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平成２４年第３回今金町議会定例会 第１号

平成２４年９月２６日（水）

〇議事日程

１ 会議録署名議員の指名について

２ 会期の決定について

３ 諸般の報告

４ 行政報告

５ 一般質問

６ 同意第 １号 今金町教育委員会委員の任命について

７ 同意第 ２号 今金町教育委員会委員の任命について

８ 議案第 １号 今金町暴力団の排除の推進に関する条例制定について
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正する条例制定について

１０ 議案第 ３号 今金町土地開発公社の解散について

１１ 議案第 ４号 財産の譲与について

１２ 議案第 ５号 今金町過疎地域自立促進市町村計画の変更について

１３ 議案第 ６号 平成２４年度今金町一般会計補正予算（第４号）について

１４ 議案第 ７号 平成２４年度今金町国民健康保険特別会計事業勘定補正予算

（第２号）について
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（第２号）について

（ ）１６ 議案第 ９号 平成２４年度今金町簡易水道事業特別会計補正予算 第２号

について

１７ 議案第１０号 平成２４年度今金町公共下水道事業特別会計補正予算（第２

号）について

１８ 認定第 １号 平成２３年度今金町一般会計歳入歳出決算認定について

１９ 認定第 ２号 平成２３年度今金町国民健康保険特別会計事業勘定歳入歳出

決算認定について

２０ 認定第 ３号 平成２３年度今金町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認

定について

２１ 認定第 ４号 平成２３年度今金町介護保険特別会計歳入歳出決算認定につ

いて

２２ 認定第 ５号 平成２３年度今金町介護老人保健施設特別会計歳入歳出決算

認定について
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２４ 認定第 ７号 平成２３年度今金町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定

について
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開会 午前１０時００分

◎開会の宣告

〇議長（徳田栄邦君） ただいまの出席議員は１２名で、定足数に達しておりますの

で、本日をもって招集されました平成２４年第３回今金町議会定例会を開会いたし

ます。

◎開議の宣告

〇議長（徳田栄邦君） これより、本日の会議を開きます。

◎日程第１ 会議録署名議員の指名

〇議長（徳田栄邦君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

本日の署名議員は、日置君、村本君を指名いたします。

◎日程第２ 会期の決定

〇議長（徳田栄邦君） 日程第２、会期の決定を議題といたします。

お諮りいたします。

本定例会の会期は、本日から２８日までの３日間といたしたいのでありますが、

これにご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） ご異議がないので、以上のとおり決定いたします。

◎日程第３ 諸般の報告

〇議長（徳田栄邦君） 日程第３、諸般の報告を行います。

会務報告、監査委員の検査報告、平成２３年度今金町財政健全化判断比率及び資

金不足比率についての報告、請願の例により処理する必要がないと認める陳情、及

び教育委員会外部評価委員会結果報告（中間）は、別紙配付のとおりであります。

以上で、諸般の報告を終わります。

◎日程第４ 行政報告

〇議長（徳田栄邦君） 日程第４、行政報告を行います。

町長より行政報告がございます。

町長、外崎君。

○町長（外崎秀人君） （行政報告朗読、記載省略）

〇議長（徳田栄邦君） 以上で、行政報告を終わります。

◎日程第５ 一般質問

〇議長（徳田栄邦君） 日程第５、これより一般質問を行います。

日置君の発言を許します。



-5-

日置君。

○８番（日置紳一君） 少子化対策と子育て支援をということで、町長にお伺いをい

たします。

少子高齢化と言われて久しい今日ですが、今金町の人口もついに６，０００人を

割ってしまいました。これ以上の人口減少を少しでも防ぐためには、子供を産んで

育てる気持ちになってもらえるような今金町としての施策が必要と考えます。

子供は２人以上は欲しいという声をよく耳にします。子育ては大変な重労働であ

り、ましてや共稼ぎとなると負担はより大きくなります。親の仕事の関係や子供の

成長過程で重要な役割を担う保育園、保育所等は、若いご家庭にとって欠かせない

施設であります。

しかしながら、その保育料が高額であれば、若年世帯の家計負担は大きく、結果

として２人目、３人目の子供を諦めてしまう家庭が多くなってしまいます。民主党

は、子供は国民みんなで育てるべきだと、子供手当を２万６，０００円にする選挙

公約を唱えましたが、結局は半額程度の児童手当になってしまいました。年少扶養

控除が廃止された分だけ、家計の負担は増加しています。私は若い世代が１人でも

多くの子供を産んでいただくためにも、ぜひとも保育料の助成をすべきだと考えま

すが、町長の所見をお伺いいたします。

〇議長（徳田栄邦君） 日置君の質問に対し、理事者の答弁を求めます。

町長、外崎君。

○町長（外崎秀人君） 日置議員の一般質問にお答えをいたします。

少子化対策と子育て支援という表題でありますが、内容は保育所、幼稚園、保育

料への町の助成支援という部分の質問と受けとめました。

保育所利用者には、今金町独自に今金町保育の実施に関する条例施行規則の定め

に沿って、国の保育料費用徴収額より低い設定で保護者に保育料を負担をいただい

ております。この間、質問の部分に関連しますが、保育所、幼稚園をともに存続、

確保していくことで、現在、そして将来への対策として、認定こども園の整備を進

めてまいりました。その中で、運営に対するさまざまな段階で議論をし、既に議会

の理解を得て、保育所、幼稚園利用者に対する保育料の町単独軽減対策を実施して

おります。

参考までですが、本年度、２４年度当初の状況で、保育所、幼稚園保育料として

約１，１００万円の軽減、言いかえますと助成をしております。内容は、幼稚園の

部分で、本来でありますと月額３万５，０００円程度の保育料を設定しなければ運

営が保てないのでありますが、従来の町立幼稚園の保育料が月額６，０００円であ

りました。保護者の負担が急激に増嵩しないように、運営者である函館カトリック

社会福祉協会と協議の上、月額９，０００円に設定いただき、発生する経営の収支

不足部分を町の一般会計から財政支援する仕組みの中で、保育料負担の軽減を図っ

ております。

保育所の部分の保育料ですが、平均層の町民税５万円の世帯を例にしますと、国
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の基準では３歳児以上で月額４万１，５００円となります。そこで、今金町として

は月額１万５００円の軽減助成を行っていますので、保護者負担は月額３万１，０

００円となります。このことから、前段申し上げたように、保育所・幼稚園合わせ

て年間１，１００万円程度の軽減、助成となるものです。

このように、議員質問の保育所・幼稚園利用者の保育料支援については、町単独

事業として充実しているものと考えています。

なお、この間、平成２２年度に７階層から８階層への変更をしておりますが、保

育料の国の保育料費用徴収基準が増嵩しない間は、現行の軽減措置を継続するとし

て、保護者、事業者、議会説明をしてきておりますのでご理解願います。

この度の質問は、保育料の軽減対策でありますが、町の指針となる今金町次世代

育成支援行動計画の着実なる推進に努めながら、既に整備済みの認定こども園いま

かね、発達支援センターをはじめ、現在建設中の学童保育所の整備など、ハード面

の拠点施設の環境整備を含めて、少子化対策、子育て支援を効果的に行い、安心し

て働き、産み、そして子育てすることができる町を構築する所存であります。

〇議長（徳田栄邦君） 日置君。

○８番（日置紳一君） 大変詳しくお答えをいただき、ありがとうございます。

保育料が高くて大変だということを多く耳にしておりましたので、今回保育料の

助成をという質問をさせていただきました。しかし、既にさまざまな助成や支援を

されているというお答えでした。

そこで、町長にお伺いをいたします。外崎町政も３期目の半ばを迎えようとして

おります。私は外崎町政３期目の目玉政策として、保育料の無償化を行ってはどう

かと考えますが、このことについてどのようにお考えかお聞かせください。

〇議長（徳田栄邦君） 町長、外崎君。

○町長（外崎秀人君） 無償化ということがどんと来たわけでありますが、この間の

さまざまな議論も当然あるわけであります。政策としては、無償化も一つあるとい

う認識は私なりにとっておりまして、全国のところでは、幾つかも活字で見たこと

もあるわけであります。

今金町の仕組みの中では、先ほど言ったように、所得をベースとして費用負担を

、 、 、いただくという流れをもちまして この間 その所得も国の方の流れがありまして

今、１０階層まであるわけですけれども、基本的には８階層でうちの方は進めてお

ります。先ほど答弁で申し上げました、中間の層の平均的な軽減策の数字を出した

わけでありますけれども、所得の低い段階の方々におきましては、国の基準に沿っ

た形の中で進めております。所得の高い方につきましては、大体１万６，５００円

くらいの軽減をしているということで、それぞれに応じた形になる。

ただ、無償化という部分の中では、非常に私、心配な要素を含めているものが一

点あるわけであります。ご承知のとおり、保育所に預かれる、保育所を利用される

という中では、基準があるわけであります。自宅で親が、あるいは家族の方々が子

供を見れるという環境にある方については、それは利用できないわけであります。
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働いている方々の軽減のためにということで保育所という利用ができるわけであり

ますけれども、そこにまた制度があって、働くのであるから当然所得が入るので、

その分については負担してくださいという流れがあるわけあります。そのことを、

無償化にすることによって、公平性を考えたら、少子化ということの子育てという

対策を考えた場合には、働いていないから当然入れられないわけであります。これ

は制度ですからしようがないわけでありますが、果たして公平性が保てるか、子育

てという部分から含めれば保てるのかどうかという疑問も、当然私はあるのではな

いかと、自分なりにもちょっと思っているわけであります。

これは高齢者もそうなんですね。高齢者の福祉施設もそうなんです。自宅で一生

懸命家族が介護している方については、国の制度というのはほとんど適用されない

わけであります。全く自賄いであります。でも、施設に入ると、それも基準があっ

て入れるわけでありますけれども、そのほとんどは、国が２分の１、市町村、都道

府県が４分の１、４分の１、自己負担がほんのわずかで面倒を見れるわけでありま

す。そう考えた場合に、制度は制度でもって法律で生きているわけですから、非常

、 、に難しい要素がありますけれも これを一気に無償化するということになりますと

その辺の調整なんかも図っていかなきゃいけないのかなと。

私であれば、公平な形の中でやるとすれば、無償化のよさ、どうのこうのって多

分あると思いますけれども、やはり親は子育て、子供を育てるということに当然責

務があるわけでありますから、その自分の置かれている生活の中で、最低限一生懸

命努力して、子供の方に目を向けるということが私は重要でないかなと。責務を果

たすという、一つの役割として私はそういうことがあるのではないかなと。医療費

の無料化の中でも、一応そういう話をした経過があるわけでありますけれども、決

して私は無料が望ましいとは思っておりません。

加えて、先ほど後半に申し上げましたように、子育て、あるいは子育て支援とい

うのは、保育料だけの問題ではないと思っています。さまざまなことにかかわるわ

けであります。ちなみに、この今金町にこの施設がなければどうするか。非常にさ

まざまな将来を考えて、議会とも相談をし、認定こども園に踏み切ったわけであり

ますけれども、それでも、その施設を管理運営するだけで１億１，０００万円くら

いの町の支援をしているわけであります。そういう流れから考えますと、大局的に

見て、一定程度の負担をいただきながらも行政の使命を果たしていくという役割の

中では、私は、今の私の考えとしては、無償化ということには考えていない。

でも、今までも約束しているように、国のさまざまな基準が変わった段階で、改

めてまた町の軽減策について考えていかなきゃいけないということは言明しており

、 、ますので その時期にまた改めて考えあわせていただければと思っておりますので

よろしくお願い申し上げたいと思います。

〇議長（徳田栄邦君） 日置君。

○８番（日置紳一君） 突然無償化なんていうことを申し上げて、一朝一夕で答えが

出る話ではないと思いますので、今後ともぜひ検討を続けていただきたいというこ
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とを申し上げまして質問を終わらせていただきます。どうもありがとうございまし

た。

〇議長（徳田栄邦君） 以上で、日置君の一般質問を終わります。

次に、上村君の発言を許します。

上村君。

○６番（上村義雄君） 第３回の定例会で、私から一般質問をさせていただきます。

題名は、林間学校の開設をということでございます。

時代の変遷とともに、１１０年の歴史を持つ美利河小学校も平成２４年度をもっ

て閉校となります。それに伴い、地域の方々、里親、学校に支えられて平成２年か

ら続けられた山村留学制度も終わります。この地域の方々に温かく迎えられた子供

たちへの思いが美利河の心であり、また今金の心だと思います。

そこで、都市の子供と今金の子供との交流林間学校を開設してはいかがでしょう

か。史跡あり、清流あり、大地の恵みの食あり、さまざまなことに挑戦し、学び、

成長していく中で、美利河が心の里となればと考えますが、教育長のお考えをお聞

かせいただきたいと思います。

〇議長（徳田栄邦君） 上村君の質問に対し、理事者の答弁を求めます。

教育長、中島君。

○教育長（中島光弘君） おはようございます。

上村議員の一般質問にお答えをいたします。

美利河小学校は、来年３月末をもって１１０年の歴史と山村留学制度を導入して

２３年の歴史に幕を閉じることになりました。改めて、長きにわたり美利河小学校

を支えてくださいました関係各位に、心から感謝を申し上げます。

さて、閉校後の学校の利活用や地域支援の観点からご提案をいただきました林間

学校の開設について、私の考え方を述べさせていただきます。

林間学校の歴史は、明治末から大正初期にかけて開かれるようになったと言われ

ており、当時は夏季林間学校、夏季休養団、天地保養団などと称され、病弱な子供

たちの体質改善を図ることを目的に行われていました。

現在は、夏休み、冬休みなどに学校の教師に引率され、児童、生徒が合宿形態な

どで地域性に富んだ野外活動プログラムで、心身の健全な発達や集団生活の指導が

行われております。

また、林間学校の多くは長期休業中に行われていますが、その場合、学校の教育

課程外での活動で、どの程度児童に参加を強制できるか、あるいは教師が林間学校

の引率指導をしなければならないかなど、あいまいな部分も存在をしております。

ですから、林間学校は学校教育と社会教育の境界領域にある学社融合の側面もあ

ります。現在、多くは道立や国立の社会教育施設、例えば道南圏ですとネイパル森

（道立森少年自然の家 、ネイパル洞爺（道立洞爺少年自然の家 、国立日高少年自） ）

然の家などが、宿泊体験型のプログラムを提供しております。

さて、議員ご提案の閉校後の美利河小学校での林間学校の開設でありますが、美
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利河地区の効果的な要因としては、交通アクセスに恵まれていること、社会教育施

設であるピリカ旧石器文化館があること、本町の観光拠点施設であるクアプラザピ

リカの施設利用が可能で、特に活動後の温泉休息ができることは、野外活動には大

切な要素であります。

そして、何よりも美利河地区は、これまで山村留学制度の大きな魅力となってい

る子供たちをはぐくんだ大自然と、地域が一体となり子供たちを見守り育てる心の

教育が実践されてきた地域でもあります。その意味では、議員ご提案の林間学校の

開設については、さまざまな課題はありますが、前向きに検討をさせていただきた

いと存じます。

本町は、他の閉校地区と同様に、学校閉校後は学校教育支援から社会教育支援へ

と移行し、つないでいくことが重要であることは既に実証をされておりますので、

町の関係部局とも連携し、取り組んでまいる所存であります。

そして、何よりも美利河自治会の皆さんのご理解やご協力なくしては、地域振興

や地域支援は成り立ちませんので、ともに知恵を出し合い、新たな歩みを進めてま

いりたいと存じます。

以上申し上げ、答弁とさせていただきます。

〇議長（徳田栄邦君） 上村君。

○６番（上村義雄君） 教育長から、前向きにというご答弁をいただきました。いろ

、 。 、 、んな問題があるということは 私も承知します しかし 教育長が言われたように

学社融合、そしてまた、この地域の中での統合によって、地域に子供たちの声がだ

んだん聞かれなくなってきている。それらを一時的でもいいですから、地域にその

子供たちの声が、歓声が聞こえるような、そういう今金としての取り組みが。前向

きと言われていますから、それに取り組む努力はされていただけるとは思うんです

けれども。

例えば、今、函館に新幹線が１５年から、３年後に新幹線が函館まで来ます。で

すから、都市と言っても、札幌の都市と東京の都市と、東京あたりの方では、近く

の林間学校ということは結構行われているようでございます。ですから、要するに

新幹線という交通の利便性が利用されて、そして、北海道のこういう後志利別川の

清流日本一を、もう実質日本一の清流の、そういう自然環境に恵まれたところに、

都市の子供たちを、そして今金の子供たちとの交流を図りながら、そして地域にあ

るすばらしい食材を通して、木育もあり、食育もあり、そして何より子供たちの体

、 。 、 、力をつけていくという その生き延びる力といいますか ちょっとしたことで 今

非常にマスコミ等であれされているいじめによる自殺者というものが多くありま

す。本当に心痛む問題でございます。しかし、自然の中で、自然に囲まれた中であ

れすると、自分一人では生きていけないんだ、ともに助け合い、支え合っていかな

ければ生きていけないんだという、そういう考え方、そういうのも子供たちに育て

ていくことも、この林間学校の中で大いに役立つのではないかと私は考えるわけで

す。
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そういう面で再度、今後の各連携は必要でしょうけれども、再度、教育長のその

前向きの意気込みをお聞かせいただきたいと思います。

〇議長（徳田栄邦君） 教育長、中島君。

○教育長（中島光弘君） ありがとうございます。再質問いただきましたので、答弁

をさせていただきたいと思います。

たくさんの現状の思いであるとか、問題点等もご指摘をいただきました。美利河

小学校だけではありません。閉校になったところに、学校は地域の拠点であります

から、教職員がいて、いろんな学校行事を通じて地域の皆さんの交流の場であった

り、いろんなことで地域の拠点であるということは間違いない事実であります。

先ほど答弁でも述べました。社会教育が学校教育にかわって支援をしていくとい

うのは、私は北海道でも珍しい形態をきちっととれている町だというふうに思って

おります。というのは、ただ、ここの原則は、行政、社会教育が主導するのではな

くて、そこに住んでおられる地域の皆さんが、その地域をどうしていきたいかとい

うことが根本にあって、そこで私ども行政であるとか、社会教育のスタッフである

とか、関係団体の皆さんがどうかかわっていくかということが地域づくりだという

ふうに思っております。

特に、子供たちがいなくなるわけではないんですよね。少なくはなりますけれど

も、確実にそこの地域には子供たちがいるわけですから、いろんな行事をやるとき

に、今までの学校とは違って、今度は、今もそうです。八束地区でも金原地区でも

やっていただいていますが、今金の子供たちが、一緒に友達が行って、地域の運動

会に参加をするというような形態もとっております。

そこで、先ほどご提案をいただいた林間学校については、いろんな方向性がある

というふうに思っております。今週の土日にも、実はピリキャンプというふうに題

名を打って、美利河小学校での宿泊型のキャンプ事業があります。２０数人だった

と思いますが、子供たちが参画をして、美利河小学校に泊まりながら、美利河のい

。 、ろんな教育機能を題材としたプログラムを実施をいたします ここにかかわるのは

例えば学校の先生であったり、それからボランティアの人たち、いろんな人たちが

かかわってまいります。

そこで、林間学校は、対象は都市の子供たちといいますか、ふだんなかなか自然

と接することができない子供たちが対象となるわけですけれども、おっしゃったと

おり、私は美利河地区というのはアクセスがこれからも非常に恵まれた地域である

というふうに思いますので、ただ、ここにポイントがあるのは、やっぱり美利河地

区の皆さんが、よしと、例えば夏休み冬休みを利用して、自治会の方も協力するか

ら一緒にやってみないかというような、そこの根本の部分がないと、多分私どもが

いろんなことで場所をおかりしてやっても、本当の地域振興にならない。

それから、議員おっしゃったとおり、例えば林間学校で来る子供たちが、美利河

に来て、いろんなプログラムで帰っていってしまうだけでは、そこの子供たちだけ

の体験にしかならないわけですから、そこで当然ながら、例えば提案をいただきま
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したうちの町の子供たちとの交流の場面であるとか、それから、地域の皆さんがい

ろんなプログラムの中で指導者として参画をできる場面だとかということを、私は

工夫をしていくことが非常に大切だなというふうに思っております。

いじめ等の心配なお話もいただきました。私は子供たち、それから先生方、今金

町においては心配はしておりません。ただし、ないとは思っておりませんので、き

、 、ちっとしたアンテナを張ることは大切でありますが 同時にこういう事業を通して

やっぱり保護者の皆さんにも参画をしていただく場面があったり、子供たちがどん

な、うちでは見せない、学校では見せないような生き生きとした体験をして、どん

なことを学んでいるかというあたりも、保護者ときちっとつなぐということを授業

の中でしていかないと、やっぱり親御さんが子供たちを見れないというのが、一番

子供の成長にとっては不幸なことでありますので、林間学校という大きなテーマを

いただきましたけれども、もともと教育委員会が持っている機能と、それからいろ

んなところと今ネットワークも組んでおります。地域の皆さんともいろいろ話し合

いをしたり、それから、町内の中でもいろんなアイディアを持っている皆さんもお

られますので、いろんな人たちの力をかりて子供たちを育てるような施策を打って

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。

〇議長（徳田栄邦君） 上村君。

（ ） 。○６番 上村義雄君 教育長から再度その意気込みについて語っていただきました

もとより地域がかかわっていかなければならないということは、私も認識していま

す。また、美利河の山村留学なんかでも、本当にそこで育っていった人が、沖縄に

行って沖縄のミスハイビスカスになっている。また、スポーツの面では、スキーを

知らなかった子供が、スキーが本当に国体であれするというまでになっている。そ

の基本や、やはり美利河から発した部分だろうと思います。

私もこの今金町である資源を生かして、どう子供たちの人材育成、日本の生きる

力を持つ子供たちを育てていくかということには、この今金の持っているいい資源

を生かしていける、もとより美利河の地域の人方、また八束の地域の人方でも、要

するに呼びかけていけば、それに応じていただける部分があると。

自分たちが発するのではなくて、やはり教育委員会が中心に、学校の部分が社会

教育を含めてその呼びかけをあれして、実践に向けた、これは各地域でそれこそ閉

校になったところが全部あるわけですから、そういうところに、その地域の運動会

が、子供たちの声を聞ける一回だけだということではなくて、さまざまの機会、さ

まざまのイベントを通して、地域の中に笑い声が、歓声が聞こえてくる。そうする

ことが、今金町の元気にもつながると思いますので、ぜひこれを検討され、熟慮さ

れて、いいものにつくり上げて進めていただきたいと思います。

質問を終わります。ありがとうございました。

〇議長（徳田栄邦君） 以上で、上村君の一般質問を終わります。

次に、芳賀君の発言を許します。

芳賀君。
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○５番（芳賀芳夫君） ただいま議長の方から発言のお許しが出ましたので、私の方

から障がい者の就労誘導策について町長に質問をいたします。

障がい者も健常者と同じ地域の構成員であります。私は障がい者施策の根幹は、

いかに働く能力と働く意識のある障がい者を地域の資源として評価し、一般就労に

、 、 。つかせ 納税者としてはぐくんでいくことが 重要な福祉政策と理解するものです

、 。上からの優れた政策ではなく 下から地域をつくる力が必要でないかと考えます

多くの方々が就労のかけ橋となり、その人に適した働く場の受け入れ体制と協力と

理解が必要であります。障がい者の作業は、限られた軽作業、補助的、短期的なも

のとなり、受け入れ側とすれば、分散した作業、ラインの改良、衛生面等の工夫を

要するところへの投資が必要です。投資に対する負担軽減を行政として支援する誘

導策が必要ではないかと考えます。町長の所信をお伺いいたします。

よろしくお願いします。

〇議長（徳田栄邦君） 芳賀君の質問に対し理事者の答弁を求めます。

町長、外崎君。

○町長（外崎秀人君） 芳賀議員の一般質問にお答えをいたします。

障がい者就労に向けた誘導対策について質問をいただきました。

就労支援にはさまざまなことが考えられ、事業主が障がい者の作業環境や職場環

境の改善のために投資する施設、設備などに支援することができないかを内容とす

る議員の質問と受けとめました。

作業ラインの改善、衛生面などでの支援としていますが、具体的な作業内容や業

種など不明なところもあります。質問に該当すると思われる国における障害者雇用

納付金制度を活用した障害者作業施設設置等助成金が制度化されています。

ちなみに、障害者作業施設設置等助成金の制度につきましては、常時雇用として

障がい者を受け入れるか、継続して雇用している事業主が、障がいを克服し作業を

容易にできるよう配慮された作業施設や、働きやすくするためのトイレやスロープ

などの附帯施設、もしくは作業をしやすくするための作業設備の設置、または整備

を行う場合に、障がい者１人につき４５０万円を限度として、その費用の一部の３

分の２が助成されるという内容のものであります。

今金町障がい者計画、障がい者福祉計画においては、障がい者対策で最も優先し

なければならないこととして、就労の場の確保を掲げています。このことから、今

金高等養護学校卒業生、ひかりの里利用者の町内での雇用の場を確保することが重

要と考えています。

この間、今金町地域自立支援協議会においても、共通認識している課題でもある

ことから、就労支援部会において、事業主に対する障がい者雇用の支援を新年度の

政策課題として取り組みたく、障がい者の就労サポート体制など長期的な課題を検

討いただくようお願いしております。

質問の障がい者の雇用のための作業施設等の設置、整備については、事業主から

の相談、申請等もあるかと思いますが、制度活用に町としても十分な対応をしてま
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いりますし、事業主に対して助成制度の活用等も働きかけてまいりたいと考えてお

りますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。

〇議長（徳田栄邦君） 芳賀君。

○５番（芳賀芳夫君） ありがとうございました。

今日まで、行政としても、限られた財源の中で大変多くの障がい者対策、支援措

置がとられてきていることについては、承知をしております。

ただ、今金町、ピーク時は１万２，０００人の人口が今は６，０００人と、その

。 、中でも高齢比率が非常に年々高くなっている現状であります 特に今金町の製造業

あるいは農業、例えば農業であれば、規模の拡大が今進んでおります。そこで一つ

、 。 。の大きな問題は 高齢に伴う労働力の不足であります この労働をどこに求めるか

今の町場の中ではなかなか確保できない。これが今の現状だと思っています。

そこで、やはり高等養護学校を誘致するに当たっては、やはり地域としてのそう

いう支援をする、いろんな駆け引きがありながら今金に誘致をした経過かと思いま

すが、そういう卒業生を今もう一度見直しをして、活用することが私は大事なこと

だろうと。

、 。 、特に ハウス園芸栽培がどんどんふえております 特にハウスの中から搬出する

一輪車で出すんですが、それが大変だと。そういう簡易的な作業が現実としてある

わけです。そういうところに活用できないか。

あるいは、冬期間高齢化による除雪問題が、非常に大きなこれからの課題として

挙げられる事項だと思っています。そういった部分に活用すれば、終年のそういう

雇用の確保というのがとれるものと、そういうことをやはり行政として積極的に働

きかけをしていく。そういうものに必要な機材、器具等もあるかと思います。

あるいは、農業者であれば、そういう休憩室の問題だとか、あるいはトイレの問

題だとか、いろいろあるわけですが、これも限られた財源でありますから、やはり

利用者側の方からこちらの方に、行政の方に申請するのではなくして、来年度に向

けてやはり単独事業として取り組むと、そういう姿勢が私は今求められているとい

うふうに考えております。

さらにもう一点は、今、国も地方も財政難ということで、企業もそうであります

が、合併という問題、あるいは合理化、集約化、そういったこともやはりこの養護

学校についても将来は想定される部分があるかなと。町長はいろいろ情報は持って

いるかと思いますけれども、そういうことの一つの防波堤として、今からこういう

終年雇用を確保する、そういう施策が大事かなというふうに思っています。

町長、もう一度町長のお考えがあれば答弁をお願いしたいと思います。

〇議長（徳田栄邦君） 町長、外崎君。

○町長（外崎秀人君） 今、再質問をいただきました。議員さんの再質問の部分の中

では、前段は産業環境等含めた誘導策ということから、雇用という場面に移ってき

たと思います。私も先ほど答弁したように、私の最大の施策は今何かと申しました

ら、先ほど申しましたが、これは住民の方々、団体の方々の声を反映して、障がい
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者・障がい者福祉計画をつくってきたわけでありますけれども、最大は雇用の場の

確保だということをうたい上げているわけであります。

、 、 、そういうことから 何とかその方向に向けてはと 言葉にもありましたけれども

農業の町今金にあっても、この間、私もいろんな農業関係の会議でも言っておりま

す。これからの農業、基盤整備等々含めてそうでありますけれども、雇用なくして

営農は成り立っていけませんよと。家族だけでは、営農が成り立っていく状況では

ない。パートであろうと何であろうと、やはり雇用というものを確保していかなけ

れば、規模拡大にもならないし、これ以上生産性を高めることはできないのではな

いでしょうかと。その一環として、その一部に、障がい者の力をかりることは必要

だということを声を強く上げているわけであります。

とりわけ障がい者の雇用の部分につきましては、施設の方が主になるかと思いま

す。ここの議員さんの中にも、実際そういう方々の実習にお手伝いしている方もい

るわけでありますけれども、私が知っている範囲内でも非常に重要なのが、とり入

れ、選別の部分については、きちっとしたそういう方々の力が随分かりれるだろう

と。そういうことでは、何とかその方向に持っていきたいという声をいろいろ上げ

ているわけであります。

町全体から考えますと、一般就労という形になるわけでありますけれども、とり

わけピックアップして、議員さんは障がい者の就労ということで声を上げていただ

いたわけでありますから、それについては十分期待をかけていかなきゃいけないか

なと。

先ほど来答弁申し上げましたように、新年度対策に向けて、私はまず就労の場所

、 、 、を確保する 就労の機会を確保するために全力を尽くしたいということで この間

担当の方にも指示をしまして、あるいは今金町には障がい者をさまざま考えていた

だける協議会がありますので、そちらの方はさまざまな団体が入っております。す

べてそういう意見聴取をしながら、そこで基準づくりをしていただきながら、支援

体制に向けた取り組みをしていきたいなと思っているわけであります。

その１点目として、今申し上げたように一般就労に向けた支援体制、町の支援体

制をどうするかということで、今提案をしながら取り組んでいき、私としては１２

月には、その方向性について示していきたいなという考えを持っています。

２点目の議員さんから今いただいた町単独のさまざまな機材、器具、休憩室、ト

イレ等々さまざまな部分でありますけれども、前段申し上げた部分の中身わからな

かったものですから、仕事により、あるいは職種によりちょっと違うもので、国の

制度を出したわけであります。国の制度の乗っかるのであれば、私はきちっと乗っ

からせていただければなと思っているわけであります。

ただ、重要なのは、ご理解いただきたいのは、やっぱりすべてが世の中法律上の

形の中で動いているわけであります。一般就労なのか、障がいを持っている方のた

めの就労なのかということでも、きちんとした基準を持たなければいけないわけで

あります。障がい者の就労という言葉を使った以上は、法律に基づいた判断をしな
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きゃいけない。障がい者と言っても、身体障がい者、それから知的障がい者、精神

障がい者、それから発達の障がいということで、障がい者のさまざまな法律も当然

あるわけですから、そのどこに適用されて、どういう方々、その方々が障がいを克

服して利便性を図れるための支援ということをやっぱり前提に持っていかなきゃい

けないということを考えた場合には、今、議員さんから言われたようなさまざまな

環境整備の支援についても、きちっと整理をしていかなきゃいけないと。足も何も

悪くないのにスロープをつくることもないだろうし、トイレという問題もさまざま

課題もあるだろうし、今金町の例を挙げれば、これは極端でありますけれども、ど

ちらかというと、知的障がい者の就労の機会を何とか確保していこうということが

、 。大きな声として上がっていますし 私もそういう思いを持っているわけであります

そうすると、そういう方々に対する就労環境、職場環境、作業環境のために、ど

ういう支援が必要かということについては、先ほど申し上げましたように、そのた

めの組織がありますので、そういう組織の中にきちっと相談をしながら、その組織

、 、 、 、は指定相談支援事業者 障害福祉サービス事業者 保健医療関係者 産業経済団体

教育関係者、雇用関係機関、行政関係機関、障害福祉関係団体、その他の関係者で

構成している地域自立支援協議会が平成２０年に設立しております。そういう中で

きちっと協議、議論をしていただきながら、基準づくりもしていくことが、公平性

を保つ要素になるのではないかなと思っておりますので、それらについても、第一

義的には就労の場を確保すると、応援するということになるわけでありますけれど

も、引き続き、その方々に快適に働けるための環境をどうするかということの支援

については、次の段階としてきちっと踏まえていかなきゃいけないという考えを持

っております。

〇議長（徳田栄邦君） 芳賀君。

○５番（芳賀芳夫君） ありがとうございます。

やはり高等養護学校にしても、ひかりの里にしても、町内町外の方がかなりおり

ます。卒園生を含め今何人になるかわかりませんけれども、やはりこういう臨時的

な雇用をしていると、そこで生産されたものをそれぞれの父兄なりに情報を提供す

れば、将来的には一つの販路の拡大につながっていく。こういうこともやはり視野

に入れながら、何とかこの対策を講じていただければという思いもしています。

私どもも、ひかりの里という施設に去年初めて入ったのも事実であります。今ま

ではそういうことはわかりませんでした。入って初めて感じたことは、やはり言葉

。 、ではなくして見ることが大事なんです そこに係る職員の大変な苦労というものが

見て初めて実感することばかりでありました。やはりこれからいろんな施策をする

に当たっては、協議の場が必要であります。担当の部署だけでなくして、そういう

関係する行政、職員、そういう交流の場というものをこれからつくっていただけれ

ば、より深いものになっていく、そういう思いもしておりますので、今後の取り組

みについても十分お願いしたいと思います。

以上で、私の質問を終わります。大変ありがとうございました。
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〇議長（徳田栄邦君） 以上で、芳賀君の一般質問を終わります。

次に、村瀬君の発言を許します。

村瀬君。

○１１番（村瀬 広君） 私の方から、教育長にぜひとも学校給食の日に加えて弁当

の日をということで一般質問いたします。

食を大切にできる子をはぐくむことを目標に、地場産品の活用、各教科における

、 、 、食の指導 普及啓発といった三つのテーマを設定し 実施してきた学校給食と食育

食のネットワークの推進への取り組みも５年目を迎え、一定の効果があり定着して

きていることは、私もかかわりを持っている一人として大いに評価をしているとこ

ろでございます。

食育には、健全な食生活の実現、食文化の継承、豊かな人間性の醸成などの教育

効果が期待されますが、教育は実践内容が重要であると考えます。

、 。そこで私が提案したいのは 学校給食の中に弁当の日を設けてはということです

子供がつくる弁当の日を実施したのは、２００１年、香川県の滝宮小学校５、６年

生が始めたのが最初であり、その後年々増加し、現在、２０１２年９月９日の数字

でございますけれども、全国で１，０２３校で実施されているとのことです。

滝宮小学校の取り組みを見ると、最低限の知識を５、６年生の家庭科で指導し、

、 。実施するのは１０月以降の第３金曜日 年間に５回実施しているようでございます

もちろん我が町での取り組みに当たっては、先生や子供たち、とりわけ保護者の皆

さんの理解を得る必要があるため簡単ではないかもしれませんが、家庭生活におけ

る親子のきずな、基本となる生活習慣や規律を見直し再認識する契機にもなり、何

よりも教育界のキーワードである生きる力を身につけることにつながると考えま

す。ぜひとも取り組みの実現を、教育長の所信をお伺いいたします。

〇議長（徳田栄邦君） 村瀬君の質問に対し、理事者の答弁を求めます。

〇議長（徳田栄邦君） 教育長、中島君。

○教育長（中島光弘君） 村瀬議員の一般質問にお答えをいたします。

教育委員会が実践する食育、食の教育の事業や、学校給食における実践等に評価

をいただき感謝を申し上げます。

また、議員ご自身も、生産者の一人としてや食材サプライ、供給チームのメンバ

ーとしても、日ごろからご尽力をいただいていますことに重ねて感謝を申し上げま

す。

さて、ご提案の学校給食に弁当の日を設ける取り組みについてでありますが、ご

指摘のとおり、子供が自分で弁当をつくってくる弁当の日の取り組みが、現在全国

的に注目を集めており、私自身も興味深く注目をしていた実践でもあります。

弁当の日の背景には、完全学校週５日制がスタートし、子供たちが土日に家庭に

いる時間がふえました。しかし、保護者の休日が必ずしも土日でない現況や、共働

きの家庭が多い中、家庭に子供だけを残して仕事に行くことが、保護者にとっては

とても心配なことであります。このような中で、子供たちが自分でお昼御飯がつく
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れるようになったり、そして、弟や妹の分までつくれるようになることは、保護者

にとってはどんなにかうれしいことでしょう。

また、弁当の日の取り組みは、保護者が楽をするということではなく、子供の自

立を辛抱強く見守り待てるかという取り組みでもあります。

本年度の教育行政執行方針でも述べましたが、食育を超えた食育の推進を図るた

めに、過日、第１回今金町栄養士ネットワーク会議を組織し、町内の各職場で栄養

士として働いている９名の皆様にお集まりをいただき、情報交換や合同研修の重要

性を共通確認するとともに、今後は学校教育や社会教育の場面で、栄養士の皆さん

の知識や専門性を提供いただくようお願いしたところであります。

議員よりご提案の弁当の日の取り組みは、次年度、今金中学校において本格的に

、 「 」取り組み キャッチフレーズを 今金中学校を卒業したらお弁当をつくれるぞ！！

を目指し、本年度はモデル的な取り組みとして今金中学校の教職員、保護者、栄養

士ネットワーク等の中でプロジェクトチームを組織し、特色ある今金方式を積み上

げてまいります。

弁当の日の実践によって、子供たちは生き抜く力が培われ、保護者には子供たち

を見守る姿勢が育ち、教師には家庭の姿がより深く見え、そして、それらの話題が

地域を明るくする要素となりますよう推進してまいる所存であります。

以上申し上げ、答弁とさせていただきます。

〇議長（徳田栄邦君） 村瀬君。

○１１番（村瀬 広君） ただいま教育長の答弁の中で、次年度から今金中学校で実

現に取り組むという答弁をいただきましたので、すばらしい取り組みが始まるとい

うことで大いに期待しているところでございます。

、 、その中で何点か再度質問させていただきますけれども 私の質問にあったように

全国各地の例を見ると、そういった実践をもとに小学校高学年にまで及んでいると

いうことは、この来年度以降の実践を機に、そういった方向性まで将来考えている

のか、これが１点と。

もう一つは、１回目の質問でも申し上げましたように、今年プロジェクトチーム

を組織するということでございますけれども、一番問題になるのは、実はこの一般

質問につきましては、新聞折り込みで一般質問の表題が出ました。そういうような

ことで、正直、先日保護者の方から電話がありまして、というのは、表題を見ての

わからない点が質問でした。内容は申しませんけれども。そういった意味では、や

はり保護者の皆さんのいかに理解を得るかということだと思います。特にこのねら

いは、保護者、親が手伝うんじゃなくて、子供が自ら献立を考えつくるということ

ですから、やはり最近話題になっていますように、包丁を持つ、調理器具を持つと

けがをするとか、心配で使わせない。あるいは、子供たちがつくってきますから、

さまざまなおかずを持ってくると思います。その中で、そのおかずの中身をめぐっ

てのいじめに発展しないか、この辺がやっぱり保護者、親の方は大変心配すること

だと私はとらえています。そういった面で理解を得るのが難しいと判断しますけれ
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ども、そういった取り組みをいかにしていくのか、この２点をお伺いしたいと思い

ます。

〇議長（徳田栄邦君） 教育長、中島君。

○教育長（中島光弘君） 再質問いただきましたので、お答えをしたいと思います。

１点目の小学生まで、行く末といいますか、方向を考えているかということであ

りますけれども、当然ながら、中学校の実践が軌道に乗ると、教育課程の中の小学

校の家庭科の中でも、調理実習というのは今男子生徒も女子生徒も共通で行ってお

りますので、そういう取り組みは方向の中には含まれているというふうに解釈をし

ていただいても結構だというふうに思っております。

それから、一番２点目の懸念をされて、多分結構反響があるんだと思います。何

、 、か急に学校給食が弁当の日になって お母さん方の負担がふえるんじゃないかとか

それから、今おっしゃったとおり、例えばお弁当の中身によって、例えば子供たち

がいろんな感情のもつれがあるんじゃないか等々があるというふうに思います。

それで、私もいろいろ勉強をしました。今、議員がおっしゃったとおり、こうい

う実践は、やっぱり保護者がきちっと向かい合わないと意味がないんですね。いろ

いろ実践をしたところに聞くと、例えば、愚問でありますけれども、例えば弁当を

本当に子供がつくったんですかというような問いかけがあったり、このことも、非

常に難しいのは、家庭においては、例えば近くでお母さんが見て指導をして一緒に

やっても、子供の意識としては、自分でつくったという意識に間違いはないわけで

す。それから、お母さんがかなりつくっても、子供が部分的にかかわっても、例え

ばつくったよということもあるかと思います。

これは、一番は、そのこと自体は問題ではないというふうに思っています。もち

ろんそのための今回プロジェクトをつくりますから、保護者の皆さんの意見を聞い

、 、たり 保護者の皆さんに説明する場面もあるというふうに思っておりますけれども

一番は、最初の導入は、多分いろんなコースがあると思います。例えばおにぎりと

いう段階から始まって、おかずをつくってこようという取り組みもあるかもしれま

せん。やっぱりそれは段階を踏んでやっていくべきだなというふうに思っておりま

すので、懸念の部分、例えば保護者のいろんな理解を無視をして、教育委員会と学

校が勝手に進めるなんていうことはありません。

ただ、私もこの事業を方向として考えるに当たって、保護者のいろんな人からも

話を聞きましたが、ほとんどの皆さんが賛成をしてくれます。なぜかというと、ほ

とんどの子供たち、今、檜山北高に行くわけです。檜山北高は弁当ですから。それ

から、高校を卒業したら、間違いなく専門学校だろうと就職だろうと、それから大

学であろうと、自立ということに関しては必ず食と向かい合うということが出てき

ますので、完璧な料理をつくるという観点というよりは、きちっと料理に向かい合

える、自分で御飯を炊ける。これはもっと言うと、これから結婚というようなこと

の将来を考えた場合に、昔のように男性が台所に入らないという時代では今ありま

せんので、そういう意味では、今金町の食育というのは、これまで食に感謝をした
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り、つくってくれる人、それから食材、そういうものに感謝をしてということは子

供たちも十分にやってきました。それから、メニューの中に地場産品を活用すると

いうこともやってきました。私は食育の究極は、やっぱり子供たちが自分で料理だ

とかお弁当だとか、そういうものに向き合える子供を育てるというのが一番じゃな

いかということで、この取り組みについては、学校も保護者も方向としてはみんな

賛成をしております。

あとは進める段階で、やっぱりこれは段階的に取り組むことも必要ですし、授業

で取り組むのか、例えばＰＴＡの研修的なもので一回取り組んでみるのか、いろん

な方法があると思います。ですから、町内の９人の栄養士さんというのは、栄養士

９人もいるんですね、町内に。法人であるとか、ひかりの里だとか、病院だとか、

たくさんいるんですよ。この間も話をしたら、案外交流が全くないんです。皆さん

自身も自分のところの給食関係で悩みも持ったりしてるんです。皆さん専門職です

から、私の方からお願いは、このこともお願いをしました。こういう取り組みを今

中学校で始めたいと思うんですが、皆さんにもぜひ、知恵だとかいろんなものをか

してほしいということで今進めておりますので、保護者の理解をきちっと基本に置

きながら、学校と家庭と地域の中、それから専門職の栄養士さんもかかわった事業

で展開をしていきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いをいたし

ます。

○１１番（村瀬 広君） 以上で、私の一般質問を終わらせていただきます。

〇議長（徳田栄邦君） 以上で、一般質問を終わります。

１１時３０分まで休憩といたします。

休憩 午前１１時１９分

再開 午前１１時２９分

〇議長（徳田栄邦君） 休憩を閉じ開議いたします。

◎日程第６ 同意第１号

〇議長（徳田栄邦君） 日程第６、同意第１号を議題といたします。

今金町教育委員会の委員の任命について、理事者の説明を求めます。

副町長、清水君。

○副町長（清水 寛君） 同意第１号 今金町教育委員会委員の任命について、提案

理由を申し上げます。

平成２４年１１月１２日もって任期満了となる橘宣雄委員の再任について、地方

教育行政の組織及ぶ運営に関する法律第４条第１項の規定に基づき、議会の同意を

求めようとするものであります。

同意案につきましては、総務財政課長が朗読説明をいたします。ご審議いただき

ご同意賜りますよう、よろしくお願いをいたします。
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〇議長（徳田栄邦君） 総務財政課長、北見君。

○総務財政課長（北見伸夫君） （同意第１号朗読説明、記載省略）

〇議長（徳田栄邦君） 説明が終わりました。

これより、質疑を行います。

（ なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） 質疑を終わります。

、 、 。本案は人事案件につき 本町議会運用例に基づき討論を省略し 採決を行います

本案は、原案のとおり同意することにご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） ご異議がないので、原案同意と決します。

◎日程第７ 同意第２号

〇議長（徳田栄邦君） 日程第７、同意第２号を議題といたします。

今金町教育委員会委員の任命について、理事者の説明を求めます。

副町長、清水君。

○副町長（清水 寛君） 同意第２号 今金町教育委員会委員の任命について、提案

理由を申し上げます。

本件につきましても、同意第１号と同様に平成２４年１１月１２日をもって任期

満了となる中島光弘委員の再任について、地方教育行政の組織及び運営に関する法

律第４条第１項の規定に基づき議会の同意を求めようとするものであります。

同意案につきましては、総務財政課長が朗読説明をいたします。ご審議いただき

ご同意賜りますよう、よろしくお願いをいたします。

〇議長（徳田栄邦君） 総務財政課長、北見君。

○総務財政課長（北見伸夫君） （同意第２号朗読説明、記載省略）

〇議長（徳田栄邦君） 説明が終わりました。

これより、質疑を行います。

（ なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） 質疑を終わります。

、 、 。本案は人事案件につき 本町議会運用例に基づき討論を省略し 採決を行います

本案は、原案のとおり同意することにご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） ご異議がないので、原案同意と決します。

◎日程第８ 議案第１号

〇議長（徳田栄邦君） 日程第８、議案第１号を議題といたします。

、 。今金町暴力団の排除の推進に関する条例制定について 理事者の説明を求めます

副町長、清水君。

○副町長（清水 寛君） 議案第１号 今金町暴力団の排除の推進に関する条例制定
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について、提案理由を申し上げます。

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が施行されて以来、全

国において条例化やさまざま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、補完する意味合いからの同様の措置が促されている

ところであります。

本町においては、関連施策を一部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、事業者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条例を制定しようとす

るものであります。

ご審議いただき議決賜りますよう、よろしくお願いをいたします。

〇議長（徳田栄邦君） 説明が終わりました。

これより、質疑を行います。

山崎君。

○２番（山崎 仁君） 第５条なんですけれども、不当要求に対する措置ということ

で、適切に対応するため必要な指針の策定、体制整備、その他必要な措置、それか

ら、２項にも同様、適切に対応するために必要な措置を講ずると。条例は整備する

んですけれども、これらの必要な措置等は、何を意味してどうされるのかお知らせ

をいただきたい。

〇議長（徳田栄邦君） まちづくり推進課長、森君。

○まちづくり推進課長（森 朋彦君） ただいまのご質問の件でありますが、ここに

ございます、暴力団員等によりまして行政に対して不当な要求行為、いわゆる行政

、 、 、 、対象暴力というふうにも言われておりますが 具体的には暴力 脅迫のほか 金銭

権利の不当要求ですとか、作為不作為に対する不当要求、あるいは執行妨害等々が

あるかと思いますが、そういったものを防止するための必要な措置をしなさいとい

うことであります。

今金町におきましては、平成１６年の８月ですが、今金町不当要求行為等の防止

に関する要綱、こういったものを定めまして、いわゆる不当要求、行政対象暴力に

は、組織的な対応が必要であるということで、そのための基本事項を定めて、そう

いう事案があったときには対応していくということで定めております。

第２項におきましては、指定管理者についても同様ということでありますが、そ

ちらに対してあった事案につきましても、この要綱を準用して対処をしていくとい

うことで考えております。

以上であります。

〇議長（徳田栄邦君） 山崎君。

○２番（山崎 仁君） それでは、新たに講ずるのではなくて、既にあるものを適用

していくということですか。

〇議長（徳田栄邦君） まちづくり推進課長、森君。
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○まちづくり推進課長（森 朋彦君） 行政対象のいわゆる不当要求については、一

時かなり強烈に北海道及び北海道警察の方からその対処についてということで指導

がございました。そのことを受けまして、平成１６年に既に対処をしておりました

ので、今回改めて条例の中で読み込まれておりますが、対応方針としまして、その

要綱を運用することで十分できるというふうに判断をしております。

以上であります。

〇議長（徳田栄邦君） 他にございませんか。

上村君。

○６番（上村義雄君） 今、同僚議員が質問された５条の部分に関連するわけですけ

れども、これは道あたりでも、生活保護の部分、それの不当給付を受けたり何だり

する、それは暴力団員に関連している人がそういう給付を申請してそれを受けてい

。 、 、る 不当な今裁判等に上がってくることもあるでしょうけれども そういう部分も

要するに暴力団員の人が生活保護の申請をしてくるのにも、結局町のかかわりでそ

ういう問題が出てきた場合には、どういう対応の仕方をするのかお伺いしておきた

いと思います。

〇議長（徳田栄邦君） まちづくり推進課長、森君。

○まちづくり推進課長（森 朋彦君） この度の条例制定を受けて、この規定につき

ましては、町が行うべき必要な措置ということについては、一つは、町が持ってい

る公的資金、町が行う事業をする際に、例えば契約行為ですとか、さまざまな建設

工事、公共工事等々ありますけれども、物品の売買契約も含めてですが、そういっ

たものから、公的資金が暴力団の資金源になることを絶つということが一つ大きな

目的になります。なので、今、議員がおっしゃられたような生活保護にかかわって

の受給については、これは今問題になっているのは、要は虚偽の申請によって、本

来受けられないものを受けていたことが問題になっておりますので、それは生活保

護制度の中での対応ということになりますので、今回の制定する条例とは別の次元

での対応になるかというふうに考えます。

以上です。

〇議長（徳田栄邦君） 上村君。

○６番（上村義雄君） 町の施設の部分ということで、ここでは５条ではそうでしょ

うけれども、しかし、行政のかかわりの中で、今、不正受給の問題で道なんかは、

札幌市あたりでそういう問題が起きているという、それは要するに暴力団員がそう

いう部分で、これは今のこの法律とは直接は関係ないかもしれないけれども、暴力

団員という観点から言ったときに、もしそういう案件があるというのをどこでチェ

ックし、どういうあれをしていくのか。警察等との関連もあるでしょうけれども。

〇議長（徳田栄邦君） 保健福祉課長、成田君。

○保健福祉課長（成田光康君） 生活保護の申請に関しましては窓口、町村の場合は

窓口になりますが、受給の支給決定等につきましては、福祉事務所、道の方で支給

決定されますので、そちらの方の管轄になると思います。
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〇議長（徳田栄邦君） 上村君。

（ ） 、 、○６番 上村義雄君 そうすれば そういうような案件が出てきたりした場合には

道との関連で対応するという形で考えてよろしいですか。町が窓口になるわけです

よね、直接は。

〇議長（徳田栄邦君） 保健福祉課長、成田君。

○保健福祉課長（成田光康君） あくまでも町村の場合は、生活保護に対しましては

相談窓口という形で、それらの内容を社会福祉事務所の方に進達するような形にな

っておりますので、その辺でご理解いただきたいと思います。

〇議長（徳田栄邦君） 他にございませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） 質疑を終わります。

質疑を打ち切り、討論を行います。

（ なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） 討論を終わります。

討論を打ち切り、議案第１号 今金町暴力団の排除の推進に関する条例制定につ

いての採決を行います。

本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） ご異議がないので、議案第１号 今金町暴力団の排除の推進

に関する条例制定については、原案のとおり可決いたします。

◎日程第９ 議案第２号

〇議長（徳田栄邦君） 日程第９、議案第２号を議題といたします。

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、理事者の説明を求めます。

副町長、清水君。

○副町長（清水 寛君） 議案第２号 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、提案理由を申し上げます。

災害対策基本法の一部改正により、地方における防災会議及び災害対策本部の所

掌事務の見直しと、一部の機能分担の整理がされたところであります。

主なものとしては、災害発生時の情報収集に係る事務の移行や、防災に関する諮

問的事務の見直しであります。

このことにより、関係条例の一部を改正しようとするものであります。

ご審議いただき議決賜りますよう、よろしくお願いをいたします。

〇議長（徳田栄邦君） 説明が終わりました。

これより、質疑を行います。

山崎君。

○２番（山崎 仁君） 防災会議、防災計画については、昨日も長万部町で竜巻が発
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生したようだということでは、もうリアルにそういう現場を目にして、改めて大変

だなという気がするんですけれども、災害の種類もいろいろあります。自然災害も

ありますし、以前、北朝鮮からミサイルが発射される。それによって、全国一斉に

Ｊアラートっていうんですか、災害通報システムがあるようでありますけれども、

今金町としてはどのようになっているのか、いわゆる国とのそういう連絡通信に関

しては。お知らせをいただきたい。

〇議長（徳田栄邦君） まちづくり推進課長、森君。

○まちづくり推進課長（森 朋彦君） 今、ご質問のＪアラートにつきましては、こ

れは消防庁が所管をしているシステムでありますが、全国の市町村、都道府県にも

設置をということで指示がありまして、私どもの方も同様のシステムを設置をして

おります。

都度、今回の気象関係のこともそうですが、その地域の異常気象的な事象が起き

るおそれがある場合、それから北朝鮮の飛翔体のときもそうでしたが、いわゆるそ

ういう発射情報ですとかも、そこを通じながら通知がされるシステムになっており

ます。

〇議長（徳田栄邦君） 山崎君。

○２番（山崎 仁君） 今金町も対応している、運用しているということだと思うん

ですけれども、よくふぐあいだとか、いわゆる運用状況の中では非常に混乱が起こ

っているようなことも聞こえます。災害情報というのは、いち早い正確な情報伝達

が必要でありますから、国、消防庁と道を経由しながら今金に、さらに今金町、町

から町民にという、このラインが非常に大事なわけですよね。ですから、Ｊアラー

トを運用していく中でのふぐあい、いわゆる報道に出ているようなものがあるのか

ないのか。それから、それをどう伝えていくかというのを具体的にお知らせいただ

きたい。

〇議長（徳田栄邦君） まちづくり推進課長、森君。

○まちづくり推進課長（森 朋彦君） 実際に北朝鮮の関係のときも、一部の自治体

の方にはその通報が届かなかったということもあります。その後、定期的に訓練と

いいましょうか、実施もされておりますけれども、最近では、９月の中旬だったと

思いますが、全国一斉の送信テストが行われております。一部の市町村でふぐあい

があったようでありますが、今金町につきましては、その事例がなく、正常に稼働

したという形になります。

それで、いざ有事の際、そういう通報があったときの町民への周知ということで

ありますが、今金町の場合は、そのＪアラートのシステムから直接町民の皆さんへ

届くというようなシステムにはなっておりません。これが実態であります。したが

いまして、今ある資機材を用いることになるわけですけれども、消防で持っている

外部の通報装置でありますと、あるいは広報車、あるいは携帯電話等々を使ったエ

リアメールということも今金町は計画をしておりますので、そういったものを活用

しながら、一刻でも早くその情報が届くような措置をしていきたいということで考
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えております。

〇議長（徳田栄邦君） 山崎君。

○２番（山崎 仁君） そこのところがやっぱり大事なんですよ。今金町は防災無線

等に関しては対応していないと。いわゆる連絡、Ｊアラートのみならず災害情報の

伝達がどうなるかということは、やはり課題になる。今、エリアメールという話が

ありましたけれども、やはり持っている持っていない、それから中継がうまくいく

いかないという問題もあります。

ですから、そういうところもあわせて、これから防災計画、防災会議の中で議論

をいただきながら、住民の周知がどうなるかということをまず基本に対応していた

だきたいと思いますけれども、いかがですか。

〇議長（徳田栄邦君） まちづくり推進課長、森君。

○まちづくり推進課長（森 朋彦君） 今のご質問、ご指摘のとおり、まさしく重要

なことであります。通常言われるような防災行政無線というものについては、今ま

でもたまたま議会の中でも議論をいただいておりまして、いいところ、それから課

題点も多々あります。社会的には、そういった防災行政無線だけではなくて、さま

ざまな新たな技術も開発をされておりますので、そういったことも含めて、中で議

論の土台に乗っけられていくことが今後必要かというふうに思いますので、よろし

くお願いいたします。

〇議長（徳田栄邦君） 他にございませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） 質疑を終わります。

質疑を打ち切り、討論を行います。

（ なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） 討論を終わります。

討論を打ち切り、議案第２号 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の採決を行います。

本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） ご異議がないので、議案第２号 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は、原案のとおり可決い

たします。

◎日程第１０ 議案第３号

〇議長（徳田栄邦君） 日程第１０、議案第３号を議題といたします。

今金町土地開発公社の解散について、理事者の説明を求めます。

副町長、清水君。

○副町長（清水 寛君） 議案第３号 今金町土地開発公社の解散について、提案理

由を申し上げます。
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土地開発公社につきましては、昭和４８年設立以来、計画的かつ有効的に公共用

地の確保を図り、今日のまちづくりに大きく寄与してきたところであります。

しかし、社会環境及び経済情勢等の変化により、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状況などを勘案し、理事会において解散同意

がなされました。

このことにより、本公社を解散するため、公有地の拡大の推進に関する法律第２

２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。

ご審議いただき議決賜りますよう、よろしくお願いをいたします。

〇議長（徳田栄邦君） 説明が終わりました。

これより、質疑を行います。

山崎君。

○２番（山崎 仁君） 土地開発公社の解散については理解をするものでありますけ

れども、土地開発基金条例で基金を持っています。土地開発基金も、あらかじめ土

地を取得して、いわゆる公社の設立と同時期くらいに基金条例がつくられたと思う

んですけれども、これらと解散との整合性というか、これからこれをどうするかと

いうことをお尋ねします。

〇議長（徳田栄邦君） 総務財政課長、北見君。

（ ） 、○総務財政課長 北見伸夫君 土地開発公社と土地開発基金の関係でございますが

設立時期等も同時期ということで、関係あるやに思えるんですけれども、直接的な

関係というのがないということでございます。しかしながら、今まで土地開発基金

も利用しながら公社運営をしてまいりましたので、今年度中にこの方向を定めまし

て、また議会の方に提案させていただ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。

〇議長（徳田栄邦君） 他にございませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） 質疑を終わります。

質疑を打ち切り、討論を行います。

（ なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） 討論を終わります。

討論を打ち切り、議案第３号 今金町土地開発公社の解散についての採決を行い

ます。

本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） ご異議がないので、議案第３号 今金町土地開発公社の解散

については、原案のとおり可決いたします。

◎日程第１１ 議案第４号

〇議長（徳田栄邦君） 日程第１１、議案第４号を議題といたします。
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財産の譲与について、理事者の説明を求めます。

副町長、清水君。

○副町長（清水 寛君） 議案第４号 財産の譲与について、提案理由を申し上げま

す。

旧ふるさと学習センター敷地内にあります車庫につきましては、現在、寒昇地区

に建設を進めております車両格納庫の建設後、新たな車両の管理計画により解体撤

去することとしておりました。しかし、社会福祉法人光の里からの同地区において

今後進めようとしている就労・多機能型サポートセンター及びケアホームの建設に

伴い、同施設を有効活用したい旨の要望がありましたので、障がい者福祉の増進に

寄与することとして運営主体の社会福祉法人へ譲与することといたしたく、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。

ご審議いただき議決賜りますよう、よろしくお願いをいたします。

〇議長（徳田栄邦君） 説明が終わりました。

これより、質疑を行います。

（ なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） 質疑を終わります。

質疑を打ち切り、討論を行います。

（ なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） 討論を終わります。

討論を打ち切り、議案第４号 財産の譲与についての採決を行います。

本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） ご異議がないので、議案第４号 財産の譲与については、原

案のとおり可決いたします。

◎日程第１２ 議案第５号

〇議長（徳田栄邦君） 日程第１２、議案第５号を議題といたします。

今金町過疎地域自立促進市町村計画の変更について、理事者の説明を求めます。

副町長、清水君。

○副町長（清水 寛君） 議案第５号 今金町過疎地域自立促進市町村計画の変更に

ついて、提案理由を申し上げます。

過疎対策事業債を充当して実施しようとする事業については、過疎計画への登載

が要件とされておりますので、平成２４年度の該当事業を搭載する本計画の変更に

ついて議決をお願いするものであります。

事業名につきましては、中央通線交付金事業及び医療機器器具整備事業を新規に

登載しようとするものであります。

ご審議いただき議決賜りますよう、よろしくお願いをいたします。

〇議長（徳田栄邦君） 説明が終わりました。
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これより、質疑を行います。

（ なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） 質疑を終わります。

質疑を打ち切り、討論を行います。

（ なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） 討論を終わります。

討論を打ち切り、議案第５号 今金町過疎地域自立促進市町村計画の変更につい

ての採決を行います。

本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） ご異議がないので、議案第５号 今金町過疎地域自立促進市

町村計画の変更については、原案のとおり可決いたします。

昼食のため、午後１時まで休憩いたします。

休憩 午前１１時５９分

再開 午後 １時００分

〇議長（徳田栄邦君） 休憩を閉じ開議いたします。

◎日程第１３ 議案第６号

〇議長（徳田栄邦君） 日程第１３、議案第６号を議題といたします。

平成２４年度今金町一般会計補正予算（第４号）について、理事者の説明を求め

ます。

副町長、清水君。

○副町長（清水 寛君） 議案第６号 平成２４年度今金町一般会計補正予算（第４

号）について、提案理由を申し上げます。

今回の補正につきましては、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ３，０６２万

円を追加し、補正後の額を歳入歳出それぞれ４９億５，９１１万４，０００円にし

ようとするものです。

補正の概要の主なものについて、歳入から申し上げます。１ページをお願いしま

す。

９款地方交付税において１億２，５４８万４，０００円の追加は、平成２４年度

の普通地方交付税の確定に伴うものであります。

１４款道支出金において１，７６１万７，０００円の追加は、地域づくり総合交

付金で９６０万円、青年就農給付金事業補助金で７５０万円それぞれ追加が主であ

ります。

１９款諸収入において９，８６７万９，０００円の減額は、備荒資金支消金を１

億円減額が主であり、財源調整であります。
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次に、歳出については２ページをお願いします。

２款総務費において６１８万７，０００円の追加の主なものは、総務管理費にお

ける地域再生加速事業補助金４７０万円の追加であります。

４款衛生費において５１４万１，０００円の追加の主なものは、保健衛生総務費

において国保特別会計施設勘定繰出金１２１万１，０００円、予防費においてポリ

オ不活化ワクチンに係る部分で、医薬材料費で１９８万円、同じく健康管理システ

ム改修委託料で８６万１，０００円、予防接種委託料で３３万６，０００円、それ

ぞれの追加であります。

５款労働費において７７８万３，０００円の追加は、季節労働者就労対策事業費

であります。

６款農林水産業費において８４７万１，０００円の追加の主なものは、青年就農

給付金７５０万円、国営農地再編整備事業推進交付金７８万３，０００円のそれぞ

れ追加であります。

次に、地方債の補正について申し上げます。４ページをお願いします。

変更であります。起債の方法、利率、償還の方法については変更はありませんの

で説明を省略させていただきまして、起債の目的、限度額の補正について申し上げ

ます。

起債の目的は臨時財政対策債の限度額を２億１，１６０万円から２億６５０万円

に改め、限度額合計額を３億７，５５０万円から３億７，０４０万円に改めようと

するものであります。

以上、概要を申し上げました。

ご審議いただき議決賜りますよう、よろしくお願いいたします。

〇議長（徳田栄邦君） 説明が終わりました。

これより、質疑を行います。

質疑は、歳出より款ごとに行います。

２款総務費の質疑を行います。２０ページから２３ページです。

村瀬君。

○１１番（村瀬 広君） ２０ページの企画費の今金町地域再生加速事業、これが組

まれていますけれども、それぞれの委員会で提出されました参考資料を見ますと、

目標の中に地域資源を生かす、あるいは農・食を生かす、そして人材適正、人づく

りということなんですけれども、この事業内容、私も所管が違いますのでわかりま

せんけれども、内容を見たところ、既に１０年前から発足し、それぞれ地場産のを

生かした活動をしている地酒の会がありますよね。これも町長が会員として携わっ

ているのでよく中身はご存じかと思いますけれども、私はこの地酒の会も長年、も

う１０年を超えるという中では、それぞれボランティア的な活動で、先がなかなか

。 、見えないという状況できているということはよく聞いています そういったことで

これらの取り組みをぜひこの事業に生かして活用していけるような、道筋が持てる

事業なのかどうか、お聞かせいただきたいと思います。
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〇議長（徳田栄邦君） まちづくり推進課長、森君。

○まちづくり推進課長（森 朋彦君） この取り組みにつきましては、北海道が行っ

ております地域づくり総合交付金事業の中の地域再生加速事業、これのメニュー採

択を受けるということでありますが、この事業自体は、住民と共同して地域におけ

るさまざまな課題を解決するための、是正に向けた積極的な取り組みに対して、プ

ロジェクトとしての取り組みに対して応援をしますという制度でありまして、この

制度に乗っかるということであります。

今、議員がおっしゃってくださったように、今金には自然、環境、歴史含めて、

それから産業、農業含めて、人的なものも含めて、さまざまな活用できる資源があ

るわけでありますけれども今まで振り返ってみますと、いいところがあるよとはい

いながら、それを具体的にどう活用していくかというのは、なかなか道筋が見出せ

なかったのだというような反省があります。今回、そのことを踏まえながら、もう

少し具体的なプログラム化をして、そのことをもって地域の活性化につなげていこ

うというような趣旨をもって、今回組み立てをしております。

今の議員がおっしゃってくださいましたいわゆる地酒の会の活動、これも資源と

して見れば、間違いなく今金にある独自のものでありますし、大変すばらしいもの

だというふうに思いますが、今の現段階の中で、具体的にそこのところの活用をど

、 。 、うしようということは まだこれからの実は段階であります 事業メニューの中に

まさしくこのプロジェクトの主な目的であります地域の特色あるものを再発見した

り、あるいは新たに認識をして磨き上げをしながら次につなげていくというプログ

ラムメニューがありますので、その中で取り上げられて、今後どういう活用をして

いこうかというようなことはこれからの展開になるのではないかなというふうに感

じておりますので、今の段階で具体的にということは、かかわりはまだないのであ

りますが、この後の参考にぜひさせていただきたいなというふうに思います。

〇議長（徳田栄邦君） 上村君。

○６番（上村義雄君） 同じく２０ページの企画費の部分でございますけれども、地

域再生加速事業の今の関連の部分でございますが、これは町長の行政報告の中にも

載せている交流人口の増加をキーワードにというふうに言われているわけですが、

これは一つの町民からの声でした。美利河のスキー場をあれするのに、真っすぐこ

っちに入ってきてしまったんですね。そして、光の里学園の方へあれして、スキー

場はどの辺にあるんですかという問いがあったという。丁重に謝りながら、ダムの

そばのところですよというふうに案内をしたという町民の声でした。

ここに、町長の行政報告にあるように、交流人口の増加をあれするのであれば、

よく言われているんですけれども、今金町字今金何百何十何番地というところで住

所を訪ねていくと、なかなか番地の表示がないし、新しく初めて今金に来た人が行

き場所がわからない。どこをどういうふうに、片一方は南町とか、末広町とか、そ

ういう町名であれしている部分もある。合流人口を増加させる、そして、外からの

、 、 、人が入りやすくわかりやすくするとすれば この事業の中に 要するに住所の統一
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緑町だとか、町名で言うのか、今金町字今金何番地でもって表示するのか、これを

統一して、それを町の住宅の角等にきちっと何番の何という表示ができないものか

どうか。

札幌あたりで言うと、何条何丁目という区切りをしているからわかりやすいわけ

ですけれども、外から来た人が今金を訪問する行き先がきちっとわからないと。そ

ういう部分もこの事業に乗っけて、きちっとできるものかどうか、そこらあたりを

お伺いします。

〇議長（徳田栄邦君） まちづくり推進課長、森君。

○まちづくり推進課長（森 朋彦君） 今、ご質問にあるような、例えば具体的な何

番地の何とかという、宅地表示というんですか、地番表示的なことについては、こ

の事業については、まず及んでおりません。

ただ、この中で一つメニューとして今検討されるのが、いわゆる見所的なものが

町の中に新たに発見をされる。それから、今までも、今現存しているものもあるん

ですけれども、そういうものをつなぐための周遊ルートの案内的なものは、当然検

討していかなければならないのではないかということは、このメニューの中では今

取り組みとして考えられているところであります。

繰り返しになりますが、先ほど言いました字どこどこの何番地というような地番

表示のところまでは、この事業としては採択の要件には入っていないということで

あります。

〇議長（徳田栄邦君） 上村君。

○６番（上村義雄君） この計画にはそれが入っていないということのようですけれ

ども、行政報告に町長もあるように交流人口の増加ということを考えたときに、そ

このある特定の必要なところだけ表示するというよりも、だれが来てもわかりやす

いように、また、ここは何丁目だからどっちに向かっているんだなという番地の動

きだとかも表示になればわかるわけですけれども、要するに外部から入ってきてわ

かりづらい。これが一番、ラジオ等でＰＲをやっているわけですけれども、なかな

かそこに行ってみてもどこがどうだかわからないという、こういう声があるという

こと、町民の声としてあるということ。それを、私は地元にいても、昭和町とか、

それから高美町とその境がどこなんだとかっていう、要するに境界がわからないと

いう部分はあります。

だから、どれかに統一して表示をきちっとつけるようにすることが、外から入っ

てきた人の案内板にもなるし、今金町の町というのはわかりやすいところだという

ふうに認識できるもとになると思うんですけれども、そういう観点でこの事業が再

度検討される余地があるかどうか、そこらあたりはいかがですか。

〇議長（徳田栄邦君） 副町長、清水君。

○副町長（清水 寛君） お答えをします。事業の根幹については、課長が申し上げ

たとおりであります。この事業は、どちらかというとソフト事業が主であります。

ハード事業という形にはなっておりません。
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今、議員がおっしゃられました部分については、これは三者連携の中でも一つの

課題として出ておりますが、今、議員がおっしゃった部分だけでなく、いろんな部

分含めてサイン看板の見直しとかという部分も、これも出ております。

ただ、今、議員がおっしゃった部分でありますけれども、これは外から入ってき

。 、 、 、た人間がわかりづらい これは もっともな部分もあろうかと思いますが しかし

まず、字今金、もしくは字八束、字豊田、これはなかなか私どもの一存で改正する

。 。ことはできません それこそ法務の関係の方とのすり合わせも当然必要でしょうし

さりとて、また字八幡町とか、末広町とかという、その部分についても、これも自

治会連合会等の長い歴史もありますから、一方的にそちらも例えば変えていくとい

う形になりません。

わかりやすく、いかに交流人口増を図るというのであれば、そこに配慮をすれと

、 、 、いう今のご意見については 貴重なご意見ということで まずご拝聴いたしますが

今すぐどちらに統一するという形ではなかなかできないということで、まず一点ご

理解を賜りたいと思っております。

〇議長（徳田栄邦君） 他にございませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） 総務費の質疑を終わります。

３款民生費の質疑を行います。２４ページから２５ページです。

向井君。

○３番（向井孝一君） ２４ページの老人福祉費の中で、緊急通報電話購入費という

のがあるんですが、これは何台でどういう家庭に設置するのか。その辺の内容をち

ょっとお聞かせいただきたいと思います。

〇議長（徳田栄邦君） 保健福祉課長、成田君。

○保健福祉課長（成田光康君） 今回補正させていただきました緊急通報電話の購入

に対しましては、当初予算で新規で７台分予算計上をしておりました。ですが、８

月末までの申し込みが７件と、今後新しいものが設置できない状況になりましたの

で、今回５台分を新規として計上させていただいております。

対象になる方は、おおむね６５歳以上の独居老人等で、緊急連絡が必要な方で、

その対象者や介護者の身体状況等を勘案しながら設置の有無の必要性について判断

させてもらって設置しております。

〇議長（徳田栄邦君） 向井君。

○３番（向井孝一君） これは希望があってということなんですか。

それと、これは自己負担は、なしで、その辺の絡みというのはどういうふうにな

っていますか。

〇議長（徳田栄邦君） 保健福祉課長、成田君。

○保健福祉課長（成田光康君） 現在、８月末の設置台数が７９台という形になって

おります。あくまでも申請に基づきまして、その必要性について介護認定のケアの

必要性だとか、その辺の部分を判断しながら、また親族の有無等を確認して設置し
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ております。

自己負担の部分につきましては、電話料は本人負担となっておりますが、設置の

部分については、電話の購入部分と設置の手数料につきましては町の方で負担して

おります。

〇議長（徳田栄邦君） 向井君。

（ ） 、 。○３番 向井孝一君 この器具というのは 既存の電話の場所に設置するんですか

実は、既に設置されている方から、例えば設置場所によって、寝室であったり、

あるは茶の間であったりということで、体が自由にきかない人が設置するわけです

よね、この器具については。それで、設置場所は当然取りつけするときには本人の

希望を聞いて、この場所がいいですかということでやるとは思うんですが、その辺

の苦情とか問題というのは聞いておりませんでしょうか。

〇議長（徳田栄邦君） 保健福祉課長、成田君。

○保健福祉課長（成田光康君） 実はこの緊急電話の本体を設置するときに、個人で

持ち歩けるペンダント式のものも一緒につけております。それを日常的に持って歩

ければ、どこにでも部屋を自由に行き来できますので、そのときに必要なときに押

せるような形になっておりますので、その辺でご理解いただきたいと思います。

〇議長（徳田栄邦君） 上村君。

○６番（上村義雄君） 民生費の児童福祉総務費、２５ページですけれども、臨時保

育士で１４万９，０００円の増加になっていますが、これの詳しく、どこにあれし

ているのかお聞かせいただきたいと思います。

〇議長（徳田栄邦君） 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） ただいまの質問の臨時保育士等賃金につきま

しては、種川のへき地保育所臨時保育士の分でございます。

理由としましては、当初入所予定の人数から３名程度ふえたということと、全体

での入所者の中で、３歳未満児の方が大半を占めたということから、少し手がかか

るということで、常勤の２名にプラスしてパート的な保育士を活用したという分の

追加分でございます。

〇議長（徳田栄邦君） 上村君。

○６番（上村義雄君） 種川の部分で２名プラス１の臨時的にという話で、要するに

年少者が多いと。何名いるのかわかりませんけれども。

一方、鈴金保育所の場合の、要するに１、２歳児が７名いて、総員で１５人から

の季節保育所の入所者がいるわけですけれども、最初は３名という話のようでした

が、これが２名のままでずっとあれしていると。来年また新たに０歳児、１歳児が

これ以上ふえるのでは受けられないというような保育士の先生の話のようですが、

そこらあたりはどうなんですか。例えば、今、鈴金保育所では１、２歳で７名の園

児がいるという。種川は年少者が多いから２名プラス１で３名であれしているとい

、 、 。うことですが そこらあたりの整合性 季節保育所ですからあれでしょうけれども

それから、もう一方、鈴金保育所の中でもって、ことしの夏は非常に暑かったで
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すね。きょうもまだ暖かいわけですけれども。これで熱中症にならないで済んでよ

かったなとは思うんですけれども、保育所の中に扇風機もないと。それで、先生が

扇風機を持ってきてあれしたと。要するに保護者がとてもこれじゃどうもならない

ということでもって、保護者が扇風機を２台買って設置した。保護者にすれば、そ

れぞれちゃんと情報のネットワークがあるのでしょうね。認定こども園には７台も

のエアコンの設備をしたと。同じ子供をあれするのに、これだけの差があり、それ

ぞれの地域によって差があるってどういうことなのという、素朴な疑問を私に投げ

かけられました。そういったところについての詳しく内訳をお知らせいただきたい

と思います。

〇議長（徳田栄邦君） 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） 鈴金保育所、９月１日現在で３歳未満児が８

名おります。２名プラス、必要によって、当初予算で持っておりますパートの保育

士を活用しながらという対応をしております。

あわせて、鈴金につきましては、発達支援センターのセンター長が季節保育所の

長も兼務をしておりますので、その辺の対応をしているところでございます。

種川との整合性でいきますと、特にどっちが例えば保育士が足りないとか、そう

いうことはないように、現場の主任保育士と教育委員会の事務局と連携しながら、

職員配置に努めているという経過がございます。それがまず１点目です。

２点目の鈴金保育所での扇風機、備品のことですが、このことにつきましては、

申しわけありませんが、教育委員会事務局としては保護者が購入して設置したとい

うことを初めて聞きましたので、これについては、おわびといいますか、少し配慮

が足りなかったと。当然行政ですので、必要なものの備品については、議会の理解

をいただきながら購入して、保育所ですと子供たちの健康管理、安全管理に努める

ということが当たり前のことですので、事実確認をして、今後対応していきたいと

いうふうに思っております。

よろしくお願いいたします。

〇議長（徳田栄邦君） 上村君。

（ ） 、 、○６番 上村義雄君 今言うように 地域によってそういう差があるということは

、 、 、またその保護者にしては みんなそれぞれ今金の地域ですから みんな知れている

わかっているわけですね。種川には３人になって、何で年少のそういう１、２歳児

が７名もいるのに何で２人しか対応できないんだと、その最初の時点で３名に対応

しますということで保育所の話があったそうですけれども、１、２歳児というか、

そういう年少者が多いので、３名で対応するように考えますということでスタート

したらしいんだけれども、依然として２名からふえない。

今、事務長からのあれでいくと、センター長が対応するというふうにあれなよう

でございますけれども、全然２人からふえないのかといったら、来ていないと、こ

ういう話です。だから、２人でもって年少者を抱えながらやっているとすれば、私

の孫もその鈴金保育所にお世話になっているわけですけれども、年長、来年小学校
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１年できょうは午後から学校の視察か何かのそういうのがあるらしいけれども、今

年の夏に、要するに水遊びもできなかったと。２名しかいないし、年少に７人も８

人もいたら、当然先生２名でもって対応するといったら、見切れないからそうなら

ざるを得ない。そのそれこそしわ寄せを年長者に、外へ行って遊んだら危ないから

だめ、ハチが出そうだからだめと。暑いときにプール遊びも子供だからしたわけで

すけれども、プール遊びもさせてもらえなかった。そういうストレスも、子供は子

供なりのストレスもあるのでしょうけれども、そういうこの暑いときの現実にそう

いう部分があったと。

ちなみに、参考でお聞きしますけれども、これは委託をかけている認定こども園

ですね。認定こども園の中で、１、２歳児の年少の園生が何名いて、先生がそれで

何人で対応しているのか。そこらあたりがわかれば教えていただきたい。

〇議長（徳田栄邦君） 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） 私の方から、後段の質問の認定こども園の未

満児の数と先生の対応につきまして説明させていただきます。

認定こども園については、小百合保育園の、当然保育所の分しか入っていません

けれども、０歳児が４名、１歳児が１５名、２歳児が１９名、３歳児が１９名、こ

れを合わせた数が合計となります。先生の数については、それぞれ国の職員配置基

準がありますが、０歳児については１名、１歳児については３名、２歳児について

は４名、３歳児は１名の対応をさせていただいております。

〇議長（徳田栄邦君） 教育長、中島君。

○教育長（中島光弘君） 質問の答弁については、今、事務局長から経過については

答弁をさせていただきましたけれども、議員から今ご指摘のあった部分で、教育委

員会が把握をしなかった部分については、おわびを申し上げたいと思います。

教育委員会として、季節保育所とこども園の子供たちの差は全然ありませんし、

それから、季節保育所の地域性に何ら差はありません。福祉課の方からうちの方に

所管を受けてから、利便性の一つに、教育委員会が所管が一つになりましたので、

例えばどこかに穴があいたときに、すぐ送り込んだり、それから、実はプールの話

は先般の教育委員会で聞きました。私も所長の方には言いました。それは工夫をす

れば幾らでもできることでありますので、２人の先生、ずっとプールがあるわけで

はないにしても、暑い期間、例えばうちの方の支援員であるとか、もっと言うと、

ボランティアの人だとか、いろんな形があるわけですから、ただ、それは声として

上がってこないと、うちの方も対応できなかったということが今確認できましたの

で、鈴金の保育所の保護者の皆さんの方には、うちの方の局長の方で一度行って、

中身のいろんな要望についてはきちっと確認をして、例えば年間の中で１人パート

的な部分の補充が必要か、それとも時期的なものでの補充性が必要なのかというあ

たりもきちっと確認をして対応していきたいというふうに思います。

保護者の皆さんがそういう思いをしたということに関しては、本当に申しわけな

いというふうに思っていますし、どこの子供たちも一緒でありますから、そういう
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ことを基本に置きながら対応してまいりますので、よろしくお願いします。

〇議長（徳田栄邦君） ３回終わりましたので。

他にございませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） 民生費の質疑を終わります。

４款衛生費の質疑を行います。２６ページから２７ページです。

（ なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） 衛生費の質疑を終わります。

５款労働費の質疑を行います。２８ページです。

（ なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） 労働費の質疑を終わります。

６款農林水産業費の質疑を行います。２９ページです。

上村君。

○６番（上村義雄君） 確認ですけれども、農業振興費で青年就農給付金という題名

で載っていますが、これは１０年間続けた産業後継者育成条例の補助金給付という

のと同じと考えてよろしいんですか。別な部分ですか。そこらあたり確認したい。

〇議長（徳田栄邦君） 産業振興課長、宮本君。

○産業振興課長（宮本 彰君） この青年就農給付金につきましては、今年度、２４

年度から国の制度に乗っかりました給付金制度でございますので、町内の該当者５

名おりますので、それに対する予算措置でございます。

ですから、従前、町の施策として行っている就業奨励金とは異なるものでござい

ます。

〇議長（徳田栄邦君） 他にございませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） 農林水産業費の質疑を終わります。

７款商工費の質疑を行います。３０ページです。

（ なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） 商工費の質疑を終わります。

８款土木費の質疑を行います。３１ページから３３ページです。

（ なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） 土木費の質疑を終わります。

９款消防費の質疑を行います。３４ページです。

（ なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） 消防費の質疑を終わります。

１０款教育費の質疑を行います。３５ページから３９ページです。

山崎君。

○２番（山崎 仁君） ３８ページの旧芸能練習室解体なんですけれども、旧芸能練

習ですから、当初の目的と今の利用実態というのはどうなのか。その辺のことをお



-37-

知らせいただきたい。

〇議長（徳田栄邦君） 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 まず 芸能練習室の利用状況でございますが

２３年度についてですが、今金バレエサークルという団体があります。その団体が

ほとんどの活用でありました。

そのほかに、緑町町内会が年間に３回活用したという経過がございます。

この度、この底地を地権者に返したいという町側の考え方もありましたので、こ

れをまず壊したいということで、解体に当たっては、バレエサークルと緑町町内会

の意向を聞いて、問題ないですよという確認をしながら解体に至った経過がござい

ます。

あわせますと、バレエサークルにつきましては、この練習室を使わなくても、自

らが練習のスタジオをつくったということもありまして、問題がない中で解体に至

っているところでございます。

二つ目の、旧芸能練習室という表現のことでよろしいですか。これについては、

芸能練習室というものを壊すのに旧という言葉がおかしいだろうという質問だと思

うんですけれども、旧芸能練習室というもので教育委員会の取り扱いがずっとこの

言葉でいっていたものですから、このものをそのまま使ったということでございま

す。

〇議長（徳田栄邦君） 山崎君。

○２番（山崎 仁君） 今答弁の中にあったとおり旧芸能練習、ところが使っている

のは芸能練習で使っていたということですよね。要するに、じゃ、機能はどこに移

。 、 、転するんだと 当然必要で施設としてあるわけですから それがどこに移転をして

機能としては移管先がしっかりありますよと。もしくは、ここについてはもう廃止

しますという、そういう考え方がいろいろあると思うんですよ。これを出していた

だかなければ、ただ解体しますでは、ある建物を壊すだけの話になってしまう。し

かし、目的は芸能練習ってあるわけですから、その辺のところをもう一回整理して

答弁をお願いします。

〇議長（徳田栄邦君） 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） 申しわけありません。

解体したことによりまして、これらを利用する方につきましては、まず個人がス

タジオをつくってそこを使うということが一つあります。そのほかに、教育委員会

が所管する総合体育館ですとか、町が所管する老人福祉センター、これらもこのも

のには活用の希望があれば活用できるという状況になっているところでございま

す。

よって、この建物自体は、活用の目的がないということで廃止をしてしまうとい

うことで理解をいただきたいと思います。

〇議長（徳田栄邦君） 他にございませんか。

（ なし」の声あり）「
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〇議長（徳田栄邦君） 教育費の質疑を終わります。

１１款公債費の質疑を行います。４０ページです。

（ なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） 公債費の質疑を終わります。

以上で、歳出の質疑を終わります。

歳出全般について、質疑漏れございませんか。

向井君。

○３番（向井孝一君） 土木費の３１ページなんですが、利別大橋の物件に対する補

償費というのが追加されておりますけれども、この内容を一つと。

１問ずつでないとまずいですか。

〇議長（徳田栄邦君） いいえ、どうぞ。

○３番（向井孝一君） それから、３３ページの種川の宮前団地で、町営住宅の移転

補償ということなんですが、町営住宅からなぜこういう補償が、移転の場合に補償

費が出るのか、その辺の内容を説明いただきたいと思います。

〇議長（徳田栄邦君） 公営施設課長、高島君。

○公営施設課長（高島好治君） 私の方からは、３１ページの利別大橋の物件補償費

の件についてご説明申し上げます。

この部分につきましては、利別大橋線という部分は理解していただけるかと思う

んですが、神丘から金原に抜ける路線でございます。この補償しなきゃならない目

的というのは、この冬でしたけれども、道路沿いに、沿線に並行して温床といいま

すか、ビニールハウスが４０メートル程度設置されてございます。冬の期間ですの

で、ビニールは取って骨組みだけが残っているところなんですが、除雪路線として

、 。 、扱っている路線でございますので どうしても除雪をしなければならない それで

その路線につきましては、専用車、専用トラックといいますか、除雪専用トラック

の中で除雪していますので、プラウというもので除雪はするんですが、ある程度の

スピードを持っていかないと除雪ができないというものになります。そうすると、

おのずと民地側の方にその除雪をされた雪が押されるということの経緯の中で、そ

のハウスの骨組みが倒壊したというのが今年ありました。

この分につきましては、持ち主の方と協議をいたしまして、現物支給ということ

でご理解をいただいたんですが、その中で、これからもいろいろ、今までもそうな

んですが、どうしてもビニールハウス骨組みの中の雪割りといいますか、春先に温

床として使うものですから、その辺でも時間がかかることもありましたので、何と

か地権者の方とお話をさせていただきながら、何とか移転をしていただけないかと

、 、 、いうお願いをしまして 本人のご理解といいますか 理解を得られたものですから

今回その部分の移転補償ということで計上させていただいたということでご理解い

ただければと思います。

以上でございます。

〇議長（徳田栄邦君） 総務財政課長、北見君。
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○総務財政課長（北見伸夫君） 質問の２点目の種川宮前団地町営住宅移転補償の関

係でございますが、この関係につきましては、種川宮前団地から緑団地への住みか

えにかかわる移転補償費ということになります。

これにつきましては、現在種川宮前団地は２棟ございますが、それぞれ昭和３４

年、昭和３５年の建設と非常に古い物件となってございます。今金町町営住宅スト

ック総合計画によりまして、平成２６年及び２７年で用途廃止を計画している物件

でございます。その中で、昭和３４年建設棟の入居者より、住みかえ、移りたいと

いう希望があり、緑団地に移転することとなり、その移転に対する補償費というこ

とになります。

この入居者につきましては、従前から移転を希望しておりましたが、当時という

か、今から２年前ですけれども、住みたい場所が１階が希望というような条件もあ

りまして、その当時は条件が合わなくて、今回条件が合う物件を希望されて移転す

。 、 、ると ストック計画によりまして 将来的に壊す住宅から移転していただく場合に

移転補償費をお支払いしているという実態がございますので、その例によりまして

移転補償費を計上させていただきました。

以上でございます。

〇議長（徳田栄邦君） 今度は１問ずつやってください。

どうぞ。

○３番（向井孝一君） 議長に確認したでしょう。

〇議長（徳田栄邦君） だから、今度の質問は１問ずつやってください。

向井君。

○３番（向井孝一君） 今、ちょっとわかりづらい回答だったんですが、二つ目の質

問内容で、ストック計画があって、そこに入居している人たちが、本人が例えば違

うところに移転したいという希望を出していようがいまいが補償費は出るというこ

となんですか。

〇議長（徳田栄邦君） 総務財政課長、北見君。

○総務財政課長（北見伸夫君） 今回の移転補償費につきましては、ストック計画に

よりまして、将来的に壊す物件になってございます。その中で、町として移転を勧

めるという方向で入居者に話をしている状況でございます。その中で、移転を希望

される方に移転補償費をお支払いすると。

だから、個人的に取り壊し物件じゃないところから移転したいという方は、移転

補償費の対象にはしてございませんので、その点でよろしくお願いいたします。

〇議長（徳田栄邦君） 他にございませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） 以上で、歳出全般についての質疑漏れを終わります。

次に、歳入の質疑を款ごとに行います。

１款町税の質疑を行います。５ページから６ページです。

（ なし」の声あり）「
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〇議長（徳田栄邦君） 町税の質疑を終わります。

８款地方特例交付金の質疑を行います。７ページです。

（ なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） 地方特例交付金の質疑を終わります。

９款地方交付税の質疑を行います。８ページです。

山崎君。

○２番（山崎 仁君） 地方交付税については、国が特例公債法案の絡みで、交付税

の交付がおくれるような話がありましたけれども、それは今金町には影響あるんで

すか。

〇議長（徳田栄邦君） 総務財政課長、北見君。

○総務財政課長（北見伸夫君） 地方交付税の歳入の関係だと思いますが、特例公債

法のめどが立っていなくて、都道府県に対する地方交付税については遅れるという

ことでございますが、財政力の弱い市町村につきましては、例年どおりということ

で、今金町につきましては、９月分につきましては９月１０日に歳入をいただいて

いるという状況でございます。

〇議長（徳田栄邦君） 他にございませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） 地方交付税の質疑を終わります。

１３款国庫支出金の質疑を行います。９ページから１１ページです。

（ なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） 国庫支出金の質疑を終わります。

１４款道支出金の質疑を行います。１２ページから１４ページです。

（ なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） 道支出金の質疑を終わります。

１５款財産収入の質疑を行います。１５ページです。

（ なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） 財産収入の質疑を終わります。

１６款寄附金の質疑を行います。１６ページです。

（ なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） 寄附金の質疑を終わります。

１７款繰入金の質疑を行います。１７ページです。

（ なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） 繰入金の質疑を終わります。

１９款諸収入の質疑を行います。１８ページです。

（ なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） 諸収入の質疑を終わります。

２０款町債の質疑を行います。１９ページです。

（ なし」の声あり）「
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〇議長（徳田栄邦君） 町債の質疑を終わります。

以上で、歳入の質疑を終わります。

歳入全般についての質疑漏れございませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） 以上で、歳入全般についての質疑漏れを終わります。

質疑を打ち切り、討論を行います。

（ なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） 討論を終わります。

討論を打ち切り、議案第６号 平成２４年度今金町一般会計補正予算（第４号）

についての採決を行います。

本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） ご異議がないので、議案第６号 平成２４年度今金町一般会

計補正予算（第４号）については、原案のとおり可決いたします。

◎日程第１４ 議案第７号

〇議長（徳田栄邦君） 日程第１４、議案第７号を議題といたします。

（ ） 、平成２４年度今金町国民健康保険特別会計事業勘定補正予算 第２号 について

理事者に提案理由の説明を求めます。

副町長、清水君。

○副町長（清水 寛君） 議案第７号 平成２４年度今金町国民健康保険特別会計事

業勘定補正予算（第２号）について、提案理由を申し上げます。

今回の補正につきましては、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ１，２１６万

円を追加し、補正後の額をそれぞれ１０億１，３９９万円にしようとするものであ

ります。

補正の概要について、歳入より申し上げます。１ページをお願いします。

３款国庫支出金において１，１４０万４，０００円の追加は、□□□施設整備に

係る特別調整交付金であります。

４款療養給付費交付金で２１１万３，０００円の減額は、療養給付費交付金過年

度追加交付分であります。

９款の繰入金において１３５万７，０００円の減額は、財源調整のための財政調

整基金繰入金の減額であります。

次に、歳出は２ページをお願いします。

１１款諸支出金において１，２１６万円の追加は、償還金における負担金額の確

定による７５万６，０００円、繰出金における国保の特別会計施設勘定繰出金１，

１４０万４，０００円、それぞれ追加であります。

以上、概要を申し上げました。

ご審議いただき議決賜りますよう、よろしくお願いをいたします。
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〇議長（徳田栄邦君） 説明が終わりました。

これより、質疑を行います。

質疑は、歳出、歳入全般について行います。

始めに、歳出全般について行います。６ページから９ページです。

（ なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） 以上で、歳出全般についての質疑を終わります。

次に、歳入全般についての質疑を行います。３ページから５ページです。

（ なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） 以上で、歳入全般についての質疑を終わります。

歳出、歳入全般についての質疑漏れございませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） 以上で、歳出、歳入全般についての質疑漏れを終わります。

質疑を打ち切り、討論を行います。

（ なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） 討論を終わります。

討論を打ち切り、議案第７号 平成２４年度今金町国民健康保険特別会計事業勘

定補正予算（第２号）についての採決を行います。

本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） ご異議がないので、議案第７号 平成２４年度今金町国民健

康保険特別会計事業勘定補正予算（第２号）については、原案のとおり可決いたし

ます。

◎日程第１５ 議案第８号

〇議長（徳田栄邦君） 日程第１５、議案第８号を議題といたします。

（ ） 、平成２４年度今金町国民健康保険特別会計施設勘定補正予算 第２号 について

理事者の説明を求めます。

副町長、清水君。

○副町長（清水 寛君） 議案第８号 平成２４年度今金町国民健康保険特別会計施

設勘定補正予算（第２号）について、提案理由を申し上げます。

今回の補正につきましては、収益的収支において、既定の収入、支出予算の総額

にそれぞれ１２１万１，０００円を追加し、補正後の額を収入、支出それぞれ７億

５，３８２万円にしようとするものであります。

入院及び外来の業務予定量について、変更はございません。

資本的収支につきましては、収入において１，１４０万４，０００円を追加し、

補正後の額を６，０４０万４，０００円に、支出においては３６万８，０００円を

追加し、補正後の額を１億４，２４７万１，０００円にしようとするものであり、

損益勘定留保資金をもって収支のバランスを図っております。
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補正の概要について、収益的収支より申し上げます。

収入、１款病院事業収益において１２１万１，０００円の追加は、医業外収益で

あり、一般会計補助金で５５万６，０００円、一般会計負担金で６５万５，０００

円それぞれ追加であります。

支出、１款病院事業費用で１２１万１，０００円の追加は、医業費用であり、経

費で１３万８，０００円、研究・研修費で１０７万３，０００円それぞれ追加であ

ります。

次に、資本的収支についてでありますが、収入、１款資本的収入において１，１

４０万４，０００円の追加は、特別会計補助金であり、国民健康保険調整交付金で

あります。

支出、１款資本的支出で３６万８，０００円の追加は、管理用機械器具購入費で

あります。

以上、概要を申し上げました。

ご審議いただき議決賜りますよう、よろしくお願いいたします。

〇議長（徳田栄邦君） 説明が終わりました。

これより、質疑を行います。

質疑は、収益的収入及び支出、資本的収入及び支出全般について行います。１ペ

ージから４ページです。

村瀬君。

○１１番（村瀬 広君） ２ページの医業費用の旅費でございますけれども、学会・

研修会等で大幅に補正してございますけれども、今までの記憶によれば余りこの旅

費関係でこんなに大きく補正したことがないのかなと思いますけれども、どういっ

た学会の研修などでのものが主にふえたのか教えていただきたいと思います。

〇議長（徳田栄邦君） 国保病院事務長、柏田君。

○国保病院事務長（柏田泰明君） お答えをいたしたいと思います。

学会・研修費の追加でございますけれども、現在来ている先生、あるいは４月か

ら来た先生というのが、専門医あるいは認定医の資格を持ってございます。さまざ

まな研修の機会が多くなっているところでありますけれども、できるだけそういう

学会、研修会には出してあげるという方針でございますので、その部分の追加とい

うことであります。

〇議長（徳田栄邦君） ほかにございませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） 以上で、収益的収入及び支出、資本的収入及び支出全般につ

いての質疑を終わります。

質疑漏れありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） 以上で、収益的収入及び支出、資本的収入及び支出全般につ

いての質疑漏れを終わります。
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質疑を打ち切り、討論を行います。

（ なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） 討論を終わります。

討論を打ち切り、議案第８号 平成２４年度今金町国民健康保険特別会計施設勘

定補正予算（第２号）についての採決を行います。

本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） ご異議がないので、議案第８号 平成２４年度今金町国民健

康保険特別会計施設勘定補正予算（第２号）については、原案のとおり可決いたし

ます。

◎日程第１６ 議案第９号

〇議長（徳田栄邦君） 日程第１６、議案第９号を議題といたします。

平成２４年度今金町簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）について、理事者

の説明を求めます。

副町長、清水君。

○副町長（清水 寛君） 議案第９号 平成２４年度今金町簡易水道事業特別会計補

正予算（第２号）について、提案理由を申し上げます。

今回の補正につきましては、既定の歳入歳出予算の総額からそれぞれ６万９，０

００円を減額し、補正後の額を歳入歳出それぞれ１億３，６５６万９，０００円に

しようとするものであります。

補正の概要につきましては、歳入、１ページをお願いいたします。

５款諸収入において６万９，０００円の減額であり、イマヌエル通線配水管移設

補償費の額の確定に伴う減額であります。

歳出につきましては、２ページであります。

１款総務費において１１万９，０００円の追加は、消耗品費であります。

２款維持費において１８万８，０００円の減額は、委託料、工事請負費、備品購

入費等において、それぞれ事業の額が確定したことに伴う減額が主であります。ま

た、財源調整のため、修繕料において１３９万３，０００円の追加をいたしており

ます。

以上、概要を申し上げました。

ご審議いただき議決賜りますよう、よろしくお願いいたします。

〇議長（徳田栄邦君） 説明が終わりました。

これより、質疑を行います。

質疑は、歳出、歳入全般について行います。３ページから６ページです。

（ なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） 以上で、歳入、歳出全般についての質疑を終わります。

歳出、歳入全般について、質疑漏れございませんか。
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（ なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） 以上で、歳出、歳入全般についての質疑漏れを終わります。

質疑を打ち切り、討論を行います。

（ なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） 討論を終わります。

討論を打ち切り、議案第９号 平成２４年度今金町簡易水道事業特別会計補正予

算（第２号）についての採決を行います。

本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） ご異議がないので、議案第９号 平成２４年度今金町簡易水

道事業特別会計補正予算（第２号）については、原案のとおり可決いたします。

◎日程第１７ 議案第１０号

〇議長（徳田栄邦君） 日程第１７、議案第１０号を議題といたします。

平成２４年度今金町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）について、理事

者の説明を求めます。

副町長、清水君。

○副町長（清水 寛君） 議案第１０号 平成２４年度今金町公共下水道事業特別会

計補正予算（第２号）について、提案理由を申し上げます。

今回の補正につきましては、既定の歳入歳出予算の総額からそれぞれ３０万６，

０００円を減額し、補正後の額をそれぞれ２億３，４６４万４，０００円にしよう

とするものであります。

補正の概要について、歳入より申し上げます。１ページをお願いします。

３款繰入金において３０万６，０００円の減額は、一般会計繰入金であります。

次に、歳出は２ページです。

２款諸維持費において３０万６，０００円の減額は、役務費委託料等実績精査に

よる減額と使用料、賃借料における追加であります。

以上、概要を申し上げました。

ご審議いただき議決賜りますよう、よろしくお願いいたします。

〇議長（徳田栄邦君） 説明が終わりました。

これより、質疑を行います。

質疑は、歳出、歳入全般について行います。３ページから５ページです。

（ なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） 以上で、歳出、歳入全般についての質疑を終わります。

歳出、歳入全般についての質疑漏れございませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） 以上で、歳出、歳入全般についての質疑漏れを終わります。

質疑を打ち切り、討論を行います。
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（ なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） 討論を終わります。

討論を打ち切り、議案第１０号 平成２４年度今金町公共下水道事業特別会計補

正予算（第２号）についての採決を行います。

本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） ご異議がないので、議案第１０号 平成２４年度今金町公共

（ ） 、 。下水道事業特別会計補正予算 第２号 については 原案のとおり可決いたします

２時１５分まで休憩いたします。

休憩 午後 ２時０３分

再開 午後 ２時１５分

〇議長（徳田栄邦君） 休憩を閉じ開議いたします。

◎日程第１１ 認定第１号～日程第２５ 認定第８号（一括議題）

〇議長（徳田栄邦君） お諮りいたします。

、 、日程第１８ 認定第１号 平成２３年度今金町一般会計歳入歳出決算認定について

日程第１９、認定第２号 平成２３年度今金町国民健康保険特別会計事業勘定歳入歳

出決算認定について、日程第２０、認定第３号 平成２３年度今金町後期高齢者医療

特別会計歳入歳出決算認定について、日程第２１、認定第４号 平成２３年度今金町

介護保険特別会計歳入歳出決算認定について、日程第２２、認定第５号 平成２３年

度今金町介護老人保健施設特別会計歳入歳出決算認定について、日程第２３、認定第

６号 平成２３年度今金町国民健康保険特別会計施設勘定歳入歳出決算認定につい

て、日程第２４、認定第７号 平成２３年度今金町簡易水道事業特別会計歳入歳出決

算認定について、日程第２５、認定第８号 平成２３年度今金町公共下水道事業特別

会計歳入歳出決算認定について、以上８件につきましては、一括議題として審議いた

したいのでありますが、これにご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） 異議なしと認めます。

したがって、日程第１８、認定第１号から日程第２５、認定第８号までは一括議

題として審議することに決定いたしました。

本案は議会選出監査委員を除き審議いたしたいのでありますが、ご異議ございま

せんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） ご異議がないので、山本議員退席をお願いいたします。

（山本議員退席）

〇議長（徳田栄邦君） 理事者の説明をもとめます。
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副町長、清水君。

○副町長（清水 寛君） 説明をいたします。

認定第１号 平成２３年度今金町一般会計歳入歳出決算認定について、認定第２

号の平成２３年度今金町国民健康保険特別会計事業勘定歳入歳出決算認定につい

て、認定第３号 平成２３年度今金町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定に

ついて、認定第４号 平成２３年度今金町介護保険特別会計歳入歳出決算認定につ

いて、認定第５号 平成２３年度今金町介護老人保健施設特別会計歳入歳出決算認

定について、認定第６号 平成２３年度今金町国民健康保険特別会計施設勘定歳入

歳出決算認定について、認定第７号 平成２３年度今金町簡易水道事業特別会計歳

入歳出決算認定について、認定第８号 平成２３年度今金町公共下水道事業特別会

計歳入歳出決算認定について、以上８会計の歳入歳出決算認定について、提案理由

を申し上げます。

平成２３年度今金町一般会計並びに各特別会計につきましては、それぞれ法定期

間内に決算を了し、監査委員の審査をいただいたところであります。

審査結果につきましては、９月７日に意見を付して審査報告書をいただきました

ので、地方自治法並びに地方公営企業法の規定に基づき提案をいたします。

ご審議いただき認定賜りますよう、よろしくお願いをいたします。

〇議長（徳田栄邦君） 提案理由の説明が終わりました。

理事者の概要説明をお願いいたします。

なお、説明に当たっては、事前に平成２３年度決算状況の概要の配付がありまし

たので、総括的な説明でお願いいたします。

副町長、清水君。

○副町長（清水 寛君） それでは、平成２３年度の状況を申し上げ、以下認定第１

号から順次概要を説明いたします。

前段の国内の状況については、省略をさせていただきます。

本町におきましては、健全化判断比率等の財政指標において健全性を保っている

ところであります。しかし、歳入面では、譲与税、交付金等の収入や農業所得など

の減少に伴う町税の減少等が続いており、歳出面では、維持補修費、扶助費といっ

た経費が伸びており、依然として極めて厳しい町財政の現状を認識し、財政健全化

推進プログラムに基づく計画的な行財政運営と、より一層の事務事業の厳選により

健全な財政運営に努めてまいらなければなりません。

一方で、教育文化の振興、少子化、高齢化に向けた地域福祉、地域産業の充実等

を重要施策として重点的に配分を行うなど、町民生活向上のための施策を着実に進

めるとともに、より透明性の高い町政運営を図ることを旨として予算執行をいたし

た次第であります。

以下、各会計の概要を申し上げます。

始めに、一般会計より申し上げます。２ページ前段です。

平成２３年度の当初予算規模は４６億７，４５０万５，０００円で、以後、補正
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予算８億５，６６６万円を追加し、最終予算総額は５５億３，１１６万５，０００

円、前年度比で６．９％の減となりました。これにより、一般会計の決算額は、歳

入総額で５２億２，５８６万４７８円、前年度比６．５％の減となり、歳出総額は

５１億５，６３２万５，９９８円、前年度比６．４％の減となりました。

以上の結果、歳入歳出差引総額は６，９５３万４，４８０円となり、繰越明許費

の繰越分１，３６２万円、財政調整基金への積み立て３，０００万円を差し引いた

２，５９１万４，４８０円を平成２４年度へ繰り越し、決算を終了した次第であり

ます。

途中、詳細は省略をさせていただき、８ページの後段をお願いいたします。

なお、冒頭申し上げましたが、今後もますます厳しい状況が続くことが予想され

ることから、財政健全化のために、徹底した経費の節減、合理化を図り、適切な財

政運営を行うため、一層の努力を傾注いたしてまいります。

次に、特別会計について申し上げます。９ページをお願いいたします。

国民健康保険特別会計事業勘定につきましては、歳入決算額は９億６，５０４万

２，５５２円で、前年度の決算額と比較しますと０．６％の増となっております。

、 ， ， 。 。なお 収入未済額は６ ６１３万８ ９６０円となっております １０ページです

， ， 、 ．歳出決算額は９億６ ２１６万８ ３５１円で 前年度決算額と比較しますと０

６％の増となり３３万９，６４９円の執行残を生じました。

中段以降であります。

これにより、歳入歳出差引残額は２８７万４，２０１円となり１５７万４，２０

１円の財政調整基金への積み立て、残額１３０万円を翌年度へ繰り越しいたしまし

た。少子高齢化の進展や経済の低迷等に伴う低所得者の増加、慢性疾患を中心とし

た疾病構造の変化や医療技術の高度化・専門化に伴い、医療費は依然として減少し

ない傾向にあります。今後においても、医療費の低減・適正化のための取り組みを

計画的、積極的に推進する所存であります。

１１ページをお願いします。

後期高齢者医療特別会計につきましては、歳入決算額は７，１９７万２，３０３

円で、前年度決算額と比較しますと０．５％の減となっております。

中段であります。

， ， 、 ， 。歳出決算額は７ １９３万９ ９１２円で ６ ０８８円の執行残を生じました

これを前年度決算額と比較しますと０．５％の減となっております。

下段であります。

これにより、歳入歳出差引残額は３万２，３９１円となり、全額を翌年度へ繰り

越しいたしました。今後においても、当該制度の円滑な運営が図れるよう、住民へ

の制度趣旨の周知を引き続き行うとともに、高齢者が安心して生活できるよう努め

てまいる所存であります。

１２ページをお願いします。

介護保険特別会計につきましては、保険事業勘定より申し上げます。
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， ， 、 ．歳入決算額は６億２ ７１９万６ ７２１円で 前年度決算額と比較しますと１

５％の減となっております。

１２ページの下段であります。

， ， 、 ．歳出決算額は６億２ ５３８万３ ３４２円で 前年度決算額と比較しますと１

６％の減となり６４万６，６５８円の執行残を生じました。

１３ページの７行目であります。

これにより、歳入歳出差引額は１８１万３，３７９円となり２１万４，６３９円

、 ， 。を介護保険基金へ積み立て 残額１５９万８ ７４０円を翌年度へ繰り越しました

次に、サービス事業勘定でありますが、歳入決算額は７４３万９１円で、前年度

決算額と比較しますと２．５％の減となっております。

歳出決算額は７３５万７，２４２円で、前年度決算額と比較しますと２．３％の

減となり、１４ページでありますが７万２，７５８円の執行残を生じました。これ

により、歳入歳出差引残額は７万２，８４９円となり、全額を翌年度へ繰り越しい

たしました。

２３年度は、第４期今金町介護保険事業計画の最終年度となり、第４期計画にお

いて掲げた理念、基本的視点及び基本課題を踏襲し、第５期計画（平成２４年から

２６年度まで）を３月に作成したところであります。ともに支え合い、安心して暮

らし続けることができる町を目指し 地域で支え合うための安心の体制づくり 元、「 」「

気でいきいきと過ごすための介護予防の推進 「住み慣れた地域で安心して住み続」

けるための介護サービスの充実」などの基本課題の達成に向け、高齢者福祉、保健

福祉の増進に努めてまいる所存であります。

１５ページをお願いします。

介護老人保健施設特別会計につきましては、収益的収入の決算総額は３億７，１

５３万９，１９９円で、前年度決算額と比較して４．７％の増となりました。

中段以降であります。

収益的支出の決算額は３億７，１３７万２，２３６円で、前年度決算額と比較し

て４．７％の増となりました。

１６ページをお願いします。

資本的支出の決算額は２，４５３万６，２６４円で、前年度対比１６．７％の増

となっております。

資本的収支につきましては、収入額を支出額が上回るため、収入額に対する支出

額の不足２，４５３万６，２６４円を損益勘定留保資金で補てんをいたしました。

これにより、当該年度純利益は１６万６，９６３円となり、前年度からの繰越利益

剰余金２，１４８万１，５１９円と合わせて、当年度末利益剰余金は２，１６４万

８，４８２円となりました。

平成２３年度の利用実績については、通所利用者、入所利用者ともに、当初計画

を若干下回る実績となりました。介護老人保健施設につきましては、高齢化の進展

とともに地域の中核施設としての役割は大きく、今後も在宅復帰の支援機能の充実
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を図るため、関係機関との連携強化を推進し、サービスの質を高め、効率的かつ規

則的なサービスに努めてまいる所存であります。

１７ページをお願いします。

国民健康保険特別会計施設勘定につきましては、収益的収入につきましては、事

業収益の決算額は７億２，２１７万１，７２８円で、前年度決算額と比して２．１

％の増となりました。

中段であります。

収益的支出につきましては、事業費用の決算額は７億２，１１２万５，０１９円

で、前年度決算額と比較して２．１％の増となりました。

， 、 ．資本的収入の決算額は３０７万６ ０００円で 前年度決算額と比較して２０３

１％の増となり、その全額が補助金で構成されております。

資本的支出の決算額は４，３８３万７，１７１円で、前年度比５４．６％の減と

なっております。

１８ページをお願いします。

資本的収支につきましては、収入額を支出額が上回るため、収入額に対して不足

する部分４，０７６万１，１７１円を損益勘定留保資金で補てんいたしました。こ

れにより、当年度純利益は１０４万６，７０９円となり、前年度繰越欠損金が９，

４３８万２，３３０円ありましたので、当年度未処理欠損金は９，３３３万５，６

２１円となりました。

自治体病院における医師、看護師不足など、地域医療を取り巻く環境は依然とし

て厳しい状況が続いておりますが、経営の効率化等のため関係医療機関との連携を

図るとともに、地域住民との共同連携も図りながら、調味が安心して医療を受けら

れる病院づくりに努めてまいる所存であります。

１９ページをお願いします。

簡易水道事業特別会計につきましては、歳入決算額は１億３，８９９万６，６３

６円で、前年度決算額と比較しますと２．４％の減となりました。

下段であります。

歳出決算額は１億３，５６９万１，１８８円で、前年度対比１．１％の増となり

２７９万４，８１２円の執行残が生じました。

２０ページです。

これにより、歳入歳出差引額は３３０万５，４４８円となり３２０万円を財政調

整基金へ積み立て、残額１０万５，４４８円を翌年度へ繰り越しいたしました。

今後も良質な飲料水の安定供給のため、施設の維持管理に留意するとともに、経

営の健全化のため、一層の努力を傾注いたしてまいります。

２１ページをお願いいたします。

最後に公共下水道事業特別会計について申し上げます。

歳入決算額は２億５，４１５万６，５５９円で、前年度の決算額と比較しますと

５．１％の増となりました。
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下段であります。

歳出決算額は２億５，３９５万２，２８５円で、前年度対比５．２％の増となり

１万５，７１５円の執行残が生じました。

２２ページです。

これにより、歳入歳出差引額は２０万４，２７４円となり、全額を翌年度へ繰り

越しいたしました。

今後も適切な維持管理に努めることはもとより、引き続き積極的な広報活動を展

開し、経営の健全化に向けた取り組みを強化してまいる所存であります。

以上、平成２３年度各会計の概要を説明申し上げました。

厳しさを増す財政事情の中で、各施策を適切に推進できましたことは、議会をは

じめ町民各位のご理解とご協力のたまものと感謝を申し上げます。

なお、監査委員からご指摘、ご指導をいただいた点につきましては、これを十分

に認識し、当然ではありますが、次年度以降の執行に万全を期してまいります。

平成２３年度決算審査に当たり、内容を審議の上、速やかなる認定をお願い申し

上げ説明を終えさせていただきます。どうぞよろしくお願いをいたします。

〇議長（徳田栄邦君） 理事者の説明が終わりました。

次に、監査委員の報告を求めます。

代表監査委員、天井君。

○代表監査委員（天井幸雄君） 監査委員を代表いたしまして、地方自治法第２３３

条第２項及び地方公営企業法第３０条第２項の規定により審査に付された平成２３

、 。年度一般会計及び特別会計 歳入歳出決算に関する審査結果をご報告申し上げます

決算審査は、８月の２０日より２７日までの延べ４日間にわたり審査を実施いた

しました。

審査結果につきましては、審査に付された平成２３年度各会計歳入歳出決算書、

関係諸帳簿及び証書を照合した結果、関係法令等に準拠して作成されており、誤り

はないものと認められた。

なお、決算概要につきましてはごらんをいただきたいと思いますが、報告書の１

５ページをお開きいただきたいと思います。

総評の部分のみについて朗読をいたします。

総評。平成２３年度の一般会計歳入歳出決算の状況は、歳入の５６．９４％を地

方交付税が占めるという厳しい財政環境の中にあり、今後においても景気の低迷、

高齢化に伴う歳出増加、自主財源の伸びも期待できない状況等続くことが見込まれ

ます。このような状況の中ですが、引き続き限られた財源を最大限生かし、経費の

節減、合理化に努めるとともに、諸事業の執行に当たっては、効率的な推進を図ら

れるよう要望いたします。

本町における財政運営は、平成２３年度末の地方債現在高は５５億３，９３４万

４，８４３円と、前年度と比較すると２億１，２７４万７，０２８円、３．７％の

減少となっているものの、単年度償還金額は６億１，３２９万９，９６７円で、歳
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出総額の１１．８９％であります。

平成２３年度の決算状況においては、当初予定していた財政調整基金２，５１１

万２，０００円、減債基金６１万９，０００円については基金繰り入れをされず決

算され、健全化判断比率、資金不足比率においても問題点はなく、社会情勢の変化

や厳しい財政状況を認識し、節度ある財政運営を基本に健全財政を維持しておりま

す。

なお、各会計の執行に当たり、一部不適当な部分が見受けられましたので、今後

とも、予算管理執行に当たっては万全を期していただきたい。

冒頭に自主財源の状況について触れましたが、景気低迷等も相まって、国保税等

収入未済額の滞納繰越分は増加しております。税務住民課を中心に、さらなる回収

努力と、あわせて渡島檜山地方税滞納整理機構の効果を最大限に生かし、収入未済

額の節減に努めていただきたい。

以下、一般会計決算並びに各事業特別会計決算につきましては、省略をさせてい

ただきます。

以上をもちまして、決算審査の報告といたします。

〇議長（徳田栄邦君） 理事者の説明及び監査委員の報告が終わりました。

これより、平成２３年度今金町一般会計歳入歳出決算の質疑を行います。

、 、 、質疑に当たっては 会議規則第５４条の規定に基づき 発言は簡単かつ明瞭とし

議題外にわたらないようあらかじめお願いをしておきます。

なお、決算書、決算説明書は事前に配付されておりますので、説明を省略し、直

ちに審査に入ります。

質疑は、歳入より款ごとに行います。

１款町税の質疑を行います。１２ページから１５ページです。

（ なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） 町税の質疑を打ち切ります。

２款地方譲与税の質疑を行います。１４ページから１５ページです。

（ なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） 地方譲与税の質疑を打ち切ります。

３款利子割交付金の質疑を行います。１４ページから１７ページです。

（ なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） 利子割交付金の質疑を打ち切ります。

４款配当割交付金の質疑を行います。１６ページから１７ページです。

（ なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） 配当割交付金の質疑を打ち切ります。

。 。５款株式等譲渡所得割交付金の質疑を行います １６ページから１７ページです

（ なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） 株式等譲渡所得割交付金の質疑を打ち切ります。

６款地方消費税交付金の質疑を行います。１６ページから１７ページです。
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（ なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） 地方消費税交付金の質疑を打ち切ります。

７款自動車取得税交付金の質疑を行います。１６ページから１７ページです。

（ なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） 自動車取得税交付金の質疑を打ち切ります。

８款地方特例交付金の質疑を行います。１８ページから１９ページです。

（ なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） 地方特例交付金の質疑を打ち切ります。

９款地方交付税の質疑を行います。１８ページから１９ページです。

（ なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） 地方交付税の質疑を打ち切ります。

１０款交通安全対策特別交付金の質疑を行います。１８ページから１９ページで

す。

（ なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） 交通安全対策特別交付金の質疑を打ち切ります。

１１款分担金及び負担金の質疑を行います。１８ページから２１ページです。

（ なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） 分担金及び負担金の質疑を打ち切ります。

１２款使用料及び手数料の質疑を行います。２０ページから２５ページです。

（ なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） 使用料及び手数料の質疑を打ち切ります。

１３款国庫支出金の質疑を行います。２４ページから２７ページです。

（ なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） 国庫支出金の質疑を打ち切ります。

１４款道支出金の質疑を行います。２６ページから３３ページです。

（ なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） 道支出金の質疑を打ち切ります。

１５款財産収入の質疑を行います。３２ページから３３ページです。

（ なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） 財産収入の質疑を打ち切ります。

１６款寄附金の質疑を行います。３２ページから３３ページです。

（ なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） 寄附金の質疑を打ち切ります。

１７款繰入金の質疑を行います。３４ページから３５ページです。

（ なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） 繰入金の質疑を打ち切ります。

１８款繰越金の質疑を行います。３４ページから３５ページです。

（ なし」の声あり）「
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〇議長（徳田栄邦君） 繰越金の質疑を打ち切ります。

１９款諸収入の質疑を行います。３４ページから３９ページです。

（ なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） 諸収入の質疑を打ち切ります。

２０款町債の質疑を行います。３８ページから３９ページです。

（ なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） 町債の質疑を打ち切ります。

以上で、歳入の質疑を終わります。

次に、歳出の質疑を款ごとに行います。

１款議会費の質疑を行います。４０ページから４１ページです。

（ なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） 議会費の質疑を打ち切ります。

２款総務費の質疑を行います。４０ページから６３ページです。

山崎君。

○２番（山崎 仁君） 説明書のページでもいいですか。

〇議長（徳田栄邦君） いいですよ。

○２番（山崎 仁君） 説明書のページで２３ページ、改善センターなんですけれど

も、改善センターはそれぞれ今金町内数多くありますけれども、特に大きな施設、

いわゆる種川、金原、神丘、これらの会館においては、近年葬儀等大変大勢の方が

集まる機会があります。今、バリアフリーということで、大変障がいのある方に優

しい施策が求められておりますけれども、これらの施設のバリアフリー化がどうな

っているか。

それから、車いす等の対応、さらにトイレが障がい者用の対応になっているか、

その辺のところをまずお知らせをいただきたい。

〇議長（徳田栄邦君） まちづくり推進課長、森君。

○まちづくり推進課長（森 朋彦君） 町内各所にある集落施設は１７館ということ

で、今管理をさせていただいておりますが、特に規模の大きなというところで、今

３館ご指摘をいただきました。

スロープ等々の設置が、詳細については大変申しわけありませんが、スロープ等

の設置もされていたり、あるいはトイレの方もこれまで必要に応じて洋式化を進め

てきたような経過はありますが、建設からそれ相応の年数もたっておりまして、建

設当時が今ほどバリアフリー、障がいを持たれている方たちに対する意識といいま

しょうか、そういうことが進んでいなかったという経過もあるのかもしれませんけ

れども、ある程度の施設はありながらも、今の時代にかなったようなものになって

いるかということについては、詳しくもう一度施設の方を眺めてみなければいけな

いのかなというふうに思っております。

その時々の、３館につきましては臨時交付金などを通じながら改修の作業もして

きておりますけれども、バリアフリーということの考え方に至っての改修というこ
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とではなかったような気がしております。十分な施設設備になっているかというこ

とについて、改めて施設の現況の方は見させていただけたらなというふうに思って

おります。

〇議長（徳田栄邦君） 山崎君。

（ ） 、 。○２番 山崎 仁君 これらの施設は 私も利用させていただく機会もありました

どうも健常者の目線で考えると、言葉の上でバリアフリー、スロープ、いろいろ話

をするわけですけれども、じゃ、実際利用する方の目線になったらどうなのかとい

うことでちょっと考えたことがあります。

例えばスロープはつくっているんだけれども、スロープの先に段差がある。これ

スロープをつくれば、それが対策だとはいいながらも、優しさに欠けている。いわ

ゆる施設を利用しやすい、例えば車いすで施設に入ろうとすれば、段差ができてい

る。これは非常に、私もそうですし、施設を建てたときはそういう考え方って余り

なかったのは私も理解しますけれども、直近では改修工事もやったわけです。それ

ぞれの施設でも改修する機会はあったと思うんですよ。ですから、多分平成２３年

度中にはこれはできていないだろうな、そうしたらいつやるんだということになる

んだけれども、できるものはすぐ、いわゆる２４年、今年中にできるもの、これは

、 、 、もう早急にやるべきだと思いますし それから 多額の費用がかかるものであれば

これは来年度の予算に組んででも、もうちょっと、全くやっていないというわけじ

ゃなく、少しの配慮が足りないというふうな気がした。

ですから、例えば段差があるところは、仮に、仮という言い方は変ですね。そこ

にさらにスロープをつくってやるとか、大きな投資じゃなくても、当然屋根がかか

っているわけですから、スロープの途中は、その先、会館の中に入るところにもう

一回スロープをつけてやるとか、手すりをつけてやるとか、そういうことが配慮と

して私は必要だと思うんですけれども。その辺はいかがですか。

〇議長（徳田栄邦君） まちづくり推進課長、森君。

○まちづくり推進課長（森 朋彦君） まず、先ほども申し上げましたけれども、施

設そのものが、今のそのバリアフリーの考え方にのっとったときに、どういう状況

にあるのかということの把握がまず必要かなというふうに一つ思います。

それから、施設の使われ方といいましょうか、利用する方たち、そういう方たち

がいらっしゃるから今のお話だというふうに思うんですが、そういったことの頻度

も当然の状況としてはつかまなければならないかなというふうに思います。

それで、要は対応になっていなかったということになると、それ相応の改修とい

うことになるのかもしれませんけれども、構造的にということになりますと、例え

ばトイレなんかまさにそういうことになるかと思いますが、構造的に必要な措置を

とるということになれば、それ相応の経費のことも当然頭に入れなければなりませ

ん。

それから、確かにご指摘のとおりスロープはありつつも、例えば玄関に立っても

段差があるという現実はありますから、その段差を改修するためにどういう対応が
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といいましょうか、必要かということも含めて、施設の現状の方の把握をまずする

ことが大事かなというふうに思っておりますので、その結果を持ちながら、必要な

措置が何かということの検討をさせていただくということでよろしくお願いをした

いと思います。

〇議長（徳田栄邦君） 山崎君。

○２番（山崎 仁君） 躯体に大きな変化、構造体に大きな変化を求めるような話も

ありますけれども、私が前段言ったのはすぐできること。いわゆる木製でもいいか

らスロープをつくって入れるような配慮、それから手すり等、必要だと思われるも

の、これは先ほども言いましたけれども、私たち健常者の目で見るのと、その立場

の方が見るのでは、やはりかなり違うかなというふうに思うんですよ。ですから、

そういうところを優しい配慮がされると、さらに会館の利用についても今金町の姿

勢があらわれるだろうと、そういうふうに思うんですよ。

、 、 、 、ですから 新年度予算で考えること それから今すぐできること これは分けて

検討をした上で実施をしていただきたいと思うんですけれども、再度どうですか。

〇議長（徳田栄邦君） 副町長、清水君。

○副町長（清水 寛君） 課長の方で前段答弁申し上げておりますが、この間、臨時

交付金等を使って、会館等については一定の補修も加えさせていただきました。こ

れについては、地先の自治会との協議の中で進めさせていただいているということ

もご理解はいただけるものと思っております。

さりとて、１００％、２００％という形にはなかなかなっていないというのは、

今の議員のご指摘だと思っております。

まずもって、今回、今お聞きした部分については、まずそれは受けとめさせてい

ただきますが、改修等につきましては、地先の方との協議をさせていただき、そし

て現実的にどれだけの要望があって、どういうふうに対応しなきゃならないのかこ

ちらも検討しなければなりません。それらを踏まえた中で、これらについては当た

っていくのが筋かと思っています。

今、議員がおっしゃったように、できるものは速やかに、時間のかかるものにつ

、 、いては後段でもという部分でありますが 当然としてそういう部分を踏まえながら

、 、 、 、することが必要なのか どこまで求められているのか これらも認識しながら 今

議員は３館に限っておっしゃっておられましたけれども、私たちは１７館ですか、

預かっております。ですから、それらのその部分を踏まえながら、例えば種川、鈴

金については保育所も運営しております。そうすると、いつ改修するとか、いろん

なことが入ってまいりますので、まず、今言われたその部分を、地先の方の要望が

どれだけあるのかを改めて確認をさせてもらいながら、先の部分を進めさせてもら

いたいということでご理解を賜りたいと思います。よろしくお願いします。

〇議長（徳田栄邦君） 違うことですか。山崎君。

○２番（山崎 仁君） 戸籍お願いします。戸籍があるんだけれども、実際にいるか

いないか、いわゆる１００歳を超える方が戸籍上はいるんだけれども、実際にはと
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いうことで、これも社会的な問題になったことがあります。いわゆる年金を受給す

るんだけれども、本人はいなかったと。

たしか記憶によると、今金町もそれらに該当する方が何名かいたというふうに記

憶しているんですけれども、それは今戸籍事務としてはどのようなことになってい

るか。現状をお知らせください。

〇議長（徳田栄邦君） 税務住民課長、西君。

○税務住民課長（西 勝明君） お答えいたします。その問題については、法務局の

指導等により、一定の解消はしたと思っています。

ただ、人数についは、何人いたかというのはちょっと時間をいただければ幸いな

んですけれども。

〇議長（徳田栄邦君） 副町長、清水君。

○副町長（清水 寛君） 手持ちの資料が不足しているようでありますので、答弁を

後段の方に。時間を猶予いただけますか。それとも答弁を後段の方にさせて、どち

らかのご配慮をお願いいたします。

〇議長（徳田栄邦君） 暫時休憩いたします。

休憩 午後 ３時００分

再開 午後 ３時１５分

〇議長（徳田栄邦君） 休憩を閉じ開議いたします。

休憩前の質問に対する答弁を求めます。

税務住民課長、西君。

○税務住民課長（西 勝明君） 答弁留保しておりましたけれども、資料が調いまし

たので答弁させていただきます。

平成２２年７月以降の関係なんですけれども、これに関しては、戸籍の方の法務

省民事局からの通達及び法務省民事局の第１課長から通達されたもので答えさせて

いただきます。

平成２２年当時、今金町については１２０歳以上の方は約８３人おりました。こ

の方たちについては、その通達によりまして職権削除という形でできますよという

形で、法務局へ申請していただければ削除する形になっております。現在、１５人

が削除しております。

現在、戸籍には残っておりますけれども、住民票は現在残っておりませんので、

年金の不正受給等には該当する方はおりません。

以上です。

〇議長（徳田栄邦君） 山崎君。

○２番（山崎 仁君） 当時は、ものすごい年金の不正受給等で、この話が報道され

ていました。今金町もといったら、今言うような数字が残っていたと。職権削除が

できるということなんだけれども、１５名が削除。これ削除するに至っては、どの
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ような経過で削除したのか。いわゆる職権で削除できても、本人がいるかいないか

の確認はやっぱりとらなきゃならないというふうに思うんです。ですから、それら

をどういうことで削除をしたのか。

それから、削除をしていない方はどうして削除されていないのか。住民票がない

けれども戸籍がある。ちょっと最初の話と後の話、いわゆる削除したのと削除して

いない話というのが整合性がとれていないような気がするんですけれども、いかが

ですか。

〇議長（徳田栄邦君） 税務住民課長、西君。

○税務住民課長（西 勝明君） すみません。ちょっと舌足らずな面がありましたけ

れども、１２０歳以上、今現在１５人なんですけれども、１２０歳になった段階で

段階的に、例えば２４年に何人になったとか、１２０歳に到達した段階で職権削除

という形になるものですから。

調査をしまして、その該当、例えば死亡診断書または死体検案書がない場合があ

りますので、それについては、高齢者に関する戸籍の削除法については、函館市作

成の死亡診断書及び死体検案書のない死亡の取り扱いに基づいて今回段階的に削除

しております。

（ ） 、 。〇議長 徳田栄邦君 課長 もうちょっときちっと整理して答弁してくれませんか

副町長、清水君。

○副町長（清水 寛君） 申しわけありません。専門的な分野については、私もうと

い部分があります。当時、世間的にかなり問題になったという部分で、今金町には

恐らくそういう人間はいないだろうというけれども、現実的には１２０歳以上が８

３名ですか、いたという形であります。

私たちが単独で、独断でできる部分でもございませんので、法務局、その関係の

指導、協議のもとで一定のラインがつくられて、今、１２０歳に到達してきた段階

で協議をし、そして削除していくということで、当時は１５名をやったということ

です。それは、当然として聞き取りその他いろいろとやった中で、あからさまにい

ない、もしくは判明のしようもないという部分で削除に持っていかれたということ

で理解をいただければありがたいと思っています。

、 、 、ですから あと８３名から１５名ですから おのずとまだ数は残っておりますが

年度に応じて到達した段階で順次その作業をやっていくと。いずれはゼロになると

いうことでご理解いただければありがたいと思っております。

〇議長（徳田栄邦君） 山崎君。３回目です。

○２番（山崎 仁君） もう一回確認します。１２０歳になったら、職権で削除でき

ると。今、６０数名、７０名弱の方がまだ残っているということでありますけれど

も、これらの所在についての確認をするんじゃなくて、その年齢に達したら削除を

する。それだけの手続ということですか。

〇議長（徳田栄邦君） 税務住民課長、西君。

○税務住民課長（西 勝明君） 議員のおっしゃるとおりでございます。１２０歳到
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達になった段階で削除すると。ただし、法務局に申請をして許可を得て職権削除と

いう手順になっております。

〇議長（徳田栄邦君） 違うことですか。

山崎君。

○２番（山崎 仁君） 監査総評の中で、不適当という表現がありました。どこが不

適当なのかわからないのでここで聞きますけれども、違うんだったら違うと言って

ください、聞く場所が。不適当というのはどういう意味ですか。

〇議長（徳田栄邦君） 代表監査委員、天井君。

○代表監査委員（天井幸雄君） ただいまの山崎議員のご質問の件でありますけれど

も、この内容につきましては、補助団体に対する補助金の支払いの時期の問題であ

ります。当初よりもずれ込んでおくれたという内容であります。

具体的な内容につきましては、事務局の勝山局長の方からお答えを申し上げたい

と思います。よろしくお願いします。

〇議長（徳田栄邦君） 監査委員書記長、勝山君。

○監査委員書記長（勝山英敏君） それでは、山崎議員の質問にお答えいたします。

講評の中で、各会計の執行に当たり一部不適当な部分が見受けられたので、今後

とも予算管理、執行に当たっては万全を期していただきたいという部分かと思いま

す。

これにつきましては、ただいま代表監査委員の方からも若干お話がありましたけ

れども、８月の２４日と２７日に、団体監査ということで６団体８項目について行

いました。その中の一つの団体に対する補助金の支払いが、当然申請があり、それ

に基づいて町の方では指令を出し、そして概算払いをするというような、補助金の

場合は手続になるわけですが、その中で、概算払いの時期が、団体の方からいつ、

いつ、いつ、いつということで、４回を希望してあったわけですけれども、そのう

ち２回に限って遅延をしたというような部分がございましたので、それらの部分に

ついて、表現が不適切というのがよかったかどうかわかりませんが、その部分につ

、 、いて そういうような表現で講評をさせていただいたということでございますので

よろしくお願いします。

〇議長（徳田栄邦君） 暫時休憩いたします。

休憩 午後 ３時１９分

再開 午後 ３時１９分

〇議長（徳田栄邦君） 休憩を閉じ開議いたします。

ほかに総務費ございませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） 総務費の質疑を打ち切ります。

３款民生費の質疑を行います。６２ページから７５ページです。
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（ なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） 民生費の質疑を打ち切ります。

４款衛生費の質疑を行います。７４ページから８１ページです。

（ なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） 衛生費の質疑を打ち切ります。

５款労働費の質疑を行います。８０ページから８３ページです。

（ なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） 労働費の質疑を打ち切ります。

６款農林水産業費の質疑を行います。８２ページから９３ページです。

山崎君。

○２番（山崎 仁君） また、説明書のページでいきます。５９ページ。結婚相談所

が載っていますけれども、残念ながら２３年度成立者数はゼロということでありま

す。開設以後、成立が１０３組、これは設立がいつか失念していますので、いつか

ら相談所が運営が始まってということでは、内容を説明いただきたいと思います。

〇議長（徳田栄邦君） 結婚相談所長、宮本君。

○結婚相談所長（宮本 彰君） ただいまのご質問ですけれども、大変申しわけあり

ません。手元に資料がございませんので、後ほどご回答させていただきたいと思い

ます。

〇議長（徳田栄邦君） 答弁を留保して先へ進みます。

山崎君。

○２番（山崎 仁君） 次、６０ページ。有害鳥獣駆除費、報償費がありますけれど

も５０万円。２２年度で３０万円だったと思うんですけれども、２０万円と大幅に

伸びています。これはやはり駆除をする相手がふえたことにもよるというふうに思

うんですけれども、その辺はいかがですか。

〇議長（徳田栄邦君） 産業振興課長、宮本君。

○産業振興課長（宮本 彰君） 支出の増加につきましては、２３年度ヒグマの狩猟

頭数、数字がちょっと記憶間違いで大変申しわけないかもしれませんけれども、た

しか１２頭ということで、捕獲頭数が多くなったという形。それと、出没状況に応

じまして猟友クラブの方に出動をしていただきますので、そういった部分での報償

の部分で、支出の額が伸びたということでご理解いただきたいと思います。

〇議長（徳田栄邦君） 山崎君。

○２番（山崎 仁君） 実際に駆除をされる頭数がふえてきているというのは事実で

あるし、常任委員会の所管事務調査においても、これ現実にシカが見受けられまし

。 、 。た この話はもう以前からしていますけれども それに対してどう向かっていくか

いわゆる今金町として、まずハンターの高齢化、いわゆるわなにしても、ハンター

にしても、その要因がどんどん減ってきている。これにどう対応するか。これがま

ず一つ。

一つずついきます。ハンターの話、まず一つ。
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〇議長（徳田栄邦君） 産業振興課長、宮本君。

○産業振興課長（宮本 彰君） ハンターの数、猟友クラブの会員という部分では、

非常に昨今、ここ三、四年減少にございます。その大きな要因という部分では、非

常鉄砲、猟銃を持つ部分での警察関係でのその管理、こういった部分が非常に厳し

くなっている。それとまた、保持をするための経費関係が若干高額になっていると

いった部分で、鉄砲を返納するという方が出てきておりますので、そういった部分

で非常にハンターの部分減少をしているという状況であります。

また、年齢等も高齢化をしているという部分では、そういった部分でハンターと

しての活動ができないという形での現状がございます。そういった部分に対してど

う対応するのかという部分でございますが、こちらの現課においてもどのような形

でハンターの育成、確保、こういった部分を今後早急に検討はしていきたいという

ふうに考えてはおります。

〇議長（徳田栄邦君） 山崎君。

○２番（山崎 仁君） いわゆるハンターの養成、さらにかなり前だったと思うんで

すけれども、役場職員がわなの資格を取得して、何かそういうことが以前あったよ

うに記憶をしています。要するに有害鳥獣の駆除をするためにどうするかというこ

との基本でありますよ。それをこれから検討していくというのは、私以前から質問

していますけれども、ちょっと遅いのかなという気がする。

現実に駆除をされる実態がふえているわけです。報償費がふえている。頭数もふ

えている。しかし、それを駆除をする要員が育成できていない。これはやはり、ど

ちらがまさるかという話になってくるわけですよ。ですから、それは今回この２３

年の決算を見てもわかるわけですから、２４年、できれば今年って思うんですけれ

ども、具体的な養成計画を、計画ができるかどうかも含めて検討をいただきたいと

思うんですけれども、それはいかがですか。

〇議長（徳田栄邦君） 副町長、清水君。

○副町長（清水 寛君） 今金の猟友会含めて、昨今の新聞でも出ておりますが、ま

ず、今ハンターというのはかなり高齢化して少なくなっております。それが知床、

札幌近郊の、じゃ、クマの出没、あれはまた特殊な地理条件はございましょうが、

そういう中でいろいろと取りざたされているのは現実であります。今金町も、間違

いなく高齢化によってハンターも減少している。そして、加えて鉄砲を所持してい

く、このことの難儀さもいろいろと縛りの中ではあるということも、これも認識を

しております。

将来において、この有害鳥獣の駆除という部分については、なくなっていくもの

ではないと思っておりますし、この部分を踏まえたときには、新たな施策を考えな

ければならないということは、これは認識をしております。今、議員がおっしゃっ

た部分で、何を次に持っていくか。これは早急に検討をし、そしてご提案申し上げ

る時期も参ると思っておりますので、その点でまずご理解をいただきたいと思って

おります。
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〇議長（徳田栄邦君） そうしたら、留保していた答弁をさせます。

結婚相談所長、宮本君。

○結婚相談所長（宮本 彰君） 答弁を留保していた部分でございますが、今金町の

結婚相談所、これを開設したのが、昭和４９年１２月でございますので、それから

の累積の結婚、婚姻数ということでご理解いただきたいと思います。

〇議長（徳田栄邦君） 山崎君。

○２番（山崎 仁君） 昭和４９年というと、非常に古い話になりますけれども、改

めてこの１０３組という数字の大きさ、感じるわけです。今後においても、これは

成立者数がゼロ、昨年もゼロ、ここしばらくめでたい話は聞こえていないわけです

けれども、ぜひ新しい年度、今もそうですけれども、そういう努力を続けていただ

きたい。

議長、さっきの私一つずつ言うっていうやつ、違う話してもいいですか。

〇議長（徳田栄邦君） いいですよ。これは答弁要らないんですね。

○２番（山崎 仁君） いや、してもらいます。じゃ、先にしてください。

〇議長（徳田栄邦君） 結婚相談所長、宮本君。

○結婚相談所長（宮本 彰君） 議員のおっしゃるとおりでございます。私どもの方

も、都市部の女性の方に声かけをして、こちらの今金での交流会を開催してござい

ます。

、 、 、また 町内外 近隣町との若い方々のミニ交流会等も開催をしてございますので

そういった部分、極力成立に持っていけれるように、公的な部分での努力に努めて

まいりたいというふうに考えております。

〇議長（徳田栄邦君） 山崎君。

○２番（山崎 仁君） それはぜひ、ご努力をいただきたいと思います。

それから、さっき言ったハンターっていうか、駆除要員の養成、育成、これに関

しては、ぜひ副町長ご答弁いただいたような内容、前に進めるようにお願いをした

い。

それにあわせて、以前、私これも質問したんですけれども、国の事業がある。こ

れはそれぞれの町が、有害鳥獣の駆除に対して計画をつくるということ。残念なが

ら、近隣町で言うと今金町だけがこの計画を策定していない。そのことを以前指摘

をしたことがあるんですけれども、それに対してどう対応されているか。その後。

〇議長（徳田栄邦君） 産業振興課長、宮本君。

（ ） 、 、○産業振興課長 宮本 彰君 国の事業 それと市町村での計画化という部分では

こちらの方も認識を深めておりまして、今、猟友クラブ、こちらの方とも協議を進

めようという形になってございます。

特に計画とともに、その実施部隊、駆除隊という部分を設けることができるとい

うふうになっておりますし、また、その駆除隊を設けることによって、それに入る

ハンターの方々のメリットもあるというような形がございますので、そういった部

分、早急な部分で、また先ほどのハンター養成の部分もあわせながら、また早急に
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検討していきたいというふうに思っております。

〇議長（徳田栄邦君） ３回目ですか。じゃ、今の計画の部分だけで。

山崎君。

○２番（山崎 仁君） 今、計画をつくることのメリットというのは、今、課長が答

弁したとおりだと思うんです。これはハンター養成にかかわる部分も、この計画を

つくることによって国からの支援があるという。今金町単独で、先ほど副町長の答

弁を聞かせてもらった中で、やはり国の事業をうんと活用して、その計画をつくる

ということで、今金町全体を網羅した中で要員も養成をしながら、将来の有害鳥獣

対策が今から基礎をつくっていけるように、ぜひしていただきたいと思う。

そのためには、今年度その計画をつくれるのか、それとも新年度に向かってその

計画ができるのか、具体的な考えでもあればお聞かせをいただきたい。

〇議長（徳田栄邦君） 産業振興課長、宮本君。

○産業振興課長（宮本 彰君） ただいまの議員のご提案の部分で、猟友クラブ等の

内々の協議の段階では、来年度早々の部分で動きたいという部分が意志提示がござ

いましたので、それに向かって対応していきたいというふうに思います。

〇議長（徳田栄邦君） 町長、外崎君。

○町長（外崎秀人君） クマ含めて、シカ含めて、この問題は非常に大きいものがあ

ります。町村会の中でも議論していますし、道東、道北等々の町長方とも、会うた

びにこういう話題になるわけであります。

そういうことから、非常に私も関心を持って進めているわけでありますが、先般

も今金のハンターの方ともちょっと話をした経過があります。随分私も心配してお

りますし、どうしたらいいかと、計画等の話も承知しているわけでありますけれど

も、結果的に町は、今金町は養成のための支援をするということで、議会の理解を

得て、もうそういう方向性を出しましたので、ぜひ養成の支援はするから何とか頼

みますという声は、適宜私も状況ある中では声を上げているわけでありますけれど

も、返ってくる言葉は皆さん、町長、それだけでないんだと。結果的に、先ほどお

話があったように、鉄砲を持つこと自体に金がかかるんだと。もう管理も大変なん

だわと。資格取るのは、町長が応援してくれるから町でいいんだけれども、その後

が大変なんだわ。それでなかなかみんな二の足踏むんだよねと。おれたちも年をと

、 、っているから だんだんだんだん若い人が欲しいという気持ちはあるんだけれども

なかなかそこまで行かないんだと。結果的に、そっちの経費、管理の方も非常に厳

しいもので、その辺が大きなネックなんだよねと。

ですから、仮にいろんな計画をつくる、何をつくるにしても、最終的にはこの駆

除の大きなポイントというのは、私はハンターだと思っているわけであります。そ

のハンターの見通しがなくて、計画という形にもなかなかなっていかない部分の難

しさも、今現状として抱えているということもぜひご理解いただければなと。

でも、少なからずも議会の中でそういう声が上がって、町としてもハンターの養

成については行政支援しますと、もう養成については講習等々含めて面倒を見ます
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ということできちっと言明しているわけですから、あとはそれに乗っかっていただ

いて、何とか自ら銃を確保していただいて努力していただくという道筋をつけるた

めに、これからも努力してまいりたいと考えています。

でも、今すぐという形にはなかなかなりません。今、担当の方からも言いました

ように、ハンターの猟友会の中でもいろいろ相談をさせていただいているわけであ

りますが、ともに共通の認識については、養成の道筋はできているけれども、実際

その後のフォローが非常に難しいということが大きなネックになっているというこ

とにつきましても、再度申し上げますけれども、ご理解いただければなと思ってい

ます。

〇議長（徳田栄邦君） 他にございませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） 農林水産業費の質疑を打ち切ります。

７款商工費の質疑を行います。９２ページから９５ページです。

向井君。

○３番（向井孝一君） 説明書の６４ページ、クアプラザの施設管理費の関係なんで

すが、２３年度決算で指定管理料を含めまして６，９００万円、約７，０００万円

近い一般会計からの繰り入れとなっているわけでして、このことは、ちょっと気に

なる文章があるんですが、これは６月定例会にクアプラザの状況説明をした文章な

んですが、現在は非常に観光行政については過渡期だという文章を使われておりま

す。私は過渡期じゃなくて、もう既に現実が今の状況になっているというふうに把

握すべきだなというふうに思っているわけですけれども。

その中で気になるのは、何年間も、収支状況が非常に厳しい中で、町民に利用助

成金、２３年度でも１０２万７，０００円ほど出ております。私はやっぱりこれを

見直しという、部分的にいろんな部分でどう見直していくかということをきちっと

やっていって、これは町民の助成ばかりじゃなくて、町民の方とだれかが行くと全

員がその対象になっているわけですよね。やはり厳しい中で、これほどまでのサー

ビスが必要なのかどうかという、まずはその点を答えていただきたいと思います。

〇議長（徳田栄邦君） 副町長、清水君。

○副町長（清水 寛君） 今、町民利用還元の部分に限ってご答弁申し上げますが、

やはり地元の観光施設ということで、町民の方々に利用をしていただかなければ、

町民の理解のもとでなければ、地元の企業、そして地元の観光施設として立地して

いけないという、この部分に根幹を持ってこの事業を進めております。

、 、 、 、ですから １人入ることによって 利用者 複数名についても適用されるという

これはリピーターを思ってのこの事業の推進であります。いつまでもマンネリ化し

、 、てやる事業ではないだろうという考えのご質問だと思っておりますが 現段階では

今、これをもう少し検討を加えながらも、町民に利用をいかに促進していくかとい

う部分を、一点としては少し説明させていただきたいと思っております。

〇議長（徳田栄邦君） 向井君。
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○３番（向井孝一君） 私もあの施設は、温泉も好きだし、どうしたら存続できるか

ということを、機会があれば私も個人的に利用しております。

しかしながら、我々が協力できるというのは、ここで行うイベントの参加とたま

に行く温泉に入って食事をするくらいしか協力できないんですよ。やっぱりこれだ

、 。けの施設で 町外からの宿泊客を呼び込むためにという大きな目標ありましたよね

、 。しかし 残念ながらその数字目標には到達していないというのが現状でございます

それで、やはり先ほど副町長さんの方から説明の中で、リピーターが必要だとい

うことなんですけれども、これは本町ばかりじゃなくて、いろんな観光施設を持っ

ているいろんな意味での部分というのは、大変観光客というのは低迷して、そして

観光客そのものも、例えば冬のスキーをやる客も減っているというのが現実だと思

うんですよね。

だから、その辺を踏まえたときに、本当にこの第三セクターで行われているクア

プラザの出資者の皆さんというのは、ほとんどが職員が入っているわけでしょう。

そして、職員以外の人というのは３名ほどしかいませんよ。そうしたら、やはり何

かの機会に、どうしたら本当にこれを存続していくかということを真剣に考えて、

私は議会に報告してほしいなというふうに思うんですけれども、その辺はいかがで

しょうか。

〇議長（徳田栄邦君） 副町長、清水君。

○副町長（清水 寛君） ありがとうございます。

まさしく貴重なご提言であり、そして、あえて苦言をいただいたと思っておりま

す。本当に経済状況、その他いろんな部分を含め、そして、あの施設の持っている

機能自体が、今言われたスキーその他が今逆境にあるという部分も含めていくと、

非常にいずいというか、大変なものにあるということも、これも十分認識をしてお

ります。

、 、 、 、さりとて じゃ どうするということで 食による差別化ということも検討して

そして、料理人を２名体制ということでこの間を進めてまいってきている状況にも

あります。

しかし、現実をきちっととらえながら、先ほど、議員は役員３名とおっしゃいま

したけれども、民間から今は現実的には５名、監査委員を入れて５名の方が入って

、 。いただいておりますので より踏み込んだ話も今年からいろいろとされております

それらの方々ときちっと膝を交え、そして向かい合って、そして方向性を見定めて

見誤りのないような方向をとっていきたいと。そのためには、またそのときに議員

の皆様にも忌憚のないご意見、そして指導をいただきながら進めていかなければな

らないと思っておりますので、ぜひよろしくお願いしたいと思っております。

〇議長（徳田栄邦君） 他にございませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） 商工費の質疑を打ち切ります。

８款土木費の質疑を行います。９４ページから１０３ページです。
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（ なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） 土木費の質疑を打ち切ります。

９款消防費の質疑を行います。１０２ページから１０５ページです。

山崎君。

○２番（山崎 仁君） 説明資料の７２ページなんですけれども、訓練用廃車賃借料

１万３，６５０円、これ考え方なんですけれども、訓練用の廃車、毎年新しく借り

ているんですか。それはどのような内容になっているんですか。

〇議長（徳田栄邦君） まちづくり推進課長、森君。

○まちづくり推進課長（森 朋彦君） まず、どういう用途で使われているかという

ことについて説明させていただきますが、要はレスキューの際に、油圧カッターな

どを使ってレスキューをするわけです。交通事故等で車の中に閉じこめられた場合

ですね。その際の訓練用ということで、用途につきましては使用しているというこ

とであります。したがいまして、もう廃車の手続がされた車を用意をしてというこ

とであります。

この車の用意の仕方といいましょうか、それをどのようにしているかということ

は、ただいまちょっと確認をさせていただいておりますので、少々時間をいただけ

ればというふうに思っています。

〇議長（徳田栄邦君） 答弁を留保して先へ進みます。

消防費、ほかにございませんか。

暫時休憩いたします。そのままでお待ちください。

休憩 午後 ３時４９分

再開 午後 ３時５２分

〇議長（徳田栄邦君） 休憩を閉じ開議いたします。

まちづくり推進課長、森君。

○まちづくり推進課長（森 朋彦君） 答弁を留保させていただきました。お時間を

いただき申しわけありませんでした。

廃車になった車両、これを消防署の方へ運搬をしていただくと。その後、訓練し

たものについては、再度処分をしますので、そちらの方に持っていっていただくと

いう一連の作業についての手数料ということであります。

〇議長（徳田栄邦君） 山崎君。

○２番（山崎 仁君） これは非常に大事なことであります。訓練というのは、一朝

有事、緊急にはそれが生きるわけですから、ぜひそういう訓練は積み重ねていただ

きたい。

今の答弁の内容ってわかるんだけれども、そうすれば、これは１台なんですか。

１台持ってきて、それをというのか。訓練というのは一回切ってしまったら、もう

終わりなわけでしょう。そうしたら、これ変な話、練習はたくさんやった方がいい
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と思うんですよ、カッターで切るにしても。だったら、この金額で２台借りれない

かとか、そういう話っていうのは出ないんですか。

〇議長（徳田栄邦君） まちづくり推進課長、森君。

○まちづくり推進課長（森 朋彦君） 今回のこの決算の額で用意させていただいた

台数というのは１台ということでありますけれども、箇所によりまして、例えばド

アが４枚あれば、その箇所、箇所で訓練ができるということもありますので、台数

は１台でありますけれども、有効に訓練に資するように活用させていただいている

ということであります。

〇議長（徳田栄邦君） 他に消防費ございませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） 消防費の質疑を打ち切ります。

１０款教育費の質疑を行います。１０４ページから１１９ページです。

山崎君。

○２番（山崎 仁君） 建物的には旧豊田小学校、中身に今金出身の版画家の方の機

材、物が入っていると思うんですよ。それの今現状はどうなっているか。大切な芸

術作品が入っている、それとそれにかかわる機材が入っているとすれば、どのよう

な管理になっているか。

〇議長（徳田栄邦君） 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） 議員のおっしゃるとおり、豊田の交流センタ

ーの一部を借りて、今金出身の赤川さんの作品の保管をしております。

保管につきましては、まず版画が複数点あります。これは専用の倉庫をつくって

いただいて、そこで適切に管理をしておりまして、定期的に、例えば道南ロイヤル

病院ですとかさまざまな公共施設の方に貸し出しをして、町民の方の目に触れてい

ただいているというようなことがあります。

機材の方につきましては、ほとんどのものを処分いたしまして、今残っているの

が、大きな機材の１台がその交流センターの中に保管されているということです。

町民の方からの要望があれば、うちの学芸員が行って、その説明等に当たっている

ということでございます。

申しわけございません。一部あれですけれども、処分した機械の中では、教育大

学の方でぜひいただきたいということで、その旨提供していることもあります。

以上でございます。

〇議長（徳田栄邦君） 山崎君。

○２番（山崎 仁君） 今、作品と、それから機材、たしか記憶だと、今金町に寄附

をしていただいているかなという記憶があるんですけれども、それは間違いないで

すか。

〇議長（徳田栄邦君） 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） はい、寄附をいただいているという経過でご

ざいます。ただし、処分したものについては、ご家族、ご親族の方とお話をして、
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その旨の理解をいただいて処分をしたり教育大の方に提供したという経過がござい

ます。

〇議長（徳田栄邦君） 山崎君。

○２番（山崎 仁君） 私はこれ、非常に難しい問題だと思うんです。というのは、

今金町出身で、大変高名な方であります。その作品、並びに機材を今金町に寄贈を

いただきながら、これを活用してくれと。でも、作品の保管には非常に注意が必要

だというふうに、今の答弁でもわかるんです。特別な環境をつくった中に保管、保

存をしながら、必要に応じて貸し出しをする。

大きな機械が１台。これ、大きな機械を入れるときに、たしか建物の改造までし

たような記憶があるんですよね。非常に重いものであるということでは。これが、

要らないとかそういう意味ではなくて、将来どうするんだということも、やっぱり

これから考えていかなきゃならない気がするんですよ。有効に使うためにはどうし

たらいいか。処分しろとかそうじゃないんです。どうしたらいいかということを、

。 、今から考えておく必要があるだろうと 当然維持管理には費用もかかるわけですし

交流センターという位置づけを考えれば、その部分のエリアも地域で活用できると

いう可能性も、いろんなケースが想定できる。

ですから、繰り返し言いますけれども、必要ないとかそういう意味ではなくて、

どうしたらそれが活用できるかということが議論されているかどうか。されている

のであれば、その内容をお知らせいただきたい。

〇議長（徳田栄邦君） 教育長、中島君。

○教育長（中島光弘君） 一連の経過については、今の質問と答弁の中のとおりであ

りますけれども、作品については、必要性があれば貸し出しをしたり展示をしたり

ということと、それから、一時小学校の例えば授業の中で活用できる方法はないか

なとか、いろいろな検討をいたしました。

それで、やっぱり機械自体は結構古いものだったり、なかなか北海道にないよう

なもので、これはご家族の方とも確認をしましたけれども、北海道の中で、開拓記

念館だとか、関連の何カ所か、建物を含めてです。一番は使えるところがあれば、

先生の遺志を継がれて機械が動くわけですから、一番いいので、いろいろ検討をし

たり打診をした経過がありますけれども、最終的には、北海道教育大学の岩見沢校

は、あそこは芸術専攻の大学でありますので、活用というか、版画を目指す子供た

ちに学習のためにもということで、寄贈というか、こちらからそちらの方に使うと

いうことで了解をいただいた経過はあります。

今言われたように、今後というところが一番難しくて、現状の中では、赤川勲さ

んのコーナーとして今設置をしていますので、年に数回、希望があれば学芸員が対

応しているというのがあるんですけれども、この後、その部分をどうするんだとい

うところが一番頭の痛いところであるというのは現実であります。

ただ、学校教育の中で使える範疇については、できるだけ活用を考えていきたい

というところまでは今確認をしているというところであります。
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〇議長（徳田栄邦君） 他にございませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） 教育費の質疑を打ち切ります。

１１款公債費の質疑を行います。１１８ページから１１９ページです。

（ なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） 公債費の質疑を打ち切ります。

１３款災害復旧費の質疑を行います。１１８ページから１２１ページです。

（ なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） 災害復旧費の質疑を打ち切ります。

以上で、歳出の質疑を終わります。

本会計全般についての質疑漏れございませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） 以上で、平成２３年度今金町一般会計歳入歳出決算の質疑を

終わります。

次に、平成２３年度今金町国民健康保険特別会計事業勘定歳入歳出決算の質疑を

行います。

質疑は、歳入全般について行います。１４４ページから１５５ページです。

（ なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） 歳入全般についての質疑を終わります。

、 。 。次に 歳出全般についての質疑を行います １５６ページから１７１ページです

（ なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） 歳出全般についての質疑を終わります。

本会計全般についての質疑漏れございませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） 以上で、平成２３年度今金町国民健康保険特別会計事業勘定

歳入歳出決算の質疑を終わります。

次に、平成２３年度今金町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の質疑を行いま

す。

質疑は、歳入全般について行います。１７９ページから１８２ページです。

（ なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） 歳入全般についての質疑を終わります。

、 。 。次に 歳出全般についての質疑を行います １８３ページから１８６ページです

（ なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） 歳出全般についての質疑を終わります。

本会計全般についての質疑漏れございませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） 以上で、平成２３年度今金町後期高齢者医療特別会計歳入歳

出決算の質疑を終わります。
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次に、平成２３年度今金町介護保険特別会計歳入歳出決算の質疑を行います。

始めに、保険事業勘定について行います。

質疑は、歳入全般について行います。１９４ページから２０３ページです。

（ なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） 歳入全般についての質疑を終わります。

、 。 。次に 歳出全般についての質疑を行います ２０４ページから１１７ページです

（ なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） 歳出全般についての質疑を終わります。

本会計保険事業勘定全般についての質疑漏れございませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） 次に、サービス事業勘定について行います。

質疑は、歳入全般について行います。２２５ページから２２８ページです。

（ なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） 歳入全般についての質疑を終わります。

、 。 。次に 歳出全般についての質疑を行います ２２９ページから２３０ページです

（ なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） 歳出全般についての質疑を終わります。

本会計サービス事業勘定全般についての質疑漏れございませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） 以上で、平成２３年度今金町介護保険特別会計歳入歳出決算

の質疑を終わります。

次に、平成２３年度今金町介護老人保健施設特別会計歳入歳出決算の質疑を行い

ます。

質疑は、収益的収入及び支出全般について行います。２４２ページから２４３ペ

ージです。

（ なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） 以上で、収益的収入及び支出全般についての質疑を終わりま

す。

次に、資本的収入及び支出全般についての質疑を行います。２４４ページです。

（ なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） 以上で、資本的収入及び支出全般についての質疑を終わりま

す。

本会計全般についての質疑漏れございませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） 以上で、平成２３年度今金町介護老人保健施設特別会計歳入

歳出決算の質疑を終わります。

次に、平成２３年度今金町国民健康保険特別会計施設勘定歳入歳出決算の質疑を

行います。
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質疑は、収益的収入及び支出全般について行います。２５７ページから２５８ペ

ージです。

（ なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） 以上で、収益的収入及び支出全般についての質疑を終わりま

す。

次に、資本的収入及び支出全般についての質疑を行います。２５９ページです。

（ なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） 以上で、資本的収入及び支出全般についての質疑を終わりま

す。

本会計全般についての質疑漏れございませんか。

山崎君。

○２番（山崎 仁君） 病院経営というのは、非常に厳しい、そして大変、かつ大切

なものであります。一般会計からの繰り入れも日に日に、これ大変な状況になって

きております。本体そのものが、今、町税収入等いろんな部分では歳入に対して厳

しい状況であります。

経営改善計画を施設勘定では持っておりますけれども、改善計画と決算、これを

比較、多分検討をしながら、決算を見ながら予算を組んでいくという考え方をつく

っていくというふうに思うんですけれども、どのようになっていますか。

〇議長（徳田栄邦君） 国保病院事務長、柏田君。

○国保病院事務長（柏田泰明君） 当然、改善計画をもって次年度の予算編成をする

という基本はあります。ただ、今の現状の中では、当然、今、医師が５名体制とい

うことでうやっています。それと、看護師の部分、これは人件費に入れるんですけ

れども、人件費の部分では、非常に変動がないというのが現状です。当然潜在的な

看護師もおりません。どうしても獲得する部分については、ある程度の年齢、それ

と入ってくるのがある程度の年齢の部分で、経費の部分では、今のところ人件費部

分についての改善というのは、非常に厳しい状況にあります。

それと、それぞれ受診者数というものがありますけれども、これも例年と比較す

ると非常に落ち込みが激しいということは、入院部門では当然療養病床の休止して

いる状況があります。それと、外来部分につきましても、町内の人口等との減もあ

るわけですけれども、町内に診療所ができたこと並びに流行等々に左右されますけ

れども、インフルエンザ等々の受診がなかったということは非常にいいことですけ

れども、こういう部分では、単発的なものではありますけれども、非常にすぐ営業

の部分に響いてくるという部分があります。

２５年度までの改革プランというものがありますけれども、今、実は２５年度ま

でありますが、２３年度までの計画しか出ておりませんでしたが、今回の運営委員

、 、会におきまして ２６年度まで利用見込数等々も計算しているところでありますが

非常にバランスを築くのが難しい状況にあるというのが、今の病院の状況でありま

す。
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〇議長（徳田栄邦君） 山崎君。

○２番（山崎 仁君） これ、患者さんにしてみれば、今、町内に診療所が新しくで

きて、病院、医療が充実をしていくという、こういうことを考えたときに、今金町

国保病院、いわゆる施設勘定の中で改善計画と、それから当然毎年事業計画を組む

わけですよね。どうもその辺が、改善計画というのが、現実的なつくり方とは違う

ような気がする。実際やってみると、どんどん下がっていく。

いわゆる利用者、これは病院として患者様の気持ちになってどんどん来てもらえ

るような、ドクターが４人いても５人いても、やはり病院としての優しさが必要に

なってくるという声をよく聞くんですよ。ですから、改善計画を持った中で、これ

は数字ですから、魂を込めて地域医療に当たるという、ちょっと表現がまどろっこ

しいかもしれないけれども内容はわかると思うんです。この辺の改善をしていかな

いと、いわゆる患者様に来ていただけない。地域医療の核としての存在で頑張って

ほしいということを今伝えたいんだけれども、それらはどう考えますか。

〇議長（徳田栄邦君） 病院事務長、柏田君。

○病院事務長（柏田泰明君） 職員教育、それと患者様に対する心配りということの

中では、事あるごとに研修会等々を実施しているところでありますけれども、いか

んせん、こんなことを言ってしまうとまずいのかもしれませんけれども、なかなか

そういう部分ではすぐに直っていかない部分というのがあるのが現実です。

しかしながら、さまざまな、逆に民間の病院、医院ができたので、そこをモデル

にしながらでもその体制を、声かけ、あるいは声かけというのが一番重要なことで

ありますので、その部分については、私を先頭にして、当然技術職もそうですけれ

ども、常に声をかけるということでは徹底しているつもりですけれども、議員の思

う部分については、まだ至っていないという現状だろうというふうに思います。

ただ、入院施設を持っている病院というのはうちだけでございますので、今、患

者様が安心して来られるという部分もプラスして、いかに２次医療圏、３次医療圏

へ早く搬送できるか、こういう部分、それは、今は連携として中央病院あるいは五

、 、稜郭病院 それと市立病院で来年から取り入れようという考えでおりますけれども

画像を送りながら、データを敏速に送って治療をしていただいて、病院の体制も若

干変わるのかもしれませんけれども、その病院を退院されてからこちらにリハビリ

に来るだとか、あるいは今多いのが、ターミナルケアという、終末ケアなんですけ

れども、そういう部分でも安心して来れるような病院体制づくりというものを今後

求めなきゃならない、実施していかなければならないというふうに考えているとこ

ろであります。

〇議長（徳田栄邦君） 山崎君。

○２番（山崎 仁君） 私が発言をしている思いというのは、多分伝わっていると思

うんですけれども、いわゆる２次医療、八雲、函館に搬送するのは、これは消防の

救急業務でやっていただいています。ところが、１次医療、すぐ診ていただく今金

町の病院が、どういう対応なのかということが非常に厳しい言葉で表現をされる方
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がいる。

、 、やはり地域の病院ですから ほかの診療所をモデルにしながらとは言いながらも

これはもう独自の対応、やはり職員教育もそう、それから、ドクターにも今金の地

域柄をご理解いただきながら、日々、これは地域に溶け込んでいただきながら活動

いただく。

この件に関しては、私は病院設置者としての町長のやはり考えがあると思うんで

すよ。ですから、ここまでの答弁が担当だと思うんですけれども、やはりその思い

をどうドクターに伝えて、いわゆるハードの部分を、今言う画像を送ってというの

はハードの部分ですよ。これはお金を出して、機械を買って分析をしてもらう。し

かし、ソフトの部分というのは、やはりドクター、それから看護師、職員、すべて

がどうこれから対応していくか。このことが、改善計画にもつながっていくだろう

と私は思うんですよ。

ですから、設置者としてどのような考えがあって、新しい年度にはどのように向

かっていくおつもりなのかお知らせをいただきたいと思います。

〇議長（徳田栄邦君） 副町長、清水君。

○副町長（清水 寛君） 設置者ということで町長へのご質問なんですが、私の方か

ら答弁させていただきます。

このことについては、今まで過去幾多と終わることなくお話をさせていただいて

いる部分に変わりがあるわけではございません。職員に叱咤激励をしながら、そし

て、患者さんに向かうときの姿勢その他については、町長から薫陶もさせながら、

話していただきながら、これを進めていると。しかし、なかなかともすればまたポ

カが出るようなことがあって、それが見とがめられるケースが多々あると思ってお

ります。

今、議員がおっしゃった部分、これはもう十分私どもも認識しておりますし、今

後もそれらを加味し、十分職員にあえてまたさらに薫陶しながら、そして進めてい

きたい。そして、住民の付託に答えれるように、十分配慮もしてまいりたいと思っ

ておりますので、ご理解を賜りたいと思っております。

〇議長（徳田栄邦君） 川上君。

○７番（川上絹子君） 今の山崎議員の問題に関連しましてですが、私も以前診察に

行ったときに、すごく先生に怒られて、診察の途中に帰ったことがあります。一度

帰ったことがあるんですけれども、しかられ方が余りにもちょっと恐ろしくて、診

察を受けている時間を耐えていられなくて、そのまま帰って来てしまった経緯があ

ったんですけれども、その後に電話が来て、心配しているから来てくださいという

電話を二度ほどもらったんですけれども、とてもそこに通う気持ちになれなかった

というのが実際にありました。

だから、本当にたまたま自分が体調がよくなくて函館の病院でお世話になったと

きに、今金にいた先生が、すごく一線で私たちが行っても会えないようないい先生

の状態で仕事をしていました。だから、今金にはこんなにいい先生が来るのに、ど
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うしてここに長くいてもらえないのか。先生方の異動というのもあるかもしれない

んですけれども、病院の中の体質が全くなっていないんじゃないかなと思うんです

よ。

そして、看護婦さん、私がこういうことを言うと余りよくないのかもしれないけ

れども、看護婦さんに診察に行っていたおばあちゃんがすごく怒られていたという

のも聞いています。また来たのって、今度は何なのって、何しに来たのって、どこ

悪いのって、そういうふうな言葉が平然と言われていたというのもありますので、

こういうことがもう本当に、やっぱり病院はあった方が今金にはいいと思いますの

で、これをどうにか存続できるように、職員の教育等、大変な苦労だと思いますけ

れども、専門職に対して言いづらいかもしれませんけれども、やっぱりそういう努

力をしていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。

〇議長（徳田栄邦君） 副町長、清水君。

○副町長（清水 寛君） 非常に言いづらいことをおっしゃっていただいたと思って

います。あえて心を鬼にしておっしゃっていただいたのかなと思っています。

私どもも、町長を先頭として、先生方とは２カ月に１度程度、必ず、交流という

よりもお話をさせていただきながら、そして、お願いもしているという部分であり

ます。その中で、こういう席もしくは、ほかからもいろいろと先生に対する、もし

くは内部の診療その他に対する話を聞いた部分についても、町長もあえて先生方の

方にも必ず耳に入れております。

、 、そういう中で 先生方も当然反応もしていただいているものと思っておりますが

時に応じて、例えば投薬されたものを飲まないでいるときに、例えば怒られるよう

な、怒られるというか、注意されるような部分はあるのかなと思いますけれども、

このような話が今回あったということを、あえて真摯に受けとめまして、医者の先

生方の方にもお伝え申し上げ、そして、解決というんですか、こういうことが二度

と議場で聞くことのないように、私たちもしてまいりたいと思っております。

それと、２点目でありましたけれども、医者の異動の関係でありますが、院内の

。 、状況が悪くて医者が居着かないという話ではございません 医者の異動については

私たちは、いい医者、すばらしい先生方ばかりだと思っておりますから、ずっとい

てほしいのは私たちの思いであります。しかし、医局、その他先生の都合等もあっ

、 、 。て なかなかそれが長く居着いていただけないというのが これが現実であります

ですから、医者を探すのは非常に苦慮しているという現実であります。

さりとて、長く居着いていただけるように、町長を先頭にしていろいろと頑張っ

ておりますので、今後ともそういうことでの医者の部分について、それから看護婦

の部分についても頑張ってまいりますので、よろしくご理解を賜りたいと思ってお

ります。

〇議長（徳田栄邦君） 他にございませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） 以上で、平成２３年度今金町国民健康保険特別会計施設勘定
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歳入歳出決算の質疑を終わります。

、 。次に 平成２３年度今金町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の質疑を行います

質疑は、歳入全般について行います。２６８ページから２７１ページです。

村瀬君。

○１１番（村瀬 広君） 監査委員の審査報告書の中で、１７ページですけれども、

使用料の未収について、現年度分の滞納者を発生させないようにということでなっ

ていますけれども、最後のページの参考資料を見ますと、確かに２３年度は現年度

分が大きく膨らんでいるということにつきましては、この要因は何だったかという

ことと。

これとあわせて、今、２４年度の途中、さらに２５年度に向けての取り組みがあ

ればお知らせいただきたいと思います。

〇議長（徳田栄邦君） 公営施設課長、高島君。

○公営施設課長（高島好治君） 使用料の中で７３万２，０００円、滞納繰越分は別

にして、使用料の中で７３万２，２６０円というのが未済額になってございます。

この要因といたしましては、大口がありまして、その大口の、言っていいのかど

うかちょっとあれなんですが、大口の会社があった部分でございます。この部分の

中で、３カ月程度の未収があったと。これが大きく影響した分。通常でしたら、恐

らく１５万円程度か２０万円程度の未済額で推移していたんですが、２３年度につ

きましては、大変私たちの努力も足りなかったという部分があるのかもわかりませ

んけれども、会社１社の大口の未収ということでご理解いただければと思います。

以上です。

〇議長（徳田栄邦君） ほかにございませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） 歳入全般についての質疑を終わります。

、 。 。次に 歳出全般についての質疑を行います ２７２ページから２７５ページです

（ なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） 歳出全般についての質疑を終わります。

本会計全般についての質疑漏れございませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） 以上で、平成２３年度今金町簡易水道事業特別会計歳入歳出

決算の質疑を終わります。

次に、平成２３年度今金町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の質疑を行いま

す。

質疑は、歳入全般について行います。２８３ページから２８６ページです。

（ なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） 歳入全般についての質疑を終わります。

、 。 。次に 歳出全般についての質疑を行います ２８７ページから２９０ページです

山崎君。



-76-

○２番（山崎 仁君） 公共下水道もＭＩＣＳ事業に取り組むことによって、今金町

全域の処理をする大変重要な施設であります。２３年度に緊急放流設備の設置工事

を行いました。これは約８００万円かけて設置をしたものでありますけれども、こ

れ、実際に現地を見てきたんですけれども、いかんせん、これ電源がない。いわゆ

。 、 、る発電機を持ってきてポンプを稼働すると 通常の契約の中で この電気も見ると

、 。大変基本料が高額になるから 発電機を使うというのはこれはもう理解するんです

ところが、多分大雨が出るだろうと予測されるときに、２４時間いつでもいいから

リース会社と契約をして発電機を搬入すると。非常に手間が、年に何回あるかわか

らないことだから、それによって経費の節約にはなるんだとは言うかもしれません

けれども、これ、本当に緊急になったときに発電機の確保ができるのかというとこ

ろまで考えると、非常に厳しいものがあるような気がするんですけれども、その辺

はいかがですか。

〇議長（徳田栄邦君） 公営施設課長、高島君。

○公営施設課長（高島好治君） 議員おっしゃるとおり、発電機の借り上げの中で対

応させていただいております。もちろん先ほど議員の方のからも出たんですが、例

えば大雨の警報であったり、それから注意報であったり出た暁には、もちろんリー

ス会社の方にいち早く借りる可能性があるということで、そのストックをお願いし

たいというお願いをしながら現在来ているのが実情でございます。

やはり先ほど、電気といいますか、それを通常使うという形になると、大きく基

本料金が変わるということも一つ要因にございますが、とりあえず去年つけさせて

、 、 。いただいて そして 実際去年と今年の中では２回そのポンプを利用いたしました

その中で、リース会社とも十分その辺の理解をされながら貸していただいていると

いうのが今の現状でございます。これが例えば年に本当に何回もそういう緊急放流

しなければならないという形になった暁には、やはり何かの方法を考えていかなけ

ればならないと思っています。

ただ、今の段階では、１年に１度程度の部分につきましては、今の現状の中で進

めていきたいと考えてございますので、ご理解いただければと思います。

以上でございます。

〇議長（徳田栄邦君） 山崎君。

○２番（山崎 仁君） リース会社からというのは理解はしていますし、それが一番

コストがかからないだろうということも予測ができます。

しかし、違う目でちょっと見ると、何年か前に風が非常に強い台風が来たことが

あります。今金町全域において停電がありました。この停電が夜中から昼過ぎまで

たしかあったと思うんですけれども、酪農家が牛舎施設の機械器具を動かすときに

は電気を使っているんですよ。当時、発電機を求めてすべてのリース会社の発電機

がなくなったと、いわゆる借り上げになったと。その発電機を使って、それぞれの

酪農家の配電盤に持っていって、それをつないで搾乳をしたという、そういうこと

があったんですよ。
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今金町がリース会社と契約をして借りられているうちは、というか、確保できて

いるうちはいいんだけれども、それがリース会社の総体の数の中から１減るわけで

すよ。これは本当にまれなケースかもしれないですけれども、だから直営で持てと

いう話じゃなくて、私の記憶の中には、たしか美利河のスキー場の格納庫に発電機

が入っていたような記憶があるんです。もしそういう町の施設の中であれば、有効

に使うという、冬は美利河へ持っていく、スキー場にたしかあったと思うんです。

なかったらそれはまた別の話なんですけれども、例えばそういうものを活用して、

夏期間、大水が出そうなときに、夏の間はこういう融通ができないのかと、こうい

うことも考えるわけですよ。

ですから、リース会社から借りれているうちはいいけれども、借りることによっ

て、違うところに影響も出るということまで考えていただきたいんですけれども、

それはいかがですか。

〇議長（徳田栄邦君） 公営施設課長、高島君。

○公営施設課長（高島好治君） 今金町の施設の中で、発電機を持っているという部

分については、私はちょっと認識がないんですが。ですから、クアプラにあるのか

ないのかというのは、ちょっと私、今のところわかっておりません。

ただ、まだ今年が２年目ということでございますので、もちろんその中では、リ

ース会社は今、今金町の中では２社ございます。それから、隣町に行くとまた２社

あるということもありますので、ですから、とりあえず今、１年間に１回程度とい

うことの中で、リース会社にも認識していただいておりますので、まずはその辺の

中では。

、 、例えば風台風であったり 雨以外の台風の中で停電したという形になるときには

もちろん浄化センターには自家発電装置を持ってございますので、その辺はその部

分の中で対応していければと思っております。

以上でございます。

〇議長（徳田栄邦君） 他にございませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） 歳出全般についての質疑を終わります。

本会計全般についての質疑漏れございませんか。

「なし」の声あり）

〇議長（徳田栄邦君） 以上で、平成２３年度今金町公共下水道事業特別会計歳入歳

出決算の質疑を終わります。

これで、すべての会計の審議が終了いたしました。

これより、平成２３年度今金町各会計歳入歳出決算にわたっての一括討論を行い

ます。

始めに、反対討論がございましたら発言を許します。

（ なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） 次に、賛成討論の発言を許します。
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山崎君。

○２番（山崎 仁君） 賛成討論をいたします。

平成２３年度出納閉鎖後、それぞれ監査委員の監査を受けながら出てきた決算書

。 、 。であります 私たちは その執行状況についていろんな角度からお話を聞きました

私は今金町を、町民の皆さんが住んでいてよかったと、町長がよく言われる言葉で

すよ、いてよかったなと、こういう町を１年間かけてつくってきた、この結果だと

思っています。ですから、その部分はそれなりに評価はさせていただきます。

しかし、監査委員の指摘にあったような不適当な対応、これらとあわせて、でき

れば提案をされることに対しては答弁を留保するようなことのないように、よく精

査をしながら臨んでいただきたい。

このことを基礎として、２５年度の予算がこれから編成されるというふうに思い

ます。ぜひそういう意味では、過去の経験を生かしながら将来に思いをはせる、そ

の今度出てくるであろう２５年度予算に期待をしながら、本決算については、全会

計私は認定するべきだというふうに考えます。

以上、賛成いたします。

〇議長（徳田栄邦君） 反対の討論ございませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） 次に、賛成の討論ございますか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） なければ、討論を終わります。

討論を打ち切り、採決を行います。

平成２３年度今金町各会計歳入歳出決算は、これを認定することにご異議ござい

ませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） ご異議がないので、平成２３年度今金町各会計歳入歳出決算

は、原案のとおり認定することに決定いたしました。

暫時休憩いたします。

山本議員、入室してください。

（山本議員入室）

休憩 午後 ４時３８分

再開 午後 ４時３９分

〇議長（徳田栄邦君） 休憩を閉じ開議いたします。

◎日程第２６ 議員の派遣について

〇議長（徳田栄邦君） 日程第２６、議員の派遣についてを議題といたします。

次のとおり議員を派遣する。
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１．産業教育常任委員会道内行政視察。

なお、目的、場所、期間、派遣議員は、別紙配付のとおりであります。

◎日程第２７ 陳情第１６号

〇議長（徳田栄邦君） 日程第２７、陳情第１６号を議題といたします。

地球温暖化対策に関する「地方財源を確保・充実する仕組み」の構築を求める意

見書採択に関する陳情。

お諮りいたします。

本陳情については、会議規則第９５条の規定により委員会の付託を省略し、本会

議で決したいと存じますが、これにご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） ご異議がないので、委員会の付託を省略することに決定いた

しました。

本案については、質疑、討論を省略いたします。

本陳情は、願意妥当と認め採択することにご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） ご異議がないので、本案は採択と決定いたします。

４時５０分まで休憩いたします。

休憩 午後 ４時４１分

再開 午後 ４時５４分

〇議長（徳田栄邦君） 休憩を閉じ開議いたします。

お諮りいたします。

ただいま、町長から議案第１１号、１２号、また議員より意見案第１号の合わせ

て３件が提出されました。

この際、これを日程に追加し、議題といたしたいのでありますが、これにご異議

ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） 異議なしと認めます。

よって、本案を日程に追加し、議題とすることに決定いたしました。

暫時休憩いたします。そのままでお待ちください。

休憩 午後 ４時５５分

再開 午後 ４時５５分

〇議長（徳田栄邦君） 休憩を閉じ開議いたします。

お諮りいたします。
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本日、提案いたしております議案の全部が審議終了まで時間を延長いたしたいの

でありますが、これにご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） 異議なしと認めます。

よって、議案の全部の審議終了まで時間を延長することに決定いたしました。

ご協力をよろしくお願いいたします。

◎追加日程第１ 議案第１１号

〇議長（徳田栄邦君） 追加日程第１、議案第１１号を議題といたします。

財産の取得について、理事者の説明を求めます。

副町長、清水君。

○副町長（清水 寛君） 議案第１１号 財産の取得について、提案理由を申し上げ

ます。

総合行政システム機器購入につきましては、９月２１日に見積もり合わせ執行し

た結果、株式会社ＨＤＣが１，４５９万５，０００円で落札いたしましたので、議

会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例に基づき提案をする

ものであります。

議案につきましては、総務財政課長が朗読説明をいたします。ご審議いただき議

決賜りますよう、よろしくお願いいたします。

〇議長（徳田栄邦君） 総務財政課長、北見君。

○総務財政課長（北見伸夫君） （議案第１１号朗読説明、記載省略）

〇議長（徳田栄邦君） 説明が終わりました。

これより、質疑を行います。

山崎君。

○２番（山崎 仁君） 契約というよりも、契約の相手方、ＨＤＣって、これ正式名

称なんですか。何かの略なんですか。

〇議長（徳田栄邦君） 総務財政課長、北見君。

○総務財政課長（北見伸夫君） 株式会社ＨＤＣが正式名称でございまして、ＨＤＣ

につきましては、従前北海道電子計算センターと言っていた会社でございます。

以上でございます。

〇議長（徳田栄邦君） 暫時休憩いたします。

休憩 午後 ４時５９分

再開 午後 ５時０４分

〇議長（徳田栄邦君） 休憩を閉じ開議いたします。

引き続き、質疑を行います。

質疑ございませんか。
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（ なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） 質疑を終わります。

質疑を打ち切り、討論を行います。

（ なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） 討論を終わります。

討論を打ち切り、議案第１１号 財産の取得についての採決を行います。

本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） ご異議がないので、議案第１１号 財産の取得については原

案のとおり可決いたします。

◎追加日程第２ 議案第１２号

〇議長（徳田栄邦君） 追加日程第２、議案第１２号を議題といたします。

財産の取得について、理事者の説明を求めます。

副町長、清水君。

○副町長（清水 寛君） 議案第１２号 財産の取得について、提案理由を申し上げ

ます。

財務会計システム機器購入につきましては、９月２１日に見積もり合わせを執行

した結果、リコーテクノシステムズ株式会社が９７９万６，５００円で落札いたし

ましたので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例に基

づき提案をするものであります。

議案につきましては、総務財政課長が朗読説明いたします。ご審議いただき議決

賜りますよう、よろしくお願いいたします。

〇議長（徳田栄邦君） 総務財政課長、北見君。

○総務財政課長（北見伸夫君） （議案第１２号朗読説明、記載省略）

〇議長（徳田栄邦君） 説明が終わりました。

これより、質疑を行います。

（ なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） 質疑を終わります。

質疑を打ち切り、討論を行います。

（ なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） 討論を終わります。

討論を打ち切り、議案第１２号 財産の取得についての採決を行います。

本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） ご異議がないので、議案第１２号 財産の取得については、

原案のとおり可決いたします。
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◎追加日程第３ 意見案第１号

〇議長（徳田栄邦君） 追加日程第３、意見案第１号を議題といたします。

地球温暖化対策に関する「地方財源を確保・充実する仕組み」の構築を求める意

見書について、意見案提出者の説明を求めます。

上村君。

（ ） 「 」○６番 上村義雄君 地球温暖化対策に関する 地方財源を確保・充実する仕組み

の構築を求める意見書。

地球温暖化防止のための温室効果ガスの削減は、我が国のみならず地球規模の重

要かつ喫緊の課題となっており、森林のもつ地球環境保護、国土の保全、水資源の

涵養、自然環境の保持など 「森林の公益的機能」に対する国民の関心と期待は大、

きくなっている。

また、わが国は京都議定書において、第１約束期間である平成２０年から２４年

までの間に、温室効果ガスを６％削減することが国際的に義務づけられているが、

そのうち３．８％を森林吸収量により確保するとしている。

このような中 「地球温暖化対策のための税」が平成２４年１０月に導入される、

一方 「森林吸収源対策などの地球温暖化対策に関する地方の財源確保」について、

は 「平成２４年度税制改正大綱」において 「平成２５年度実施に向けた成案を得、 、

るべく更に検討を進める」とされている。

もとより、地球温暖化防止をより確実なものとするためには、森林の整備・保全

等の森林吸収源対策や豊富な自然環境が生み出す再生可能エネルギーの活用などの

取り組みを、山村地域の市町村が主体的、総合的に実施することが不可欠である。

、 、 、しかしながら これら市町村では 木材価格の暴落・低迷や林業従事者の高齢化

後継者不足など厳しい情勢にあり、森林吸収源対策などの地球温暖化対策に取り組

むための恒久的・安定的な財源が大幅に不足している。

よって、下記事項の実現を強く求めるものである。

記

二酸化炭素吸収源として最も重要な機能を有する森林の整備・保全等を推進する

市町村の役割を踏まえ 「地球温暖化対策のための税」の一定割合を、森林面積に、

応じて譲与する「地方財源を確保・充実する仕組み」を早急に構築すること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２４年９月２６日。

以上でございます。よろしくお願いいたします。

〇議長（徳田栄邦君） 説明が終わりました。

これより、質疑を行います。

（ なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） 質疑を終わります。

意見案第１号 地球温暖化対策に関する「地方財源を確保・充実する仕組み」の

構築を求める意見書については、討論を省略し、採決することにご異議ございませ
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んか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） 本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） ご異議がないので、意見案第１号 地球温暖化対策に関する

「地方財源を確保・充実する仕組み」の構築を求める意見書については、原案のと

おり可決いたします。

お諮りいたします。

本定例会の会議に付された事件は、すべて終了いたしました。

したがいまして、会議規則第７条の規定により、本日をもって閉会といたしたい

のでありますが、これにご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） 異議なしと認めます。

よって、本定例会は本日をもって閉会することに決定いたしました。

◎閉会の宣告

〇議長（徳田栄邦君） 平成２４年第３回今金町議会定例会を閉会いたします。

ご苦労さまでございました。

閉会 午後 ５時１４分


