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開議 午後 １時２７分 
◎委員長あいさつ 

○委員長（村本照光君） 皆さんこんにちは。９月に入ってもこういう温かい天気が続

いて例年にないことだと思っているわけでありますけれども、稲刈りもいよいよ本場

を迎えているわけであります。稲の状態を見ますと、昨年度より平年作以上の収量が

期待できるかなとそんなふうに期待しているところでありますけれども、委員の皆さ

んには何かと大変忙しい中ご出席ありがとうございます。 
それではただ今より委員会を始めたいと思います。 

 
◎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、町長より開議に先立ちご挨

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。今回の議会に際しましての産業教育常任委員会に

あたりまして私のほうから挨拶と情報提供等々含めてお話をさせていただきたいと思

います。 
  今委員長のほうからもお話がありました、作物収穫状況でありますが、昨日玄米セ

ンターの今期の初出荷がありました。神丘の吉本さんと村上委員さんの２戸のゆめぴ

りかの初出荷があったわけであります。組合の幹部等々含めて町長も同席をさせてい

ただきましてお祝いを述べさせていただきました。今委員長からお話がありましたよ

うに、平年作以上が期待されるだろうと。事前には１０５という指数であるわけであ

りますけれども、なんとかこの後に期待をしたいところであります。 
しかしながらちょっと心配される状況もあるわけであります。先の雨で結構あちこ

ちの地域では倒伏している所があるわけでありますが、今金はどちらかというと真上

からの緩やかな雨。雨の量は多かったのですけれども、倒伏を免れている所もあるわ

けであります。でも決してないわけではないという状況にあるわけでありますが、今

ニュースで入っていますように、台風１６号、副町長に調べてもらったらサンバとい

う名称だというわけでありますけれども、最大風力８０キロという大変な猛威をふる

う台風ではないかと予想されて、北海道には今のところ１９日頃に上陸するだろうと

いう予想があるわけであります。非常にそういうことから考えますと、懸念されるわ

けでありまして、稲のみならず様々な作物に大きな影響があるだろうということが懸

念されるわけであります。 
米につきましてもＡコープでは既に何週間も前から玄米の精米が止まっております。

去年のゆめぴりかだけですね。新しいものにつきましては新米が出たら直ぐに販売す

るということで、お客さん等々非常に期待をしているところでありますので、これか

らのものについて本当に早くに私どもにも口に入ることを期待しているところであり

ます。 
しかし今申しましたように、作況状況は全てのもので良いわけではありますが、残

念ながら価格については昨年から比べると２分の１、或いは３分の１の価格になって

いるということで、非常に厳しいという状況にあるわけであります。そういう中にあ

りまして、情報提供、今お手元に差し上げましたが、先般、全道の肉用牛の共進会が

ありました。毎年今金出陳しているわけでありますけれども、今年は全頭上位入賞を

果たしているわけであります。１等どうのこうのと言ってもなかなかわかり難いもの

ですから、全道で何位ということでトータルでもって、町長のホームページのほうで

報告をしているわけでありますけれども、本当に素晴らしい成績を収めているわけで
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あります。 
  加えて、１０月の下旬ですけれども５年毎に開催される全国の共進会のほうにも枝

肉の部で春日井の佐藤さんの牛が出陳されることに決まっております。また、その全

国共進会のほうで審査を通っている部分もありまして、次点で残っている牛もあるわ

けであります。こういう流れがあって、非常に今金の評価は高いわけでありまして、

この成果が市場価格に少なからずも反映していくだろうということはもう間違いない

わけで、これからも大いに期待をするところであります。 
  あとは国の流れを含めてですが、ご存知のように８月１７日に２０１３年度の予算

編成に向けた取り組みがされました。それに基づいて各省庁からの予算要求の締め切

りを行いました。議員さんのほうにも連絡をさせていただいた経過があるわけであり

ますけれども、この中で私どもが議会或いは期成会、それから産業団体、或いは推進

４団体等々を含めた多くの方々の力添えをいただきながら採択の要請をしてきている

ところの、今金南地区の国営事業が、この概算要求に登載されたと。金額については

年度当初、事業当初ですから２億円になるわけでありますけれども、その事業費でも

って登載されたという情報。それから農水省のホームページを全部検索してきちんと

出ておりました。非常に嬉しい限りでありますし、まずは第１関門をクリアしたのか

なと思っているわけであります。このことを受けて徳田議長と、札幌のほうの道庁の

ほうと開発局のほうに挨拶を申し上げ、これからもきちんとした最終の予算獲得に向

けてよろしくお願いしますと。加えて今後の要請活動についての指導なんかも受けて

まいりました。何故かと言いますと、登載はしたのですが要求額が多い。そこまでい

いですよということですが、昨日情報があったように、今回登載された事業費から国

は２兆円を削減するぞと。そういう動きがある中で、きちんとまた更なる声を上げて

いかなければいかないということが、色んな情報の中でいただいてきているわけであ

ります。 
  もう１点は、産業経済ということも含めて関わりあるわけでありますが、８月の下

旬に渡島信用金庫の伊藤理事長が来られまして、来年の１月２８日に今金支店をせた

な支店と統合することになりましたという報告があったところであります。このこと

については商工業者を主とした金融業務をしてきている状況にありますけれども、顧

客の減少とその顧客との取引が減少していると。加えて維持経費が非常にかさんでき

ているという状況の中から、存続していくことが厳しいということからこのような方

向になったということであります。なお、今金地区につきましては、せたなのほうか

ら出張員をきちんと配置しまして、その方々による個別等々含めたサービスは行って

いきたいということであります。町としても公金の扱いをしていることもありますの

で、今後については今事務方とはもう事務を進めておりますけれども、きちんと調整

を図ってまいりたいと考えているところであります。 
  あともう１点、所管の部分になりますが、皆さんも通ってご存知のように、道道八

雲今金線、八束の一部の道路の乖離もし終わったところでありますけれども、日進峠

の部分が止まっている状況にあるわけであります。この間、所管の課長等々含めて情

報を貰いました。進捗率非常に良くないということでありますが、このことについて

は保安林。あの先に保安林が係っておりまして、保安林の手続きが結構手間取ってい

るということから、保安林解除のあかつきには事業を行えるということの情報をいた

だいているところであります。 
  あと報告の中では、ご承知の通り住民訴訟の件であります。今回については２件で

控訴されているわけでありますけれども、内１件目については、最高裁は裁判官全員
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一致の意見で主文において、１つ目には上告を棄却する、２つ目には上告審として受

理しない。三つ目は上告費用及び申し立て費用は、上告人兼申し立て人の負担をする、

ということで棄却をされました。内容については民事訴訟法により受理すべきものと

は認められないということで却下されたということであります。もう１点ございます

ので、その辺の状況の推移を見守りたいと思っておりました。 
  あと２点目でありますが、従前から懸案事項でありました種川小学校の教員住宅整

備でありますけれども、中種川地区に昔旧公営住宅があったわけであります。その公

営住宅の跡地に整備することで、地元調整を含めて来年の整備に向けての道への補助

手続きの相談なんかも今開始をさせていただいております。来年行いたいということ

で計画をしているわけでありまして、土盛りなんかも含めた敷地整備なんかも事前に

行うことも必要ではないかということで、今原課を含めて調整を図っております。整

備の進捗状況等々については逐次報告或いは説明をしてまいりますのでよろしくお願

い申し上げたいと思います。  
  前段の私からの挨拶を兼ねた報告事項を何点か申し述べさせていただきました。ど

うぞよろしくお願い申し上げます。 
 
○委員長（村本照光君） 大変会場暑くなっておりますので、上着を脱いで会議をした

いと思いますので、よろしくお願いします。 
 

◎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、

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） ９月の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。９月定例会に提案を予定しており

ます事案につきましては２０件であります。その内訳につきましては、同意案件が２

件、新たに条例を制定しようとするものが１件、条例の一部を改正しようとするもの

が１件、地方自治法他それぞれの法の規定により議会の議決を求めるものが２件、過

疎地域自立市町村計画の変更が１件、平成２４年度の一般会計をはじめ、各特別会計

での補正予算が５件。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

項の規定によって、平成２３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

はじめとして８件、以上合計２０件となっております。 
それでは今年度、平成２４年度の各会計の補正予算及び平成２３年度の決算認定の

部分につきましては、本席では説明を省略させていただきます。同意案件以下議案の

提案理由をご説明いたします。 
同意第１号、同意第２号とも、今金町教育委員会委員の任命についてであります。

平成２４年１１月１２日をもって任期満了となります同委員の後任の任命について、

地方教育行政法の組織及び運営に関する法律の規定に基づき議会の同意を求めるもの

であります。 
議案第１号につきましては、今金町暴力団排除の推進に関する条例制定についてで

あります。新条例であります。平成３年に暴力団員による不当な行為の防止に関する

法律、暴対法と通称言われておりますが、これが施行されて以来、全国において条例
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化や様々な関連施策が推進されてきたところであります。自治体の取り組みとしては

既に全都道府県が条例化を終えたところであり、市町村においても都道府県条例と連

動を補完する意味合いから、同様の処置が促されてきたところであります。本町にお

いては関連政策としては平成２０年１０月から町営住宅等の使用制限を実施してきた

ところでありますが、法の趣旨と北海道及び北海道警察等からの要請を踏まえ、町民

事業所及び関係機関との連携協力に基づく暴力団排除に関する基本的事項を定めるた

め、本状例を提案するものであります。 
議案第２号では、今金町防災会議条例及び今金町災害対策本部条例の一部を改正す

る条例制定についてであります。災害対策基本法の改正により地方防災会議及び地方

災害対策本部間の所掌事業の見直し及び機能分担の整理がなされたことから、本条例

の一部を改正しようとするものであります。 
議案第３号では、今金町土地開発公社の解散についてであります。社会環境及び経

済情勢の変化により、今後は公社において公共用地の先行取得等の必要事案が見込ま

れないという状況を勘案して、本公社を解散するための公有地の拡大の推進に関する

法律第２２条第１項の規定により、議会の議決を求めるものであります。 
議案第４号では、財産の譲与についてであります。旧ふるさと学習センター敷地内

にあります、現在も活用しておりますが車庫がございます。この車庫につきましては、

車両格納庫を寒昇地区に現在建設しておりますが、それが完成後、用途廃止をするこ

とで進めておりました。しかし社会福祉法人光の里から、旧ふるさと学習センターの

敷地のほうに就労支援センター、それからケアホームというものの建設計画が進めら

れており、障害者福祉の向上を図る目的のためその施設を有効活用させてほしいとい

う要望がありました。これら趣旨をかんがみ、運営主体の社会福祉法人に譲与するた

め、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ものであり

ます。 
議案第５号では、今金町過疎地域自立促進市町村計画の変更についてであります。

中央通線交付金事業及び医療機器器具整備事業のこの２本を新規に登載して本計画を

変更するため、過疎地域自立促進特別措置法第６条第７項の規定により、議会の議決

を求めるものであります。 
以上であります。どうぞよろしくお願いをいたします。 

 
○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、質疑があればお受けいたします。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、次に進みたいと思います。 
 

◎各課説明事項について 
○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） 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。ございませんか。 

  村瀬委員。 
○１１番（村瀬広君） ２頁の観光費の修繕料ありますけれども、先ほど説明ではクア

プラザのタンクの油漏れということだが、通常の油漏れであればこの金額ではちょっ
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と想像もつかないのですが、もうちょっと詳しくどうしてこのような金額になったの

か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） お答えします。こちらの修繕料１８０万という部分でご

ざいますが、油漏れの部分でその土砂、そして本館の横のほうに設置しているタンク

でございますので、それが浸透してインターロッキングの下のほうにまで染み渡った

と。そういったところから、そのインターロッキングを撤去してそこから３０ｃｍ～

４０ｃｍの土砂を取ってその処分等を実施という形になりますし、またあわせてそれ

を復元、新たに移動してあるそのタンクを元通りに設置をするという部分、また特殊

な軽油タンク、というのは免税軽油を活用しているタンクなものですから、計量器そ

の他諸々の盗難防止、そういった部分いろいろと手を加えなければならないという形

なものでありますので、このような部分で予算を積算していた状況でございます。 
○委員長（村本照光君） よろしいですか。他、ございませんか。 
  向井君。 
○３番（向井孝一君） １頁の青年就労給付金事業補助金７５０万という補正で組んで

いるのですが、３月定例会の時点では国の予算が厳しいということでそれが当初１５０

万から減らされるような予測の話もチラッとした経過があるのですが、これはこうして

見ると５名の申請ということで７５０万ということは、ほぼ当初の１５０万そのものは

国から交付されたということで、その中に新規就農というのは入っているのですか。そ

の辺を詳しくお願いしたい。 
○委員長（村本照光君） 産業振興課長補佐、川平君。 
○産業振興課長補佐（川平秀明君） 今の青年給付金の話しでありますが、現在のとこ

ろまだ国のほうの予算が、前回で言われている通り本当に１５０万円になるのかどうか

ということがまだ不確定な状況でこのように上げさせていただきました。というのは、

当初の目的では前期と後期というふうに別れて交付するということで、既に後期分は１

０月に本来であれば交付されるべきものでありましたが、今のところまだ国の動きがは

っきりしておりませんので、まだ内示というものまで来ていないような状況の中でこの

ように上げさせていただきました。ただ、国からの内示があり次第早急に支給したいと

いう思いがありましたので、今回このような形にさせていただきました。それと、新規

就農者この５名の内訳なのですが、先ほど言いました親元就農で５年以内に経営移譲し

た者が４名。それから新規就農で行った者が１名おります。以上でございます。 
○委員長（村本照光君） 他ございませんか。 

（「なし」の声あり） 
○委員長（村本照光君） なければ、次に農業委員会より説明をお願いいたします。 
  農業委員会事務局長、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） 
○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。 
  向井君。 
○３番（向井孝一君） 直接今の説明と関係するわけではありませんけれども、生前贈

与で贈与税猶予をされている戸数が何戸で、その流用されている総金額がどのくらい

なのかをちょっと教えていただきたい。 
○委員長（村本照光君） 事務局長、尾崎君。 
○農業委員会事務局長（尾崎克之君） お答えいたします。ちょっと古い数字、去年末
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ぐらいの数字でよろしいでしょうか。はい。まず、現在対象者が４７名。金額の合計

が８，１９０万。その猶予されている面積が３８３ｈａということで、動いておりま

す。その後今年に入ってから若干ありますので、現実的にはもう少し減っていると思

います。以上でございます。 
○委員長（村本照光君） 他にございませんか。 

（「なし」の声あり） 
○委員長（村本照光君） なければ、次に進みたいと思います。 
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。 
  村瀬君。 
○副議長（村瀬広君） 説明の中で、簡易水道それから公共下水道の中でそれぞれ使用

料の中で発電機借り上げをみていますけれども、計画停電対応ということなのですが、

いつから何日間といいますか、何ヶ月間といいますか、そういう計画であるのかどう

か。 
○委員長（村本照光君） 公営施設課長、高島君。 
○公営施設課長（高島好治君） この２会計の部分で先ほど補佐のほうから説明があり

ました通り、簡易水のほうでは２施設、それから下水道のほうでは１施設。この部分

について発電機、自家発電というものは持ってございません。その中で、北電のほう

から提案ありました７月２３日から９月１４日までの借り上げということで、今回計

上させていただきました。以上でございます。 
○委員長（村本照光君） 山崎君。 
○２番（山崎仁君） 車両購入に関する入札の取扱い基準の変更ということですけれど

も、この中身をお願いします。 
○委員長（村本照光君） 公営施設課長、高島君。 
○公営施設課長（高島好治君） 一般的には車を購入する場合には付属品というものを

必ず付けたり付けなかったりということができます。今までの部分につきましては、

付属品込みの車両価格の見積もりと言いますか入札と言いますか、そういう形で今ま

でやってございました。ただ先ほど補佐のほうからも説明したのですが、例えばスタ

ットレスタイヤであったり、それから冬の間のワイパーブレードであったり、こうい

う部分につきましては消耗品だろう、ということでそれに換えまして、ではその分だ

けを抜いた形の見積もり合わせでやろう、という形で今年度から変わりましたので、

それにあわせた形で今回スタットレスタイヤ、それからワイパー等々の部分につきま

しては消耗品扱いで購入したいということで今回こういう手順になった経過でござい

ます。以上でございます。 
○委員長（村本照光君） 山崎君。 
○２番（山崎仁君） それは今回の車輌だけですか。それとも今金町いわゆる公用車全

てにおいてということですか。 
○委員長（村本照光君） 副町長、清水君。 
○副町長（清水寛君） 今提案の所管課長のほうから説明しましたが、この進め方につ

いては指名委員会の中においてそういう進め方が妥当だろうということで、この度か

ら導入した部分であります。現実的に、昔は付属品については業者やメーカーのサー
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ビスのような形が、私の頭の中では認識がありました。しかし今は全部お金に置き換

わっているわけであります。特にスタットレスタイヤとか、なんと言いますかメーカ

ー、純正ですか。という形になると、まだ他に求めたほうがより性能が高くとも安い

ものを求められる部分はあるだろうというような、このような部分も何点か加味しな

がらこのような取扱いに致しました。 
○２番（山崎仁君） 公用車全てですか、と聞いています。 
○委員長（村本照光君） 副町長、清水君。 
○副町長（清水寛君） そうです。 
○委員長（村本照光君） 他ございますか。 
村上君。 

○１番（村上忠弘君） 利別大橋の物件に対する補償ということで育苗ハウスの補償と

いうふうにおっしゃってましたが、要するにこの育苗ハウス、除雪の際に何か破損さ

せたということなのでしょうか。 
○委員長（村本照光君） 公営施設課長、高島君。 
○公営施設課長（高島好治君） このビニールハウスなのですが、これが町道に４０ｍ

ほど並行してビニールハウスが設置されておりました。勿論冬の間にはビニールは外

しながら骨組みだけはそこに残っているような状態でございました。除雪する場合に

はどうしてもトラックで除雪をするのですが、ある程度スピードを出しながら除雪し

ていく時に、必ずその道路よりもわずか何ｍの中にその骨組みがありますので、どう

してもそれに飛んでしまうということが今までの経緯がございました。その飛んだ中

で今回はちょっと雪が多かったという部分もありましたので、それで倒壊したという

部分でございます。その倒壊した中で地権者ともお話をさせていただきながら、今後

の部分の中ではどうしてもそのビニール施設があることによっての影響というものが

高くなるものですから、申し訳ないのですけれどもこれをなんとか移設する方法はな

いでしょうか、というお願いをしながらこの度理解をいただいたということで、今回

計上をさせていただいた部分でございます。以上でございます。 
○委員長（村本照光君） 他ございますか。 
村瀬君。 

○１１番（村瀬広君） せっかくの常任委員会なので、この課の中で聞いていいのかど

うか分からないのですが、前に補佐に相談をかけたいきさつもあるのでちょっと聞き

たいのですが、町民の方の中から道路標識の看板ですね、行き先の。それで道の、土

現の管理している道道から今金町に入ってくる時に、遠い所は今金まで何キロと立っ

てます。それからある時来た時に、今金市街地まで何キロというのは道の道路に入っ

ているんですよね。ところが国が管理する国道ではそれがないということで、是非と

もいろんな観光関係のイベントをやっていますけれども、今金町に向かってくる町外

の方からすれば、いつまで経っても今金しか載ってないということでは、果たして何

キロ走れば町に着けるのかがわからないということは大変不親切じゃないかというこ

とで、是非とも開発に交渉しながらそういった看板に、今金市街地まで何キロという

ことを入れていただきたいということで何回も会えば言われるのですが、その点かな

り難しいものなのでしょうか。この機会なので聞きたいと思います。 
○委員長（村本照光君） 公営施設課長、高島君。 
○公営施設課長（高島好治君） 委員おっしゃる通り、本当の今金市街までという分に

ついて国道についてはありません。ただ、道道もあんまり多くはないように見えます。

ただ、八雲町市街まで何キロ、それから長万部市街まで何キロというのはあるのです
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が、なかなか今金市街までというのは無いのが今の現状でございます。この辺の中身

というのはどうしてそうなっているのかというのは、なかなか私のほうでは分かる部

分ではないのでしょうけれども、ただ、まちづくりとも相談しまして、一度まちづく

り推進課のほうから一度その開発のほうにその辺の旨を聞いてもらえないだろうか、

という話をちょっとした経緯がございます。それからはちょっとまちづくりがどうい

う形で話をしたものなのかまだ私聞いておりませんのでなんとも言えないですが、た

だそこまでの進みは現在しているということでご理解いただきたいと思います。以上

でございます。 
○委員長（村本照光君） 村瀬君。 
○１１番（村瀬広君） 是非とも根気よくやっていただければと、よろしくお願いしま

す。 
○委員長（村本照光君） 他ございませんか。 

（「なし」の声あり） 
○委員長（村本照光君） 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。 
  会場の時計で４０分まで休憩をいたします。 

 
休憩 午後２時２６分 
再開 午後２時３９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、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。なにかございませんか。 
  向井君。 
○２番（向井孝一君） 学校給食と食育・食農ネットワークの推進事業ということで、

給食の時間帯にあわせて我々も行ってやってきた経過があるのですが、３月定例議会

に昨年度踏まえて農協女性部の支援が得られなかったということがありまして、今年

度についてはこの事業推進するに当たってどういう改善策を取って考えているのか、

その辺をお聞かせいただければと思います。 
○委員長（村本照光君） 給食センター所長、小林君。 
○給食センター所長（小林洋伸君） ７月の常任委員会の実態調査の時にもこのような

質問がありましてお答えしておりますが、昨日ふるさととほほ笑みに感謝するための

日という、給食関係者の会議を開いております。その中で今年度も生産者の方から安

価で生産物を提供していただけるということがわかりましたので、今年度も実施をす

るということで今１１月にその時期を定めて準備を進めているところであります。そ

の中でも農協女性部、当然生産者の方が関わることが食育・食農教育に大きな効果が

あるということは事務局でも理解しておりますので、正式に農協の女性部と、あと農
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協の事務局の方にも入っていただいて、この趣旨の確認を今一度したいということか

ら始めようと思っております。それはまだ日程が決まっておりませんけれども、お祭

り終了後にでもその機会を設けたいということでございます。ただ女性部の意向とし

ては正直なことを言いますと、女性部として全体で関わることはなかなか難しいんで

す、ということはいただいております。そのような中で、では女性部という組織では

なくて、農協のＪＡの生産者という関わり中で関わっていただけないかというような

お願いもこれからしていって、学校現場にできるだけ多くの方々が関わっていただき

たいという準備を進めて、協力体制を作っていきたいというふうに思っております。 
○委員長（村本照光君） 向井君。 
○２番（向井孝一君） 生産者の地産池消といったら食材を提供するだけではやはり、

この事業の成果というのはなかなか受け難いものがあると思うので。やはりせっかく

当初、明けたから一昨年ですか、そこまでは婦人の方の、例えば芋の塩煮なり、おに

ぎりなりということでやってきたので、去年の場合は給食センターで作ったものを食

したという経過があるのですが、やはりその辺のやり方というものは色々あると思う

のですが、やはりそういう地元の生産者の人達の手伝いもいただきながら、給食セン

ターと離れた部分での食育というものをもっと真剣に考えて推進していただければと

思いますのでよろしくお願いいたします。 
○委員長（村本照光君） 給食センター所長、小林君。 
○給食センター所長（小林洋伸君） 議員のおっしゃる趣旨は十分に理解しております

ので、そのように進めていきたいというふうに思っております。ただ昨年度も、参考

までに言いますと、女性部が全く関わっていないというわけではなくて、学校現場に

は足を運んでいただいて生産に対する苦労話ですとか、植物に対する想いなんかも子

供たちに伝えていただいて、一緒に給食を取っているという経過もありますので、今

年度は更に充実した形で女性部と協力をしながらやっていきたいと考えておりますの

で、よろしくお願いいたします。 
○委員長（村本照光君） 他にございませんか。 

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

○２番（向井孝一君） 一番最初に説明を受けました産業振興課で、国営事業の絡みで

農地再編整備事業推進交付金があるわけですから、説明の中では換地協会から来てもら

ってというような話をされたのですが、国営事業を進めるにあたってこの換地というも

のが一番大事なことだと思うので、他から引っ張ってこなかったら対応できないのか、

或いは職員の中でそういう資格を持っている方も何人かいると思うので、それらの考え

方をちょっとお聞かせいただけたらと思います。 
○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) 換地の業務につきましては、議員のおっしゃるように
非常に重要な事業になるかと認識をしております。それでこの度９月１日に、換地委員

会の前段となる準備委員会の立ち上げをいたしました。今うちの方で一応、５地区に換

地区を分けまして、その中から受益者代表の換地委員ということで各地区５名、５地区

ですから２５名の換地の準備委員会なるものを設立いたしまして、昨日９月４日でござ

いますけれどもその準備委員の皆さんを集めまして、それで土地連の換地センターの所

長を招きまして、まず換地とはなんぞやというようなことを、ます換地委員の皆様方に
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その換地の業務、今後どういった部分を進めていけばいいのかということにつきまして、

換地センターからご指導をいただきました。その中で１回の当然講習会の中では、なか

なか換地委員の皆様、換地に対しての理解をなかなか１回ではできないのかなというこ

とで、今後いろいろ換地に関するいろんな小問題、或いは換地で決めなければならない

設計基準、或いは配置計画をどうするかとか、そういうような部分を今度ちょっと踏み

込んだ中で皆様方と協議をしていきたいと。それでその都度、この考え方はどうするん

だと言った中で、換地センターからその都度所長或いは換地士の方にお越しいただいて、

それらの指導をしていただくということで今回この補正予算を組ませていただきまし

た。そういうことでご理解をいただきたいと思います。 
○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) ただ今の向井委員さんのご質問の中では、町内の職員の中で
という部分が一部あったかとございますが、非常に換地関係についても土地改良法また

農地、そういった諸々の非常に制度的には細かないろんなケース、そういった部分の事

例を参考にした取扱いが必要になってくるかと思っております。現在確かに今金町内、

換地士の資格を有している職員もございますが、長くその職務から離れているといった

こともございますし、今現在職員のほうでも新たな別な職員でそういう研修の機会と極

力参加をしながら勉強を進めているところでございます。あわせてそういった専門的な

部分については専門機関の力を借りながらなんとか上手く換地のほうもスムーズに受

益者の理解を得ながら進めていきたいということで対応して参りたいと思いますので、

よろしくご理解を願います。 
○委員長（村本照光君） 他にございませんか。 

（「なし」の声あり） 
○委員長（村本照光君） なければ、その他でなにかありませんか。 

（「なし」の声あり） 
○委員長（村本照光君） それでは最後に、合同委員会が必要となる案件についてを確

認いたします。委員会から何かございませんか。 
（「なし」の声あり） 

○委員長（村本照光君） それでは理事者のほうから合同委員会の案件何かございませ

んか。 
  副町長、清水君。 
○副町長（清水寛君） 合同委員会に提案をお願いしたい部分については、産業教育の

所管の部分ではございません。ちなみに昨日行われました、総務厚生常任委員会の中

では、新条例が提案をされています。そういうことで、議案の１号にあります今金町

の暴力団の排除の推進に関する条例制定について、それと本来であればこれは全員協

議会のほうという形になるかと思いますが、全議員に承知をいただきたいということ

で事前にご説明申し上げたい部分が、議案第３号の今金町土地開発公社の解散につい

て、それと議案第４号の財産の譲与について、この３件を一括合同委員会にお願いし

たいということで提案をさせていただいております。 
○委員長（村本照光君） それでは、以上で各課の説明事項を終わらせていただきます。 
理事者の皆さん、ご出席ありがとうございました。 

  それでは３時３０分まで休憩いたします。 
 

休憩 午後３時１９分 
再開 午後３時３０分 
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○委員長（村本照光君） それでは休憩を閉じ、開議いたします。 
 
   ◎所管事務調査「まとめ」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から説明をいたさせます。 
○事務局長（勝山英敏君） それでは所管事務調査の部分につきましては、配布してお

ります。それについて一つずつ説明をしていきたいと思いますので、その都度訂正箇

所等あればお願いしたいと思います。報告時期につきましては１０月ですので、まだ

時間等ございますのでよろしくお願いしたいと思います。 
  １枚目の報告の部分につきましては、一応１２月ということと、あと調査項目につ

いては９件載せてございます。次の頁のほうでは、調査日が７月２４日と２５日の２

日間ということで、あとは調査結果につきましては現地調査ということで、浄化セン

ターから国営の事務所での進捗状況の説明までを受けてございます。それらを踏まえ

て、意見ということで作りましたので、字の間違い或いは文章等でこういうものとい

うものがあればお願いをしたいと思います。 
  それから一部アンダーラインが入っていますけれども、数字的な部分でまだ１２月

ということで直近の数字を入れたり或いは農作物別の出来高作況の部分についてはま

だ若干、今日の説明もありましたが全て終わっていないということで、それらに類し

た文章表現に変えていきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 
  わかりやすいように、実際の文章には番号取りますけれども、①～⑪まで載せてお

りますので、それ一つずつやりたいと思いますのでお願いをしたいと思います。 
○委員長（村本照光君） まず、⑪までありますけれども①から、今の文言等について

はいかがか。 
  それでは、休憩の中で一つお願いをします。 
 

休憩 午後３時３６分 
再開 午後４時２２分 

 
○委員長（村本照光君） それでは、休憩を閉じて開議します。 
  休憩中に皆さんから、それぞれ意見の部分について①～⑪までご意見をいただきま

した。まだこの正式な報告は１２月になりますので、情勢もまた変わってくると思い

ます。それぞれ文言も変わってくると思います。そんなことでは先ほど皆さんからご

意見いただいた点を十分反映しながら、適切な文言に変えて１２月のまとめにしたい

と思います。そういうことでは、事務局と委員長、副委員長で協議をさせていただき

たいと思いますのでよろしくお願いします。 
  それでは、このまとめについては特にあとなにかございませんか。 

（「なし」の声あり） 
○委員長（村本照光君） それでは、引き続き道内行政視察についてを議題といたしま

す。事務局のほうから説明をお願いします。 
○事務局長（勝山英敏君） それでは私のほうからまた資料が行っているかと思います。

平成２４年度道内行政視察ということで、産業教育常任委員会ということで載せてお

ります。 
目的については、昨年度の道外のほうと引き続きますので、この部分で行きたいと

思います。視察先につきましては、ニセコ町でのマイクロ水力発電への取り組みと経

過、実証実験結果、発電可能地域調査ということで進めておりますので、それらの部
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分について、どういう経過でこのマイクロ水力発電に取り組みを始めたのか、或いは

事前に実験をしているということでそれの結果がどうだったのか。あとそれが地形と

してそれが可能なのかという調査の部分でもインターネットでも出ておりまして、後

ろのほうにも何枚目かめくっていただくとニセコ町の環境エネルギーの取り組みとい

うものがあるかと思います。この部分で、下のほうにマイクロ水力発電の実証実験と

いうものも平成２２年度に行ったということで出ております。それを受けて次の裏の

ページでは、それを今度受けて可能かということで企業へのインターネットでプロポ

ーザル方式ということで公募をしておりますが、これが決まったという部分はちょっ

と出ていませんがこの部分結果がどういうふうになっているかという部分について、

どういうような進め方で行っているかという部分、北海道ではあんまりほとんど取り

組んでいないという状況もございますので、ちょっと興味深い部分もありますのでそ

ちらのほうについて行うということで考えておりました。 
2 箇所目につきましては、札幌市の藻岩浄水場、小水力発電、併設して水道記念館、
浄水場見学という部分も出来ることになっておりますので、それらも含めて行いたい

と思います。藻岩浄水場につきましては、上の方から水を落下させる力を利用して水

車を回すということでは、今金町でも光台の用水を見たという部分では、その落差を

利用するという中ではそれらを見るに値をするんでないかということで、そちらのほ

うを選らばさせていただきました。これにつきましても、たまたまそれに関する、イ

メージではわかっているかと思いますけれども、資料と、たまたまどこかの議員さん

が活動報告なかで見たような印象のものもここに載っておりましたので、参考にこれ

を付けさせていただきました。そういったことで、視察の申し込み書も添付させてい

ただきましたけれども、それに行程ということで付けさせていただきましたけれども。 
1日目につきましては１０月の１６日 7時半ごろ出発しまして、ニセコには１０時か
ら１２時まで、それらの内容について研修したいと思っております。ニセコ町内で昼

食後、札幌へ向かうと。次の日に札幌市の藻岩浄水場の部分の最初に水力発電のほう

を見学して、その後せっかくですので、水道記念館と浄水場の見学を１０時半から１

２時くらいを目途に行ないたいと思っております。そのあと終わりまして、昼食を取

りましてまた今金に戻るということで、水道記念館団体見学申込書ということで載せ

ておりますが、見学のほうは１１時～１１時５０分までということで、その前段１０

時半から３０分程度、水力発電の方を見学して、直ぐ隣に建物があるということなの

でそちらのほうに歩いて移動しながら 2 箇所を見学したいというようなことで考えて
おりまして、そのようなことで進めておりますので、宜しくお願いいたします。以上

です。 
○委員長（村本照光君） 今局長のほうから報告ありました通り、かねてより計画して

おりました産教の常任委員会としての道内行政視察について、一応１０月１６日～１

７日にかけての２日間、ニセコ町と札幌市の藻岩浄水場を視察するということになり

ました。そういうことで、皆さんのほうからなにかこれについて、特にご意見があれ

ばいただきたいと思います。 
  それから、先ほどＦＡＸでこの農業新聞に出ていた埼玉の農業用水発電施設につい

ての記事があったので、なにか参考になればと思って皆さんのほうにコピーしてお渡

ししているので、時間があったら読んでみてください。 
○１１番（村瀬広君） これはいつの新聞か。 
○委員長（村本照光君） これは１３日、昨日の新聞。 
○１１番（村瀬広君） わかりました。 
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○委員長（村本照光君） これで改良区の賦課金が安くなるなら大変助かる。 
どうですか。これでよろしいですか。 

（「異議なし」の声あり） 
○委員長（村本照光君） それでは、賛同いただきましたのでこの日程で道内行政視察

を行いたいと思います。よろしくお願いします。 
○事務局長（勝山英敏君） それでちょっと向こうのほうの浄水場の関係で、これに関

する質問がもしあれば事前にいただきたいということでございましたので、今日直ぐ

というわけじゃなくていいです、この後まだ会議もございますから、その時に。なけ

ればないでいいのですが、質問があればまとめて。また正副委員長でやりますか。 
○１１番（村瀬広君） 文面で全体図を。後は我々行った時に言いますから。それ以外

でなにかありましたら。 
○事務局長（勝山英敏君） はい。逆に言うと、昨年行ったところのそういう懸念され

る事項を質問して聞くことも可能だと思いますし。まだあの、質問の時間的余裕はま

だありますので。今日、昨日渡したばかりですので見ていただいて、なにか事前にや

らないと駄目なようなものがあれば。あとは大体皆当日でも聞けるかと思いますので、

何かありましたらお願いをします。 
 

◎その他 
○委員長（村本照光君） その他皆さんから、何か意見はございませんか。よろしいで

すか。 
（「異議なし」の声あり） 

○委員長（村本照光君） それでは私のほうから、一言ちょっと提案したいのですけれ

ども、実はＴＰＰの問題なのですが、今それぞれ民主党も自民党も党首選挙の真っ最

中なんですけれども、民主党の情勢から行くと今までの総理がまた再選されるという

可能性が強い中で、候補を見てもＴＰＰに反対しているのが原口さんだけ、というよ

うな状況の中で、与党野党関係なくこのＴＰＰには大変多くの国会議員も反対してい

るわけですけれども、その中で今金町としてもやっぱり反対という意志を表に出す必

要があるのかなと思ったりもするんですけれども。前にも話したことがあるかと思う

んですけれども、例えばのぼりもポスターも垂れ幕もないということで、今金町全体

でＴＰＰの文字一つもないんですよね。だからそんなことで出来れば、委員会として

町長のほうにでも申し込んで、町として例えば垂れ幕の一つやのぼりの一つぐらい立

ててもらうような、そういう努力をしてもらうとか。あわせて例えば町のほうから農

協等各団体に申し入れて、そういう宣伝活動をやってもらうような努力をしてもらう

ような、そういうお願いをしたらどうかなと私思うのですけれども。もし皆さんから

同意をいただければ委員会として申し入れてはどうかなという、そういう動きをした

らどうかと町長に申し入れたらどうかと思うのですが、いかがなものでしょうか。 
○４番（向井孝一君） これ全道のＪＡグループそれから農業団体が率先して反対して

いるのにも関わらず、今金農協にその垂れ幕の一つもないというのがおかしな話であ

って、まずはＪＡの、両方同時に要請するのは良いんだけれども、ＪＡに対してはも

う少し強烈に活動をしてほしいということを、私は委員長代表して言ってもいいんじ

ゃないかと思う。 
○委員長（村本照光君） 今皆さんに提案したのは、委員会という名前を使って、産業

教育委員会としての町長への申し入れ、それは委員長・副委員長含めて代表して行か

せてもらうということもあると思うんですけれども、そういう委員会の名前でもって

申し入れをするということが、重みがあるのかなと思ったりするのですけれども、そ
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んなことで皆さんに提案なんですが。やっぱりなし崩し的にやられてしまうという危

険性もあるし、特に肉についてはもう３０ヶ月くらい待てばＯＫというようなことで

出た。ここら辺の検査も緩めるということですから。勿論輸入が緩めるのだから国内

も緩めるのは当たり前だと思うんですけれども。 
○１番（村上忠弘君） 委員長がおっしゃるように、反対宣言としてやっぱりそういう

ものがないというのがやっぱりおかしい。 
○委員長（村本照光君） だからせめてそういう意思表示を。 
○１番（村上忠弘君） そうです。 
○委員長（村本照光君） どうですか。これ委員会の名において、町長と例えば農協の

ほうに申し入れするということをやるというのはどうですか。 
○２番（山崎仁君） この件に関しては、以前意見資料を今金町議会として採択をしな

がら関係機関団体に送付をしたという経過がある。今常任委員会の単位でどうだとい

う話なんですけれども、そこまでの意見書の採択をしているんだから、であれば議会

という立場で、それはお願いというか申し入れというか、これはあって然るべき、あ

ってもいいのかなと思います。それで垂れ幕を作るとか、今具体的な行動に関しては、

これは今金町に要請するのは、一番直近で言うと 9 月定例会がある。その中で議員と
しての意見をもったものでまったく問題ないわけであるし、それに賛同する方がいれ

ば賛同で発言をしていけばいい、直近で言うと。それから長い目、それを過ぎる状況

で言ったら議員の中で意見をまとめて、今金町議会として大反対行動を要請していく

又、自ら持っていくという、そういう流れのほうが委員会としてというよりもいいの

かなという気がする。 
○委員長（村本照光君） 今山崎さん言われたように、そういう方向だともっと重みを

ますだろうし、出来れば１８日は議運もありますしそういう中でこの問題を取り上げ

ていただいて、今言った議会として対応していただくような段取りを組んでいただけ

れば尚ありがたいと思います。 
○２番（山崎仁君） その件に関して、議会運営委員会ではその他の項目を用意します

から、提案いただいて議論いただければと思います。 
○委員長（村本照光君） わかりました。ではそういう方向で、一つまた皆さんに強力

をお願いしたいと思います。 
  他になにかありませんか。 

（「なし」の声あり） 
 
   ◎閉会の宣告 
○委員長（村本照光君） なければ、本日の委員会、これをもちまして閉会といたした

いと思います。 
  どうもありがとうございました。 
 
 
 
 

閉会 午後４時３８分 
 
 
 
 


