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開議 午後 １時２８分 
◎委員長あいさつ 

○委員長（村本照光君） 皆さんこんにちは。会議出席ご苦労様でございます。先日は

天気が良くて喜んでいたのですけれども、昨日今日とやませで、今金ならではの寒い

風と低温が続いているわけですけれども、明日からの天気に期待しながら今日の委員

会進めさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 
 

◎町長あいさつ 
○委員長（村本照光君） 町長が出席されておりますので、開議に先立ちご挨拶をお願

いいたします。 
  町長、外崎君。 
○町長（外崎秀人君） こんにちは。第２回定例会に際しましての常任委員会というこ

とでございますけれども、私のほうから項目も何件かありますので、少し長くなりま

すが、ご挨拶かた報告事項させていただきたいと思います。今委員長のほうからもあ

ったわけでありますけれども、５月２８日以来、今金町に必要な雨が降っておりませ

ん。屋外の運動行事様々あるわけでありましてその辺は入らないで、なんとか潤す一

定の雨が必要かなと思うことは皆さん共通の願いであろうかと思っているところでご

ざいます。本常任委員会の所管に関わる部分で何点か申し上げます。 
  一点は、懸案であります国営緊急農地再編整備事業の進捗でございますけれども、

正式にはまだ私の耳には情報が入ってきておりませんが、農水サイドにおける第１次

の審査が通ったようでありまして、通常ではその審査を通りますと８月の概算要求に

登載される見込みとなるわけであります。そういうことからまたもう一点は、全道国

営協議会の要請が今あるわけでありますけれども、7月上旬に見学されている要請書の
原案が届いておりますが、その中道内では今金南地区と上川の北野地区の２箇所とな

っているわけでありまして、段々現実味を帯びてきているのかなと。北海道レベルの

取りまとめの中での、今金と北野地区がひとつの候補になっているということであり

ます。 
  既に今金町としての協力の要請活動を行うことで計画調整をしていたところであり

ますけれども、７月と８月上旬に集中した行動を行うことで、議会と協力団体２班の

実施について期成会長、町長内で正式要請を議長にしているところでありますが、改

めて言葉におきましてもお願いするところであります。 
  2点目の農業体質強化基盤整備促進事業につきましては、昨日私も金原地区の現場を
見てまいりました。1日一丁くらいのレベルで進んでいるわけであります。工事住宅の
業者調整や資材確保に時間を少しく要しましたが、工事が着手されたところでござい

ます。資材につきましては素焼土管等は確保できる状況にあるわけでありますけども、

疎水材のチップにつきましては原木確保が最優先課題となっているところであります。

今後の分も含めた確保について私も努力してまいりたいと思っております。 
  一昨日、振興局主催であります森林組合経営の意見交換会がございました。その中

でも話題になりまして、今金町はそういうことから間伐材、搬出した材料の使い道の

可能性が随分あるので、他の町は搬出してもまったく売れるところがないということ

で苦労しているわけでありますけれども、非常にその可能性に期待できるのではない

かという声が局長等々含めて関係者からあったところでございます。その関連から、

この度政策予算として林業機械整備の支援をいたしたく予算計上をしておりますので、

よろしくお願いいたしたいと思います。 
直接所管ではございませんが、昨日の総務厚生常任委員会の事案でもありました町
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の経済への影響という面からしますと、ひかりの里改築事業にあたりまして町として

の支援をいたしたく提案しているところでありますが、総事業費約６億５，９００万

円の減額となっています。町の補助はありませんが、第５期の介護保険事業計画に登

載した認知症型高齢者グループホームの整備につきましても、開設公募した結果１事

業者からの応募があり、この後審査を行い事業化となります。総事業費は約１億円く

らいとなっていることか、道交付金の歳入を見込み予算計上しているところでありま

すが、これらの事業によりなんらかの経済効果の波及が期待されるものと思っている

ところであります。 
次に昨日の常任委員会で経過説明しましたが、原発推進による原力供給問題で節電

の動きがあります。既に町行政における対応を指示していますが、道からは振興局を

通じ一昨年対比７％の節電を。その北電からは７月２３日～９月１４日の期限限定の

７％節電要請を受けたわけであります。役場庁舎においては電灯器具２５％の間引き

による節電を既に実施しているところであります。今後は他の施設での検討や、町民

向けの節電の呼びかけを行ってまいります。 
関連して、自然エネルギー確保でせたな町長から、西大里地区に民間による２０～

２２基の風力発電所の計画が内定したことから、その送電先が住吉地区を走っている

送電線に連携されるとのことであります。ルートの詳細は未定でありますけれども、

今金町の行政区域内に送電されるので、その際は協力をお願いしたいという挨拶があ

りました。詳細はわかり次第情報を出すことといたします。 
さきの全員協議会で行政訴訟の２件目の使用許可取消処分の請求訴訟の高等裁判所

での控訴棄却判決の報告をいたしました。その後６月８日に１件目と同様に最高裁へ

の上告受理の申し立てがあったことを弁護士事務所から連絡を受けました。このこと

につきましても、推移を見守りながら対応してまいりたいと考えているところであり

ます。 
その他にそれぞれの所管のほうから事前の提案説明を申し上げるところであります

けれども、その中でまた私の見解が必要であれば、その席で述べさせていただきたい

と思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。 
 

◎開会の宣言 
○委員長（村本照光君） ただいまの出席委員は６名で定足数に達しておりますので、

ただいまより産業教育常任委員会を開会いたします。 
 

◎定例会提案案件の説明 
○委員長（村本照光君） 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。 

○副町長（清水寛君） それではご説明いたします。平成２４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議案につきましては、９件であります。その内訳につ

きましては、条例の一部を改正しようとするものが１件。平成２４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。 
それでは議案第１号より順次提案理由を申し上げます。 

  議案第１号、今金町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例制定に

ついてであります。外国人登録制度の廃止に伴いまして、外国人住民の利便性の向上

及び市町村の行政事務の合理化を目的として、外国人住民を住民基本台帳法の適用対

象に加えることとして同法の改正が成されたことから、主要な規定の整理を行うため
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本状例の一部を改正するものであります。 
  議案第２号では、一般会計補正予算第２号であります。１億８４８万７千円を追加

し、補正後の額を４９億２，８０５万８千円にしようとするものです。補正の主なも

のは、歳入では財政調整基金繰入金が２，６７７万１千円。地域福祉基金繰入金が１，

５００万円。前年度繰越金が２，０９１万４千円。農業経営活性化特別対策事業拠出

貸付金償還金が４，０２５万円それぞれ追加であり、森林整備加速化・林業再生事業

補助金では１，１０９万１千円の減額であります。歳出では、財政調整基金積立金が

４，１７５万円。ひかりの里改築事業補助金が３，０００万円。浄化槽設置整備事業

補助金が１，３６０万円。林業機械整備支援事業補助金、新規でありますが７５０万

円それぞれ追加であります。 
  議案第３号では、国民健康保険特別会計事業勘定補正予算第１号についてでありま

す。２，１５６万６千円を追加し、補正後の額を１０億１８３万円にしようとするも

のです。主なものは国保運営委員協議会より答申に基づきまして税収減と各療養給付

の増加傾向の中ではありますが厳しい社会環境にかんがみ、税率を昨年並みに据え置

くことといたしましたので、財源調整のための国保会計における財政調整基金１，９

３９万９千円を繰り入れることでの調整をしており、その他税の確定賦課に伴う精査

が主であります。 
  議案第４号では、後期高齢者医療特別会計補正予算第１号についてであります。２

万４千円を追加し、補正後の額を７，９６５万６千円にしようとするものです。主な

ものは、連合納付金の繰越分保険料の確定に伴う措置が主であります。 
  議案第５号では、介護保険特別会計補正予算第１号であります。保険事業勘定にお

いて３，１１４万５千円を追加し、補正後の額を７億１，８１６万１千円に。サービ

ス事業勘定においては２万３千円を追加し、補正後の額を７９６万１千円にそれぞれ

しようとするものであります。主なものは事業の確定に伴う過年度分の国道支払基金

の追加交付金、７，２２万６千円を、介護保険基金に積立を行うこととし、第５期介

護保険事業計画に基づく平成２４年度の開設に向けた認知症対応型高齢者グループホ

ーム１施設、２ユニット定員１８名の整備に関わる、歳入では道支出金、歳出では介

護保険基盤整備費にそれぞれ２，３４９万円の追加などが主であります。 
  議案第６号では、介護老人保健施設特別会計補正予算第１号であります。収益的収

支において、５５４万９千円を追加し、補正後の額を３億７，７０２万１千円にしよ

うとするものです。主なものは人権費補正であり、財源調整として一般会計補助金５

５４万９千円をあてております。 
  議案第７号では、国保の施設勘定補正予算第１号であります。収益的収支において

は、１，２５４万３千円を減額し、補正後の額を７億５，２６０万９千円に。資本的

収支では支出において、７２万円を追加し、補正後の額を１億４，２１０万３千円に

それぞれしようとするものであります。主なものは人件費補正であり、財源調整とし

て一般会計負担金で１，０６４万６千円、一般会計補助金で２２０万３千円、それぞ

れ減額であります。資本的支出の７２万円の追加は奨学資金貸付金であります。 
  議案第８号では、簡易水道事業特別会計補正予算第１号であります。９万５千円を

追加し、補正後の額を１億３，６６３万８千円にしようとするものです。主なものは

歳入では２３年度事業確定に伴う繰越措置であり、歳出では人件費補正と維持費での

調整であります。 
  議案第９号では、公共下水道事業特別会計補正予算第１号であります。２０万円を

減額し、補正後の額を２億３，４９５万円にしようとするものであります。 



 - 6 - 

主なものは歳入ではし尿処理負担金、前年度繰越金の確定措置を行い、歳出では人

件費補正とあわせて一般会計繰入金において６１７万円の減額をもって歳入調整をい

たしております。 
以上であります。それぞれの提案事項の詳細につきましては、所管課ごとに説明を

いたしますので、よろしくお願いいたします。 
○委員長（村本照光君） 説明が終わりました。 
ただ今の説明に対して、質疑があればお受けいたします。 

（「なし」の声あり） 
  なければ、次に進みます。 

 
◎各課説明事項 

○委員長（村本照光君） これより各課説明事項についてを議題といたします。 
 始めに、産業振興課より説明をお願いいたします。 
  産業振興課長補佐、川平君。 
○産業振興課長補佐（川平秀明君） （産業振興課長補佐朗読説明、記載省略） 
○委員長（村本照光君）産業振興課長補佐、津山君。 
○産業振興課長補佐（津山泰彦君） （産業振興課長補佐朗読説明、記載省略） 
○委員長（村本照光君） 説明が終わりました。 
  ただ今の説明に対し、質疑があればお受けいたします。 
  向井委員。 
○３番（向井孝一君） 体質強化基盤整備促進事業の具体的な予算内容についてお伺い

したいのですが、当初予定していた事業費１６万か１８万か正しい数字はわかりませ

んけれども、事業者間の中で大変厳しい予算だというご指摘をされております。そん

なことで、例えば疎水材チップでやった場合に果たしてその予算は可能なのかどうか

という部分を含めて、業者間の了解というのはどんな状況になっているのかを教えて

いただきたい。 
○委員長（村本照光君） 産業振興課長、宮本君。 
○産業振興課長（宮本彰君） 想定した事業費また疎水材等の資材、そして施工にかか

る業者の関係ということでございますが、今積算単価という部分では各圃場また田ん

ぼ、畑その違いによって積算単価など非常にバラついているという形で伺っておりま

す。そういった部分で疎水材、チップ材についても非常になかなか納入する単価につ

いては一定の金額で見込めるという形ですが、業者間の部分についてはやはり施工費

といった部分に若干のバラつきがあるという形で、町、協議会としてもなんとか町内

の業者に事業を担っていただきたいというような形で協議会等にもお願いをしている

ところでございます。そういった部分で若干今お時間をいただきながら調整を進めて

いくということで、そういう段階でございますので、こちらのほうとしても鋭意努力

をして町内業者に対応していただきたくそのように進めているということでご理解く

ださい。 
○委員長（村本照光君） 向井委員。 
○３番（向井孝一君） ということはまだ話し合いが付いていないという段階ですよね、

今の説明では。そこで心配されるのは、受益者の反当あたりの負担金額というのは変

えるわけにはいきませんよね。当初説明の段階で受益負担についてはいくらというよ

うな単価をきちんとした上で説明をしてきた経過があると思うんですが、ただ心配さ

れるのはその施工業者が実際に工事に入った場合に、疎水材を選択できない状況にあ

るのか。例えば疎水材については過去素焼土管のほうにはカヤだとか笹だとかと選択
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することができたんです。ところが今回はあくまでもチップ材ということに固定して

今の事業を進めようとしているのか、その辺も含めてもう一度説明をいただきたいと

思います。 
○委員長（村本照光君） 副町長、清水君。 
○副町長（清水寛君） 前段の質問からでございますが、産業振興課長のほうで非常に

苦しいような答弁をしておりますが、誤解の無いようにお願いしたいのでありますが、

この事業は非公共ということで町が道からの予算を受けそしてそれを促すという形。

単価についても固定ではありません。あれはあくまでも標準単価として道の積算基準

に基づいてはじいたものをその地区その地区に応じて、反当あたりの変動はすると言

いながらも１７万ほどで積算されたかと思っておりますが、あくまでも標準という形

の中で。これを目安として受益者の方々に大分の当然２万円あたり、反当１５万の当

配をしている補助金でありますから、２万ほどの手出しになるということの標準的な

ものをお示しさせていただいたと。まずその点で受益者の負担が固定されているとい

うようなお話を先ほどされたと思いますが、その辺については誤解の無いようにお願

いしたいと思います。 
  疎水材の種類については、担当課長から説明させていただきます。 
○委員長（村本照光君） 産業振興課長、宮本君。 
○産業振興課長（宮本彰君） 疎水材につきましては、要望を取りまとめた段階で受益

者、農業者の希望という部分で進めていくという形で取り扱ってございます。ただ、

一応８０％を超えるチップ材の需要が高いという形ですので、こちらのほうとしては

特にチップ材固定という形ではございませんので、ご理解ください。 
○委員長（村本照光君） 向井委員。 
○３番（向井孝一君） 今の副町長と課長の説明には矛盾点があるんだけれども、とい

うのは受益者に対してはあくまでも標準的な単価でお示ししているという話ですよね。

ところが、実際に今課長の説明では、疎水材は選択できるという話です。そうすると、

極端な言い方をすると、反２万円の負担金で疎水材チップを要請しても可能である、

という言い方なのですかそれは。例えば、疎水材が笹やカヤを使った場合も２万円、

チップ材を使った場合も２万円、ということになると、これは受益者間のいろんな問

題が生じるというふうに感じるところがあるのですけれども、その辺はどうなのです

か。 
○委員長（村本照光君） 副町長、清水君。 
○副町長（清水寛君） 誤解のないようにお願いをしたいと申し上げたのは、サンプル

として道の積算基準をもって１７万なにがしだったと思うのですが、それで説明をさ

せてもらっております。私が委員のほうからのお話で感じたのは、その１７万でやっ

て反当１５万が固定されていれば２万円の手出し分しかもうないのか、ないんだろう、

というふうに私はお話で感じた部分でございます。ですから、そうではなくてその土

地土地の条件なり、いま委員のおっしゃった通り疎水材の使うものによっても当然単

価は変わってきます。その辺での変動は当然あると思っていますけれども、あくまで

も受益者の負担が固定されているというものではない、ということでご理解をお願い

したいということでありますのでよろしくお願いいたします。 
○委員長（村本照光君） 村上委員。 
○１番（村上忠弘君） 今お話されたのは、基本は１５万だと。その２万の上積みは、

調査測量費を見込んでいなかったらから２万上積みというふうに、当初私は認識して

いたのだけれども。そうではないということですか。 
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○委員長（村本照光君） 産業振興課長、宮本君。 
○産業振興課長（宮本彰君） ２万については、自力施工相当分ということで２万とい

う部分はございました。そういった部分でご理解ください。後は先ほどの部分ですが、

各圃場ごとによっては農業者の要望、疎水材、そしてまた環境資材も素焼土管そして

合成樹脂管といった部分でいろいろと分かれますので、そういった部分それぞれの圃

場ごとの事業費が出てくるということなものですので、あくまでも当初の説明では標

準的なということで、国からの補助金１５万という部分をベースにしたことで説明を

しておりますので、そういう面でよろしくお願いいたします。 
○委員長（村本照光君）課長補佐、津山君。 
○産業振興課長補佐（津山泰彦君） 当初皆様方に反当りの単価をお示しした時に、こ

の事業のまず採択要件として自力施工をやらなければこの圃場採択にはなりませんよ、

ということを皆様方に説明をさせていただきました。自力施工というのは、例えば圃

場暗渠、心破引っ張ったり、あるいは整地をしたりということについては、これは自

らでやってくださいというのがこの体質強化の条件でございました。私共のほうで平

均的な施工費だけを入れた時に道の単価を使いまして施工単価を出した時に、大体お

おむね反当り１５万ぐらいでしょう、ということでまず１５万という金額。それと今

言った自力施工の部分。それを要するに金額に対価をした時に、ではどのくらいにな

るのかということで、それを２万円上乗せをさせていただきました。それで１７万円

程度ということで皆様方にご報告をしお知らせをしたところなのです。ですからあく

までも１５万はもらいますよと。これは上限１５万ということになってますので、あ

とその２万円分というのは自分で稼いだ分ということになりますので、その２万円を

持ち出しするということではございません。それと、１５万と言いましても、これも

やはり地形あるいは土質条件によっても当然施工して行った中では単価に違いは出て

きます。例えば当初１日１，０００ｍ掘れるというような形で考えていたけれども、

石が出てきてどうしてもその５００ｍ～６００ｍぐらいしか掘削できなかったという

ような形になりますと、当然今言う１５万が例えば１６万くらいになるのかもしれま

せん。ですからあくまでも一般的な施工単価ということで、ご理解をしていただきた

いと。ですから状況によっては上下することがありますよということでございます。

それと疎水材につきましても、このアンケートにあるように全ての皆様方に希望を聞

いております。あくまでも疎水材については自由に選択はできます。ただしここに書

いております籾殻、ヨシ、笹等については、これは町では用意できませんので、どう

してもこれでやりたい方は自分で用意するのが条件です、ということでこのアンケー

トを取らせていただきましたので、そういった部分でご理解を頂きたいと思います。

ですから全てチップということに限られたことではなく、中には火山礫を使い方は火

山礫でもって施工をすることは可能ということでございますので、そういった部分で

ご理解を願いたいと思います。 
○委員長（村本照光君） 村上委員。 
○１番（村上忠弘君） ３月の定例会において１，３０２万でしたか、測量費の部分で

追加した部分があって。ではその測量ついては全部町の予算の中で測量をするという

ことですね。 
○委員長（村本照光君） 産業振興課長、宮本君。 
○産業振興課長（宮本彰君） ３月の補正予算の段階では、この体質強化の事業費、そ

して測量業務委託という形で予算を１，３００万ほど計上させていただきました。そ

の時においては今後の事業の展開、そういった部分状況を見諮りながら動く部分は必
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要とあれば対応させていただくという形で考えてございましたので、その点で今、状

況、積算そういった部分を踏まえながら対応をしていきたいというふうに思っており

ます。基本的には業者、そして農業者そういった部分での事業費の確定に基づく部分

での成果を踏まえた中での動きという形でご理解いただきたいと思います。 
○委員長（村本照光君） 村上委員。 
○１番（村上忠弘君） ちょっとわからなかったんですけれども、要するに今回、１，

３０２万の予算の中で、業者が手出しなく追加予算の部分だけで全部測量を終わらせ

られるということですか。 
○委員長（村本照光君） 産業振興課長、宮本君。 
○産業振興課長（宮本彰君） 説明で大変申し訳ありません。１，３００万の予算につ

きましては、不測の自体の時に発動させていただくという形で３月の定例会の段階で

ご説明をさせていただきました。業者の事業費の中で納まるのであれば、その測量の

経費についても組み込んでいきたいと考えてございます。 
○委員長（村本照光君） 副町長、清水君。 
○副町長（清水寛君） ３月の定例会で確か山本議員から同様の質問があったと思いま

す。１，３００万相当の設計。基本的には設計は１５万円から出てくる、それらの中

で全部やっていただくということでございます。１，３００万については当初この事

業が示された時に、あまりにも先行きが見えなかったという部分について、町のほう

でもそれなりの心構えを持つ、今予備費という形で課長言いましたが予備費ではあり

ません、心構えという部分で予算の計上はさせていただきました。そのまま継続にし

ておりますけれども、しかし現実的に自力施工含め非公共という立場を踏まえると、

そのままでやっていただくのが筋ということでそれについては現実的には発動しない

という形で現在には至っております。そういう形で３月の時にも、あくまでも不測に

備えて計上はさせていただきますが、現実的な発動についてはまた改めて、そういう

ことがあればご相談をさせていただくということでお願いをしたということでご理解

をいただきたい。ですから設計については今は先ほど言いました反当１５万ですか、

それに自力施工という形。私自力施工という言葉の使い方間違っておりましたが、こ

の中で全て組み込みをされてやっていくということでご理解をお願いしたいと思いま

す。 
○委員長（村本照光君） 休憩いたします。 

 
休憩 午後２時２２分 
再開 午後２時２９分 
 

○委員長（村本照光君） 休憩を閉じ、開議いたします。 
 その他ございませんか。 
○委員長（村本照光君） 村瀬委員。 
○１１番（村瀬広君） お伺いしたいのですが、中身によっては審議外の中身だと思い

ますけれども、資料以外の話をしていいでしょうか。 
○委員長（村本照光君） 暫時休憩いたします。 

 
休憩 午後２時３１分 
再開 午後２時３４分 
 

○委員長（村本照光君） 休憩を閉じ、開議いたします。 
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他に産業振興課についての質疑ありませんか。 
○委員長（村本照光君） 山崎委員。 
○２番（山崎仁君） 体質強化なんですけれども、お知らせをいただきたいのです。チ

ップを使うというのはどのくらいの量になるのか。この面積で立方どのくらい必要に

なってきて総量でどのくらいなのか。先ほど林業でない５０万の補助金を出すという、

これはショベルとグリッパーを導入するというのだけれども、ではそのチップはどう

いうふうにして準備をするのか。町有林の間伐だけで間に合う量なのか、それともそ

うでないのか。この事業の全体像が見えないんです。先ほど言っていた１５万という、

これは国が定額交付する１５万の中でという話から始まっているわけですから、それ

にチップを積算根拠にすると１７万になったと。しかし金額は流動的だという、これ

は承知しているわけですよ。ところが、町としてその林業機械の補助金を出しながら、

原材料をどう用意してこの事業にどう関わっていくのかという、そういう全体像。断

片的には説明をいただくのだけれども、全体像が見えない。それをお知らせいただき

たい。 
○委員長（村本照光君） 産業振興課長、宮本君。 
○産業振興課長（宮本彰君） ただいまのご質問で、チップの使う総量という形では、

面積的な部分では２万６千㎥というふうにはじいてございます。チップをどう準備す

るのかという形では、チップを製材するニチモク林産並びにその系列のほうの部分と

も協議をさせていただきました。そういった部分では、原木換算では９千㎥のものが

必要になるだろうというふうに算出され、そういった部分では町のほうからもなんと

かチップの量、原木のほうを業者のほうに確保できないかという形で要請はさせてい

ただきました。その結果、おおむね７千㎥の原木については確保していただけるとい

う形でございます。そういった中で残り２千㎥の原木という部分については、非常に

今対応を苦慮しているという状況でございます。従来の公有林もとい民有林、そして

町有林等の間伐、そういった中でのチップ材に向けれる量的には非常に少ないという

状況がございます。そういった中で道の補助等活かしながらの事業が民有林、町有林

でも展開をするわけなんですけれども、そこにチップ材として活用できる材の部分も

今非常に把握ができない状況でございます。何故かと言いますと、今非常に林業市況

が悪くて、民有林の部分でも当初計画をしていた量、用材の関係が非常に売れない、

買い手が付かないという形で伐採の計画も成り立たないというような状況がございま

す。町のほうとしても公有林そういった部分での間伐等を見込みながら、少しでも量

を確保使用と考えていたわけなんですけれども、基金間伐という部分での工費補助を

得ながら事業展開をするようにしても、その予算枠もかなり絞られてきたと。そうい

った部分で今残り２千㎥の措置をどのようにしていくか非常に今苦慮しているという

状況でございます。 
  今現時点での状況でございます。来年につきましても体質強化ではおよそ本年度並

みの面積、暗渠の部分で行っていく形になります。またその後も国営事業が始まれば、

水田等でのチップ材、暗渠疎水材の活用もかなりの量が出るという形でございますの

で、そういった部分含めて、まだ明確な部分での計画が成り立ってございませんが、

これについては近々の課題という部分で対応していきたいと思っております。今現在

その準備という部分では、どのような形で進めていって良いか非常に苦慮していると

いうことでご理解をいただきたいと思います。 
  先ほどのご質問の中での機械の導入でございますが、これにつきましては現状とし

ましてニチモク林産のほうでもおおむね年間の２０日でチップ材の生産をしてござい
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ます。これが今金、せたなそういった部分でのチップ材、暗渠関係の需要もおおむね

７～８倍くらい生産量を増やしていかないとならないという形でございます。そのた

め町内町外から大量の原木がこちらの工場に持ち込まれるという形でございますので、

そのトラックからの積み下ろしまた現場への積み込み積み下ろしという形で、このグ

ラフ資料の油圧ショベルの必要性が高まったということから、今回この事業で支援を

してまいりたいと考えております。 
○委員長（村本照光君） 山崎委員。 
○２番（山崎仁君） 機械の必要性というのは、当然原料を移動するわけですから、必

要性は出てくるだろうと思いますけれども、今最後にちょっと言っていた公有林の話。

２千㎥足りないから苦慮しているというのは、足りなかったら事業できないわけです

よね。これをやるとすれば、どうしても確保しなくてはいけないわけですよ。先ほど

町長が言った、いわゆるユンボで掘るのと、それからトレンチャーで掘るのでは必要

量が変わってくると。なるべく少ない量で効果が上がるようにということでと言って

もこれだけの面積と量が必要なわけですよ。ですからこれをどのように確保するか。

用材の需要が今は落ち込んでるとは言いながら、用材にすればお金になる。それから

伐期が来たものでなければ少し１年～３年は置いておくということは、これは当然必

要になってくる。これはなにかと言ったら、伐採計画ですよ。公有林の伐採計画を今

どういうふうに立てるんだという。この中から間伐材をどの程度チップに回していく

のか。チップに回すと言っても、ニチモクとの話だけでなくてこれは道森連が中に入

ってチップの使用というのはできるわけですから。そのところまでの解決がどう付い

ているのかということ。いわゆる町有林の間伐材を使ってチップを作りました、では

これを使おうといっても道森連が駄目だと言ったら駄目だ、これだけの大量のものを。

ですから、全てにおいての全体像が、先ほど言ったように部分的にしか伝わってこな

い。ですから、私の理解度が低いかもしれませんけれども、もう少しわかるような。

いわゆるフロー図も含めて、こうなりますよということを改めて示していただきたい。

今日はいいですから、それを６月定例会までにでもお示しをいただければと思うので

すが、いかかですか。 
○委員長（村本照光君） 外崎町長。 
○町長（外崎秀人君） 先ほど経過の中にありましたように、従前の国木林業が今ニチ

モク林産になりましたけれども、名前が変わったわけであります。本体は旭川に本所

があるわけでありますけれども、一時私も危惧したのは、大変な状況にあるわけであ

りまして、あちこちにある工場を廃止するという流れが加速されておりました。道内

でいくつかニチモクであるわけでありますけれども、この工場は旭川が本社なのです

けれども、白老にあるわけでありますから白老に搬送していると。距離が一番あると

ころが今金だそうであります。非常に効率が悪いということは以前から聞いておりま

した。存続の危機に陥っているという状況も町長なりに認識をもっておりました。な

んとか残してもらうようにということで要請をしてきている経過があったわけであり

ます。そこにこの工事、あるいは国営の中で、多分今金町を基本とすればチップ材が

有効な、それしか求められる方法はないのかなということで動きがあったわけであり

ます。改めてまたそのような情報を出しながら要請活動をしてきたわけであります。

現状の中ではパレット材としてのチップはそれなりの需要があるわけでございますか

ら、その確保をしながら行っているわけでございますが、それ以上のチップ材を地元

で求めなければいけないということから、今の推計では今年必要な９千㎥を、この算

出経過で２年間なり３年間、国営でも多分それなりの量が、今後何年になるかはわか
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りませんけれども事業が終わるまで付いていくだろう。非常に長いスパンの中でこの

チップ材の需要を求めるとすればどうするかと。いろいろと情報交換をしている中で

は、ちなみにその工場所在地の扱いはどうなんですかと聞いたら、上川町で同じよう

なそういう機材の支援体制を取られたという状況の中で今一番求めているものはなん

でしょうかと、私たちも期待に応えられるものがあるとすれば、そしてこのチップ材

が確保できるのであれば町としても多くの努力をさせていただきたいというこの間の

やり取りの中で、非常に余分な仕事が当然出てくるわけでありますから、少しく支援

体制を取りたいということが今回の政策の一つであるわけであります。 
  今質問にあるような原木そのものの確保はどうなんだということにつきましては、

今議員さんからもあったように、私としても全てが森林組合のほうにもきちんとその

ことを伝えているわけでありますけれども、森林組合もやはり道森連の指導の下にや

らないといけないということから、私も道森連のほうにお伺いし、それぞれ知ってい

る方も当然おりますので、そういう所に挨拶回りをしてなんとか確保しますよという

お気持ちをいただいて、今金にも現場に入っていただいて、いろいろ調整を諮らせて

いただいているわけであります。森林連の協力体制は万全な体制を取りつつあるわけ

であります。まずは体質強化の確保という話をしているわけでありますが、国営が決

まった段階では国営に振る形に当然シフトしていかないといけない。加えて、原木の

確保につきましては森林組合の総会の中でもお話しておりますし、今回の意見交換会

の中でもきちんと話をさせていただいた部分がある。ただ課長が言ったように、残念

ながら、ただこれもまた善し悪しでありますが、去年から非常に国の産業等々含めた

林業の補助の内容が変わりまして、材木が売れないと間伐材の需要がないわけであり

ますから、国も道も間伐材の利用促進を諮るために工事をやった場合については、間

伐したものは今までは山に置いてもよかったのですが、全部出しなさいということが

前提になったわけであります。それで、今金もそうでありますけれども、どこの市町

村もなかなか採算が合わないのでどんどん補助金を返してきているという状況になる

と。今回の先般の情報であれば、少しくまた補助率も高めていくので、なんとか間伐

材を搬出するようにしてくださいという要請も道から受けたわけでありますが、先ほ

ど私が申し上げましたように、今金はそういう面では間伐材として搬出されるものは

チップとして活用できる道筋があるので、多分市町村からは非常に有利ですね、とい

うことで意見交換会終わった経過がありますが、そうすると原木を確保するためにど

うするかと言ったら、補助事業を活用した作業道なり路網整備というものに目を向け

て行く必要があるのかなと、そういう意味では一生懸命私どもも対応していかないと

いけない。ただ、後は一つ町が努力するとすれば、伐期が来ているところについては

きちんとした伐期をしていくという計画的なものもきちんと持ちながら、それを疎水

材として活用していく道筋も考えていかないといけないかなと思っています。今金町

には道有林がございませんので、国有林はあるわけであります。先週も国のほうへ行

って、以前に議長とも一緒に挨拶に行った経過があるわけでありますけれども、林野

庁の国有林野部長さん、従前今金に居た方でありますから、挨拶して、この中でも国

有林の支援体制なんかも現場も含めてこれから要請することも考えておりますので、

という挨拶をしてきた経過もあるわけでありますが、原木確保のためにはいろんな分

野からの情報を持ちながら働きかけながら、必要な原木確保についてはきちんと取っ

ていくことが必要でないかなと。その受け皿としてニチモク林産の協力体制が取れる

ということでありますし、今一台しかない機械それも老朽化している中では非常に難

しいという言葉も以前聞いた部分があって、そのことを支援することによって安定的
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な確保ができるだろうという判断から、今回政策的な予算計上をさせていただきまし

たのでよろしくお願い申し上げたいと思います。今議員がおっしゃったように、今私

が述べているような部分につきまして一定程度整理をしてお示しをしていきたいと考

えております。 
○委員長（村本照光君） 他ありませんか。なければ次に進みたいと思いますが、いか

がですか。 
（「よろしい」の声あり） 

○委員長（村本照光君） では、次に農業委員会より説明願います。 
  事務局長、尾崎君。 
○農業委員会事務局長（尾崎克之君） （農業委員会事務局長朗読説明、記載省略） 
  資料では今回提示させていただいてないのですが、口頭で１件報告をさせていただ

きます。野地の流動化に大なり小なり障害となっておりました贈与税の納税猶予、こ

の生前一括贈与でございますが、今現在の対象者数と面積を報告させて頂きます。現

在対象となっている人数が４４人。面積の総額が３６３ｈａ。ちなみに金額の総額は

７，８５０万程度ということになってございますので、報告をさせていただきます。 
  説明は以上でございます。 
○委員長（村本照光君） 説明が終わりました。 
  ただ今の説明に対して、質疑があればお受けいたします。 

（「なし」の声あり） 
○委員長（村本照光君） 無いようですので、これより３時１５分まで休憩をさせてい

ただきます。 
 
休憩 午後２時５８分 
再開 午後３時１４分 
 

○委員長（村本照光君） それでは、休憩を閉じ、開議いたします。 
次に、公営施設課より説明をお願いします。 

  公営施設課課長補佐、安達君。 
○公営施設課長補佐（安達雄一君） （公営施設課長補佐朗読説明、記載省略） 
○委員長（村本照光君） 説明が終わりました。 
  ただいまの説明に対して、質疑があればお受けいたします。ご質問ございませんか。 

（「なし」の声あり） 
○委員長（村本照光君） なければ以上で公営施設課の質疑を終わります。 
次に、教育委員会より説明をお願いいたします。はじめに、中島教育長からお願い

いたします。 
教育長、中島君。 

○教育委員会教育長（中島光弘君）（教育委員会教育長朗読説明、記載省略） 
○委員長（村本照光君） 次に、事務局より説明をお願いいたします。 
事務局次長、寺崎君。 

○教育委員会事務局次長（寺崎康史君）（教育委員会事務局次長朗読説明、記載省略） 
○委員長（村本照光君） 事務局主幹、遠藤君。 
○教育委員会事務局主幹（遠藤盛人君）（教育委員会事務局主幹朗読説明、記載省略） 
○委員長（村本照光君） 説明が終わりました。ただいまの説明に対して、質疑があれ

ばお受けいたします。ございませんか。 
             （「なし」の声あり） 
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○委員長（村本照光君） なければ、以上で教育委員会の質疑を終わります。 
以上で各課からの説明が終わりましたが、全体を通して何かございませんか。 

（「なし」の声あり） 
○委員長（村本照光君） それでは、その他でなにかございませんか。 

（「なし」の声あり） 
○委員長（村本照光君） 無ければ、合同委員会の案件について、委員会からなにかご

ざいませんか。 
（「なし」の声あり） 

○委員長（村本照光君） 理事者側から何かございませんか。 
  副町長、清水君。 
○副町長（清水寛君） 本所管におきます部分での合同委員会のお願いをする事案はご

ざいません。ちなみに昨日行われました総務厚生常任委員会においてもございません。 
○委員長（村本照光君） 以上で各課説明事項について、を終わります。 
理事者の皆さん、ご出席ありがとうございました。 

  ４時まで休憩いたします。 
 

休憩 午後３時５２分 
再開 午後４時０３分 

 
○委員長（村本照光君） それでは、休憩を閉じ、開議いたします。 
 
   ◎平成２４年 所管事務調査について 
○委員長（村本照光君） これより、平成２４年本委員会の所管事務調査について、を

議題といたします。 
  内容については、局長より説明お願いいたします。 
  局長、勝山君。 
○事務局長（勝山英敏君） それでは所管事務調査について説明させていただきます。 
  ３月の常任委員会で、委員会の閉会中の継続調査申出書ということで、定例会のほ

うに提出をしております。それの部分について参考に資料を付けておりますし、平成

１９年度からの調査箇所ということで、これも参考にのせております。それらの部分

を見ていただきながら、今年度はどういった箇所をするかという部分を、検討・決定

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。 
○委員長（村本照光君） 今局長のほうから説明ありましたが、本会期中に調査、勿論

委員会としての調査についての中身。それぞれ過去１９年度からを載せておりますの

で、参考にしながら、今回２４年度所管事務調査について内容を決めていただきたい

と思います。 
では休憩しながら、その中で皆さん方から具体的なお話をしていただきたいと思い

ます。よろしくお願いします。 
 

休憩 午後４時０６分 
再開 午後４時３６分 

 
○委員長（村本照光君） それでは、休憩を閉じ、開議いたします。 
  今年度２４年度の私たちの産業教育常任委員会の調査につきましては、日程的には

７月２４～７月２５日。内容については休憩中に皆さんからそれぞれご意見をいただ
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きましたことを参考にしながら、また各課からの要望も聞き取りしながら局長と委員

長・副委員長で最終的な日程の詰めを行うということでよろしいでしょうか。 
（「異議なし」の声あり） 

○委員長（村本照光君） それではそのようにしたいと思います。 
それではここでまた休憩をしたいと思います。 

 
休憩 午後４時３７分 
再開 午後４時５６分 

 
○委員長（村本照光君） それでは、休憩を閉じ、開議いたします。 
  １０番目にあげておりました、マイクロ水力発電及びバイオマスシステムの調査研

究の件についてでありますけれども、調査日の２４日、２５日につきまして、その日

程の中で光台の水源地を視察に加える、という皆さんの意見もありましたので付け加

えたいと思いますし、継続の調査研究、一泊二日の予算も計上されておりますので、

この件についてもう一度産業教育常任委員会を開きますので、その中で具体的な中身

について詰めたい、というふうに思いますので、そのようなことでよろしくお願いい

たします。よろしいでしょうか。 
（「異議なし」の声あり） 

○委員長（村本照光君） それで具体的に、調査日の２４日、２５日とあるのですけれ

ども、改めて産業教育常任委員会をやるとすれば、どの日程が適当なのか皆さんで検

討いただきたいのですが。 
  休憩します。 
 

休憩 午後４時５７分 
再開 午後５時０５分 
 

○委員長（村本照光君） それでは、休憩を閉じ、開議いたします。 
 バイオマスシステムの調査研究について、この件について再度委員会を開いて集中

的に協議をするということでございましたけれども、日程的には調査日程の２４日、

２５日ありますので、その最終日の２５日。その日程の中でこの件について協議し決

定していくということで、皆さんのご意見が揃ったようなので、このようにしたいの

ですがよろしいでしょうか。 
（「異議なし」の声あり） 

○委員長（村本照光君） では、あとほかに皆さんからなにかございませんか。 
  休憩いたします。 
 

休憩 午後５時０７分 
再開 午後５時０８分 

 
○委員長（村本照光君） それでは、休憩を閉じ、開議いたします。 
  休憩中にありました川上委員のお話につきましては、個人につきましては私たちが

どうのこうのと言うことでもありませんし、委員会としてもどうのこうの言うことに

もなりません。また後から理事者のほうから来るであろう７月９日～７月１０日に関

しての陳情の件につきましても、参加するかしないかはそれぞれ個々の議員の判断、

ということでお願いしたいと思います。そういうことで一つ了解を頂きたいと思いま
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す。 
  その他なにかございませんか。 
 

（「なし」の声あり） 
○委員長（村本照光君） なければ今日のこの委員会、これで閉じてよろしいでしょう

か。 
（「異議なし」の声あり） 

 
   ◎閉会の宣告 
○委員長（村本照光君） それでは、以上をもちまして本日の産業教育常任委員会を終

わらせていただきます。 
  ありがとうございました。 
 
 
 
 

閉会 午後５時０９分 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


