
 - 1 - 

            平成２４年 今金町産業教育常任委員会 
 
平成２４年７月２５日（水） 
 
○議事日程 
  １ 委員長あいさつ 
  ２ 町長あいさつ 
  ３ 各課説明事項について 

１）産業振興課 
・農林業振興対策事業について 
・農作物生育状況及び気象状況について 
・商工観光振興対策事業について 
・産業振興課所管事業進捗状況調書について 
・産業後継者就業実態対策について 

２）農業委員会 
・農業後継者就業実態について 

３）公営施設課 
・橋りょう点検検査について 
・建設工事の進捗状況について 
・簡易水道施設の管理状況について 
・浄化センターの管理運営状況について 

３）教育委員会 
・各学校の管理状況について 
・保育所事業関係について 
・教育委員会所管施設の管理運営状況について 

  ４ 所管事務調査「まとめ」について 
  ５ その他 
 
○出席委員（７名） 
 委員長 ９番 村 本 照 光 君   副委員長  ３番 向 井 孝 一 君 
     ２番 山 崎  仁  君        １１番 村 瀬  広  君 
     ７番 川 上 絹 子 君         １番 村 上 忠 弘 君 
    （議長 徳 田 栄 邦 君） 
 
○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      宮 本  彰  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           津 山 泰 彦 君 
農業委員会事務局長          尾 崎 克 之 君 
公営施設課長             高 島 好 治 君 
公営施設課長補佐           安 達 雄 一 君 
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教  育  長            中 島 光 弘 君 
教育委員会事務局長兼給食センター所長 
兼総合体育館長            小 林 洋 伸 君 
教育委員会事務局次長         寺 崎 康 史 君 
給食センター次長           小 林  実  君 
子ども発達支援センター長       舘 野 道 子 君 
教育委員会事務局主幹         遠 藤 盛 人 君 
 
 
 
 
 
 

○出席事務局職員 
    議会事務局長             勝 山 英 敏 君 
    議会事務局係長            中 川 真 希 君 
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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。昨日の雨の中での所管事務調査、それか

らまた今日午前には臨時議会、それぞれ大変お疲れのところご出席いただきありがと

うございました。 
ただ今より、産業教育常任委員会を開催したいと思います。 

 
◎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、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。午前中の臨時議会、誠にお疲れ様でございました。

そしてありがとうございます。昼からの産業教育常任委員会、調査のまとめというこ

とであります。１～２点、私のほうから報告を申し上げさせていただきたいと思いま

す。 
  先ほど昼に訃報が入りまして、こちらの所管になるわけでありますが、商工会の会

長さんをやられておりました山崎電気さんの山崎繁樹さんが亡くなったという情報が

入ったわけであります。非常に商業、とりわけ交通安全協会等含めた様々な町の事業

にご後援をされた方ということで認識しているわけでありまして、改めてご冥福をお

祈りしたいと思っています。 
  実は昨日と今日でありますけれども、全道の道庁含めて振興局、それから研究機関、

開発等含めて７２名の方々が今金町に入りまして、畑かんの研究会と研修を実施しま

した。昨日は実状発表ということで夜、講習会がありまして私も参加させていただき

ましたが、今日は青木高台のほう、これは２３年から２５年まで畑かんのモデル地区

として今取り上げていただいて、様々な畑かん事業の在り方、或いは水の利用の在り

方、それがどう経営に関わってくるかということの調査研究等含めたモデル事業とし

て進めておりまして、その後に国営の事業で１１４ha、国営事業でその分でいきたい
という計画を持っている地域であって、今日はその実地の検証なんかも行われて、午

前中に終了したという話を聞いているわけであります。 
  今農業関係の取り組み等を含めて、非常に道的にも注目している部分であるわけで

あります。この畑かんの担当が、道のほうで新しく進めております、体質強化の直接

担当課がありまして、課長さん等含めて職員の方何人も昨日から今金に入られて研修

をされていることでございます。 
  先ほど臨時議会の中で話題になりましたけれども、今日の新聞でご覧になったよう

に、地方交付税が７月２４日発表ということで振興局からも数字が参りました。実質

には１億２、６００万のプラスになっているわけでありますけれども、その要因的に

はなにかと言いますと、地域経済・雇用対策という部分で色々と名称が変わった部分

があるわけでありますけれども、それで大きく１億７千万ぐらいのプラスになってい

るわけでありますが、後はプラス要素としては記載の償還がありましたのでそちらの

分で少しく入ったということが言えるかと思います。 
  しかし、道路のいわば積算の数字があるわけでありますけれど、これあたりはどこ

の地域もそうでありますけれども、段々下げてきている傾向がありまして、それが相

当３００万～４００万くらいの事業費が落ちてきている。加えて児童手当の交付金も

これは全国一律でその数字も６００万くらい落ちている。あと固定資産税の評価替え

を行ったところも９２０万円くらいある。プラスマイナス含めて、１億２，６００万
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のプラスになったわけでありますけれども、非常に流動的な要素があるわけでありま

して、これを財源にして。加えて臨時財政対策債ということもしくは、財政が苦しけ

ればお金を借りることができますよ、という数字を加えると３０億の予算数値をされ

ているという内容になっているところであります。詳しくはなかなか分析も難しい部

分もあるわけでありますけれども、財政のほうからもらった資料に基づいてお話をさ

せていただきました。 
  実は私今、社団法人の日本建設業連合会というところの機関誌に投稿してください

ということで、北電の鈴木教授から連絡をいただいて今執筆をしています。テーマは

ダム建設ということなんですが、この方は北海道開発局の局長をやられた方で、そう

いうことを承知しておりましたので町長なんとかということで、今原稿を書いている

わけであります。ダム鋼材を含めたダム建設の在り方、職務でも随分河川のほうと関

わってきたので、その部分を知っていたおかげで執筆ということになったわけであり

ます。今日のまとめにも関係あるわけでありますけれども、最後のまとめの言葉とし

て、この前の常任委員会の時にも使いましたけれども、聞かなければ判らない、見な

ければ経験しなければ理解できない、言わなければ通じない、という言葉を投稿の中

でもきちんと書いているわけでありますけれども、実態調査していただいたわけであ

りますが、やはり言われて初めて気付くこと、見て初めて理解できること等々あるわ

けでありまして、実態調査の結果につきまして今日きちんと受け止めながら、そして

刻々と変わる様々な情勢に対応していく体制をきちんと作って参りたいと考えており

ますので、今日の常任委員会まとめについてご協力賜りますことをお願い申し上げま

して、私からの一言とさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。 
 
○委員長（村本照光君） 大変会場蒸し暑いので、是非上着等脱いでリラックスした形

の中で行い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。 
 

◎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。 
  向井委員。 
○３番（向井孝一君） 畑作物共済の関係なんですけれども、有資格面積は毎年のよう

に差異は生じてはいるんですけれども、実際に今国が進めている所得補償の絡みで、

基本的には共済加入ということが条件になっていると思うんですけれども、その辺の

絡みでこういうふうに面積的な差異がいつまでも解消できないというのは、どういう

理由なのか、ちょっとお願いしたいなと思います。所得補償というのは全作物まだや

ってないんですけれども、その絡みも生じてのことなのか、その辺含めてお願いした

い。 
○委員長（村本照光君） 産業振興課長、宮本君。 
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○産業振興課長（宮本彰君） ただいまの向井議員のご質問にお答えいたしたいと思い

ます。農業共済、掛け金の助成制度については、久しく制度構築をしながら進めてき

てございます。 
しかしながら有資格者の面積、限りなく１００％に近い共済加入という部分では、

こちらのほうも町、農協、さらには農業共済においても制度等の地区推進によって周

知をしているところでありますが、やはり農家個々の経営状況また作物に対する、そ

ういった部分でまだ不十分、不徹底という部分がございまして、加入率が高いところ

まで行っていない作物もあるというふうに認識しております。そういった部分、町の

この制度を活かしながら、今後も周知そして制度の理解を深めていきたいと思ってお

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。 
  村瀬君。 
○副議長（村瀬広君） １点教えていただきたいのですが、１頁の担い手対策事業です

けれども、そこに申請内容書いてありますけれども、自分としては、例えばそこに、

平成２７年の目標が２５haとありますが、こういったことが条件の素質につながる認
識が少ないという、そういうくらいの形なのか。 
○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） これの要件の中であるのは、生産性が拡大に繋が

るもの、という要件がありました。 
それでここで一番注意したかったのは、田植え機を単純に更新するというものでは

なくて、農業機械を更新するというものではなくて、規模拡大していくという。この

人の場合はそういうやり方を取ったので、それによって生産性が拡大されると判断し

ましたのでこのような条件にしております。 
○委員長（村本照光君） 村瀬君。 
○副議長（村瀬広君） ここに目標書いてありますが、これをクリアするんじゃなくて、

生産性が拡大になればいいんですね。わかりました。 
○委員長（村本照光君） 他ございませんか。 
  私から一つよろしいですか。先ほど酪農家の数２８戸ということなんですけれども、

これ最近ちょっと極端に減ってきているかと感じてきているのですが、減ってきてい

る要因をどういうふうに捉えているのか、もしあればお聞かせ願いたいと思います。 
  産業振興課長、宮本君。 
○産業振興課長（宮本彰君） 私共のほうとしては、その搾乳を完全に取り止める、そ

して酪農家から今度肉用牛への転換をされるという方々もここ近年数が多くなってき

ています。年に数件、１～２件というような形で聞いてございます。 
そういった搾乳の部分につきましては、やはり労働時間また家族労働力そういった

将来的な見通し、農家個々の経営の見通しという判断の中で経営転換をしてきている

のかなというふうに推察をしております。具体的な調査という部分では、申し訳あり

ませんが原課としても把握はしてございませんけれども、状況的な部分を推察すれば

そういうような形も出てきているかと思います。 
また他には家族労働力が減ってしまった若しくはご自分自身の体調不良、そういっ

た部分で搾乳をできないという話も聞いてございますので、そういったことが大きな

要因かというふうに理解はしてございます。 
○委員長（村本照光君） 他ございませんか。なければ以上で産業振興課の質疑を終わ

ります。 
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次に農業委員会より説明をお願いいたします。 
  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） 
○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） このこととは直接関係はないかもしれませんが、実は昨年の国

の方針で、地域の農業後継者を育てるということで継承後５年間の中で、年間１５０

万というそういう政策を出しましたよね。それを単純に我々も聞いて、ああ１５０万

貰えるんだなというふうにしか思ってなかったのですが、ここに来て実は農業に就農

した時期から５年経過したものについては対象外というようなことを聞かされました。

これはちょっと待てよと。国の政策発表をしたのとは大分内容が違って、お金がなく

なると徐々にそういう手腕を使ってきているのかなという感じも受けたわけですけれ

ども。現実に農協のある職員に聞きますと、２４年度で１０名くらいの対象申請者が

いると。ところがそういう絡みがあって何名の人が対象になるのかははっきり判らな

いというような状況に来ているというような説明を受けたのですけれども、その辺の

国・道の情報と今共有している情報というのは今どういうふうになっているのか、そ

の中身についてお聞かせいただきたいと思います。 
  私が聞いたのは、あくまでも農業委員会に交付申請しているよね、そのことが対象

する基礎になるということを私聞いたわけですから、そのことが事実なのかどうかも

含めてちょっと説明いただきたいと思います。 
○委員長（村本照光君） 産業振興課長補佐、川平君。 
○産業振興課長補佐（川平秀明君） 大変申し訳ありません。今お話されたのは、国が

言っております青年就農給付金の話だと思うのですけれども、それにつきましては産

業振興課のほうで所管しておりますので私のほうから説明をさせていただきます。 
  これにつきましては国が当初、新規の就農対策ということで研修を行う準備型と、

それから経営を開始する開始型という２本立てで出してきております。当初は遡りは

しないという話しであったのですが、経営開始型、就農した者に対しては経営移譲を

した者から５年間出るということで、今から５年前まで遡って該当させてもよろしい

ですよというふうになっております。 
  それで本町におきまして該当できそうな人で今上げておりますのが４名ほどおりま

す。これにつきましては最長５年間ということで、経営移譲してから残り、例えば２

年しかなければ後２年間だけ１５０万貰う、という形になっております。 
  それと関連でありますが、新聞報道でよく騒がれておりますのは、このお金１５０

万が国の予算がなくてですね、プール計算するといいますか、例えば何割かしか出な

いということが新聞に載せられております。我々担当者が行った説明会の中ではほぼ

８割くらいになってしまうんじゃないかという話から、道新なんかで報道されている

のは４割という数字まで出てきていますので、実際にこの１５０万円がどうなってい

くのかがちょっと判らない状態になっております。 
  本町の該当者は今のところ４件ということで出しております。 
○委員長（村本照光君） 向井議員。 
○３番（向井孝一君） ちょっと判りづらいのですが、要するに経営移譲をする前後。

前後５年の間であればこの交付金が出ると。経営移譲する前に既に５年経過してしま

った者は対象外ですよ、ということですよね。 
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  その時に例えば、それを対象というのか計算する年数というのは、あくまでも農業

委員会に今金町に対する交付申請をして、申請をした年月なのか、それとも交付を受

けた年月なのかどちらなのですか。 
○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） すみません、また制度の話になってしまうのです

が、通常今、今金町で該当できそうなものは親元に就農した親元就農という扱いにな

ります。この場合では、通常の新規の就農者、親が農業者じゃない方が就農した場合

は、就農した時からになるのですけれども、親元就農の場合は経営継承をした年、我々

が通常言っています経営の移譲をした年からになります。 
  ですからその移譲した年から５年間という形になってしまいます。ですから既に、

過去に例えば２年前に経営移譲していれば、もう既に２年経過しておりますので残り

３年分だけこのお金が出るという形になります。 
○委員長（村本照光君） 他ござませんか。 
村上君。 

○１番（村上忠弘君） この後継者就農奨励金なんですけれども、同一世帯で兄弟が後

継者としている場合、１人はその旧制度の中で交付対象になっていると。それで残り

のもう１人に対してはどうなんでしょう。１０年の事業の中で、今回新制度の中でも

う１人については該当になるのかならないのか、その辺ちょっと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） ただいまのご質問ですけれども、同一世帯という形であ

れば、先に経営を受けた方、その方のみが対象となるという形で制度構築をしてござ

います。そのような形で取扱いをしてございます。 
  そのため、同一世帯でお兄さん、弟さんが別々に経営をという形を取られても、先

に交付を受けた方のみの対照という形で取らせていただいております。 
○委員長（村本照光君）村上君。 
○１番（村上忠弘君） ということは後継者は１人しか認められないということなんで

すか。後継者として対象になるのは。 
○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） はい。おっしゃる通りでございます。 
  ただ、例えば経営を分離するとかそういうような手法になれば、また取扱いも異な

るという形でご理解をいただきたいと思います。 
  大変申し訳ございません。後継者ということでございますので、１人という形で取

扱いをしてございます。 
○委員長（村本照光君）村上君。 
○１番（村上忠弘君） 私の記憶しているところでは、２人対象になっているところが

ありますよね。以前のこの１０年の部分、その前にもそういう制度ありませんでした

か。ちょっと私深く認識はしてないんですけれども。それで過去にそういう兄弟が対

象になったところもあったように記憶しているんですけれども、どうでしょうか。 
○委員長（村本照光君） 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） 農業委員会で、農業後継者に関しては審査をす

るという立場もございますので、若干昔の経過も含めて私のほうから説明をさせてい

ただきたいと思います。 
  今村上委員からご指摘あった件については、今金町農業後継者育成プロジェクト等

に関する条例で、ちょっと金額ですとかはその辺は今お答えできませんが、その時点
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でなんらかの交付を受けた方の兄弟の方が、今回の産業後継者育成就業奨励金をまた

受けたということではないかなと察します 
  そのお話に関しては、今の産業後継者育成就業奨励金に関する条例の時にも、その

件についてはちょっと私直接には担当してませんでしたが、いろいろ過去のことも含

めてどうこうという議論があったと思いますが、その結果そこまではご破算にしてそ

れ以降、ということで進んでいったことだと認識しております。 
  ですから、過去のこのプレゼント条例等に、それ以前にいろいろと交付を受けた方

がもしいらっしゃったとしても、それはその時点でご破算というか、何もなかったと

いうことになって、今の育成奨励金がスタートしたというふうに、若干全部ではない

のですが記憶の中ではそのように思っております。以上です。 
○委員長（村本照光君） この件についてそれぞれ受け取り方のニュアンスが違います

し、答弁する側も若干大変なところもあります。この件につきましてはそれぞれ、今

質問された方につきましては、まだ議意があれば窓口の担当課のほうに行ってですね、

確実に確信していただきたいと思います。よろしいでしょうか。 
  それでは、他にございませんか。 

（「なし」の声あり） 
○委員長（村本照光君） 無いようですので、以上で農業委員会の質疑を終わります。 
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。 
  村瀬君。 
○副議長（村瀬広君）９頁の工事の進捗状況の中で、町道防じん処理工事の場所はどこ

なのか教えてほしい。 
○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） 防じん処理工事の場所でございますけれども、昨年度

から２年計画でやっています。ちょうど稲穂線という部分が１路線ございます。その

他に鈴金線という部分が今年また新たに、これも２年計画になれるのか３年計画にな

れるのか判らないのですが、その進み具合にもよりますけれども、その鈴金線も今年

計画して現在発注をかけてございます。以上でございます。 
○委員長（村本照光君） 村瀬君。 
○副議長（村瀬広君） 場所は判りました。それでですね、何年か前にもこういった執

務の中で、厳しい予算の中ですけれども、計画的な年次計画を組んで町道の舗装、防

じん処理工事を行っていくという話があったんですけれども、それはそのまま計画通

りにきているのか、それともある程度縮小されてきてる中でやってきてるのか、その

辺教えてください。 
○委員長（村本照光君） 公営施設課課長、高島君。 
○公営施設課長（高島好治君） 何年か前にその計画、私前回いた平成１４～１５年の

部分の中でも計画を作りましたが、それからまた新たに変わった形の計画もまた作っ

てございます。それに則りながら進めてはいますが、ただその中でも、今は大体が農

家路線が多くなってきてございますけれども、その中で離農した方であったり住所変

更した方であったりいろんな形がありますので、こういう路線につきましては申し訳

ございませんけれども、後回しになるような形になって、それからまた今営農してい
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る路線を中心的にその計画に沿いながら現在進めているということでご理解をいただ

ければと思います。以上です。 
○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） なければ以上で公営施設課の質疑を終わります。 
  ここで暫時休憩します。４０分まで休憩いたします。 

 
休憩 午後２時２５分 
再開 午後２時４０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） 続いて、事務局より説明をお願いいたします。 
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） 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） 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。 
  村瀬君。 
○副議長（村瀬広君） 資料の１５頁ですけれども、昨日、事務調査の中で体育館拝見

させていただきましたけれども、この資料の利用状況の中で放送室についてちょっと

教えていただきたいと思うのですが。 
○委員長（村本照光君） 教育委員会事務局長、小林君。 
○教育委員会事務局長（小林洋伸君） 放送室につきましては、２階にございます。研

修室の隣にあるんですけれども、２２年度まではそこも一部会議室として使っており

ました。２３年度はその会議室等の用途を必要がないということで使ってない状況で

ゼロに下がってきているという経過でございます。 
○委員長（村本照光君） 他にございませんか。よろしいでしょうか。 
○２番（山崎仁君） その他で。 
○委員長（村本照光君） その他という項目はないのですが。 
  それでは教育委員会の報告説明を終わらせていただきます。 
  それでは、その他について。 
  山崎君。 
○２番（山崎仁君） 今回の常任委員会で提案、報告されたものを聞いていたのですけ

れども、進め方、いわゆる説明の仕方がどうなのかなというのが一つありました。 
  と言うのは、以前常任委員会での説明というのは、まず課長が説明の順序を報告す

る。いわゆる内容については担当課長補佐、主幹に報告説明をいたさせます、という

ところから始まったような記憶がある。ですから、それがどうなのかということは是

非報告する側で検討しながら、その時によって変わるのではなくて、やはり統一した

説明の仕方。順番と言うのですか。課長の出番がないような気がしますので、その辺

まずお考えをいただきたいなというのが一つと。 
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  それから先ほど農業後継者の質疑がありました。いわゆる条例の所管課が産業振興

課で、その内容審査をするのが農業委員会ということでは、連携がどうなのかという

ことがあります。教育長報告の中にも連携という言葉が何度か出てきております。条

例の解釈、それから審査の内容、これらに関しては十分それぞれの課の中で打ち合わ

せをしながら統一したものを出していただきたいと思います。是非その辺のところを

お願いしながら、それができるかどうかの答弁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） お答えします。説明の関係の部分について今山崎委員のほうから

ありましたけれども、少し緩んでしまった説明になっているのかなという部分のご指

摘だと思っております。これ総務のほうの部分もございます。課長会議等の中で、今

一度周知徹底をし、そして委員会等に向かわせていただきたいと思っております。 
  ただ、説明等については主幹、それから補佐等をもってあてていることがままござ

いますので、その点についてはご理解をいただけるかなと思っております。 
  それと２点目の連携の関係です。まさしく先ほど産業後継者の就業奨励金の関係で

ありますけれども、少しバタついたところがあったと思いますが、本家本元の条例本

体について、今一度きちんとこの件に限らず精査をさせて、そしてうかがわせること

にこれは指摘されるまでもございませんので、申し訳ございません、一つその点でご

理解をいただきたいと思います。 
○委員長（村本照光君） あとその他でありませんか。 
向井君。 

○３番（向井孝一） ２１頁の学校給食の関係についておたずねしたいと思いますが、

年間実施事業の中にバイキング給食というのが書いてあるのですが、その内容につい

て。 
  それと子供達の反応はどうだったのかを含めてお聞きしたい。 
○委員長（村本照光君） 事務局長、小林君。 
○教育委員会事務局次長（小林洋伸君） バイキング給食につきましては、まず子供達

にそれぞれのカロリー計算ができるようにしましょうということを目的にしておりま

す。選んだもので栄養士が、何カロリーありますよと、大体のおよそのものを言って

児童と生徒に指導しながら食べていただくということです。これは小学校・中学校で

実施しております。 
  子供達の反応ですけれども、非常に楽しみにしているということがまずあります。

効果も高く残食なんかも少ないような状況になっておりますので、これは是非毎年継

続して、子供達の食育の教育に繋げ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。 
○３番（向井孝一） それともう一つ、昨年我々も食育の絡みで、それぞれの学校に分

かれて給食を共にしたんですけれども。そこで農協女性部の手伝いが去年なかったよ

うな気がして。会場には来ていたんですけれども、料理すべて給食センターでやった

という話を聞いて、何故そうなったのかということも含めて。今年度は是非前のよう

に、やっぱり女性部のそういう手伝いをもらいながらやるという方向に戻してやると

いう考えはないのでしょうか。 
○委員長（村本照光君） 事務局長、小林君。 
○教育委員会事務局次長（小林洋伸君） ふるさとの恵みと微笑みに感謝する日という

ことで、生産者の方から農産物を安価で提供していただいて実施しておりますが、昨

年度については是非その給食センターの調理員が調理上で新しいメニューとして、そ
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の地場産消に関して今金地区保存というものを作って提供したいという話がありまし

て、その旨で提供しております。 
  ただ、一方的に給食センターの調理員が作るという経過にはいたっておらずに、農

協女性部のほうとも協議をして、農協女性部さんのほうも少し手間がかかるので、昨

年度は調理というよりも参加で協力をしたいという意思をいただいたものですから、

そのような対応をいたしました。 
  今年度については、まだこれから実施までには時間がありますので、食育の推進委

員会の中で、どういう形態がいいのかということと、関わる生産者がどのように子供

達の前で活躍できる場といいますか、様々な指導ができる場がふさわしいのかという

ことで協議をしていきたいということで、まだその内容は決まっておりませんので女

性部の方が調理に携わる可能性もありますし、様々な方法を取っていきたいというふ

うに思っております。よろしくお願いいたします。 
○委員長（村本照光君） 村上君。 
○１番（村上忠弘君） 昨日中学校に行ったところ、学校長が来年度身体の悪い子が１

人入学すると。そういった部分でシャワールームが必要になってくるというような話

をしていたんですけれども、その部分について教育委員会ではそういった話はどうな

のでしょう。 
○委員長（村本照光君） 教育長、中島君。 
○教育委員会教育長（中島光弘君） 教育委員会も把握はしていますが、今小学校にい

る段階だと思いますので学校間では小・中の先生方の、特別支援の連携の中での一つ

の方法であるとか。 
  それと親御さんの意向もあります。これにも十分配慮しようと思いますけれども、

子供さん自身の今後の進路だとか、いろんなことを踏まえて相談にのる時間も必要に

なってきます。 
そのことの把握はしておりますので、正式にはこれから保護者、それから小学校の

学級担任、中学校の特別支援の関係者、その中で教育委員会の支援事務を含めて協議

をして、予算化が必要な場合については、中学校にその施設を新たに作るというのは

なかなか予算とか難しいということであれば、例えば今ユニット的なものだとかいろ

んな方法もありますので、今後のこともいろいろ考慮したり、それから今の中学校の

特別支援の状況をどういうふうにもって行くかというあたりも含めて協議を進める予

定でおりますので。校長先生が説明したのは学校の立場で今こういう課題があってと

いうお話だったと思いますので、教育委員会も中身は把握しておりますので、よろし

くお願いいたします。 
○委員長（村本照光君） 他になにかございませんか。 

（「なし」の声あり） 
ないようですので、以上で各課からの説明事項を終わります。 
理事者の皆さん、ご出席ありがとうございました。 

  それでは２０分まで休憩いたします。 
 

休憩 午後３時０９分 
再開 午後３時２３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。 
 
   ◎所管事務調査「まとめ」について 
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○委員長（村本照光君） これより、所管事務調査「まとめ」について協議をいたした

いと思います 
  昨日は雨の中、それぞれ所管の事務調査を行ってきました。理事者から説明があっ

た重要な事項や、それからまた付け加えなければならないこと等含めて、皆さんから

意見をいただきたいと思います。 
一応ここにあげております通り、９項目に関してそれぞれ調査をしてきました。こ

の点について、皆さんからのご意見をいただきたいと思います。 
  休憩の中で一つお話をいただきたいと思います。よろしくお願いします。では休憩

の中でお願いします。 
 

休憩 午後３時２５分 
再開 午後４時１９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。 
  休憩中に皆さんから、それぞれ今回所管事務調査ということで視察してきたところ

等についてのご意見をいただきましたので、それを元に、まとめは１２月ですけれど

も一応そのまとめの前段として今回の調査結果についての叩き台と言いますか、原案

を委員長、副委員長、事務局長でまとめさせていただきたい、ということでよろしい

でしょうか。 
（「異議なし」の声あり） 

 
◎その他 

○委員長（村本照光君） それではその他の案件と言いますか、前回から継続調査にな

っておりました水力発電の関係。この関係についての常任委員会の視察の件について、

これから皆さんにご意見をいただきたいと思いますけれども、その前に局長のほうか

ら原案のほう報告させていただきたいと思います。 
○事務局長（勝山英敏君） お手元のほうに一応新聞の出ていた部分をお渡ししました。

継続調査の先ほどお手元に配った中ではマイクロ水力発電及びバイオマスシステムの

調査研究ということでなっています。今回の部分については、マイクロ水力発電。小

水力も含めた水力発電という大きな括りと、バイオマスシステムの調査についてとい

うのもあったんですけれども、これは今はまだちょっと手はつけていない状況ではあ

るのですが、水力のほうに関して今指し当たっては手をつけたほうが良いのかなとい

う機運がありまして、そちらのほうの部分のみの資料となっております。関係機関に

も資料提供をお願いして開発局のほうでも同じように自然エネルギーに関してはなん

らかのそういう助成制度もあるということで、そういう勉強会等も開いているという

ような、ちょっと紹介をしたらそういうような情報も得ています。勉強会については

明日、明後日２７日あるということで、そちらのほうではそういう報告関係にあると

いうことで、それらの資料をもらうような手配をしているところです。今の現状で言

うと、小水力と言うと新エネルギー時代の到来ということで１月１日の新聞に出てい

た北海道での状況ということで、これだけの地区で小水力という分ではやっていると

ころがございます。２～３日前の新聞では裏のほうでは、小水力発電に関する登録制

ということで内容が変わったということで載っておりまして、その中の一部では藻岩

浄水場に敷設している水道水による水力発電ということでもうたわれている部分がご

ざいます。そういったことでこういう部分を視野に入れるのと、あと今開発局からも

来る資料をちょっと今町と、それからマイクロ水力ということになりますと本当の農



 - 13 - 

業用水の小さい部分でいくとニセコ町がそれをやるために、いろいろとニセコ町の状

況としてそれを活用できるかどうかというような調査も去年あたりしているようで、

それができたかどうかについてはネットのほうでは調べられないので、そういった途

中経過。出来上がってから見に行くのもいいですけれども、その途中経過を逆に言え

ば聞くのも一つの方法かなということでは思っております。そういったことでこの時

に日程調整をしながらということではあったのですが、今そういうようなことでまだ

固まっていないという状況が今の現状ですので、揃った段階でまた何らかの形で決定

できればなと思います。ただ、昨日の実態調査が終わった段階で皆さんたまたま事務

局に来た時に、いついくかという日程のほうが先にいって８月３０、３１ならどうだ

というのが確かあったと思いますので、そういうようなことでやるとすればあまり悠

長なことは言ってられないのかなという部分もございまして、その辺についてある程

度先ほどの報告書と同じように、事務局と正副委員長のほうにある程度また絞込みの

部分についてはお任せをしてもらうえるだとか、そういうような形にしていただけれ

ば８月末の日程でそのまま進むということであればそのようなこともしなければいけ

ないですし、全体的な日程にまだ余裕があるとなれば、若干皆さんとまた協議をしな

がらということもできるのかなと思いますので、その辺も含めてご検討をしていただ

ければなと思います。 
○委員長（村本照光君） 今局長のほうから今の状況説明してもらいましたけれども、

マイクロ水力発電についてはここに書いてあるようにニセコ町、喜茂別町。それから

水力発電については全道各地にいっぱいあるということで、こういう新聞の切り抜き

もいただいたわけですけれども。どうですか、視察内容について、どこに絞るという

強い希望があれば 
○副議長（村瀬広君） 内容についてはお任せします。 
○事務局長（勝山英敏君） １泊２日の視察なので、そんな極端な行程は無理なのかな

と。問題はあと日程的な部分の、昨日話したそれで良いのかどうかという部分。あと

は相手のあることですから、それで日程調整を進めていいのかどうかという判断だけ

もらえれば。 
○委員長（村本照光君） 距離的な問題もあるけれども、近場であれば２箇所くらい見

れると思うんだよね。 
  それでは休憩しながら中身を煮詰めたいと思います。 
 

休憩 午後４時２６分 
再開 午後４時４０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。 
  行く場所については一応今の段階では、ニセコ町、こちらには喜茂別も書かさって

いますけれども、ニセコ町あたりと藻岩の２箇所を視察しに行きたいと思っておりま

す。ただ、他に紹介いただいているところもありますので、その結果も待ちながら行

き先を決めたいと思います。日程等についてはそれぞれいろんなご意見等ございまし

たけれども、一応１０月中旬ということで、細部に渡っては事務局に任せていただき

たいというふうに思います。そういうことでよろしいでしょうか。 
 

（「はい」の声あり） 
  その他なにかございませんか。 

（「なし」の声あり） 
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   ◎閉会の宣告 
○委員長（村本照光君） それでは、本日の産業教育常任委員会、これをもって閉会し

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４２分 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


