は５人槽３基、７人槽７基、国費１３８万

１，０００円を見込んでおりましたが、３月２３日から４月３０日までの申し込み受

付により５人槽４基、７人槽１基で、国費６１万６，０００円となることから、７６

万５，０００円を減額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が、歳出において、４款衛生費、７目浄化槽

対策推進費で４２０万円の減額は負担金補助及び交付金で、浄化槽設置基数の確定に

より浄化槽設置整備事業補助金を減額するものであります。 

  内訳は資料のとおりでありますが、町単独事業となっている２基につきまして、過

去に補助金の交付を受け、浄化槽を整備した世帯の後継者が新たに世帯を持ち、２世

帯住宅を建設することになったため、先に設置した既存の浄化槽が使用できなくなっ

たもので、国庫補助事業の対象とならないものであります。このような特殊な事情の

取扱いについては、浄化槽設置に関する補助金条例の事務内部規定に基づくものであ

ります。 

  次に、し尿処理についてであります。 

  歳出において、４款衛生費、１目し尿じん芥処理費で８１万５，０００円の減額は

負担金補助及び交付金で、負担金の確定によりし尿処理負担金を減額するものであり

ます。 

  ３ページをご覧ください。 

  土木費についてであります。 

  歳入において、１３款国庫支出金、４目土木費委託金で４，０００円の追加は河川

費委託金で、北海道開発局函館開発建設部との委託契約において委託契約の名称が変

更になったため、今金水門公園管理委託金２３万４，０００円を減額し、名称を今金

水門等観測等業務委託金に改め、労務単価の上昇に伴い２３万８，０００円を追加す

るものであります。 

  歳出において、８款土木費、２項道路橋りょう費、１目道路維持費で２，６９０万

円の追加は工事請負費で、仮設資材庫設置工事、田代通線改修工事、南通６号線・７

号線舗装補修工事の３工事で２，５５０万円。備品購入費で、道路維持作業用車両が

１８年経過し、約２０万キロ走行しており、腐食も激しいことから、車両更新のため

１４０万円の追加によるものであります。 

  ５ページ、６ページをご覧ください。 

  田代通線改修工事は、今金橋架け替え工事に伴い迂回路となる田代通線の田代橋か

ら道道今金北桧山線までの一部区間の舗装の損傷が激しいため、舗装改修を行うもの
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であります。 

  次に、南通６号線・７号線舗装補修工事は、商工団地の取付道路２路線が地盤沈下

や舗装剥離による損傷が激しいため補修を行うものであります。 

  また、資料は付けておりませんが、仮設資材庫設置工事は、これまで仮設用の資材

については鈴岡の資材庫などに保管しておりましたが、近年多発する異常気象による

不測の事態に備え、建設機械と同様に市街地に集約したいことから、車両格納庫敷地

内への仮設資材庫を設置するものであります。 

  ４ページへお戻りください。 

  ３項河川費、２目河川維持費で５００万円の追加は需用費で、上稲穂地区の西郷の

沢川の護岸擁壁が河床の洗堀により傾いたため、隣接する耕作地の土流出防止のため

の修繕。それと４月３日の大雨による修繕のため修繕料を追加するものであります。

４項都市計画費、２目都市公園管理費は財源補正であります。３目下水道事業費で２

１万５，０００円の追加は公共下水道事業特別会計繰出金で、財源調整によるもので

あります。５項住宅費、２目住宅建設費で３５４万円の追加は公営住宅等長寿命化計

画策定に伴い、北海道との協議のため旅費で４万円、委託料で３５０万円の追加によ

るものであります。公営住宅等長寿命化計画は、町が管理する町営住宅の現状を把握

し、予防保全的な維持管理や耐久性の向上に資する改善等の計画的な実施により、町

営住宅ストックの長寿命化を図り、ストックの有効活用と効率的かつ円滑な更新の実

現を目的とし策定するものであります。 

  ７ページをお開きください。 

  説明事項２、平成２７年度簡易水道事業特別会計補正予算第１号の概要についてご

説明いたします。 

  歳入において、４款繰越金、１目繰越金で１０万２，０００円の追加は前年度繰越

金であります。 

  歳出において、２款維持費、１目簡易水道施設維持管理費で１０万２，０００円の

追加は需用費で、財源調整によるものであります。 

  ８ページをお開きください。 

  説明事項３、平成２７年度公共下水道事業特別会計補正予算第１号の概要について

ご説明いたします。 

  歳入において、１款分担金及び負担金、２目し尿処理負担金で８１万５，０００円

の減額は、負担金の額の確定により減額するものであります。４款繰入金、１目一般

会計繰入金で２１万５，０００円の追加は、財源調整によるものであります。５款繰

越金、１目繰越金で５９万９，０００円の追加は、前年度繰越金であります。 

  歳出において、１款総務費、１目一般管理費で１，０００円の減額は需用費で、財

源調整によるものであります。 

  ９ページをご覧ください。 

  報告事項１、建設工事等の進捗状況についてご説明いたします。 

  建設工事についてあります。 
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  町道防じん処理工事と中央通線交付金工事外３工事につきましては、５月２７日に

入札が執行され、請負業者と工期については資料のとおりで、５月３１日現在の進捗

率は５％となっております。 

  奥沢橋並びに豊田橋長寿命化修繕交付金工事については、６月下旬の発注を予定し、

設計業務等の作業を進めているところであります。 

  また、工事管理につきましては、交通安全や現場作業の安全管理、法定管理等を徹

底し、無事故、無災害で工期内の完成に努めて参ります。 

  １０ページをお開きください。 

  業務委託についてであります。 

  今金都市計画変更図書作成業務委託は、４月２３日に見積合わせをし、株式会社シ

ビテックと契約。５月３１日現在の進捗率は１０％となっております。 

  今金浄化センター外長寿命化計画策定業務委託につきましては、５月２７日に入札

を執行し、株式会社ＮＪＳ札幌事務所が落札し、５月３１日現在の進捗率は５％とな

っております。 

  委託業務につきましても工事と同様、工期内に完了するよう業務を進めて参ります。 

  １１ページをご覧ください。 

  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きましては、計画区域内の環境整備が平成２０年度でほ

ぼ終了しているため、平成２０年度以降の供用開始面積、整備率共に変化はありませ

ん。 

  普及状況においても平成２０年度以降普及率は横ばいであります。 

  また、下水道接続状況におきましても、平成２０年度以降水洗化、加入率共に横ば

いであることから、今後も引き続き下水道普及啓発に努めて参ります。 

  １２ページをお開きください。 

  汚水流入量、し尿浄化槽汚泥収集量、脱水汚泥生産量・搬出量の状況であります。 

  下水道汚水流入量は整備状況や接続状況、利用状況等により推移し、平成２２年度

からはほぼ横ばいであります。 

  平成２４年度からの今金町の実績で、し尿収集量では浄化槽設置整備が進んだこと

もあって減少傾向でありますが、浄化槽汚泥収集量及び脱水汚泥生産量はほぼ横ばい

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。 

  １３ページをご覧ください。 

  報告事項３、今金小学校附近国道２３０号の線形改良等についてご説明いたします。 

  今金小学校附近国道２３０号は、Ｓ字状に短い距離でカーブが連続しているため、

見通しが悪く危険であることから線形改良を、また設置から４５年以上経過し、老朽

化が進み景観上好ましくない状況であり、またバリアフリー推進の観点からも高齢者

などの利用も困難な状況であることから、横断歩道橋に係る撤去について、北海道開
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発局へ要請して参りました。 

  先日、北海道開発局より、両工事の入札を６月下旬に予定しているとの連絡がござ

いましたので、ご報告いたします。 

  以上で、私からの説明は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） 町長が先ほどのごあいさつの中でも触れておりましたけども、

町長は道路促進期成会の役員をしているわけですけども、この社会資本整備交付金と

いうのは非常に予算の付き方が悪いといいますか、今年度につきましても６０％なも

のですから、だいぶ計画がずれてきています。 

  今年あたり、補正予算の可能性があるのかどうか、その辺はいかがですか。 

〇委員長（向井孝一君） 町長、外崎君。 

〇町長（外崎秀人君） いま、徳田委員の仰るとおりの状況になるわけであります。 

  全国の方の財務と組織の委員も私はやっているものですから、全国の会議の中でも、

当時１％予算が増えましたということの会議があったわけでありましたけども、私の

方から発言をさせていただきました。冗談ではないと。何が１％だと。部材もあがっ

ている、人件費も上がっている状況の中で、全国予算が１％上がってどうなるのだと

いうことを発言し、改めて議長が私共の意見を取りまとめていただいて、その状況を

打破するために改めて取り組みましょうという話をした経過があるわけであります。 

  先ほど申しましたように、道路財源等々を含めて、全ての予算がそうでありますけ

ども、道の幹部の方とも話をしているのは、従前は北海道枠何十億、何百億と道路予

算がドンとくるわけであります。その中で北海道の道庁の方では、個所付けをしなが

ら調整を図るわけでありますけども、いまほとんどは国から箇所付けをしてそのまま

送り出して来るということから、裁量権が全くないのだという話をこの前会合をしな

がらそういう話を聞いたところであります。 

  非常に状況は厳しいし、その中でも私はいろいろな人にも、私の方でも代表して説

明をしたり、提案をしている中ではなんでもそうです。農業の方でもそうですけども、

全国一律の視点で考えないでください。北海道はどこも地盤が悪いものですから、道

路整備でも見えるところしか見ていない。基礎に地層に大変なお金がかかるのだよ。

そのことをプラスアップで北海道的に見ていただかなければ、進捗率が非常に悪いの

ですという話を、私の方で提案をしながら説明をしているわけでありますけども、そ

のことを聞いて改めて感じる方々、講師の方々がいるわけであります。そうなのです

かと。そういうことを考えた場合に、本当に地域の実情・実態というものをどんどん

説明し、訴えていかなければならないという状況にあるということは明らかであるわ

けであります。 

  ただ、全国のこの期成会等々を含めてそうでありますが、ワタヌキさんが会長を長

くやられて、政治力を持ってきたわけでありますけども、今回、全国の大会のなかで
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会長を変更しまして、コガさんが改めて会長に。２つの組織、利用協会と促進協会が

あるわけでありますけども、２つにまたがる動きをしてくれるということですから、

いまご存知のように族議員という方がいなくて、本当に積極的に声を上げていただけ

る。政治の世界は厳しい状況になっておりますので。きょうも先ほど農業関係の整備

課長とも話しをしていたわけでありますけども、町長なんとか総額確保をと。これは

自治体の首長が声を上げて出さなければなかなか届きませんので、是非お願い申し上

げますという話を聞いたわけでありますけども、改めてそういうことを含めれば、

様々な組織があるわけでありますから、そこを通じて今金から発信するなりあるいは

全道の中できちんと発信していくような努め方をしていかなければならないのかな

と。 

  先ほども、冒頭あいさつをした経過の中にありますけども、もう１点は明らかにそ

のことが語っているのは、復興費にまだ国は手を付けてきている。復興は全面的に国

で見るという状況にあったわけでありますけども、復興費については自治体負担を求

めるということになったわけであります。大会でもそのことが大きな問題になりまし

て、国交大臣も出席し、そのことで答弁をしてくれたわけでありますけども、そのこ

とについては復興は復興だ、道路は道路だということで、明確に切り離して考えてく

ださいという声を、この大会を通じて皆で声を上げた経過があるわけでありますけど

も、その厳しさというのはいろいろな場面にあります。取り分け、公共事業という部

分の中で非常に大きな問題が出ていると。ただ、東京的にいいますと、大きな企業は

もうホクホクだという状況にあるわけです。小さい仕事は受けない。何十億単位の仕

事なら全然目を向けてくれない。何百億単位の事業しか受けていかないということで、

非常に景況感は非常に持っているそうであります。そのことが国会予算の中にも広ま

っていて、公共事業はもういいのではないかという話が広まっていることに、非常に

私共は懸念を持っている。地方はそうではないという声は少し強く上げていかなけれ

ばいけないのかなと。 

  ある議員さんが、大会のステージの上で会話をしていて、先生、何を話していたの。

いやいやどこかの県の議員が北海道の議員に向かって、北海道はいいでしょう、あん

なに広い道路なんか大して車も通らないのだから、道路予算なんかいらないでしょう

という話をかけてきたと。とんでもないという話を、ステージの上で言っていたのを

私は見ていたものですから、終わってから何話していたのと聞いたらそういう話だそ

うです。本州の方を含めて、少し北海道の事情をきちんと伝えていくことが必要では

ないかなと。 

 私が持論としているのは、町長になったときには、北海道開発予算１兆１，０００億

円ありました。いまは４，０００億円代です。何をやっているのだということは問わ

ず、先生方には強く声を上げて訴えているわけでありまして、この声を止めることな

く、公共事業が行き詰っている部分がありますので、道路に限らず総額確保に向けて、

これからも取り組んで参りたいと思います。 

〇委員長（向井孝一君） 徳田君。 



- 25 - 

 

〇６番（徳田栄邦君） 当然、この社会資本整備交付金というのは、それぞれの町村に

おいて計画を立てて、その計画に基づいて事業を進めているわけですよね。そうしま

したら、これだけ予算が付かないと、例えば中央通線についても、神丘１０号線につ

いても、２８年度で事業完了というような計画でありますよね。違いますか。 

  違うのだったらちょっと答えてください。 

〇委員長（向井孝一君） 公営施設課長、安達君。 

〇公営施設課長（安達雄一君） いま仰られました、２８年度というのは、当初計画は

２８年度ということで、神丘も中央通線も計画しておりました。 

  ただ、いまご指摘あったように交付金の配分が思うように付かないものですから、

昨年度から平成２９年度に修正したというご報告は以前にさせていただいたところ

であります。 

〇委員長（向井孝一君） 徳田君。 

〇６番（徳田栄邦君） ２９年度ですよね。 

  だけども、まだいま全体で４割もいっていない段階で、これが２９年度で終わると

は考えられないのですよね。 

  ですから、これはやはりきちんとした計画の見直しというのも必要であろうと思う

し、我々にもその計画というものをきちんと変わったのであれば変わったようにきち

んと示していただかなければならないと思うのですよ。 

  いま町長からいろいろお話がありましたけども、我々は当初予算の審議のときには、

この参考資料を見てこれで町民に説明するわけですよね。ですから１０号線の防雪柵、

今年はどうなのかといったら、金額は入っていませんから、総額で１億４，０００万

円の金額でしか入っていませんから、メーター数で今年は２７０メートル、去年の続

きからやりますよと。聞かれるとそういうように答弁するわけですよ。そうすると、

実際に予算は国のやることですし、他の町村でも同じだと思うのですけども、議員が

答弁した２７０メートルという数字は丸っきり違うわけですよね。予算が付かないか

らそこまでいかないわけですよ。そうして、町長も行政報告の中で述べていますけど

も、まだ補正が付くかどうかわからないから、この変えた数字については補正予算で

あとから減額しますよと。それまでのあいだというのは、この当初予算の数字より

我々には示していないものですから、このとおりのことを言っているものですから、

議員が嘘をいっているのではないかということになってしまうのですよね。 

  やはりこういう予算審議の在り方というのは私はまずいと思うのですよ。ですから、

途中で変わったのであれば、いずれかの時点で、今年度はこういう当初予算で組みま

したけども、国の補助金が付かないのでこういうふうになりましたという説明が議会

にあって、それに基づいて予算執行されるのであれば、我々は嘘をついたことになら

ないし、我々もこういうふうになりますよと言うことができるのですけども、それま

でのあいだの経過が何も説明がない中で、当初予算の審議はなんだったのだというこ

とになりませんか。これはやはりいつかの段階で変えなければならないし、やはり当

初予算の事業調書の中でちょっとやはり国の補助金の関係によっては、ここまで予算
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が付かない場合はこの工事は少し伸びるかもしれませんとか、そういうことが書かれ

ていればいいのですけども、一言もそういうことには触れておりませんよね。当初予

算の審議のときにそういうことは一言も言っていませんよね。それではやはり予算審

議というものは私はまずいのではないかと思うのですよ。 

  だから、町長は期成会の役員ですから、もう少し町村の出した計画というものに基

づいて国にきちんとした予算付けをしてもらう。それを町村は執行する。そういう形

に改めてもらうようにもっと中央へ行って、国に対して意見を言うか、それとも最初

から当初予算のときから１００％で組むのではなくて６０％で組むとか、なんとか方

法を変えなければ予算審議そのものがどうなのだということになりかねないと思う

のですよ。 

  我々、議員の言っていることが、町長、間違っていると思いますか。 

〇委員長（向井孝一君） 町長、外崎君。 

〇町長（外崎秀人君） いま、委員が仰っているような部分も、この前もそれぞれの町

長なり組織からもありました。実施率が今金も既に中央通もありました。和工のとこ

ろの交差点までいかないで何十メートルのところで止まってしまった。予算が当然付

かないわけですから。そういう状況がいまどこでも生じていると。 

  農業関係もそうです。希望した予算が６割しか付かない。４割削減された。当初で

なくて途中で削減されて実施ができないと。そういう大変な情勢・状況というものが

当然あるわけであります。 

  ただ、理解していただかなければいけないのは、いま我々要望団で話をしているの

は、北海道は真面目な要請をしているわけであるけども、他の県は、言葉は悪いです

けども、膨らませて減額率を抑えて、なんとか確保しているということもあるようだ

という噂話も側聞するわけであります。そう考えたときに対策としてどうなのかとい

う議論になるわけでありますけども、今金町に例えた例を挙げても、予算はあくまで

も予算だと思っております。いま仰るような形の中で、計画が１００メートルやる経

過があるけども、予算付きでもってはわかりませんということにはならない。あくま

でも予算は予算。上げたものと道に、国に申請しているものの整合性を取らなければ

ならないということから、その辺の括弧書きをして、最悪の場合は８０になるか７０

になるかわかりませんということにはならないし、口頭では当然あり得る要素はあり

ますけども、予算書の中にはその辺は記載することができる状態ではないと思うので

す。本当に今回の６月補正でもそうですけども、いろいろなところに確定したと、確

定数値でもって予算を上げたり減額している部分があるわけでありますけども、この

時期にある程度決まる。まだまだ確定できないものは、国の予算そのものの金額が今

っても、補助要綱が出てこない状況の中で、正式に手を付けられないという状況の事

業もあるわけであります。委員の仰るとおり、本当になかなか私どもとかみ合わない

要素の状況等あるわけでありますけども、議会には議員さんが町民から言われる以上

に町長がそのことを強く言われるという。提案者が私であるわけでありますから、こ

の予算を計画どおりに執行にならないのではないか、なんでこんなに金額が下がるの
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だということについては、それは議員さんではなくて私に向けた言葉ではないかなと

いうことを受け止めなければいけないと思っています。あくまでもそういうことから

ときの情勢・状況等々を踏まえて、ある議員さんとも一時、相当前に話したこともあ

りますけども、何故補正をやるのだと。補正なんかなくてもいいのではないかという

話がありましたけども、そうはなりません。やはりときの状況によって上がり下がり

がありますから、それに速やかに対応するために議会を、４回の定例議会というもの

があって、その中で状況を踏まえて予算補正というものをさせていただくという仕組

みがあるものと、私は理解しております。決してそのことが望ましいということは思

っておりませんけども、思いとしては委員が仰るように計画どおりの執行率を高めて

いきたいわけでありますけども、いままで明らかにそういうこともあり得るし、これ

からもあるだろうという思いを持っています。 

  そういうことをきちんと踏まえながら早め、早めの対応を状況の中で、途中経過み

たいな説明を加える努力を、これからもして参りたいと考えておりますので、よろし

くお願いしたいと思います。 

〇委員長（向井孝一君） 徳田君。 

〇６番（徳田栄邦君） 町長言うように、これは予算書に書くわけにはいかないですか

ら。 

  ただ、参考資料とか事業調書資料とかには入れられるわけですから、そのことを議

員が理解していなかったら、なんだお前は、当初予算のとおり執行しないでどうなの

だということにもなりかねないので、その辺のところはやはり今度はやはり皆さん当

初予算の審議のときに、議員の皆さん方に１００％の執行ではないですよということ

だけは理解してもらうような努力が必要でないかなと思いますので。 

〇委員長（向井孝一君） 町長、外崎君。 

〇町長（外崎秀人君） 先ほどちょっと答弁漏れたのですけども、様々な期成会を含め

た７割・８割が道路の要請なのですよ。 

  声としては、いま手を付けているところから完成させなさいという声もあるのです。 

  国的にはミッシングリンクというのは早くつなげという大きな声と、もう１つはリ

ダンダンシーという言葉がありまして、これは１つの道路が１つの機能でなくて、迂

回路の機能なり、噴火を想定した代替えの道路という様々な要素があるのだから、要

素を踏まえてより高い予算を確保してくれ、急げという声があります。どちらがいい

か非常に難しい。いま手を付けても早く完成して次に次にという声もあるし、もう何

年もやってるんだ、頼むからちょっとでも手をかけてくれと。新幹線もありますよね、

長万部側から手をつけるだとか、札幌側からやってくるだとか。それと同じような問

題も抱えている部分がありまして、私どもとしては速やかに予算を付けてもらって、

次から次へと整理をしていって、新たな事業に取り組んでいただきたいという思いが

あるわけでありますけども、ずっと待っているところについては、少しでもいいから

姿を見たいので、ちょっとでもいいから手を付けてくれないかという思いのあるとこ

ろも、実際に声として強くあるものですから、その辺の調整なんかも。今金も含めて
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そうでありますけども、是非その辺を勘案しながら、いずれにいたしましても情報は

きちんと出して参りたいと思います。 

〇委員長（向井孝一君） 上村君。 

〇１１番（上村義雄君） １１番、上村です。 

  浄化槽の部分で、ちょっとお聞きします。 

  この当初の計画から減ったという部分もあるわけでありますけども、２ページに出

ているやつでございますが。 

  これは個人の部分であったり、また町が単独であれした部分が２件あるようですけ

ども、これは集落の集会所の合併浄化槽というのは、これには含まれないのですか。 

  当初のあれでは集落の部分については考えていないような部分で認識していたわ

けですけども、個人の部分の住宅の部分がある程度行き届いて、この数字的にも年度

で使う基数の部分でも、かなり減ってきているというか、浸透しているのだろうとい

うふうに理解するわけですけども、これは昨年なんかは、集会所の改修、屋根だとか

壁だとかの部分での処置をしてもらったわけですけども、この合併浄化槽については

入っていないのですよね。そこら辺りが今後そういうのができる方向性というのはあ

るのかないのか、そこら辺りをお聞きしたいと思います。 

〇委員長（向井孝一君） 副町長、清水君。 

〇副町長（清水 寛君） いま質問のあった浄化槽の関係ですが、個人が浄化槽を設置

する段階に助成をしている部分の２７年度の予定がまとまって精査をした結果、これ

だけ必要がなかったと。大体１５基程度の予算を持っていたのですが、そういうこと

で今回落とさせていただくということになります。 

  いま上村委員が仰った部分の地域の独自集落等のセンター等のそういう部分につ

いては、これはまちづくり推進課の所管になります。要望があり必要があるものにつ

いては順次対応してきているつもりであります。ですからそれらの要望が出ればそれ

らについてはお聞きし、然るべき手を打っていくことは十分可能だと思っております

ので、その点でご理解をいただきたいと思っております。 

〇委員長（向井孝一君） 上村君。 

〇１１番（上村義雄君） 要するに集会所なんかの合併浄化槽についても、要望があれ

ばそれは対応可能だというふうに理解していいわけですね。 

〇委員長（向井孝一君） 副町長、清水君。 

〇副町長（清水 寛君） 言葉が漏れておりました。 

  町が設置をした、例えば寿の家だとか、生活改善センターだとかの部分を指してお

話をさせていただきました。 

  その他に、自前で設置している部分がございますね。いま委員が仰っているのはそ

の辺の部分であると、これはまた今後十分に検討・協議をさせていただかなければ、

いま即断でやりますとかという話にはちょっとなりません。 

〇委員長（向井孝一君） 他にありませんか。 

  なければ、以上で、公営施設課の質疑を終わります。 
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  次に、教育委員会より説明をお願いいたします。 

  始めに、教育長からお願いいたします。 

  教育長、中島君。 

〇教育長（中島光弘君） 私の方から、口頭で説明させていただきたいというふうに思

います。 

  まずもって６月３日に共和町と寿都町の方に、総合体育館と図書館の関係の視察と

いうことで、参加をいただきましてありがとうございました。今後も適宜情報提供等

ご助言賜る場面がございますので、どうぞよろしくお願いをしたいと思います。 

  いま体育祭と運動会のシーズンであります。今金中学校の体育祭については既に終

了しておりますけども、今後、今週の日曜日に今金小学校の運動会、翌週の１９日金

曜日には今金高等養護学校の体育祭、２１日の日曜日は種川小学校の運動会というふ

うになっておりますので、時間がつきましたらご覧いただければというふうに思って

おります。 

  それからイジメの関係でありますけども、特段、今金町で大きなイジメはありませ

んけども、先般、報道の中では、高校生のいろいろな事件だとかが起きておりますの

で、学校の方には、もう一度命の大切さであるとか、生徒指導の徹底であるとか、そ

れから子どもたちが発しているサインを見逃すことのないようにということで、指導

をさせていただいております。 

  関連でありますが、６月２５日木曜日、移動教育委員会いうことで、今回、今金中

学校の生徒会と教育委員さんの懇談会をする予定でおります。このテーマは、生徒会

からの要望もありますけども、イジメ、部活動についてということで、子どもたちの

忌憚のない意見と、教育委員の皆さんのいろいろな研修も兼ねて、意見交換をして参

りたいというふうに思っております。 

  それから、各機関との連携の推進状況でありますけども、まず北翔大学の服飾学科

との連携関係です。 

  きょうの新聞報道にも出ておりましたけども、現在、ウェディングプロジェクトと

いうことで実施をしております。１０月に発表する機会をということでありますけど

も、いま２０代１名、５０代１名、６０代４名、７０名代３名、１００歳が１名とい

うことで１０名の応募をいただいておりまして、この皆さんで実施をする予定でおり

ます。特に１００歳のおばあちゃんについては、当日１０１歳になる予定でおります。

ただ、車いすで生活されて施設に入っている方で、ご自分の意向でありますし、家族

の意向でもあって、是非そういう装いをさせてあげたいということで、大学の方も現

場に出向いて採寸をしたりというご配慮をいただいております。いまの状況でいくと、

報道関係も入る予定がされているようです。今後いろいろと詰めをしていきたいとい

うふうに思っております。 

  それから、札幌交響楽団のプロ講師の派遣等についてでありますが、これも昨年初

めて実施をいたしましたけども、今金ミュージックスクールということで、今年は８

月１日、２日の日程で今金町民センターを会場に、今金中学校、八雲中学校、長万部
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中学校ということで、今回は渡島管内の近隣の中学校との交流事業ということで位置

づけて実施をしていきたいと。もちろん子どもたちの連携が進むわけですけども、管

内を超えて渡島の教職員とも今後いろいろな意味での交流研修ができればというこ

とで、その橋渡し的な意味合いもあるということで、校長先生等にはお願いしている

ところであります。 

  それから、子どもたちが毎年夏休みにドリームバスツアーということで、本物体験

ということでいろいろな場所に体験の機会を作っております。昨年は近代美術館丸ご

と体験ということで実施いたしましたけども、今年は８月８日土曜日に、これは一番

のメインになると思いますが、札幌コンサートホールキタラの丸ごと体験ということ

で、コンサートの鑑賞後、バックヤードだとかいろいろなところを、いま今金町の子

どもたちのために提供いただくということで進めております。これも札響事務局のご

配慮をいただいて実現している事業であります。 

  それから、ゴスペル歌手のナツキさんのコンサートということで、８月２６日に芸

術鑑賞授業で中学生を対象に日中開催いたします。これはチラシも出しますけども、

一般の方も鑑賞可能であります。夜に教会コンサートということで、ゴスペルは本来

教会でやるものでありますから。特にナツキさんの他にいまのところ２０名近くのコ

ーラス隊も同行して今金に来ると。これも昨年実施しましたコミュニケーション講座、

札幌で青年の皆さんが交流しておりますけども、その中で出てきたご縁でありますの

で、今回も実行委員会を作って。今回はナツキさんはちょっと年齢が高いのですが、

コーラス隊の皆さんは若い方がいらっしゃるということで、うちの方の青年と皆さん

と交流をしながら、これからいろいろなコミュニケーションを図っていくような機会

を作りたいということで、これは産業振興課であるとか、関連課とも連携をしながら

進めたいというふうに思っております。ただ、夜の教会コンサートは１００名程度し

か入れませんので、整理券を出す予定でおりますので、よろしくお願いします。 

  それから直近の情報提供では、６月１９日金曜日ですけども、これは教育局という

よりは檜山の振興局主催になりますけども、少年の主張の檜山大会が今金会場です。

今金町民センターで檜山管内の中学生、各中学校で２名代表がそれぞれの意見発表を

いたしますので、６月１９日金曜日午後１時から町民センターでありますので、是非

子どもたちがいま何を考えていて、どんなことを夢見ているのかという辺りも、実際

に聞いていただければ幸いだと思っております。当日は今金中学校は授業も兼ねて全

員鑑賞できるような対応をしたいと。今金町は開催町ですので、２名枠プラス１とい

うことで３名出場する予定になっております。成績はともかく、自分の意見をきちん

と持って、多くの皆さんに発表するということが一番貴重な体験でありますので、今

後もきちんとした指導をして参りたいというふうに思います。 

  このあと、補正予算の関係でありますとか、諸々の資料について担当の方から説明

いたしますけども、補正予算の中で節の表記に誤りがありました。私の方からお詫び

をして訂正をさせていただきますが、のちほど担当の方からお詫びをさせていただき

たいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 
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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。 

  教育委員会の所管事項としましては、説明事項１点、報告事項６点があります。 

  それらにつきまして、伊藤次長より説明させていただきます。 

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。 

  教育長からございましたとおり、資料に誤りがございます。説明に入ります前に訂

正の方をよろしくお願いいたします。 

  資料２ページになります。３款民生費、２項児童福祉費、５目就学前子育て支援施

設支援費の補正予算の内訳、節になりますが、１３節委託料となってございますが、

ここは本来２段になりまして、上段が１９節負担金補助及び交付金、下段が２０節扶

助費となります。大変申し訳ございません。訂正しお詫びを申し上げます。 

  それでは改めまして、説明事項１、平成２７年度一般会計補正予算第１号の概要に

ついてご説明を申し上げます。 

  今回の教育委員会所管予算の補正は、歳入で３６８万９，０００円、歳出で１，６

１３万７，０００円を追加しようとするものでございます。 

  １ページをご覧願います。 

  歳入になります。 

  １２款使用料及び手数料、１項使用料、２目民生使用料で、１，０００円の減額は

滞納繰越分で、平成２６年度のへき地保育所保育料が現年で完納となったことによる

ものでございます。１３款国庫支出金、２項国庫補助金、４目教育費国庫補助金で、

３７７万円の追加はへき地学校保健管理費補助金で、スクールバス購入に係る補助金

の交付の内定を今年度既に受けたことにより追加となるものでございます。内容につ

きましては歳出の方も関連いたしますので、のちほどご説明をいたします。１４款道

支出金、２項道補助金、５目教育費道補助金で、８万円の追加は学校・家庭・地域連

携協力推進事業費補助金で、土曜日の教育活動推進事業に対し、補助の方が決定した

ことによるものでございます。 

  ４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の概要でございますが、ページの左下の枠

で囲まれている部分が、今金町の行っております事業の概要になります。今金町では、

社会教育の分野で土曜日の教育プログラムの企画運営をしてございますが、それらに

対しまして、８万円を限度といたしまして経費の３分の２が補助されますということ

で、今回補正をしているところでございます。 

  ２ページへお戻り願います。 

  歳出になります。 

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

需用費で、消耗品費で４万円、食糧費で３万７，０００円の追加でございますが、へ
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き地保育所の入所児童が当初見込みよりも増えたことによるものでございます。５目

就学前子育て支援施設支援費１，１３０万７，０００円の減額は負担金補助及び交付

金で２３０万７，０００円の減額、扶助費で９００万円の減額でございますが、認定

こども園いまかね育ちの支援事業補助金と、認定こども園いまかね施設給付費扶助費

の減額でございまして、それぞれ地方創生事業費への振り替えによる減額でございま

す。１０款、１項教育総務費、２目事務局費で１６４万７，０００円の減額は臨時事

務員賃金で、こちらにつきましても地方創生事業費への振り替えによるものでござい

ます。１０款、２項、１目学校管理費で３３万２，０００円の追加は需用費で、修繕

料の１８万６，０００円の追加は、こちらは今金小学校エレベーターの停電時自動着

床装置のバッテリーが、定期点検におきまして交換が必要というふうになったことに

よるものでございます。役務費で１４万６，０００円の減額は手数料で、今金小学校

建築設備調査手数料でございますが、こちらは建築基準法に基づきまして３年ごとの

特定建物検査というものを行っているところでございますが、この検査のない年につ

きましては、設備のみの点検・調査報告が必要ということになったことから、今回補

正をお願いするものでございます。１０款、３項中学校費、１目学校管理費で２，２

５８万６，０００円の追加は需用費で７６万７，０００円の追加は、購入を予定して

おりますスクールバス用のスタッドレスタイヤ購入に伴います消耗品でございます。

役務費で１５万６，０００円の追加でございますが、小学校費と同様に建築設備の調

査手数料の追加でございます。備品購入費２，１６６万３，０００円の追加はスクー

ルバスの購入費でございます。 

  資料５ページをご覧願います。 

  購入を予定しておりますスクールバスの規格でございますが、乗車定員が４４名と

いうことで、現在使用している車両とほぼ同等の規格ということで考えております。

参考価格、補助金については下の方に記載しておりますが、補助金につきましては、

今年度補助要綱が変わりまして、限度額が前年よりも１２０万円増の３７７万円とい

うことで、満額で内示をいただいているところでございます。 

  ２ページお戻り願います。 

  ２目教育振興費、備品購入費で１８万円の追加は今年度特別支援学級が１学級増え

たことによります義務教材費の追加でございます。 

  ３ページをお願いいたします。 

  １０款、４項社会教育費、１目社会教育総務費で、３３９万７，０００円の追加は

報償費で２万５，０００円、内訳としまして、学校・家庭・地域連携協力推進事業講

師謝金１万円、同じく参加者の記念品で１万５，０００円の追加、それぞれ土曜日の

教育活動推進事業に係る分でございます。需用費で９万５，０００円の追加は消耗品

で、こちらも土曜日の教育活動推進事業分ということでの追加でございます。備品購

入費で１７５万円の追加は管理用備品購入費でございますが、こちらはワイヤレスマ

イクシステムの購入によるものでございますけども、大人数で行う芸能発表ですとか、

読み聞かせなどのステージ発表や各種イベントにおいて活用を予定しているもので
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ございますが、これに加えまして学校の体育館で行われる式典・発表などの際に、非

常に声が聞き取りにくいというような状況もございますので、そちらの方にも対応で

きるものということで購入を予定しているものでございます。負担金補助及び交付金

で１５２万７，０００円の追加は今金町国際・国内交流事業補助金で、ニュージーラ

ンドの中学生派遣事業の派遣生徒数が確定したことによるものでございます。 

  資料の６ページをご覧願います。 

  平成２７年度の今金町国際・国内交流事業についてということでございますが、左

側の四角で囲まれた部分になりますが、ニュージーランド中学生派遣事業に関する取

り組みということで、参加者の減少傾向を受けということで、これまで昨年７月の国

際交流懇談会から第１次募集、アンケート調査の実施などを経まして、５月２２日に

第２時募集の締切をしたところでございますが、今年度につきましては生徒１８名の

応募がございました。資料の方にはないのですけども、６月８日に先行面接の方も既

に終了いたしまして、全員の派遣を決定しているところでございます。これに引率者

２名を含めまして２０名を８月６日から１６日までの１１日間の予定で派遣をいた

します。当初予算が１５名ということで見込んでおりましたので、全部で２０名とい

うことでこの差額を今回追加しようとするものでございます。 

  ７ページには、これまでの派遣人数・受け入れ人数、８ページ、９ページには今年

度の派遣事業の開催要項、現在の日程案ということで付けておりますので、こちらの

方はのちほどお目通しいただければと思います。 

  ３ページにお戻り願います。 

  １０款、５項保健体育費、１目保健体育総務費で４４万９，０００円の追加は今金

町体育協会に対する補助金でございまして、全国空手道選手権大会への派遣経費の一

部を補助しようとするものでございます。 

  資料の１０ページをご覧ください。 

  記載のとおり６名の児童・生徒が全国大会の出場権を獲得しております。そのうち

１名が都合が悪いということで５名が小中学生大会、高校生大会へそれぞれ出場いた

します。小中学生大会の引率者１名分を含めまして６名分の派遣に係る経費の３分の

２を補助しようとするものでございます。高校生につきましては今年度初めて全国大

会ということになっております。 

  資料３ページにお戻り願います。 

  １０款、５項、２目体育施設費で１５０万円の追加は報償費で総合体育館建設設計

競技報償費でございます。総合体育館の建設につきましては、現在構想委員会の皆様

に検討いただいているところでございますが、今後委員会の方から出されます基本構

想を基に基本設計をするところでございますが、コンペ方式をもって業者の選考を行

いたいということで、それに係る報償費ということでございます。３目学校給食費で

５７万円の追加は需用費で、給食センターの調理場窓の修繕料でございます。 

  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。 
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  １２ページをお願いいたします。 

  平成２７年度の学校別の児童生徒数及び学童保育所・子ども発達支援センターの利

用者の一覧でございます。 

  ６月１日現在でございますが、種川小学校につきましては児童数１４名、今金小学

校では１９３名、今金中学校では１４４名となってございます。 

  学童保育所の利用者ですが、４月のスタート時点では７０名でしたが、現在６７名

でございます。 

  今金町子ども発達支援センターの利用者につきましては、児童発達支援・放課後等

デイサービス事業で今金町・せたな町の利用者合わせまして４４名、発達支援センタ

ー事業では２７名となっておりますが、発達支援センターの利用者につきましては今

後更に増えてくる予定となってございます。 

  １３ページをお願いいたします。 

  平成２７年度の認定こども園いまかねの入園状況でございます。 

  こちらも６月１日現在となってございますが、教育利用（１号認定）の部分ですが

現在２６名、保育利用につきましては１０３名、合計で１２９名が入園しております。 

  下段には子育て支援センターの活動状況、給食センターからの主食米の提供状況と

いうことで記載されておりますので、こちらはお目通しいただければと思います。 

  １４ページをお願いいたします。 

  へき地保育所の状況（６月１日現在）でございます。 

  種川へき地保育所では１３名、鈴金へき地保育所では１６名の児童が入所しており

ます。 

  １５ページをご覧願います。 

  平成２７年度の土曜日の教育活動推進プランモデル事業、今金わくわくカレッジイ

マカレでございますが、今年度につきましては１０個のプログラムを予定してござい

ます。これまで４月、５月のプログラムが終了しておりますが、１６ページ、１７ペ

ージにそれぞれの事業の報告を付けてございますので、のちほどお目通しをいただけ

ればと思います。 

  １８ページをお願いいたします。 

  平成２７年度今金ふるさと塾・動く公民館事業の年間予定でございます。 

  こちらの方も５月１７日の今金オリエンテーション、５月２０日のナツキさんの夢

対談ということで終了しております。１９ページ、２０ページにそれぞれの事業の報

告の方を付けておりますので、のちほどお目通しをいただければと思います。 

  報告事項最後になりますが、別冊の資料でお配りをさせていただいております、外

部評価委員会事務事業点検評価結果についてでございます。 

  ５月７日に平成２６年度分の事務事業２８項目につきまして点検評価をいただい

ております。 

  個別の説明につきましては省略をさせていただきますが、各シートの一番下の欄が

外部評価委員さんからいただいた評価と意見となっておりますので、お目通しをいた
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だければと思います。 

  私の方から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。 

  なければ、以上で、教育委員会の質疑を終わります。 

  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。 

  委員会の方からありませんか。 

  理事者側からありませんか。 

  副町長、清水君。 

〇副町長（清水 寛君） 産業教育常任委員会において、合同委員会をお願いしたい部

分についてはございません。 

  ちなみに、昨日開催されました総務厚生常任委員会において２点お願いをしており

ます。 

  １点目は議案第１号で、まちづくり総合戦略室の設置条例の制定であります。 

  それと機構の一部改正を行いたいということで、提案いたしておりますので、これ

は条例等には関連ございませんが、この２点を合同委員会の中で全議員に趣旨をご説

明申し上げたいということでお願いをいたしました。 

  それとあわせて報告事項を１件お願いしたいと思っております。 

  せたな地区で建設が予定されております風力発電の送電経路の関係でありますが、

５月に電源開発機構の方から私どもの方に計画の日程等の説明がありました。それら

の状況を議員の方にご報告をしておきたいと思っております。 

  今後の予定については議会の方に報告をさせていただいたのちに、地区の方に出向

いて説明をするという話になっておりますので、よろしくお願いしたいと思っており

ました。 

  以上です。 

〇委員長（向井孝一君） 理事者側から合同委員会の要請がございましたので、合同委

員会については必要というふうにいきたいと思います。 

  以上で、各課説明事項についてを終わります。 

  理事者の皆様には、ご出席をありがとうございます。 

  退席をお願いします。 

  ４時５分まで休憩いたします。 

 

休憩 １５時５５分 

 

開議 １６時０５分 

 

〇委員長（向井孝一君） 休憩を打ち切り開議いたします。 

  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。 



- 36 - 

 

  内容については、局長より説明いたさせます。 

  局長、柏田君。 

〇議会事務局長（柏田泰明君） それでは、２７年度の所管事務調査についてというこ

とであります。 

  この件に関しましては、改選期でない場合は３月の定例会に所管事務調査の箇所・

場所・目的等を記載しまして、議長発議によりまして閉会中の継続調査ということで

出しておりました。 

  今回は６月ということでありますけども、今年からこの申し出については、これま

で日程を決定しておりましたけども、これについてはそれぞれ事業の実施状況・進捗

状況や予算の執行状況等々もありまして、通年による委員会の継続調査をしていこう

という考えでおります。 

  この部分については議会運営委員会がやっておりますように、都度、議会の承認を

得るのではなくて、１年間を通じて開催の許可を取っておくと。やるためには委員長

名で議長宛に何々をもってやりますという通知だけで終わらせられるような方向を

取りたいということで、皆様のお手元にサンプルを付けております。議長宛に委員会

の閉会中の継続調査の申出書ということで、事件については委員会条例の第２条に規

定されている、産業教育常任委員会の所管する事務事項と、地方自治法第１０９条第

２項に関することということで、もうこれは決められておりますので、あえて謳わな

いでこの処理で議会の了承を取れば、あとは所管事務調査をやるとき、逆に言うとい

ままで議会前に委員会をやること自体がちょっと変則でした。これをとることによっ

て通年で委員会を開催できますので、議会の前段で委員会をやることも何ら問題なく

なります。 

 そういうことから、きのうの常任委員会もそうですし、きょうの常任委員会、それと

これまでの議会運営委員会についても、通年で行ってきておりますから、これで３つ

の委員会、それと広報発行常任委員会もそのように。いまは議会終了後すぐ広報委員

会を開催しておりますけども、この部分につきましても通年で議会の了承を得ておく

と都度開催が可能ということでありますので、そういうことで継続審査の申出をした

いと思います。 

  なお、今後の所管事務調査につきましては、どのようにするか委員の皆さんでご協

議をいただきたいのでありますが、例年７月の後半にやっています所管事務調査で、

中間の報告はありませんけども、１２月で委員会報告をしておりましたけども、その

期間ずっとあいだが空いたままで、最終的には産業で言いますと、作況状況だとかそ

ういうものも加わるとすれば、７月ではなくもっと遅い時期に実態調査を行うのが望

ましいのでないかという考えを、事務局としては持っております。その辺のところを

今後日程等も踏まえながらご協議をいただければ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。 

〇委員長（向井孝一君） 局長の方から説明があったように、１年を通じて議長の許可

がなくても委員会を開催できるということでの意味はあると思いますので、この点に
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ついて皆さんのご意見をお聞かせいただければと思います。 

〇６番（徳田栄邦君） それでよろしいと思います。 

〇委員長（向井孝一君） 他の人もよろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

〇委員長（向井孝一君） 局長、柏田君。 

〇議会事務局長（柏田泰明君） 続きまして、所管事務調査の一覧表というものを皆さ

んのお手元に配布しております。これは平成１９年からこのようにやってきておりま

す。 

  カラーで年度ごとに色付けをしまして、こういう箇所を見に行きましたということ

で配布をしております。 

  また、きょう皆さんの方に事務事業調書というものがありますけども、この中から

事業を選択して見に行くということも可能ですので、これは小川議員を除く皆さんに

はきょうこの事務事業調書をお渡ししております。この概要版を見ながら選定しても

らうのも結構ですし、またこれについてはいろいろな事業も載っておりますので、ご

活用いただければというふうに思いますけども、そういうことで進めていただきたい

と思います。 

〇委員長（向井孝一君） 徳田君。 

〇６番（徳田栄邦君） 日程及び調査箇所については委員長と副委員長と事務局で協議

をしてお示しください。 

〇委員長（向井孝一君） 皆さんそれでよろしいですか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇委員長（向井孝一君） それではのちほど事務局を交えて、正副委員長の方で決定を

していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

  それから、これに直接関係はないのですが、委員会を通じて町民会議を議運の方で

主催でやっているのですが、１年に１回くらい、委員会独自の懇談会を、いま要望さ

れているのが、農業委員会の方から所管の人たちの懇談会をやってくれませんかとい

う要請がございます。そういうことを考えたときに、例えば商工会の理事の皆さんだ

とか、あるいは農協の役員の皆さん、建設協会の皆さんだとか、部分的に１年に１回

か２回くらい、皆さんの時間があく状況の中で進めていきたいと思うのですが、それ

はただの懇談会で終わっても構わないと思うのですよ。やはりそういう団体の人たち

がどういう考え方を持っているかということを、議員として吸収するということも学

習の１つであるということを念頭に置きながら、そういう進めも正式なこれと関係な

くいきたいと思いますので、頭の隅においていただきたいと。計画については副委員

長と相談しながら進めたいと思いますので、よろしくお願いします。 

  その他についてを議題とします。 

  第５次今金町総合計画後期計画策定審議会委員の指名について、局長に説明いたさ

せます。 

〇議会事務局長（柏田泰明君） 第５次総合計画後期計画策定審議会委員の委嘱を町長
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の方から求められております。 

  この部分については皆さんもご承知のとおり２３年から１０年間、前期が２６年で

終わろうとしております。２７年度から後期が始まるわけですけども、例年、策定に

は常任委員会から２名の委員を指名して推薦しているところでございます。 

  今回につきましては、総務厚生常任委員会では正副委員長ということで２名の推薦

をいただきました。産業教育常任委員の中からはどのような選考をしたらいいかご協

議をいただきたいと思います。 

〇６番（徳田栄邦君） 合わせたらいいのでないですか。 

〇１１番（上村義雄君） 総務のように産教も正副委員長がそういうふうに参加すると

いうことに。 

〇委員長（向井孝一君） そういうことでよろしくお願いします。 

〇議会事務局長（柏田泰明君） はい。 

  それではそのように。 

〇委員長（向井孝一君） 次に、全道議会研修会のあとの視察をどうするかということ

で、議運の中ではそれぞれの所管の中で意見を出していただきたいという要望がござ

いました。例えばこちらから何か文書を出して視察するということではなくて、せい

ぜい立ち寄るというくらいの感覚の中で場所の選定をしていただければと思います

が、皆さんの方からどこか行きたいということがありましたらお願いいたします。 

  ちなみに総務の方はなかったそうです。 

〇６番（徳田栄邦君） 議運の中でどのみち決めるのでしょう。 

〇委員長（向井孝一君）そうしたら議運の方にお任せいただきますか。 

〇６番（徳田栄邦君） 議運というよりも、産教は正副委員長に任せれば。 

〇委員長（向井孝一君） それでは、全道研修ののちの視察については議運のメンバー

の中で協議するということにします。 

  次に、産業教育常任委員会の行政視察についてです。 

  これは目的と場所をきちんとしないと予算付けできませんので、選挙のない年は３

月定例会である程度の予算を出しながらやって、６月、９月の補正ということでやっ

てきたのですが。 

〇議会事務局長（柏田泰明君） 違います。 

  １２月の新年度予算に盛り込むという前提があります。改正のないときは。 

〇委員長（向井孝一君） そういうことで、総務の方では１２月定例会の新年度予算の

決定までに、目的と場所を決めていくというスタンスを取ったみたいですが。 

〇６番（徳田栄邦君） 両委員会とも道外へ出ていいということ。 

〇議会事務局長（柏田泰明君） 目的と場所がきちんと決まればそれは構わないです。 

  道外１回、道内１回という規定は別にないわけですので、必要とあれば。ただし、

それがきちんと場所・目的がないと財政査定に引っかかるということがあります。 

〇８番（村上忠弘君） 今年１年、目的と行き場所を検討して、１２月に向けての予算

要求のような形を取れればいいのでないですか。 
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  いまやると言ったら、９月補正にかけなければないということだから、もう少し時

間をかけてやりましょう。 

〇委員長（向井孝一君） 他の皆さんどうですか。 

〇６番（徳田栄邦君） やりましょうということは、今年はやらないで来年にするとい

うことだよね。 

〇８番（村上忠弘君） そうです。 

〇３番（加藤三明君） いまの話は来年に向けての。 

〇議会事務局長（柏田泰明君） すみませんいいですか。 

  基本的に改選期については、改選期にやっても構わないのですけども、時期的にい

まからやると９月補正しかありません。 

  ただ１２月補正でやると、２７年度の場合に行きますかという話になるのですよ。

冬に。そうすると、自ずと１２月の新年度予算に向けて、２８年度に向かって協議を

進めていった方が期間的に余裕があるだろうと。もしどうしても行かなければならな

い所管事務事業があるとすれば、それは９月ですけども、予算上８月前半までに全て

決定しなければならないとなると、ちょっと時間が厳しいのかなという感じはします

ので、その方が望ましいのかなという気は事務局ではします。 

〇６番（徳田栄邦君） わかりました。 

  いいですよ。 

〇委員長（向井孝一君） いいですか。 

  やろうと思えばできるのですよ。９月までにきちんと計画等を決まれば。 

〇３番（加藤三明君） （聞き取り不能） 

  きょうのきょうで方向性を出すこともちょっとあれでしょう。 

〇委員長（向井孝一君） ある程度の結論を出しておかないと、例えばうやむやにして

おいて９月に何々しますということにはならないし。 

〇６番（徳田栄邦君） だからいま村上委員が言ったように、来年にしようということ

だからそれでいいでしょう。 

〇委員長（向井孝一君） そういうことで、今回については１２月までに具体的な計画

を組むということでよろしいですね。 

  あと皆さんの方から何かありませんか。 

 

    ◎閉会の宣告 

〇委員長（向井孝一君） ないようでしたら、本日の産業教育常任委員会は終了させて

いただきます。 

  どうもご苦労様でした。 

 

閉会 １６時３０分 
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