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平成２４年第４回今金町議会定例会 第１号

平成２４年１２月１８日（火）

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 調査報告 総務厚生常任委員会所管事務調査報告について

産業教育常任委員会所管事務調査報告について

７ 委員会報告 産業教育常任委員会道内行政視察報告について

８ 同意第 １号 今金町固定資産評価審査委員会委員の選任について

９ 議案第 １号 国営農地再編推進室設置条例制定について

１０ 議案第 ２号 今金町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につい

て

１１ 議案第 ３号 今金町立学校条例の一部を改正する条例制定について

１２ 議案第 ４号 今金町学童保育所設置条例の一部を改正する条例制定につい

て

１３ 議案第 ５号 今金町国保病院使用料及び手数料条例の一部を改正する条例

制定について

１４ 議案第 ６号 財産の交換・譲与・無償貸付等に関する条例の一部を改正す

る条例制定について

１５ 議案第 ７号 中里頭首工管理条例の一部を改正する条例制定について

１６ 議案第 ８号 町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例の一部を改

正する条例制定について

１７ 議案第 ９号 今金町国営土地改良事業負担金等徴収条例の一部を改正する

条例制定について

１８ 議案第１０号 今金町廃棄物の処理及び清掃に関する条例を廃止する条例制

定について

１９ 議案第１１号 平成２４年度今金町一般会計補正予算（第６号）について

２０ 議案第１２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３号）について

２１ 議案第１３号 平成２４年度今金町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２

号）について

２２ 議案第１４号 平成２４年度今金町介護保険特別会計補正予算（第２号）に

ついて
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２３ 議案第１５号 平成２４年度今金町介護老人保健施設特別会計補正予算（第

２号）について

２４ 議案第１６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３号）について

（ ）２５ 議案第１７号 平成２４年度今金町簡易水道事業特別会計補正予算 第３号

について

２６ 議案第１８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３

号）について

２７ 議員の派遣について

〇出席議員（１２名）

議長１２番 徳 田 栄 邦 君 副議長１１番 村 瀬 広 君

１番 村 上 忠 弘 君 ２番 山 崎 仁 君

３番 向 井 孝 一 君 ４番 加 藤 三 明 君

５番 芳 賀 芳 夫 君 ６番 上 村 義 雄 君

７番 川 上 絹 子 君 ８番 日 置 紳 一 君

９番 村 本 照 光 君 １０番 山 本 豊 君

〇欠席議員（０名）

〇出席説明員

町 長 外 崎 秀 人 君

副 町 長 清 水 寛 君

北 見 伸 夫 君総 務 財 政 課 長
兼 選 管 書 記 長

総務財政課長補佐 山 田 薫 君

森 朋 彦 君まちづくり推進課長

松 村 康 弘 君まちづくり推進課
課 長 補 佐

会 計 管 理 者 伊 藤 恵 津 子 君

税 務 住 民 課 長 西 勝 明 君

成 田 光 康 君保 健 福 祉 課 長

保健福祉課長補佐 杉 山 輝 希 君

宮 本 彰 君
産 業 振 興 課 長
兼 結 婚 相 談 所 長

川 平 秀 明 君産業振興課長補佐

産業振興課長補佐 津 山 泰 彦 君

農業委員会事務局長 尾 崎 克 之 君



-3-

公 営 施 設 課 長 高 島 好 治 君

公営施設課長補佐 安 達 雄 一 君

教 育 長 中 島 光 弘 君

小 林 洋 伸 君
教育委員会事務局長
兼 総 合 体 育 館 長
給食センター所長

寺 崎 康 史 君
教 育 委 員 会
事 務 局 次 長

給食センター次長 小 林 実 君

母子通園センター長 舘 野 道 子 君

国 保 病 院 事 務 長 柏 田 泰 明 君

国 保 病 院 主 幹 山 田 哲 也 君

太 田 越 宜 晴 君介護老人保健施設
事 務 長

選 管 委 員 長 木 島 武 雄 君

教 育 委 員 長 橘 宣 雄 君

農 業 委 員 会 会 長 岸 泉 君
代 表 監 査 委 員 天 井 幸 雄 君

〇出席事務局職員

勝 山 英 敏 君
議会事務局長 兼
監 査 委 員 書 記 長

議 会 事 務 局 係 長 中 川 真 希 君
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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） 山本議員より遅刻の届け出がございます。

ただいまの出席議員は１１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４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、向井君、加藤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１９日までの２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及び定期監査公表、並びに請願の例により処理す

る必要がないと認める陳情については、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あります。

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。

日置君。
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○８番（日置紳一君） おはようございます。農業共済掛金の助成について、町長に

お伺いいたします。

農作物の災害対策として、農業共済掛金の一部助成制度が継続されてきました。

その効果は、今金町農業の安定的発展と農家経済に大きく貢献している制度である

と思っています。

その制度が今年度をもって打ち切られるということですが、農業共済は、近年の

農業情勢や異常気象などの状況から見ても大変重要な制度であり、掛金助成のおか

げで加入率も相当伸びてきていると思います。ここで打ち切られてしまいますと、

掛金が高負担で加入したくてもできない人が出てきて、災害をこうむったとき農家

経済に大きな影響が懸念されます。

国は農業者戸別所得補償制度によって、水田農業にはそれなりの支援政策があり

ますが、畑作農業には現状では手薄な状態だと思います。そのような農家に対し、

今金町の支援策として、引き続き農業共済掛金の助成を継続していくべきと考えま

すが、町長の所信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。

農業災害補償制度は、自然災害を受けた農業者の損失を補てんするため、国が応

分の負担をするとともに、農業者が掛金を出し合い、災害が発生したときに共済金

を支払うことで農業経営の安定を図ることを目的とした制度であり、国の農業災害

対策の柱としてその使命を果たしてきております。

また、近年では台風や異常気象による災害被災が多く発生しており、農業災害補

償制度の機能が遺憾なく発揮されてきていると認識しております。

、 、このことから 行政としても作物等被害が生じた場合における一定の所得確保と

厳しい農業情勢下での生産者における農業共済掛金の軽減を図る目的で、平成１３

年度から農業生産安定化対策事業、平成２２年度から農作物災害営農安定化対策事

業として、おおむね３年間の事業サイクルとして、対象品目、助成内容等の見直し

を図りながら、１２年間にわたり農業共済掛金の助成を行ってきたところでありま

す。

水稲・麦及び家畜共済については当然加入の制度となっていますが、補償率の高

い全相殺への移行を目指した助成でありました。

大きな課題でありました畑作共済の加入率が低かったことから、この間、段階的

に制度構築をして、加入促進に向けた対策をしてきたところであります。

畑作物共済を中心とした現行制度は、平成２２年度からスタートしましたが、２

３年度からは主要畑作物も含めた戸別所得補償制度がスタートし、一定の所得確保

のベースができ上がってきたことも含めて、引受面積ベースでも加入促進の成果が

見えて、定着してきているものと受けとめています。

事業開始から１２年間にわたる農業共済掛金の助成額は、総額２億４，０００万
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円余りを執行しているところです。共済加入推進ということでは、自己責任のもと

に取り組んでいただくことで考えておりますことから、本助成事業を廃止しようと

するものであります。

町の農業振興施策の方向性については、第６次農業振興計画及び農協の中期経営

計画の思いの反映を基本としているところであります。

ご承知のように、農業振興の基礎となる農地の整備に向けた取り組みをしていま

すが、事業推進には膨大な公費支出も予想され、現行事業の継続を含めた対策は喫

緊の課題であります。

今後における補助事業についても、生産性を高める取り組みや担い手対策などに

重きを置いた事業に応援する制度構築を基本に、今金町農業振興プロジェクトにお

いて、各種事業の継続や改廃等の見直しと検討をしていただいております。その方

向性を今金町農林業振興会議に示しながら、次につなぐのに必要な、農業振興策の

ための事業廃止と受けとめていただきますようお願い申し上げます。

〇議長（徳田栄邦君） 再質問を許します。

日置君。

○８番（日置紳一君） ここ数年、異常気象が続いていますし、今年の気候に関して

言えば、異常ということを超えていると思います。そんな気象状況下で、今後一番

農業共済が大切なときに、なぜこの助成を打ち切ろうとしているか、私には理解で

きません。

１２年間継続してきたとか２億４，０００万円助成してきたと言っておられます

が、農家の皆さんも掛金助成のおかげで共済に加入し、被害を最小限に食いとめて

こられたことで、町に対しても税金という形でそれなりにお返ししてきているんだ

と思います。

また、畑作物の戸別所得補償制度に対しても、２３年度からスタートしたとも言

っておられましたが、災害に遭って収穫物が皆無だった場合、固定払いでは２万円

しかありません。翌年の肥料代にもならない程度だと思います。

また、数量払いにおいては、大豆を例にしますと、３等に入って１俵１万８００

円、特定加工ですと１万１２０円支払われます。しかし、等外ですと１円ももらう

ことができません。ちなみに今年の大豆の規格外が、農協への出荷数量の１割強あ

ったと聞いております。もしこれが共済に入っていれば、規格外にも共済金は支払

われます。

また、答弁の中で担い手支援に重きを置いていくということも言っておられます

が、農業は親から子へ、子から孫へと受け継がれる職業だと思いますので、この助

成は担い手支援にも私はなっているものと考えます。次の振興策がはっきりと決ま

っていない今、この助成を継続していくことこそ今金農業の振興のために一番よい

政策だと私は考えますが、いま一度町長の答弁を求めます。

〇議長（徳田栄邦君） 町長、外崎君。

○町長（外崎秀人君） 再質問にお答えいたしたいと思います。
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私の方から数字を述べましたが、この間の農作物の共済の歴史をちょっとひもと

いてみたいと思います。

畑作に限定して言いますと、ご承知のとおり平成５年の南西沖地震、このときに

畑作共済で保険に加入していた面積が４５９ヘクタールでした。南西沖で大変な被

害を受けたわけであります。これは保険に入らなきゃいけないという思いがやっぱ

り出てきまして、次の年には４５０から７７０ヘクタールまでふえました。やはり

保険は入らなくちゃいけない。そもそも保険というのは自分で入らなきゃいけない

わけであります。

しかし、平成５年の南西沖を契機にして、保険にはいらなくちゃいけないと言っ

たものの、だんだんだんだんまた下がってまいりました。そして７００まで上がっ

、 、 。 、た数字が 平成１５年には６００まで また下がってきたわけであります そこで

その１５年に私が町長就任したわけであります。そう考えた場合に、保険は基本的

にはみんな入らなくちゃいけない。ご承知のとおり米だとか麦、酪畜は、当然強制

加入ですから入らなきゃいけないんですけれども、そこに一つの思いもあったわけ

であります。

ご承知のとおり、保険というのは、何の保険もそうですけれども、掛金を高くす

ると自然に補償も高いわけです。この状況を考えた場合に、次のステップとして、

米の方を当時から私の政策を打ち出すとき調べました。米に入っている、平成１６

年ですけれども、この制度を行ったときに、３４戸の方が、全相殺、当然保険の率

の高い保険の方に入っている方は少なかったわけで１６％でした。残りは半相殺。

保険掛金は安いですけれども補償も低いと。これを何とか保険掛金の高い、そして

補償のいい方にシフトしていきたいという思いから、当然の加入ですから、そこに

行政として応援する何ものもないわけでありますけれども、加入の意識づけをする

ために、そこに保険制度を導入して応援をしてきた経過があるわけであります。

このことによって、だんだんだんだんと全相殺の方に向ける加入者がふえてきた

ことは事実です。今は、米については皆さん自分で入っていただくことになってい

るわけでありますけれども、２３年度の実績を見ますと、この３４戸の方々が今６

１戸まで入って、１６％の全相殺であった方々が、今３８％まで上がってきており

ます。まだまだ私はこの率を高めていかなければいけないのかなと思っているわけ

であります。

今申しましたように、そのほかに、これは町の補助が米については２１年で打ち

切られたわけでありますけれども、なぜこのように加入がまだ続いているかと言い

ますと、今、議員がおっしゃったように、米所得補償の部分の中で、幾ばくかさま

ざまな報償金が入ってきていることから、自分で全相殺の方に入る比率が保持され

ているという認識を持っているとすれば、私はこの米を例にとりますと、今、国の

制度で行っている米所得補償の成果が出てきているものという認識を持っているわ

けであります。

そういう思いから、何とかこの事業を新たな形でシフトしたいということで考え
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たわけであります。これは非常に重要なご意見であったわけであります。

この共済制度について、議会で２回の質問を受けております。ちょっと私の方で

古いものを調べてまいりました。平成１６年の第４回の議会で、山崎議員の方から

もこの振興策について軽減等、さまざまな質問をいただいたわけであります。その

中でこういう言葉があります。今、今金町で非常に重要なのが、質問もこの戸別所

得補償はなかったわけですけれども、制度としてはこの共済の掛金助成はいいもの

。 、 、 、 。であると いいものであるけれども 今金町が 今 一番大きな課題は何なのかと

反収が悪い。その反収が悪いのは、透水性、いわば地盤が、基盤が悪いんだと。こ

れをやっぱり整備することが、今金町にとって最も必要でないか。いわば再生産へ

の意欲を持てるかどうかということが、一番重要でないかという言葉を私にいただ

いております。透水性に問題があるのであれば、そこに掛ける共済金の掛金に補助

するんじゃなくて、透水性の改善をする基盤整備の方に向けていく、それも非常に

今金町には重要でないかという言葉をいただいた経過があるわけであります。

私は、このころからであります、やはり国営に向けた、先ほどの１回目のお答え

をしました中にも基盤整備の方に今立ち上げて進めていかなきゃいけない、そちら

の方にシフトしていくことがこれからの今金の農地を支える重要な役割である。で

もそれは、あくまでも基盤整備も一つの手段であります。まだまだやらなきゃいけ

ないことがあるわけでありますから、十数年間かけて、金額的にも本来個人で掛け

なきゃいけない保険に２億数千万円という支援をしてきた成果が、私は出ていると

すれば、もうそろそろこれを打ち切っていかなきゃいけないのかなと、新たなもの

に取り組んでいきたいと。

加えて、国営の基盤整備には多額な金額を要するわけですから、そちらの方にシ

フトしていきたいということで、この間いろんな方々のご意見をいただきながら進

めてきているのも事実でありますので、ご理解いただきたいと思います。

〇議長（徳田栄邦君） 日置君。

（ ） 。○８番 日置紳一君 私も何よりも土地改良が大切だということはわかっています

今回あえてこの中の大質問には入れていませんでしたけれども、その土地改良のた

めの緊急農地再編整備事業が、今、始まろうとしているわけですけれども、その事

業も約１０年以上かかるわけですよね。その間、１０年間待って、最後の人までの

間に、土地改良が必要だということがわかっていてもそこを待たなきゃならない。

そこで災害に遭ったときには、当然やっぱり被害をこうむるわけです。その間、最

低でもその間、この事業を継続してもらうわけにはいかないかどうか、再度お願い

します。

〇議長（徳田栄邦君） 町長、外崎君。

○町長（外崎秀人君） 議会、議員さんの方にも資料を提示しておりますけれども、

今、第５次今金町総合計画が進んでいるわけであります。その計画の中で、さまざ

まな議論があって、この間、総合計画の実施計画の中にもこの共済の支援について

は今年度で打ち切りということで方針を出しております。ちょっと資料が皆さんの
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お手元に、ぜひごらんいただきたいと思いますけれども、そういう流れをつくりな

がら、新たにシフトしていきたいと。

先ほど申しましたように、この助成制度でもって加入が伸びてきているわけです

から、本当に私は成果が出てきていると。基本は、保険はあくまでも自分で入ると

いうことが原則でありますから、そこにもう一回立ち戻っていただきたい。水稲、

家畜共済については、当然加入という形の中で１００％、自らの方々で加入してい

ただいています。さまざまな条件があって、付保割合が３０から８０の割合で選択

はできるわけですけれども、それは生産者が自らどれがいいかなということで選択

しているわけでありますが、自助努力をして、米も麦も、そして家畜共済も入って

いるわけでありますから、だんだんだんだんと本来の姿の方に戻していきつつ、新

たな取り組みをしていくということが私は重要でないかなという思いを持っている

ことも事実でありますので、ぜひこの辺についてはご理解いただければなと。

共通のいわば意識課題として、この提案につきましては、農協、土地改良区、農

業委員会、さまざまな職員によるところのプロジェクトの中でも随分検討をいただ

いて、総合計画の実施計画に反映したという経過があって、職員の立場でも次の方

にシフトしていきましょうということの思いがきちっと私どもの方に伝わっており

ます。

先ほど申しましたように、農林業振興会議の方にもきちっとこれをお伝えし、そ

の方向性でもって進めていきたいと考えておりますという話をしているわけで、基

本的には、これから町を挙げて取り組もうとしている基盤整備の方にみんなの気持

ちを向けていくことが私は重要でないかなと、非常に急にやめるということではな

くて、この３回、３年間３年間３年間の中で、いろいろプログラムを変えてきまし

た。少しずつ助成額も下げてきまして、あとは自ら入るようにということで、仕組

みをつくってきてのこの度の事業廃止ということでありますので、ぜひご理解をい

ただければと思っております。

〇議長（徳田栄邦君） 日置君。

○８番（日置紳一君） 町長の決意も固いようですので、わかりました。

次の新しい振興策がもし町長の気持ちの中であるとすれば、最後にお聞かせをい

ただきたいと思いますし、またこれにかわるどのような効果があるのかも、考えが

あれば聞かせていただきたいと思います。

〇議長（徳田栄邦君） 町長、外崎君。

○町長（外崎秀人君） 新しい振興策そのものも、先ほど言ったように、今金町の農

林業にかかわるさまざまな方々、団体、その意向を反映して、今金町の農業の計画

があるわけであります。これがちょうど更新の時期にかかっております。

加えて、農協の地域経営計画、そういう中の思いなんかもきちっと受けとめなが

ら、新たな制度、対策をつくっていかなければいけないのかなと思っているわけで

あります。

私は、先ほど言ったように、これから町長の思いとして目指している、いわば町
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として、行政として生産者にどういう応援ができるかといったら、生産性を高めて

もらう、結果的に所得を安定的に確保する、そのための取り組みのために、行政と

しては支援していくという方向にはかわりないわけであります。

今、当面は、大きな問題としては基盤整備、これは町を挙げてやらなきゃいけな

い。その次に来るのは何かといったら、安定的にそこで営農ができるような仕組み

をつくることが重要でないかなと。そういう思いもあちこちで私も言っております

けれども、結果的には、先ほど言った担い手というのは、新規の担い手、後継者の

担い手ということではなくて、農作業にかかわる、パートも臨時も含めて、すべて

の農作業にかかわる人が足りないと、家族農業ではこれからやっていけない時代に

、 、 、なると 何とかそういう応援体制を そういう人材派遣を上手に使えるような形の

農作業にかかわる方々の人の確保をどうするかというのが、私は最大の課題ではな

いかなと思っています。

農地ができいろんな作物が生産されるとすれば、そこにかかわる方がきちっとや

ることによって、営農の将来構造を描けるのではないかなと、そういうところに目

、 、 、を向けながら これからもいろんなところで議論をし 審議をしていただきながら

前向きに向かっていきたいと考えているところであります。

○８番（日置紳一君） 私の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。

１０時５５分まで休憩といたします。

休憩 午前１０時４１分

再開 午前１０時５４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、一般質問を行います。

次に、上村君の発言を許します。

上村君。

○６番（上村義雄君） 私からは節電の協力に地域振興券をということで、町長の見

解をお伺いしたいと思います。

北海道電力より家庭の節電の協力期間が、１２月１０日より３月８日まで７％以

上の節電目標が示されました。先月の１１月２７日の爆弾的な低気圧によって、室

蘭、登別方面で最大４日間の停電がありました。甚大な影響の報道がされており、

いかに電気のありがたさ、大切さが感じさせられました。この冬が電力不足になら

ないようにするために、節電の協力は大切と思います。

そこで、今金町として、節電に協力してくれた家庭に地域振興券を発行してはい

かがでしょうか。地域振興と節電に寄与できるものと考えますが、町長のお考えを

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） 上村君の質問に対し、理事者の答弁を求めます。

町長、外崎君。

（ ） 、 、 。○町長 外崎秀人君 すみません 鼻声ですけれども 聞き苦しいかと思いますが

上村議員の一般質問にお答えをいたします。さきの東日本大震災時に原発事故が

発生し甚大な被害が生じたことから、その安全性が問われ、その関係で電力不足の

事態への対策が問題視されています。

電気の安定確保は国民課題で、節電は国民皆が考え取り組まなければならないこ

とであります。その節電対策として、自治体や民間企業、事業所等においても節電

協力に対する取り組みが行われています。節電目標を達成した家庭に対し、地元商

工会等とのタイアップによるプレミアム商品券や記念品を進呈するもの、さらには

公共施設をはじめ民間施設における特別サービス等が受けられる「家族でお出かけ

節電キャンペーン」などといった取り組みも事例としてあることを承知しておりま

す。

さて、北電からの情報によると、この冬の電力需要に対応するために必要な予備

電力は確保できたことから、計画停電の計画はないとのことですが、電源設備のふ

ぐあい等不測の事態に備え、この夏に引き続き節電への協力要請を受けているとこ

ろであります。

また、北海道特有の積雪寒冷な気候から、暖房等の需要が高まることから、一般

家庭に及ぼす影響を考慮し、大規模な電源脱落等による需要逼迫時には、企業の協

力による生産・経済活動の一時停止や、臨時休業等によって需要の大幅抑制を図る

計画停電回避緊急調整プログラムや、大口需要家から節電に必要な電気を買い取る

緊急時ネガワット入札といったセーフティネットを整備しているとの情報をいただ

いているところであります。

こうした状況を踏まえ、本町は北電と連携し、全戸への啓発資料を通じて具体的

な節電ポイントなどをお知らせし、節電の取り組み要請をしております。町民の理

解と節電努力により、この夏の前々年度比較節電では７％の要請を上回る１０％以

上の実績であることの報告を受けています。報告の数字から節電理解をいただいて

いるものと思いますが、この冬のみならず、節電期間だけの一過性、一時的な取り

組みではなく、節電や省エネなど生活の見直しという視点が末永く定着することを

目指して、引き続き啓発に努めてまいります。

議員の提案は、国民課題である節電には、さらなる町民の積極的な節電協力を期

、 。 、待することができるとした思いから この度の政策提案と考えます 町長としては

さきの数値から読み取れるように、町民の関心と理解に基づく取り組みが行われて

いるものと認識していることから、節電努力に報いる手法としての報償的な形での

公費支出は決して望ましいことであるとは考えにくいことから、政策とすることが

困難との思いでありますのでご理解をお願いいたします。

〇議長（徳田栄邦君） 上村君の再質問を許します。

上村君。
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○６番（上村義雄君） 今、町長の答弁をいただきましたが、現在実施されている自

治体もあります。町長の言われる、節電努力に報いる手法として、報償的な形で公

費で支出することは決して望ましい形でないということ。私はその地域振興券を一

つの足がかりとして、これは商工会等との連携でしょうけれども、プレミアムつき

の振興券をこの節電協力者に対して、例えば７％以下の人であっても、また７％の

目標を超えた人であっても、それぞれに応じた地域振興券を、これは自主的に申し

出る形になります。これは電力量消費のお知らせで毎月来ますので、昨年の１１月

と比較してどれだけ減っているのか、昨年の１２月と比較してどれだけ減っている

のかということを自分で把握できるわけです、節電に努めて。

それと、もう一方では、一つの節電する方法として電気をＬＥＤに変えるとか。

これはお金がかかります。今、大分下がってきましたけれども、その電灯一つをＬ

ＥＤにかえることによって電力消費量が減っていく。これはいうなれば節電ととも

に電力量を減らすわけですから、各家庭で電力をつくったと同じ、送電ということ

にもつながることだと思うわけです。

町長の言われる恒久的にそうやっていかなきゃならないという部分については、

私も同感です。ですから、そういうＬＥＤに変えるとか、冷蔵庫を買ってから十何

年たつから電力の消費が多い冷蔵庫から今の省エネの節電の冷蔵庫に変える等の、

そういう切りかえることに、生活基盤を下げなくても電力の消費を抑えていける方

向、そういう方向に努力している人方に、やはり私はこの地域振興券によって、ま

たプレミアムつきであれば、町の商店街、また町の活力にもつながっていく、両方

にプラスになる。これは町長の今回の行政報告にもあるとおり、町の元気、活気づ

くりには、今後も地域力が大事だということも町長言われているわけです。

、 、 、ですから そういう方面からも 私はこの地域振興券によって公費を使うことが

決してむだではないし、恒久的な消費電力節電につながるし、各家庭では電力をつ

くるという、消費を減らしていくということは電力をつくるということにもつなが

るという、そういう観点からこの政策は私は必要と考えますので、町長のお考えを

再度お願いいたします。

〇議長（徳田栄邦君） 町長、外崎君。

○町長（外崎秀人君） 再質問いただきました。

基本的には当然考え方がそれぞれあるわけですから、私の立場と議員さんの提案

の立場とはちょっと違うかと思います。

結論的には、１点目の報償費的な支援、２点目申されましたようにさまざまな節

電対策という言葉がありましたけれども、私はどちらかというと、町長の立場、行

政の立場からしますと、努力した方に報償的な形で何かを差し上げる場合に、行政

の立場として節電対策をとることの方が、やはり私は優先でないかなと。そちらの

方にお金を使う方が、町民の方々の理解も私は得やすいだろうと。

非常につらいのが、この質問をいただく前にもそういう事例を私なりに当然知っ

ていたわけです。今やっているところは、昨年、一昨年と２カ月間の伝票を持って
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きてください、それでもって比較しますと。そして努力基準をつくって。果たして

２カ月間という基準がいいのかどうか。私は節電というのは永遠に続かなきゃいけ

ないと、今こういう状況の中で、原発をゼロにするかという話をしているわけです

から。４割以上日本の国は原発に頼っていますので、これがなくなりますから、半

分はなくなるという覚悟をするとすれば、今申したように、電力をつくるという意

味合いもありますけれども、どちらかというと、方向性としては。

私は、今金町の方々は、先ほど数字いいましたように非常に節電意識があって、

協力、努力をしていると思っております。１０％以上と言いましたが、この３カ月

間、北電からの要請期間中、正式には１１．３４％節電をしていただいています。

すごい数です。計算しますと９２８メガキロワットの電力が使われていない、節電

していると。これは、この節電の意味合いは何かと言いますと、自分がやることに

よって、努力することで全部自分に返ってくるんですよ。電気を使う、自分は努力

して使わない。我慢しようが何しようが使わないということは、結果的に自分の支

払う電気料が少なくなる、それだけで私は努力した成果があるだろうと思っている

んです、他の方にどんどん波及するものではないと。そういう面では、一生懸命努

力するしがいがあるものについては、個々の努力にすがっていきたいと。これから

も永遠に続くこの節電については、ぜひ努力していただきたいと。

ただ、今質問がありました２点目についての節電対策につきましては、それぞれ

の立場で節電をしなきゃいけないとすれば、町長としては、行政のさまざまなとこ

ろで節電対策をどうするかと。質問があったＬＥＤ化するだとかさまざまなものに

公費を、議会を含めてさまざまなところに理解をいただきながら進めていく方が、

より私は節電に向けた効力を発揮するのではないかなと、私なりには考えておりま

すのでご理解いただければと思います。

〇議長（徳田栄邦君） 上村君。

○６番（上村義雄君） 町長の政策的な考え方というのはあれですから、私は今申し

上げたように、地域の振興とともに、また家庭の節電の要するに意識啓発と、そう

いうことも、これは町長はもう既に１０％今金としては協力できたんだからいいん

だという感覚でしょうけれども、これはともすると、のど元過ぎれば熱さを忘れる

の例えのとおり、何でもなかった、今年の夏はどうにか無事過ごせた。夏の暑さを

あれすることは可能です。冬のこの寒い中、先ほど申し上げたとおり４日間も停電

して避難しなきゃならないという状況。冬のこの電気のないということは、これは

もう死活問題になるところでございます。

ですから、北電としてはディーゼル発電でもって緊急時に発電できる部分を７０

台も用意したとかという報道もされておりましたけれども、いずれにしても、全家

庭が協力できる方向性として、意識啓発することとして、これは継続することも必

要ですから、今言うように節電対策の電力量を減らしていく、そして、電気を家庭

で減らして生活を安定化していくということには、電気をつくるという意味にもつ

ながるわけですから、送電という言葉を使わせていただきましたけれども、そうい
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うことに、町長はそれに向ける方がより効果的だろうという答えのようでしたけれ

ども、私はこの部分では、この緊急的なこの冬期間の部分で、夏よりも冬の方が大

変です。

これは、お年寄りなんかは特に節電をされております。もう夜７時になったら電

気をつけないで布団の中に入る、こういう生活をされている人がお年寄りの方には

非常に多いわけです。こういう電力というものの大切さということは皆さんわかっ

ているようでございますけれども、しかし、中には、もう電気はふだんどおり、計

画停電もないし、あれなら大丈夫だという意識からそれを怠りがちになっていく、

そこの部分を再度こういう商品券でもってやれば、毎月の、ああ、自分の家はどれ

だけ減らすことができたという確認をできるという意味でも、一つの例として私は

実施するべきと思いますが。それぞれの町長との見解の違いがありますけれども、

再度それがどういう形で実施できるのか、そういうお考えを聞かせていただきたい

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） 実は、国民的課題というので、私、答弁書を書いております

けれども、世界で一番電気を消費するのはアメリカなんです。次は中国なんです。

３番目に日本なんです。いろいろデータはあるんですけれども、さまざまなデータ

のとらえ方がありますけれども、１人１日２３キロぐらい電気を使うようでありま

す。世界の平均が８キロくらいだと言います。ですから、日本の１人当たりの電気

の消費量というのは、世界平均の３倍も使っているんです。先ほど申しましたよう

に、ほとんどは原発に頼ってきていますから、こういう社会はやっぱりなくする社

会の方に向かっておりますので、国民挙げてそちらの方にやるとすれば、まずは節

電、加えて新しい電力のいわば確保というものが、私は重要になるのではないかな

と自分なりには思っているところであります。

先ほども申し上げましたけれども、節電の意識的には、手法としてはプレゼント

もいいでしょうけれども、私はあくまでもそれは一過性、一時的なものになると思

っています。永遠には続かないものだと思っております。そう考えた場合に、議員

が今おっしゃっていただいたように、私も先ほど一回目で再答弁でしたように、非

常時、災害時の、いざなったときに停電になった場合どうするんだというようなこ

、 。 、 、とは 行政に課せられた最大の課題であるわけであります それは既に２回 庁内

役場の課長会議等の方で指示をし検討しております。これからの対策についてきち

っと考えていこうと。今までの今金町の災害は、水だとか地震だとか雪だとかで考

えてきたけれども、停電という対策、ともすれば余り考えてこられなかったので、

ぜひこれを反省して停電対策を考えようということで言えば、所管を含めてさまざ

まなところで検討を始めたところであります。

願わくば一時的なプレゼント、それでもって啓発する手法も私は議員提案として

は非常に望ましいものだと、手法として、手段としては望ましいものだと思います

けれども、町としては、仮にそれをやったとしても継続はできない、長続きはしな
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いと思っています。

今、このわずかな期間でありますけれども、協力の結果が出ているわけでありま

すから、より一層の啓発をして、協力要請しながら自己努力をしてくださいという

町民の立場でのお願い、そして、町は町として行政の役割を果たしていくというこ

とのきちっとした関係をつくっていくことが、私は最優先でないかなと。

町民の方々に、例えば選択をするとすれば、一時的ですけれども、どうですか、

皆さんプレゼント欲しいですか、それともいざとなった場合に、停電になった場合

にどうするかということで行政で少し考えてもらいましょう、どちらを優先されま

すかと仮に問われたとすれば、私は今申したように、それはそうだよな、非常時の

対策の方をとってほしいよなという方に目を向けていただけるのではないかなと、

そういう推察をするものですから、この議員さんの非常にありがたい質問を契機と

しまして、行政の役割を果たしていければな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） 上村君。

○６番（上村義雄君） 町長の最後の答弁で、この節電を継続的に、そして非常時の

場合の電源の確保ということも、今後の検討課題として庁内挙げて考えるというこ

、 、 、とでございますので 私はできれば町民に還元 そしてという思いでしたけれども

以上でもって質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。

〇議長（徳田栄邦君） 以上で、一般質問を終わります。

◎日程第６ 調査報告

〇議長（徳田栄邦君） 日程第６、これより調査報告を行います。

始めに総務厚生常任委員会所管事務調査報告についてを議題とし、総務厚生常任

委員長の報告を求めます。

総務厚生常任委員長、上村君。

○総務厚生常任委員長（上村義雄君） 委員会の調査報告をさせていただきます。

本委員会所管事務のうち、下記の件について調査の結果を別紙のとおり決定しま

したので、会議規則第７７条の規定により報告いたします

所管事務調査項目。

１、一般会計の財政状況について。

２、行政財産の管理状況について。

３、行政改革の推進状況について。

４、総合計画（前期計画）の進捗状況について。

５、公衆浴場等の管理運営状況について。

６、生活改善センター等の管理運営状況について。

７、税及び税外収入の収納状況について。

８、社会福祉施設及び団体の運営状況について。

９、総合福祉施設の管理運営状況について。
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１０、国保病院の管理運営状況について。

１１、障がい者の就業・生活支援に関する調査研究について。

調査の目的、所管事務調査のため。

調査の日程、平成２４年７月１０日、１１日の２日間。

調査の結果については、ここに書かれてあるとおりですので、意見のみを朗読し

て報告にかえさせていただきます。

意見。

地方分権の加速とともに地方の受け持つ役割が拡大することから、効率的な行政

システムを確立し、地域における行政をさらに自主的かつ総合的に広く担うことが

求められる。同時に、安全かつ良質な公共サービスが適正に実施されるよう、事務

事業の見直し、歳出全般の抑制を図るとともに、財源の確保及び町民負担の公平性

から収納率の向上に努め、健全な財政運営が期待されています。

本町では、平成２３年度決算において、おのおの前年比、基金積立金５．８１％

の増、備荒資金０．８０％の増、地方債残高は３．６９％の減となっております。

、 、地方自治体を取り巻く環境は一段と厳しさを増している中 財政運営に当たっては

一般財源の確保に努め各種補助金・経常経費の見直しなど徹底した行財政改革を実

行し、引き続き健全な財政運営と魅力あるまちづくりを推進するためにも、広域的

な視点から連携強化と調整機能の効率化を図ることが必要と考えます。

町有財産の管理に当たっては、スクラップ・アンド・ビルドを基本に、適切な管

理運営を望みます。

行政改革については、第５次行政改革大綱の推進項目に基づき着実に取り組みが

進められておりますが、更に成果が上がるような各種行政サービスの向上に努めら

れたい。

第５次今金町総合計画をより着実に推進し、住民満足度を高めるために、行政評

価システムを導入したことで、より効率的で質の高い行政、町民にわかりやすい行

政を推進されるよう望みます。

公衆浴場の管理運営については、建築後１６年が経過していることから、今後は

計画的な機材・備品等の更新により、コンパクトで効率の良いものへの転換に努め

られたい。

町民センターは、内部・外部改修を終えて改装されたが、未改修部分の早期解消

と使用されていない部分の活用を図られたい。

、 、あったか団地宅地分譲地については ２６区画中１２区画が販売されていますが

最近は販売実績がないことから、再度ＰＲや手法の検討など完売に向け努力された

い。

町税等の収納率については、平成２３年度決算において平成２２年度と比較して

普通税が０．２２％増、町営住宅使用料が０．０１％増、国民健康保険税が６．４

１％増となっています。

現状では、長引く景気低迷の中でやむを得ない状況もありますが、一般財源を確
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保する上からも、納税意識の向上に努め、新規滞納者の発生防止と地方税滞納整理

機構による大口滞納者の整理も含め、税務住民課を中心に担当課が連携を図りなが

ら、なお一層の徴収に努力されたい。

豊寿園は、利用者の生活環境の改善に向けて多床室の解消のための増築及び施設

の一部改修が行われた。高齢化社会の中でますます必要とされる施設であり、サー

ビスも多様化してきている中で、充実していくことが望まれます。各関係機関と連

携を図りながら取り組みに努めてほしい。

ひかりの里については、園舎も築３８年を経過し、著しい老朽化と利用者の重度

化、高齢化のため生活環境にも支障が生じていることから、障がい者支援施設の建

設が進められている。また、相談支援事業所の利用者も増加しており、その中でも

就労支援に関するものが多く、その対応が急務となっている。

介護老人保健施設については、長期化・高齢化が進んでおり施設利用者も増加傾

向にあり、今後も在宅復帰を目指すという施設の目的を十分認識され、高まる介護

需要に関係機関と連携を密に、質の高い介護支援サービスに努められたい。

国民健康保険病院については、医療制度の改革が進められる中、地域医療を取り

巻く環境は以前にも増して厳しい状況にあります。また、高齢化率が高くなってき

ている現状から、医療分野と介護分野相互の連携による在宅医療の推進など本町の

中心医療機関として、高度で良質な医療を提供し、地域住民の信頼と期待にこたえ

られる病院を目指し努力してほしい。

以上でございます。

〇議長（徳田栄邦君） 次に、産業教育常任委員会所管事務調査報告についてを議題

とし、産業教育常任委員長の報告を求めます。

産業教育常任委員長、村本君。

○産業教育常任委員長（村本照光君） 委員会調査報告。

本委員会所管事務のうち、下記の件について調査の結果を別紙のとおり決定した

ので、会議規則第７７条の規定により報告します。

所管事務調査項目。

１、農林業振興対策事業について。

２、農作物の生育状況について。

３、商工観光振興対策事業について。

４、建設工事の進捗状況について。

５、産業後継者就業実態対策について。

６、簡易水道施設の管理状況について。

７、浄化センターの利活用について。

８、各学校の管理状況について。

９、教育委員会所管施設の管理運営状況について。

調査目的、所管事務調査のため。

調査日程、平成２４年７月２４日から２５日の２日間。
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意見を朗読し、報告にかえさせていただきます。

意見。

今年の農作物の生育状況は、春先の融雪遅れ、その後の好天続きによる干ばつ、

１０月以降の降雨による天候不順など気象変動の大きな一年となりました。

作物別では、米は豊作となりましたが、今金町の基幹作物である馬鈴薯では、収

穫時の腐敗や市場での発芽、また豆類は、悪天候による収穫作業のおくれ、さらに

市場価格の低迷などによる農家経済への打撃が心配されます。

国営緊急農地再編整備事業については、平成２５年度国の概算要求新規着工地区

として登載されたことから、予算づけがなされ本格的に事業が行われます。今後に

おいては、早急に推進体制の充実を図り、実施計画の整備など関係機関と連携を図

り、事業に取り組んでいただきたい。

水田直播については、乾田、湿田の二通りがあり、作業の省力化と規模拡大に適

しており、特に乾田直播は初めての取り組みでもあり、今後の経過に注目していき

たい。

クアプラザピリカの運営状況については、依然として厳しい経営状況下にありま

す。また、食事や宿泊利用の促進など新規事業の企画により努力は見受けられまし

たが、施設本体も年々老朽化が進む中で、一般管理費等の経費節減が一段と求めら

れております。本格的なスキーシーズンを迎え、安全対策の確立とサービスの向上

など、なお一層の営業努力を期待します。

産業後継者就業実態については、農業に関しては依然として多くの実績があり、

これからも就業予定者が見込まれる中、商工業に関しては平成２３年度の届け出は

ない状況ですが、きめ細かな支援等受け入れ体制の充実が図られることを期待しま

す。

公営施設課所管工事進捗状況は、当初計画どおり順調に推移し、事故もなく安全

対策に配慮されたい。町道の維持管理は、これからの冬期間の生活路線確保が最重

要であり、住民生活に大きな影響を与えぬよう万全の体制で対応されたい。

簡易水道施設の管理状況については、平成２４年１０月末の水道普及率は９０．

６％となっており、全町的に安定した生活用水の供給ができるようになりました。

今後、管理には万全を期されたい。

公共下水道は、平成２４年１０月末の加入率は７９．１８％、水洗化率は８０．

８９％になっています。快適な生活を営むためには大変重要な施設であり、豊かな

自然環境を守るためにも、今後積極的な加入促進及び啓蒙活動に期待をします。

浄化センターについては、大雨などの緊急時の対応には万全を期されたい。

教育関係では、今金中学校の特別支援教育の状況については、限られた施設の中

で工夫しながら行われている状況が確認できました。

発達支援センターは、新しい施設で適切な運営が期待されており、学童保育所は

４月の開設に向けて準備に万全を期されたい。

、 。今後においても 今金町の子供たちの健全育成に向けて一層の努力を期待します
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なお、旧幼稚園の跡地利用については、十分検討されるよう望みますし、総合体

育館は、築３６年が経過しており老朽化が進んでいる中で、今後の維持管理・運営

について十分配慮されたい。

以上です。

〇議長（徳田栄邦君） 以上で、調査報告を終わります。

◎日程第７ 委員会報告

〇議長（徳田栄邦君） 日程第７、これより委員会報告を行います。

産業教育常任委員会道内行政視察報告についてを議題とし、産業教育常任委員長

の報告を求めます。

産業教育常任委員長、村本君。

○産業教育常任委員長（村本照光君） 産業教育委員会道内行政視察報告書。

本委員会において、１０月１６日から１７日までの２日間、道内先進地を視察し

てまいりましたので、その概要を別紙のとおり報告いたします。

視察地、ニセコ町「マイクロ水力発電装置システムについて 。」

札幌市 「札幌市浄水場小水力発電について 。、 」

概要、所見等は後でお目通しいただくとして、意見を述べ報告にかえさせていた

だきたいと思います。

意見。

新エネルギーに扱われる「最大出力１０００kW以下」の小水力発電は、用水路や

小川、水道施設などに水車を設置し発電しており、ダムのように河川を分断せず、

環境に大きな負荷をかけない方法で行っています。発電量は少ないが、高低差の水

の流れから常にエネルギーを取り出すことができ、天候に左右されがちな風力や太

陽光と比べ安定性に優れているとされており、この点も注目されています。

また、マイクロ水力発電「最大出力１００kW以下」は、発電規模が小さい割に設

備投資が高くつくこともあって、道内で小水力の有効利用は進んでいない。だが、

発電ダムがつくれない中小河川や既存の堰、農村部に無数にある用水路に水車を取

りつけ小さなエネルギーを線で結べば、膨大な電力となるということで、一部では

導入も検討されています。

水車は、農業用水路の水を上部からかけ流して回すタイプや、川底に沈める箱形

の装置、狭い水路にらせん状の羽根を取りつける形式など５種類あります。

しかし、実験の結果、落ち葉や木の枝の詰まり、積雪、着氷による回転停止、水

量変化による動作不安定といった問題も起きており、効率的、安定的に電力を生み

出す方法が実用化への課題として浮上しています。また、水利権、主任技術者、水

量確保、ごみ対策等の問題解決も必要となります。

以上のことから、マイクロ水力発電に関しては、費用対効果の観点からも現時点

での取り組みは難しいと考えられますが、小水力発電に関しては、高低差と水の流

れを利用して発電するシステムへの取り組みは可能であると感じました。
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今金町の豊かな自然環境の保全と環境負荷の低減を図りながら、将来的にエネル

ギーが社会経済の健全な発展と生活の安定のために不可欠な要素であることを認識

し、脱原発の視点に立って、再生可能自然エネルギーへの取り組みが必要であると

考えます。

以上、ここにかえさせていただきます。

〇議長（徳田栄邦君） 以上で、委員会報告を終わります。

◎日程第８ 同意第１号

〇議長（徳田栄邦君） 日程第８、同意第１号を議題といたします。

今金町固定資産評価審査委員会委員の選任について、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 今金町固定資産評価審査委員会委員の選任に

ついて、提案理由を申し上げます。

平成２５年１月２５日をもって任期満了となります今金町固定資産評価審査委員

会委員について、中野寛氏を再任といたしたく、同氏の選任について地方税法第４

２３条第３項の規定に基づき議会の同意をお願いするものであります。

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。

なお、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。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） （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９ 議案第１号

〇議長（徳田栄邦君） 日程第９、議案第１号を議題といたします。

国営農地再編推進室設置条例制定について、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 国営農地再編推進室設置条例制定について、

提案理由を申し上げます。

国営緊急農地再編整備事業に伴い、基盤整備の支援、充実、向上を図ることに加

え、期成会、農業団体、受益者並びに関係機関との連携を強化し、より一層の事業



-21-

推進に向けた体制を図るため、行政組織に新たに室を設置するため、施行日を平成

２５年４月１日からとして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） 国営農地再編推進室、大変大きな事業であります。今金町土

地改良事業ということを考えると、かつてない規模であります。

先日報告を受けた中では、今金南地区、この中では、特に重点地区において全戸

同意をいただいたということでありました。ちなみに今金南地区で、今、当面積算

された事業費、それから参加戸数、面積、これらが把握されているところをまずご

報告をいただきながら、この国営事業については、全道でも非常に需要の高い事業

であります。しかし、国の予算がどんどん減っていく中では、登載、いわゆる採択

になるまでに大変年月がかかる。今金町においても、計画では昨年採択されるべき

ものが、今年にずれ込んだという経過があります。

あわせて、全道の例えば事例というんですか、どういう地区がどのくらいの規模

でやっているということがわかればお知らせをいただきたい。

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） 議員の質問にお答えいたします。

今金町には草地を含めて約６，０００ヘクタールの耕地面積があり、地形的な要

件により、水田、畑作、酪農畜産、さらには施設園芸等が行われてございます。ご

質問の部分での国営緊急農地再編整備事業、今金南地区でございますが、この地区

につきましては、豊田、金原、八束地区をまとめて今金南地区と称してございまし

て、平成２５年、来年度から事業を行う予定でおります。

ご質問の部分での事業概要でございますが、面積的には１，１８５ヘクタール、

受益戸数、要は事業に参加を見込まれる戸数につきましては１２５戸、事業費はお

おむね１０年余りを想定しましても１８０億円の非常に大規模な事業でございま

す。

また、道内の他の事例等の部分がございましたが、何カ所かわかる範囲でご説明

をいたしたいと思います。他の地区という部分では、北海道にはこの国営農地再編

整備事業、９地区で現在実施されております。また、本州にはほかに１地区ござい

ますので、全国的には１０地区という形でございます。

近傍の比較的近い場所での部分での説明をさせていただきますが、後志管内にあ

る真狩地区、これにつきましては、畑作地帯でございますので、畑、約１，０００

ヘクタールを整備するというものでございます。若干事業費、受益戸数については

不明な部分がありますので、大変申しわけございません。

また、札幌周辺の部分では、長沼町というところで事業が行われてございます。

こちらにつきましては、水田等を中心に区画整理が１，５００ヘクタールほど、ま



-22-

た用水路の新設という部分でも、おおむね７キロメートルの長さの整備が計画をさ

れているという形です。

また、若干旭川に向かいますが、美唄地区というところにつきましては、約１，

３００ヘクタールの水田、これも用水路をあわせて整備をするという形の中で計画

が進められており、また事業も実施をしているというところでございます。

端的に今金の南地区の部分につきましては、水田地帯を例にしますと、現在町内

の水田地帯にある用水路、水を引き込む用水路ですが、非常に老朽化をして早急に

直さなければならない。また、水田等の圃場も水はけが悪い。また、一枚の水田の

面積が小さくて、農作業の効率が悪いというようなさまざま生産性の悪い状況がご

ざいます。これらを解決するために、その手段の一つとして、国営緊急農地再編整

備事業を実施する、取り組んでまいりたいというふうに考えてございます。

この事業を実施するためにも、地域の農業者皆さんの合意により、用水路や排水

路の整備、そして、水田一枚の面積を現状から３倍、４倍に大きくするなど、こう

いった部分での農地を始めとした基盤を整備するものでございます。

内容的には、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） 今日は今金中学校の生徒さんたちを始め、傍聴の方がたくさ

ん来られております。今金町がこれから大変大きな事業に取り組むんだということ

を、まずご認識をいただきたい。

、 、 、 、それから 今は今金南地区 これ利別川を挟んで南側が今金南地区 それから北

これ北地区というのはこれから採択を目指すということでは、全体計画で言うと大

変大きな事業になります。今で言われる１，１８５ヘクタール、全道で見ても１，

０００から１，５００ヘクタールの事業取り組みのところを、これから北地区も含

めるともっと大きくなる。事業費が１８０億、地元負担が７％、町が４％の受益者

が３％、こういう仕組みで取り組まれるわけですよね。

採択されて来年から着工ということでは、車で言うとボディができたということ

。 、 。です この今提案されている推進室を設置するということは これエンジンですよ

どうこの事業を進めていくかということが、これから問われていくわけです。１８

０億の事業を約１０年間で行う。今金町の負担は受益者も入れて７％、これによっ

て農業生産を拡大していく。農業の町今金町が、もっともっと力をつけるためにと

いうことであります。

そこでお聞きをします。エンジンの部分、いわゆるこの推進室の体制がどうなる

かということがこれから問われていくわけでです。今金町から推進室に今度は専従

になるわけですよ。さまざまな業務がある中で、今度は専従で国営を推進していく

わけです。この推進体制をお知らせいただきたいと思います。

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） 推進体制につきましては、農業関係４団体による協

定を締結し、推進本部を設置してまいりたいというふうに考えてございます。その
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推進本部の下に事務局体制をとり、そこには今回提案をしてございます町の推進室

の職員、並びに今金町農協の職員、また狩場利別土地改良区の職員、また非常勤と

して農業委員会の職員、そういうような形での体制を現在考えてございまして、そ

の部分での業務を担っていくという考えでございます。

〇議長（徳田栄邦君） 課長、推進室の体制がどうなるのかという質問ですから、答

弁し直してください。

産業振興課長、宮本君。

○産業振興課長（宮本 彰君） 推進室の業務という部分では、国営緊急農地再編整

備事業の調査、また総合調整という部分、あわせまして事業の事業推進、これらを

事務として行います。

また、事務局の推進室の中にもグループ制をしきながら、その事務的にも事業推

進、事業計画の推進、地区調査または換地業務、そして国公有地等の払い下げ、そ

ういった部分での総括的な業務を担っていくという形になります。

また、体制的には室長のほかに関係職員を配置する予定で考えてございます。

〇議長（徳田栄邦君） 山崎君。

○２番（山崎 仁君） この設置をする条例については、異論があるわけでありませ

ん。逆に心配なところがあります。ということは、今金町の、今、役場職員、定員

定数で管理をされております。産業振興課の定員もあります。これが室を設置する

ことによって、人員体制が変わるのかなという気もするわけですよ。いわゆる国営

農地対策で専従になるわけですし、今金町には国営農地以外にも、体質強化事業、

これは今年と来年、２年間で対応する。いわゆる土地改良事業が今金町役場本体の

中に残るという、いろんなことが想定をされます。人員体制を考えると、非常に難

しいのかなという気がするんですけれども。

設置をするのはいいです。これはもう大いにエンジンとして活躍をしていただき

たい。しかし、土地改良事業は産業振興課に残る、いろんな兼ね合いがあると思う

んですよ。その辺を十分協議をしながら、これ来るべき機構改革になるのか、人事

異動も含めて大変大幅なものがあるのかなと思うんですけれども、十分な協議、検

討、それから強力な推進エンジンとなっ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） 副町長、清水君。

○副町長（清水 寛君） 十分な協議、検討をして、そして役目を果たせという議員

のお話であります。最もでございます。そのとおり進めていかなければ、せっかく

室を設置する意味もございません。

また、議員の質問の中で、町としては定員の定数という話もございました。ご承

知のとおり、平成１７年から国の方から示されました定員適切化計画、これが平成

２３年までたがをかけられておりましたが、２３年で一応終わっておりますが、最

少の人員をもって最大の効果を上げろというのが定員適正化計画であったと思って

おります。しかし、ご承知のとおりなかなかこの現況の中では人員も乏しくなって
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きているという現況もありますので、退職者の一部補充という形の中で進めてまい

りましたが、しかし、現況に合った中での定員を確保するため、昨今は努めている

部分であります。

推進室、そして産業振興課に残します土地改良事業等の万全を期するという部分

についても、これらの中で人員を確保しながら図ってまいりたいと思っております

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１号 国営農地再編推進室設置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） ご異議がないでの、議案第１号 国営農地再編推進室設置条

例制定については、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５６分

再開 午後 ０時５９分

〇議長（徳田栄邦君） 休憩を閉じ、開議いたします。

◎日程第１０ 議案第２号

〇議長（徳田栄邦君） 日程第１０、議案第２号を議題といたします。

今金町職員の給与に関する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 今金町職員の給与に関する条例の一部を改正

する条例制定について、提案理由を申し上げます。

平成２４年、国の人事院勧告に基づき、５０歳代後半層における昇給制度の改正

、 。について 所要の改定を行うため本条例の一部を改正しようとするものであります

この内容につきましては、５５歳を超える職員について、勧告による現行では勤

務成績が標準、良好の場合は２号の昇級と定められており適用してまいりました。

今回の改正により、標準の勤務成績では昇級をさせないことで勧告がありましたの

で、実質的には５５歳を超えたものの昇級を抑制する内容であります。
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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２号 今金町職員の給与に関する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 今金町職員の給与に関する

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１１ 議案第３号

〇議長（徳田栄邦君） 日程第１１、議案第３号を議題といたします。

、 。今金町立学校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３号 今金町立学校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。

今金町立美利河小学校については、平成２４年度をもって閉校とするため、名称

及び位置について削除することでの所要の改定を行うため、本条例の一部を改正す

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。

（ 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 今金町立学校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３号 今金町立学校条例の一部を

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。
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◎日程第１２ 議案第４号

〇議長（徳田栄邦君） 日程第１２、議案第４号を議題といたします。

今金町学童保育所設置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４号 今金町学童保育所設置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。

学童保育所の施設新築に伴いまして、現行の学童保育所等の施設位置の変更を行

うことと、さらには児童福祉法に係る引用箇所を整理するため、所要の改定を行う

ことで本条例の一部を改正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 今金町学童保育所設置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４号 今金町学童保育所設置条例

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１３ 議案第５号

〇議長（徳田栄邦君） 日程第１３、議案第５号を議題といたします。

今金町国保病院使用料及び手数料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５号 今金町国保病院使用料及び手数料条例の一部

を改正する条例制定について、提案理由を申し上げます。

第２条については、改正前の第２号の老人保健法の規定以下の項目を削除し、第

１号と第３号をまとめて改正後の第２条にしようとするものでありますが、ここで

おわびを申し上げます。

ご承知のとおり、老人保健法につきましては平成２０年４月に廃止となっており

ますので、この条例については速やかな改正が必要でございました。おくれまして
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今回の改正となりましたことはまことに申しわけございません。今後十分気をつけ

てまいりますので、よろしくお願いをいたします。

次に、別表の関係でありますが、医師住宅建設に伴いまして、看護師寮及び職員

住宅を解体したところであります。このことにより、別表の使用料規定に登載して

おります職員住宅及び看護師宿舎の使用料の項目を削除するものであります。

ご審議いただき議決賜りますよう、どうぞ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５号 今金町国保病院使用料及び手数料条例の一部を改

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５号 今金町国保病院使用料及び

手数料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１４ 議案第６号

〇議長（徳田栄邦君） 日程第１４、議案第６号を議題といたします。

財産の交換・譲与・無償貸付等に関する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６号 財産の交換・譲与・無償貸付等に関する条例

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。

地域主権改革一括法の施行により、地方公共団体の国などに対する寄附を原則と

して制限していた健全化法の規定条文が削除され、地方公共団体の自主的な判断に

委ねることと改正されたため、普通財産の譲与または減額譲与、無償貸付または減

額貸付ができる者に国を新たに加えることとして、本条例の一部を改正するもので

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。

（ 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。
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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６号 財産の交換・譲与・無償貸付等に関する条例の一

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６号 財産の交換・譲与・無償貸

付等に関する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１５ 議案第７号

〇議長（徳田栄邦君） 日程第１５、議案第７号を議題といたします。

中里頭首工の管理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７号 中里頭首工管理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。

本条例も、地域主権改革一括法の施行の施行により、土地改良法の一部改正に伴

って同法を引用する規定が新設された部分があり、本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、どうぞ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７号 中里頭首工管理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７号 中里頭首工管理条例の一部

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１６ 議案第８号

〇議長（徳田栄邦君） 日程第１６、議案第８号を議題といたします。

町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例の一部を改正する条例制定につ
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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 町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する

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。

本条例につきましても、地域主権改革一括法の施行により、土地改良法の一部改

正に伴って同法を引用する規定が新設されたことと、土地改良事業に係る完了公告

については市町村自らが行うことと改正されたため、本条例の一部を改正するもの

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。

（ 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８号 町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

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８号 町営土地改良事業の経費の

賦課徴収に関する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１７ 議案第９号

〇議長（徳田栄邦君） 日程第１７、議案第９号を議題といたします。

今金町国営土地改良事業負担金等徴収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９号 今金町国営土地改良事業負担金等徴収条例の

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。

本条例につきましても、地域主権改革一括法の施行により、土地改良法施行令の

一部改正に伴い引用箇所や規定内容について整理するため、本条例の一部を改正す

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。

（ なし」の声あり）「
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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９号 今金町国営土地改良事業負担金等徴収条例の一部

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９号 今金町国営土地改良事業負

担金等徴収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１８ 議案第１０号

〇議長（徳田栄邦君） 日程第１８、議案第１０号を議題といたします。

今金町廃棄物の処理及び清掃に関する条例を廃止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１０号 今金町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

を廃止する条例制定について、提案理由を申し上げます。

本条例につきましても、地域主権改革一括法の施行により、廃棄物の処理及び清

掃に関する法律が改正されました。このことについて条例を精査をいたしてまいり

まいしたが、当該事務につきましては、せたな町との共同事務として一部事務組合

において全般的に処理をしており、構成町における規定が不要であることが判明を

いたしましたので、本条例を廃止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） 同様のものが衛生センター組合でもう既に制定をされている

ということで、これを廃止するというのはこれは理解をします。

ちょっと一点わからないので教えてほしいんですけれども、し尿等の処理に関す

。 、 、る条例ってありますよね その中で 附則に今廃止しようとする条例が入っている

附則の中で。これは整理しなくていいんですか。

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） し尿に関する条例につきましては、ＭＩＣＳ

事業の開始に伴って新たに制定をした経過かと思います。それで、し尿につきまし

ても廃棄物というとらえの中に含まれておりまして、ＭＩＣＳ事業が始まる前は、

ご承知のように衛生センターの方でし尿の処理をしておりました。それで、当時今
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金町の条例の方の廃棄物の定義の中に、し尿という用語が用いられておりましたの

で、附則においてそのし尿の用語を削除する旨の改正をしました。そのことが経過

として附則の中に残っている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） ちょっと今のは違うんです。し尿を廃止したというのは、Ｍ

ＩＣＳ事業に伴って組合では廃止をしたわけですよ。今金町の中には、し尿等の処

理に関する条例の中で、浄化槽を設置する業者の届け出等がうたわれている。この

条例です。この附則の中で、今廃止しようとしている廃棄物の処理及び清掃に関す

る条例（昭和５０年今金町条例第１０号）の一部を次のように改正するという文言

が入っているんです。今の廃棄物に関する条例を廃止をしたときに、条例第２１号

の中に第１０号の言葉が入っている、これもあわせて整理をしなければならないん

じゃないですかということを聞いているの。

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） 今ご指摘のところにつきましては、今金町し

尿等の処理に関する条例の附則の第３項のことかと思いますが、ここに附則で読ま

れているのは、先ほど言いました、このし尿の条例の制定にかかわって廃棄物の処

理の条例の一部を改正するということの経過を残したものでありますので、このし

尿の処理の条例が制定をされて、それに伴って廃棄物の条例の改正が終わったこと

で、その効力はもう終わっているというふうに判断されますので、あくまでもこれ

は改正の経過が残っているということでありますから、ここの部分を、し尿の処理

の附則の部分を削除をするということにはならない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） 条例、規則、規約、例規集に基づいて町政運営ってされてい

るわけですよね。今いう、これが廃止をすることによって効力は失うというのは、

これは今聞いてわかりました。

先ほど来、いろんな条例改正が廃止も含めてあったんですけれども、これ以前か

ら条例に関しては精査を進めているということがありました。今から数年前ですけ

れども、これを機会に条例すべて見直しをして、必要かそうでないか、いわゆる改

廃を含めて見直すということがありました。それ以来、きょうの提案されている条

例を含めてもっと早くやった方がいいんじゃないのかと、早く気がつかなかったの

かということが多々あります。

たまたま今のもそうであります。これは組合で処理をしているのはもう何年も前

からやっているわけですから、これは整理するというのはそのときにもできたのか

という議論にもなりますけれども、できればこれからより事務方として精査を進め

、 、ながら 改廃も含めて大いに積極的な対応を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） 副町長、清水君。

○副町長（清水 寛君） おっしゃられるとおりでありまして、まことに申しわけご
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ざいません。先ほどの議案第５号につきましても同様でありますし、本条例につき

ましても、となり町では持っていないということで、どうしてうちの町だけ持って

いるのかというような部分もございます。それらについての当初のいきさつについ

ては、ちょっとまだわかり得ない部分があるといいながらも、条例は今金町の町を

運営していく上の根幹の法律でありますので、十分今後も気をつけて遺漏のないよ

うに取り組んでまいりますので、どうぞよろしくお願いします。本当にご迷惑をお

かけして申しわけございません。

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１０号 今金町廃棄物の処理及び清掃に関する条例を廃

止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１０号 今金町廃棄物の処理及び

清掃に関する条例を廃止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１１号

〇議長（徳田栄邦君） 日程第９、議案第１１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６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１１号 平成２４年度今金町一般会計補正予算（第

６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５，２９４

万６，０００円を減額し、予算の総額を歳入歳出それぞれ４９億１，４１４万７，

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ページです。

９款地方交付税において２億８，９５１万３，０００円の追加は、額の確定に伴

って財源として留保していたものを財源充当するものであります。

１３款国庫支出金において６，２３６万８，０００円の減額は、１項国庫負担金

における障がい者自立支援給付費負担金２，０５７万７，０００円と、２項国庫補

助金における社会資本整備総合交付金４，４５３万８，０００円のそれぞれ減額が

主であります。

１４款道支出金においては７０万７，０００円の減額でありますが、１項道負担
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金において国庫と同様に障がい者自立支援給付費負担金１，０２８万８，０００円

の減額と、２項道補助金で地域づくり総合交付金１，０３０万円の追加が主であり

ます。

１７款繰入金において２億９，０１３万８，０００円の減額は、減債基金で１億

２，４８７万４，０００円、公共施設整備基金繰入金で１億６，６４３万１，００

０円それぞれ減額が主であり、財源補正であります。

１９款諸収入で９７１万３，０００円の追加は、４項雑入における新たな難視対

策事業費補助事業助成金が主であります。

２０款町債において１３０万円の減額は、土木債においての雪寒機械購入事業債

１，５００万円の減額を主として２，１２０万円の減額と、衛生債において浄化槽

設置整備事業債２，２２０万円の追加が主となります。

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１，４１７万５，０００円の追加は、１項総務管理費におい

ては辺地共聴施設整備事業費補助金９９７万５，０００円の追加、３項戸籍住民基

本台帳費では住民基本台帳ネットワークシステム機器更改委託料４４１万円の追加

でなどが主であります。

３款民生費において１，５６９万２，０００円の減額は、１項社会福祉費におい

て１，３５４万２，０００円の減額が主であり、国保事業勘定繰出金では１６３万

， 、 ， ， 、１ ０００円 介護老人保健施設特別会計繰出金ででは１ ８６３万６ ０００円

それぞれ追加でありますが、障がい者特別対策費における扶助費では、年度内給付

費の精査により３，５３５万３，０００円が減額となっております。

また、後期高齢者医療費では給付費負担金４００万４，０００円追加となってお

ります。

４款衛生費において２，２０４万９，０００円の追加は、１項保健衛生費におけ

る国保施設勘定への繰出金２，６９２万円の追加が主であります。

８款土木費において７，０５０万円の減額は、２項道路橋りょう費において６，

８５１万円の減額が主であり、雪寒機械購入費４，７４０万円の減額と道路新設改

、 、 ，良費において 八束高台線 中央通線の調査委託料を始め工事請負費等において２

０５９万４，０００円の減額となっております。

次に、第２表の地方債の補正についてでありますが、４ページをお願いします。

１号の変更であります。起債の方法、利率、償還の方法については変更がありま

、 、 。せんので省略をさせていただき 起債の目的 限度額の変更について申し上げます

雪寒機械購入事業債１，５００万円をゼロに、イマヌエル通線交付金事業債９６

０万円を８４０万円に、八束高台線交付金事業債１，２５０万円を１，２４０万円

、 ， 、 ，に 中央通線交付金事業債１ ３６０万円を８７０万円に 消防施設整備事業債３

４００万円を３，１７０万円に、計を３億７，０４０万円を３億４，６９０万円に

それぞれ改めようとするものであります。

次、２号の追加につきましては、５ページをお願いします。
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起債の目的は浄化槽設置整備事業債であります。限度額は２，２２０万円、起債

の方法は普通貸借又は証券発行、利率は年５％以内、償還の方法は、政府資金につ

いては、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものに

よる。ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還

もしくは低利に借換えすることができるとしております。

この事業の追加により、今年度の地方債の計を３億６，９１０万円としたもので

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。

質疑は歳出より款ごとに行います。

１款議会費の質疑を行います。２１ページです。

（ なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） 議会費の質疑を終わります。

２款総務費の質疑を行います。２２ページから２８ページです。

村瀬君。

○１１番（村瀬 広君） ２４ページになりますか、共聴施設の整備事業があります

けれども、町長の行政報告の中で、美利河別地区の３世帯が国の対策計画によって

ということなんですけれども、あわせてこの報告の中では残り美利河・花石地区４

世帯、それから奥種川となってございますけれども、これらの難視聴の地帯は、同

じ時期に、例えば国に対してのこういう要請をしてきて今回この美利河別地区が対

象になったのか。それとも、残りの地区については、順次同じような要望を出しな

がらも年次計画で次の計画があるのかどうか、お知らせいただきたいと思います。

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 地上波デジタルへの移行対策につきましては

２２年度から２３年度にかけて順次行ってまいりました。その中で、いわゆる受信

点、アンテナを立てる位置が見つからない世帯については、暫定の衛星放送という

ことで暫定的な対策をとってまいりました。それが今回補正をお願いしています美

利河別地区の３世帯、それから今の行政報告にも載せていただきました、美利河・

花石地区の４世帯と奥種川の４世帯、以上が今対策をまだとれないでいたところで

あります。

美利河別地区につきましては、受信点そのものは見つからないのでありますが、

美利河のＮＨＫとの共同の受信施設がありますので、そこから電波供給を受けると

いうことがこの度国の対策計画に盛り込まれましたので、そのことに伴ってこの度

の予算化ということになります。

残りの美利河・花石地区と奥種川地区につきましては、かなり広い範囲で受信点

を探すことをこの間進めてまいりまして、これは国の方で今行っているんですが、
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候補地が出てまいりました。ただし、そういう状況でありますので、１年間を通じ

て受信状況がどうであるかということを今調査をしている最中であります。その結

果をもって、年間通じて安定して電波が受信できるということであれば、この後の

国の対策計画に登載がされる。そうすると、その後に事業が進められるという流れ

になりますので、ご理解をお願いしたいと思います。

〇議長（徳田栄邦君） 村瀬君。

○１１番（村瀬 広君） 難視聴対策については理解いたしました。

次に、２３ページの財産管理費の備品購入費ありますけれども、消火器の購入を

計画していたところ、２７０万円ほどの減ということでは、当初予算から見ると大

幅に減らしての数字かなと見ているんですけれども、内容的にはどういうこの減額

になっているのか、お知らせいただきたいと思います。

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） 消火器の入札につきましては、これは執行残という

ことになりますけれども、町内業者８社による入札を執行いたしました。これは庁

舎分ととしべつ分と消防分を含めて一括で入札を行った結果、執行率３４．７６％

という、８月３１日に執行したんですけれども、３４．７６％という結果でござい

ます。

当初予算で見積もりを取ったときに、１本当たりどれくらいで入りますかという

。 、 、ような見積もりの取り方をしてございました その関係で 実際に入札したところ

そのような低い金額で落札ということになりましたので、執行残が多く生じたとい

うことでございますのでご理解をお願いしたいと思います。

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） 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。２９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） 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。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） 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。３６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。３７ページから４０ページです。

村本君。

○９番（村本照光君） ここの農業費ですけれども、毎年農業費の予算が減ってきて

いまして、今年の支出に対する農業費の割合も極めて低くなっているという感じが
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します。基幹産業を農業とする今金において、このような予算の下がり方について

は、やはりちょっと疑問を感じる点もあるんですけれども。数年ずっと下がってき

ているこの要因、それから全体の予算に占める農業費の割合ですね、この数値をど

ういうふうにとらえておられるのか、それをお聞かせ願いたいと思います。

〇議長（徳田栄邦君） 暫時休憩いたします。

休憩 午後 １時３６分

再開 午後 １時３７分

〇議長（徳田栄邦君） 休憩を閉じ、開議いたします。

村本議員、もし違う角度で質疑するのなら質疑していただいてもいいし、もしあ

れでしたら、前の発言を取り消されるようお願い申し上げます。

○９番（村本照光君） それでは、先ほどの発言を取り消したいと思います。

〇議長（徳田栄邦君） 他にございませんか。

山崎君。

○２番（山崎 仁君） ３８ページ、北海道土地改良事業団体連合会負担金が２１万

３，０００円であります。これの中身を教えてください。

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） ただいまのご質問でございますが、これにつきまし

ては、農業体質強化基盤整備促進事業に対する北海道土地連からの賦課金という形

でございます。今回の平成２４年度からのこの農業体質強化基盤整備促進事業、こ

れにつきましては、土地改良事業という観点から、北海道土地改良事業団体連合会

が賦課金を徴収する事業という位置づけに基づいて賦課金を請求してきているもの

でございますので、それにより今回補正で計上させていただきました。

〇議長（徳田栄邦君） 山崎君。

（ ） 、 、○２番 山崎 仁君 考え方なんですけれども もともと体質強化事業というのが

農業者自ら施工するのもＯＫだという、これがいつの間にかどんどんどんどん基準

が決められていった。決められていった中で、土地連に対する賦課金、これいいか

悪いかというよりも、体質強化に対する取り組みとして、どうも最初の趣旨と変わ

ってきているんじゃないかなという気がする。初めは自主施工が全くよろしいよと

いうことが、どんどんどんどん今度は会計検査の対象になるような話まで出てきて

いる。土地連もここに入ってきて、賦課金が必要。これ仕事に従事してもらえば、

これは当たり前だと言われればそれまでなんですけれども、考え方が。

もう一つあわせて、これは、じゃ、来年度もかかるという考え方で今回盛ってい

るわけですか。

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） この事業で、来年度の部分についても賦課がかかる

ということで、こちらの方は理解しております。
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〇議長（徳田栄邦君） 副町長、清水君。

○副町長（清水 寛君） 前段の部分について、私の方からお答えします。

議員のおっしゃるとおりであります。最初は非公共事業という形で、受益者、民

が自ら施工するという話でこの事業は降ってわいたわけであります。しかし、それ

らを施工する中で、指導機関である北海道の方から、町がかかわり、そして受け皿

というんですか、例えば交付金等の経過をしていく流れだとか、いろんな部分を町

が責任を持ってかかわりなさいというような指導が入ってまいりました。現実的に

は、私たちとしては非常に納得のいかない部分でありますが、その言いわけの中に

は、先ほど議員もおっしゃいました会計監査の対象になると、民に任せっぱなしで

あると補助金の返還があっても道は責任を持てませんよというのが切り口上であり

ました。全く納得がいかないのでありますが、しかし、この事業としては進めなけ

ればなりません。ですから、私たちもその部分については、やむを得ざる仕儀とし

て積極的に手をかさざるを得ないという部分でありますのでご理解を賜りたいと思

います。

この土地改良事業団地の賦課金でありますが、これは機関決定された上で私たち

の方に来ている部分であります。これも納得のいかない部分ではありますが、やむ

を得ざる部分なのかなということでご理解を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。

上村君。

○６番（上村義雄君） ４０ページの森林整備地域活動支援交付金の減額になってお

りますが、その交付金が減額になる要因、またどういうことでもってそういう交付

金の減額になったのか、そこらあたりをお知らせいただきたいと思います。

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） ご質問の森林整備地域活動支援交付金につきまして

は、森林所有者自らが行う施業区域の明確化、歩道の整備等に対して１メーター当

たりの交付金が支払われるという形で、これは国、道の補助７５％を持ち、合わせ

て残りの部分、町の補助を充てるという形でございます。

今回減額につきましては、当初３，７８３ヘクタールほどの事業量を見込んでい

たわけでございますが、内示を受けた部分では、およそ３５０ヘクタールほどの事

業減という形に伴います減額でございます。

〇議長（徳田栄邦君） 上村君。

○６番（上村義雄君） ３，７８０ヘクタールのうち３５０ヘクタールが減額になっ

。 。た それでこの部分の交付金の返還という形というふうにとらえてよろしいですか

〇議長（徳田栄邦君） 暫時休憩いたします。

休憩 午後 １時４４分

再開 午後 １時４５分
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〇議長（徳田栄邦君） 休憩を閉じ、開議いたします。

産業振興課長、宮本君。

○産業振興課長（宮本 彰君） 議員おっしゃるとおりです。

〇議長（徳田栄邦君） 上村君。

○６番（上村義雄君） 補助申請は活動の交付申請を出して、採択になったのは減っ

たからということでございましょうけれども、実際に林業の部分で大きく、これは

今金だけでなくて、檜山管内全体に林業関係、そういう部分では非常にマイナスの

状況になっている。それは町長もご承知のとおり、森林組合そのものも存続に関し

ての非常に厳しい状況になってきているという現実があるわけですけれども。

そういう面で、その下の方の林業事業の町有林の部分でも、応分の町でもって助

成措置、また町有林の伐採等の委託を図っているという現実がありますけれども、

そういう中にあって、今金町全体の中では、農地以外の部分では林業というのは非

常に大きな分野を占めているわけです。その中で、なかなか林業の分野が、これは

社会情勢の中でもっていたし方ないのかもしれませんが、やはり林業で暮らしてい

る人方もいるわけですから、それの成り立つ方向で、町の林業指導の部分でもっと

力を入れていける方向性、補助金を削除、返還しなくても済むような方向性ができ

ないものかどうか、そこらあたりをお伺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 森林 林業関係につきましての実態は 議員ご承知のとおり

非常に難しい、厳しい状況になっているわけであります。

とりわけ国内における、国内産の材の需要、需給が全くないということが一つあ

って、高いと。逆に、今でも外国からの材が輸入されていて、どうしてもそちらの

方にとられてしまっている。いろいろ国も道も手を打って、今金町もそうですけれ

ども手を打って、何とか材を出そうということでは進めているわけでありますけれ

、 、 、ども 森林組合を主体とした中で さまざまな事業を行っているわけでありますが

どうも最近目にして、私も随分道含めて国の方には要請はしているんですが、単価

が合わないんですね。単価が合わない。

ご承知のように、従前は間伐でも、切ったらそのままで間伐の経費は入っていた

わけでありますけれども、この木に、最近でありますけれども、切った木は全部搬

出しなさいと、出しなさいということが付加されているわけです。それが前提条件

になっているわけであります。そう考えた場合に、出すのに非常にお金がかかるん

。 、 、 。です 土場まで出す経費が大変で 国が 道が言う単価には全く合わないんですね

そう考えた場合に、山林所有者はそこまで手を出せないということが大きなネック

になっていると。

加えて、出したのはいいけれども、材として売れていかないということになって

いるわけであります。北海道的には、地区の需要もあって、本当に上川だとか向こ

うの方についてはそれなりの潤沢な材があるわけでありますけれども、それ以外の

道内においては、非常に材の確保がならないと。なぜかといいましたら、単価が合



-39-

わないものですから出さないというのが実態であるわけであります。この辺の単価

の要望をしているわけでありますけれども、なかなかその状況が改善できないと。

毎年であります。議会の方にも提案しておりますけれども、毎年林業の関係の補正

は減額をしているんです。期待として、希望として取り上げながら進めているんで

すけれども、実態として単価が合わないので手を挙げていただけないと。手を逆に

おろすという方々が多いものですから、そういう状況になっていると。

今、道の方にもいろいろ相談しています。何とか道の方も対策を講じるというこ

とで、間伐材の搬出をしない材を何とか搬出する方法を目的とした手法が何かない

かということで、いろいろ相談をしているわけでありますけれども、ある程度の要

綱みたいなものはつくりつつある情報を私いただいておりますけれども、それにし

ても単価が合うのか合わないのかなということが一点あります。

もう一点は、これにあわせて、今金町はまだ日本製紙のチップ工場がありますの

で、材料を出せる状況にあるわけでありますけれども、製材として使えない木の行

く末というものを考えた場合に、非常に難しい状況にあるので、以前議会にもお願

い申し上げましたように、日本製紙のチップ工場の存続について一生懸命努力して

。 、 、いると せめて近くにあることによって 単価も当然低くなるわけでありますから

そういう努力をしながら、何とか搬出に向けた取り組みをしていきたいなと思って

います。

ただ、作業道だとかさまざまな工事については、一定程度何とかなりそうだとい

、 、う状況がありますけれども その際もやはり搬出材が必ず伴うわけでありますから

その辺の大きなネックがこういう事業費の、せっかく計画しても減額しているとい

う状況にあることもご理解いただきたい。

細かい数字については、課長の方から説明させます。

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） さきの答弁で訂正をさせていただきます。

当初の予定面積に対して、おおむね４００ヘクタールの減少でございます。これ

につきましては、組合側からの申請に基づいての事業費確定ということでの減額で

ございますので、その点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。

向井君。

○３番（向井孝一君） ３７ページの農業委員会費の中で、農地基本台帳のシステム

改修、追加が２１万円あるんですけれども、この農地基本台帳のシステム化を行う

ことによって、どういう流れで今金町の農地管理というのをしているのか、ちょっ

と内容をお聞かせいただきたいと思います。

〇議長（徳田栄邦君） 農業委員会事務局長、尾崎君。

○農業委員会事務局長（尾崎克之君） システム改修についてのご質問でございます

が、今、委員会の資料をお持ちでしたでしょうか。農業委員会の資料が常任委員会

。 、時にお配りしたものであります その３ページをごらんいただきたいと思いますが
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ここに農地基本台帳のイメージ図ということでカラー刷りのものを示してあると思

いますが、このような形で一筆ごとの農地の管理を行っております。

この度、戸別所得補償制度に絡みまして、規模拡大加算の仕組みができました。

その要件はいろいろあるのですが、大きな要件の一つに、６年以上の利用権の設定

が義務づけられました。そういうことで、この農業委員会資料の中段あたりの表で

ございますが、その対象農地につきまして、このような着色をされまして、一目で

その対象農地だとわかるように、例えば人事異動等でかわった後の者が、その６年

間の継続の義務化というものをわからないまま提出されたりすることがないよう、

このようなシステムに変更するというものでございます。

以上です。

〇議長（徳田栄邦君） 向井君。

○３番（向井孝一君） このことは終わります。

別な質問をいたします。先ほど同僚議員の方からも、林業問題で質問がございま

、 。したけれども 造林業事業費ということでいろんな委託をされているわけですよね

その中で、以前、町長だと思いますけれども、今金町の山林の町外の人たちの地権

者、それを調査してという話をされた経過があったと思います。そのことをどの程

度調査が進んでいるのか。

あるいは、森林組合に対してそういう部分を委託しておられるのかどうか。その

辺のことをちょっとお聞きしたいと思います。

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） 今、手持ちに資料等がございませんので、正確な部

分はちょっとお答えに窮してしまうかなと思いますけれども、一応町内の森林所有

者、そして不在村の所有者という形での民有林の面積、そういった部分は以前に把

握をしてございます。

ただ、今回、今年度の事業の中で、森林所有者の情報システムという部分、導入

をかけている最中でございますので、そういった部分、林班図、そして所有者のデ

ータ、そういった部分を細かく整備をした中で、最新の情報という部分をお知らせ

することもできるかというふうには思っております。

以上でございます。

〇議長（徳田栄邦君） 向井君、補正予算には直接関係ございませんので、できれば

不在地主の問題につきましては、当初予算のときの予算化になったときにご質疑願

いたいと思います。

○３番（向井孝一君） わかりました。

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。４１ページです。

村上君。
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○１番（村上忠弘君） 委託料の中で、ピリカ索道の委託料が２３４万１，０００円

ですか、減額になっていると。当初６４８万９，０００円だったと思うんですけれ

ども、これは要するに契約業者との単価の見積もり合わせのずれだとか、そういう

ことでの減額になったのか、その辺ちょっとお聞かせください。

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） こちらの委託料の減額につきましては、当初予算の

部分で、昨年のこの同時期の部分での修繕にかかる見積もりを徴した中での予算計

上をいたしました。その後、施設整備の点検業務を見た中で、かなり整備を省くこ

とができる、延命の部分ができるというような形での、改めて見積もりを了してご

ざいます。

そういった部分を踏まえて、今回業務委託の分での入札を行った結果でございま

すので、当初予算に比べて大きく金額を減額することができたということでござい

ますので、入札残という形ではございません。

〇議長（徳田栄邦君） 村上君。

○１番（村上忠弘君） 要するに一番心配されるのは、安全対策だとかそういった部

分できちっとしたメンテナンスがされているのかどうかというところなんですよ

ね。その辺はどうなんでしょうか。

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） これはピリカスキー場の索道施設、リフトの関係で

ございます。それで当初の修繕、業務委託という部分になりますが、これについて

は、より安全性を持っての修繕が望ましいという部分で見積もりを了してございま

す。その後、整備点検を行った部分で、ここの部分についてはまだまだ延命という

か、交換も必要としない、そういった部分での改めての見積もりを徴した中で、金

額が落ちたという部分での減額でございますので、その点でご理解いただきたいと

思います。

○１番（村上忠弘君） 安全性だとかは大丈夫ですか。

○産業振興課長（宮本 彰君） もちろん索道の専門業者という形で、安全対策、そ

ういった部分については、リフトの部分では十分万全を期しているという形で対応

してございます。

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） 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。４２ページから４６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。４７ページです。

村上君。

○１番（村上忠弘君） 檜山広域行政組合の負担金が大きく減額されているようであ



-42-

りますが、その減額理由を教えてください。

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） お答えいたします。消防署経費、消防団経

、 、 、 、費 消防施設費とありますが 消防署経費につきましては 消防署の職員の人件費

旅費、需用費、備品購入としまして、救助用の備品、それから消火器、先ほど総務

財政課の方からも説明ありましたが、消火器の更新等々がありましたが、そういた

ものの実績精査と執行残等々によるものが主なものであります。

非常備消防費につきましては、分団の関係の経費になりますが、これにつきまし

ては、消火器、分団の建物、それから車両の消火器の購入の執行残であります。

消防施設費につきましては、消防の資機材の関連の経費でありますけれども、大

きくは高規格救急車、これの購入に伴います執行残が主なものでありまして、あと

はエンジンカッターの更新ですとか、それから貯水槽、これは共済組合の横にある

貯水槽ですが、こちらの配管の腐食のための修繕費等々の精査によりまして減額を

するものであります。

〇議長（徳田栄邦君） 村上君、よろしいですか。

○１番（村上忠弘君） はい。

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） 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。４８ページから５３ページです。

上村君。

○６番（上村義雄君） ５０ページ、５１ページのスクールバス運行委託料が追加に

なっておりますが、その状況、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） お答えいたします。

スクールバスの運行の委託料なんですけれども、その前段で、この要因となった

ことにつきましては、前ページ事務局費で職員手当、嘱託手当で１２６万５，００

０円を減額させていただいております。この中で、スクールバスの運転手が体に故

障を生じたと、けがをして入院加療が必要となったということが発生しまして、ま

ず嘱託手当を２カ月分落とさせていただいております。その代行といたしまして、

スクールバスを使って子供たちの輸送関係を行ったというものでございます。

内訳としましては、５０ページの小学校費の教育振興費プラス５１ページの中学

校費の教育振興費、トータル１６３万３，０００円でございますが、小中学校の神

丘地域のスクールバスの運行が８０日分、合わせて、これから予定されておりまし

たスキー授業が学校であります。その分が１６日分。休む間の土日の授業で、団体

の研修ですとかさまざまな研修で大型のバスを使いますので、その運転にかかる日

数分ということで１６３万３，０００円を計上いたしまして、小学校、中学校の児

童生徒のスクールバスの割合ですとか、スキー授業の割合からそれぞれ案分をいた
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しまして、トータル１６３万３，０００円のうち６６．６％の１１１万２，０００

円を小学校費、残りの３３．４％を中学校費にということで、今回補正予算を計上

させていただいたところでございます。よろしく願いいたします。

〇議長（徳田栄邦君） 上村君。

○６番（上村義雄君） 嘱託職員の病気でもってあれだという話ですから、その部分

の新たな手当ての部分で上げたということですから、案分でやっているということ

ですから、正確なものではないでしょうからわかりますけれども。

ただ、今後の部分においても、これはまちづくりの方でも学校のスクールバス、

また違う部分の町民の足という部分では、アンケート調査、町内でもっていろいろ

検討されるでしょうから、そういう部分でより検討し、効率のいい運行をお願いし

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） 答弁は要りますか。

○６番（上村義雄君） 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） 今、ご助言いただいたとおり、まちづくり推

進課の方が中心になりまして、コミュニティバスといいますか、町内の巡回バスの

関係を、教育委員会もその中に入っておりますので、いい方向が出せるように検討

していきたいと思います。ありがとうございます。

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） 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。５４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が、歳出全般についての質疑漏れございません

か。

村瀬君。

○１１番（村瀬 広君） ４２ページ、土木費の備品購入費、雪寒機械購入費が減額

になっていますけれども、常任委員会でも質問したところ２年続けて採択が先送り

になったということなんですけれども、その中にでは、対応として現在使っている

やつを使っていくということなんですけれども、多分相当古いということでは、メ

ンテナンスがかかるのかなと考えていますけれども、そういった面がどういうふう

にかかっているのかと、万が一ということを考えた場合の対応策をどう考えている

のか。これがまず一点目と。

もう一点が、３２ページの民生費で学童保育所の備品購入費ありますけれども、

普通、来年の４月から供用開始予定になっていますけれども、備品といえば大体想

像はつくわけでございますけれども、前段この学童保育の関係の条例の改正の提案

が可決になりましたけれども、その中で、指導員の中に今までの体制と違って遊び



-44-

を云々という言葉が入っていますので、そういった部分に関連する備品も含まれて

いるのかどうかお知らせいただきたいと思います。

〇議長（徳田栄邦君） 村瀬議員、１問１答形式なので、まず公営施設課の方から答

弁させます。

公営施設課長、高島君。

（ ） 、○公営施設課長 高島好治君 委員会の中でも説明させていただきましたけれども

これで２年間採択になりませんでした。また、２５年度につきましても、今、現在

要望してございます。これはあくまでも更新でございまして、現有車両というのは

あります。この延命を今図っている状態でございます。

実際壊れたときにどうなのか、いろんな想定ができるかと思います。その部分に

ついては、これは直営の部分の機械が今ありますので、もし壊れて使えなくなった

ということが起きましたときには、委託路線の延長であったり、委託路線を、今神

丘地区の専用車なんですが、そちらの方を経由しながら早い時間に回していただく

とか、いろんな方法は考えられるかと思います。

ただ、整備等を十分行いながら、なるべく中途の中で壊れないような形の中で、

整備をしながら、今、使っている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） 暫時休憩いたします。

休憩 午後 ２時 ９分

再開 午後 ２時１０分

〇議長（徳田栄邦君） 休憩を閉じ、開議いたします。

それでは、村瀬君の２問目に対して教育委員会の答弁を。

事務局長、小林君。

○教育委員会事務局長（小林洋伸君） 条例改正の中で、指導員の定義として、児童

福祉施設最低基準、第８条の既定による児童の遊びを指導する者という言葉からの

ことだと思います。

備品につきましては、既に子供たちの遊びに要する備品はすべて用意しておりま

すので、今回は施設管理に必要なものということで、例えばカーテンですとか、パ

、 。ーテーションですとか それらの備品を購入させていただくということになります

〇議長（徳田栄邦君） 村瀬君。

○１１番（村瀬 広君） これ、本来は条例改正の中で聞けばよかったんですけれど

も、ということは、あそこで文言が変わったといっても、子供たち、児童の遊び云

々ということについては、内容としては今までも行ってきている内容と変わりない

ということでよろしいんですか。

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） そのとおりでございます。
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ただ、条例を制定するに当たりまして、より的確に指導員の定義をきちんと位置

づけようということで、この文言を整理させていただいたところでございます。よ

ろしくお願いいたします。

○１１番（村瀬 広君） わかりました。

〇議長（徳田栄邦君） 上村君。

○６番（上村義雄君） ４３ページの橋りょう維持費の部分で、橋りょう長寿命化修

繕計画策定業務委託料の減額ですけれども、この部分については、今金町にある道

路の橋りょうのどのくらいもつかという調査をした結果の委託の執行残かというふ

うに思いますけれども、この７３万１，０００円の部分の意味をお知らせいただき

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 ２３年度に現況の橋りょう調査をしまして そして

２４年度につきましては、今度は修繕計画、その調査に基づきながらの修繕計画に

なります。この部分につきましては、委託費の執行残でございます。

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） 以上で、歳出全般についての質疑漏れを終わります。

２時半まで休憩いたします。

休憩 午後 ２時１５分

再開 午後 ２時３０分

〇議長（徳田栄邦君） 休憩を閉じ、開議いたします。

次に、歳入の質疑を款ごとに行います。

９款地方交付税の質疑を行います。６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終わります。

１１款分担金及び負担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） 分担金及び負担金の質疑を終わります。

１２款使用料及び手数料の質疑を行います。８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。
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（ 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ページから１６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。１７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。１８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。１９ページです。

山崎君。

○２番（山崎 仁君） １９ページの学校給食納付金と、それから滞納繰越、それぞ

れ載っていますけれども、この内容をお知らせをいただきたい。

〇議長（徳田栄邦君） 給食センター長、小林君。

○給食センター長（小林洋伸君） まず、２節の学校給食納付金４２万９，０００円

の追加でございますが、当初予算につきましては、学校の子供たちの人数と給食費

の負担を納める先生、学校給食センターの職員の人数に対しまして、当初予算です

ので０．９５という掛け率をもちながら予算を組ませていただいております。この

補正については、人数の確定と収納率が見えてきましたので、それに伴う増額とい

うことでございます。

２点目の３節の滞納繰越金でございますが、今年度中に滞納している方々からそ

の分で徴収した分が１２月までで見えましたので、必要の予算額をここで補正する

ということになっております。

滞納額とかも、今ここでお話をした方がよろしいですよね。滞納額につきまして

は、２４年度の当初で４８万１，７２６円ございました。この間で１０万円収納で

きたということで、９万９，０００円の追加をするというものでございます。８件

の方で延べ１１年度分、８人の方で１１件の滞納が生じているということでござい

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） 諸収入の質疑を終わります。

２０款町債の質疑を行います。２０ページです。

（ なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） 町債の質疑を終わります。

以上で、歳入の質疑を終わりますが、歳入全般についての質疑漏れございません
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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１１号 平成２４年度今金町一般会計補正予算 第６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１１号 平成２４年度今金町一般

会計補正予算（第６号）については、原案のとおり可決いたします。

◎日程第２０ 議案第１２号

〇議長（徳田栄邦君） 日程第２０、議案第１２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３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１２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３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３２万６，０

００円を追加し、予算の総額をそれぞれ１０億１，０４３１万６，０００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。

９款繰入金において２０万８，０００円の追加は、一般会計繰入金で財政安定化

支援事業繰入金など１６３万１，０００円の追加であり、基金繰入金では財源調整

のための財政調整基金繰入金で１４２万３，０００円の減額であります。

、 ，１１款諸収入では 渡島檜山地方税滞納整理機構負担金の精算還付金で１１万８

０００円の追加であります。

次、歳出は２ページです。

１款総務費において２２万６，０００円の追加は、１項総務管理費における人件

費補正、それから２項徴税費における滞納整理機構に対する依頼件数の増加による

負担金等のそれぞれの追加であります。

１１款の諸支出金において１０万円の追加は、一般被保険者の保険税還付金であ

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。

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。

質疑は、歳出、歳入全般について行います。３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、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、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、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１２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３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１２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３号）については、原案のとおり可決いた

します。

◎日程第２１ 議案第１３号

〇議長（徳田栄邦君） 日程第２１、議案第１３号を議題といたします。

平成２４年度今金町後期高齢者医療特別会計補正予算（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１３号 平成２４年度今金町後期高齢者医療特別会

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３０５万１

０００円を減額し、予算の総額をそれぞれ７，６６０万５，０００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。

１款後期高齢者医療保険料においては２９７万４，０００円の減額であります。

２款繰入金において７万７，０００円の減額は、事務費及び保険基盤安定に資す

るための一般会計繰入金であります。

次に、歳出については２ページをお願いいたします。

２款後期高齢者医療広域連合納付金においては３０５万１，０００円の減額であ

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。

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。

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、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、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１３号 平成２４年度今金町後期高齢者医療特別会計補

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１３号 平成２４年度今金町後期

（ ） 、 。高齢者医療特別会計補正予算 第２号 については 原案のとおり可決いたします

◎日程第２２ 議案第１４号

〇議長（徳田栄邦君） 日程第２２、議案第１４号を議題といたします。

平成２４年度今金町介護保険特別会計補正予算（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１４号 平成２４年度今金町介護保険特別会計補正

予算（第２号）について、提案理由を申し上げます

今回の補正予算につきましては、保険事業勘定において、既定の予算の総額にそ

れぞれ２，５２２万６，０００円を追加し、予算の総額をそれぞれ７億４，３３８

万７，０００円にしようとするものであります。

なお、サービス事業勘定においては、変更はございません。

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。

４款国庫支出金において９５万６，０００円の追加は、国庫負担金であります。

５款支払基金交付金において１１０万９，０００円の追加は、支払基金の介護給

付費交付金であります。

６款道支出金において２，１７２万５，０００円の追加は、道介護給付費負担金

で４７万８，０００円、交付算定単価確定により介護基盤緊急整備等特別対策事業

， ， 。費交付金ということで２ １２２万２ ０００円のそれぞれの追加が主であります

， 、 ，８款繰入金においては１４３万６ ０００円の追加は 一般会計繰入金６３万２

０００円の追加であり、事務費繰入金、介護給付費繰入金を主としております。ま

た、基金繰入金においては８０万４，０００円の追加であります。
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歳出につきましては、２ページをお願いします。

１款総務費において２，１４０万１，０００円の追加は、認知症対応型の共同生

活介護整備事業補助金２，１２２万２，０００円の追加が主であります。

２款保険給付費において３８２万５，０００円の追加は、年度見込み精査により

高額介護サービス費の追加であります。

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。

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、保険事業勘定、歳出、歳入全般について行います。３ページから１２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１４号 平成２４年度今金町介護保険特別会計補正予算

（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１４号 平成２４年度今金町介護

保険特別会計補正予算（第２号）については、原案のとおり可決いたします。

◎日程第２３ 議案第１５号

〇議長（徳田栄邦君） 日程第２３、議案第１５号を議題といたします。

平成２４年度今金町介護老人保健施設特別会計補正予算（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１５号 平成２４年度今金町介護老人保健施設特別

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、収益的収支において既定の予算の総額から５７８万

５，０００円を減額し、予算の総額をそれぞれ３億７，１２３万６，０００円にし

ようとするものであります。

なお、資本的収支については、変更はございません。

業務の予定量の変更でありますが、入所１日平均を７０人と見込み、延べを２万
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５，５５０人としております。これは当初より日平均で３人を減じ、そして年間延

べで１，０９５人を減じるものであります。

また、通所では１日平均４．６人、延べで１，１２７人を見込んでおりますが、

これも日平均では１．９人、年間延べで４６６人を減じるものであります。

予算の概要について、収益的収支から申し上げます。

収入、１款施設運営事業収益で５７８万５，０００円の減額は、１項の事業収益

で２，４１７万５，０００円の減額、２項の事業外収益で１，８３９万円の追加で

あります。

次に、支出、１款施設運営事業費用で５７８万５，０００円の減額は、１項の事

業費用であります。

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。

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全般について行います １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、収益的収入及び支出全般についての質疑を終わりま

す。

収益的収入及び支出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、収益的収入及び支出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１５号 平成２４年度今金町介護老人保健施設特別会計

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１５号 平成２４年度今金町介護

老人保健施設特別会計補正予算（第２号）については、原案のとおり可決いたしま

す。

◎日程第２４ 議案第１６号

〇議長（徳田栄邦君） 日程第２４、議案第１６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３号 について

理事者の説明を求めます。

副町長、清水君。
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○副町長（清水 寛君） 議案第１６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３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は、既定の予算の総額から５５

９万１，０００円を減額し、予算の総額をそれぞれ７億４，８２２万９，０００円

にしようとするものであります。

資本的収支につきましては、収入において１，４６０万円を追加し、補正後の額

を７，５００万４，０００円に、支出においては２９万９，０００円を追加し、補

正後の額を１億４，２７７万円にしようとするものであります。

業務の予定量の変更を見込んでおります。入院収益では、１日平均患者数を２．

２人を減じて２２．８人に、年間延べ患者数では８０８人を減じて８，３１７人で

あります。

また、外来収益では、１日平均患者数を１６人減じて１１１人にし、年間延べ見

込患者数では４，５４３人を減じて２万７，０８０人にしようとするものでありま

す。

予算の概要について、収益的収支から申し上げます。

収入、１款病院事業収益において５５９万１，０００円の減額は、１項の医業収

益で３，２７９万６，０００円の減額、２項の医業外収益では２，７１０万１，０

００円の追加、３項の特別利益では１０万４，０００円の追加であります。

支出、第１款の病院事業費用では５５９万１，０００円の減額は、１項の医業費

用であります。

次に、資本的収支であります。

資本的収支の収入、１款の資本的収入でありますが１，４６０万円の追加は、第

１項の企業債であります。

次、支出、１款の資本的支出２９万９，０００円の追加は、第１項の建設改良費

であります。なお、このことによって、損益勘定留保資金で補てんする部分につい

ては６，７７６万６，０００円にし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。

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。３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、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。

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はございませ

んか。

（ なし」の声あり）「
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〇議長（徳田栄邦君） 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

いての質疑もれを終わります。

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１６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３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１６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３号）については、原案のとおり可決いた

します。

◎日程第２５ 議案第１７号

〇議長（徳田栄邦君） 日程第２５、議案第１７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３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１７号 平成２４年度今金町簡易水道事業特別会計

補正予算（第３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７，０００

円を追加し、予算の総額をそれぞれ１億３，６５７万６，０００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ページです。

２款財産収入で１，０００円の追加は、財政調整基金利子であります。

５款の諸収入で６，０００円の追加は、雑入であります。

次、歳出につきましては２ページです。

， 、 。１款の総務費において８９万６ ０００円の減額は 人件費補正が主であります

２款の維持費においては９０万３，０００円の減額であります。

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。

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はございませんか。

（ なし」の声あり）「
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〇議長（徳田栄邦君） 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１７号 平成２４年度今金町簡易水道事業特別会計補正

予算（第３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１７号 平成２４年度今金町簡易

水道事業特別会計補正予算（第３号）については、原案のとおり可決いたします。

３時１０分まで休憩いたします。

休憩 午後 ２時５５分

再開 午後 ３時１２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 議案第１８号

〇議長（徳田栄邦君） 日程第２６、議案第１８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３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１８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３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６８万８

０００円を減額し、補正後の額をそれぞれ２億３，３９５万６，０００円としよう

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。

２款使用料及び手数料で１００万円の追加でありますが。下水道使用料でありま

す。

， 、 。３款繰入金において１６８万８ ０００円の減額は 一般会計繰入金であります

次、歳出は、２ページであります。

２款維持費において６８万８，０００円の減額は、維持管理費であります。

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。

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。
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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１８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３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１８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３号 については 原案のとおり可決いたします

◎日程第２７ 議員の派遣について

〇議長（徳田栄邦君） 日程第２７、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。

檜山管内議員研修会。

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。

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。

これで、本日の会議を閉じます。

◎閉会の宣告

〇議長（徳田栄邦君） 平成２４年第４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 ３時１５分


