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平成２４年 今金町総務厚生常任委員会 
 
平成２４年１２月１１日（火） 
 
○議事日程 
  １ 委員長あいさつ 
  ２ 町長あいさつ 
  ３ 定例会提案案件の説明 
  ４ 各課説明事項について 

１）総務財政課 
２）まちづくり推進課 
３）税務住民課 
４）保健福祉課 
５）介護老人保健施設 
６）国保病院 

  ５ 平成２４年 所管事務調査について 
  ６ その他 
 
○出席委員（６名） 
委員長６番 上 村 義 雄 君   副委員長 ４番 加 藤 三 明 君 
１０番 山 本  豊  君        ５番 芳 賀 芳 夫 君 
 ８番 日 置 紳 一 君       （議長 徳 田 栄 邦 君） 

 
○欠席委員（０名） 
 
○出席説明員 
    町    長         外 崎 秀 人 君 
    副  町  長         清 水   寛 君 
    総務財政課長         北 見 伸 夫 君 
    総務財政課長補佐       山 田   薫 君 
    まちづくり推進課長      森   朋 彦 君 
    まちづくり推進課長補佐    松 村 康 弘 君 
    今金消防署長         山 口 昭 則 君 
    今金消防署次長        佐々木 裕 市 君 

税務住民課長         西   勝 明 君 
    税務住民課主幹        中 里 英 明 君 
    税務住民課主幹        北 見 由美子 君 
    税務住民課主幹        伊 藤 靖 徳 君 
    会計室長           伊 藤 恵津子 君 
    保健福祉課長         成 田 光 康 君 
    保健福祉課長補佐       杉 山 輝 希 君 
    保健福祉課主幹        川 崎 妙 子 君 
    介護老人保健施設事務長    太田越 宜 晴 君 
    介護老人保健施設主幹     諸 戸 康 浩 君 

国保病院事務長        柏 田 泰 明 君 
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    国保病院主幹         山 田 哲 也 君 
 
 
○出席事務局職員 
    議会事務局長         勝 山 英 敏 君 
    議会事務局係長        中 川 真 希 君 
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                           開議 午後 １時２８分 
◎委員長あいさつ 

○委員長（上村義雄君） ２分早いですけれども、全員揃いましたので、会議を開き

たいと思います。 
先月２７日の爆弾的な低気圧、また先日の低気圧と、収穫が終わった後でまず大

きな被害は免れたのかなというふうに思いますけれども、一部その被害があっての

部分で大変な状況だったということを思うところでございます。今朝の大雪といい、

まだそれでも１ｍ何１０ｃｍという大雪のところもあるわけですから、そういう思

いからすればまだ今金というところは良いところだなというふうに思うところで

あります。 
今日の総務厚生常任委員会については、第４回目の定例会に向けた各課の報告、

そして協議を進めていくわけですけれども、皆さんの闊達なご意見をいただき総務

厚生常任委員会を運営して参りたいと思いますので、皆さんのご協力をお願いいた

します。 
 

◎町長あいさつ 
○委員長（上村義雄君） 町長が出席されておりますので、会議に先立ちご挨拶をお

願いいたします。 
  町長、外崎君。 
○町長（外崎秀人君） 今委員長のほうからも季節的な話があったわけであります。

今日から本格的な除雪体制に入ったわけでありますが、昨年の情報を調べますと、

１２月６日頃に日進のほうに一部除雪が入った経過がありますけれども、このよう

な除雪体制になったのは去年は１７日から本格的に除雪体制が入ったということ

では、一週間くらいこの雪が多いという状況になっているのかなと思っているとこ

ろであります。 
  あわせてですが、今選挙真っ只中でありますけれども、そういう中で原発問題が

当然あるわけであります。今報道にもありましたように敦賀原発の地下の地層、活

断層ではないかということがほぼ明らかにされているような状況にある中で、廃炉

もこれから様々議論になるだろうという思いを持っているわけであります。 
  しかし、反原発、脱原発等々という言葉によっていろいろ取りざたされているわ

けでありますけれども、十分な議論が果たしてされているのかということについて

は、まだまだその途上ではないかと私なりには思うわけであります。 
しかし現実問題として頭をよぎるのは、先ほどあったようにこの１１月２６日～

２７日の大きな雪と風、それから１２月６日の暴風によりまして、送電線等の倒壊

がありまして、ある地域では大変な大停電が生じたということになったわけであり

ます。電気がなければなにもできないという不安に陥り、電気の大切さを改めて感

じることができたのかなと。とりわけ新聞やテレビで出ているように、暖房機の確

保など、改めてこの冬の間の北海動的な特性になると思いますけれども心構えを持

たなければいけないなということを思っております。 
加えて暖房という話しがありましたが、先般火災がありました。これも薪ストー

ブの火を点けるのに油を使ってそれが散りばめられて、結果的には火災になったと

いう話しであるわけでありますけれども、電気を使わない灯油ストーブ等々の普及

も、今確保が大変だという話しがあるわけでありますけれども、普及も含めて改め

てそういう防火体制についての啓発なんかもいろんな機会を通じて行なっていか

なければいけないと思うところであります。 
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所管に関わる部分の中ではたくさんの議案があるわけでありますけれども、ひと

つは条例という部分の中であります。先般国営の４団体長の会議が行なわれました。

農協・改良区は最低の常勤体制を敷きつつも、それぞれの機関の役割をきちんと果

たすために、常勤若しくは非常勤体制の中できちんと任務を遂行しましょうという

確認を取らせていただきました。町においては直接の様々な事務的な要素が当然あ

るわけでありますから、これにつきましてはきちんとした体制でもって取り組まな

ければいけない。去年の定例会における一般質問等々にも、国営の在り方について

の質問等々があって私も答えているわけでありますけれども、そういうことからき

ちんとした町の体制を取るべく、推進室というひとつの措置条例を今回提案してお

ります。その中で本部体制につきましても、現在４団体長でもって構成している本

部があるわけでありますが、それに加えて期成会、それと換地委員会というものが

今設置されておりますので、その６団体でもって本部会議を構成して具体的な推進

にあたっていこうという形になっているわけであります。その事務を担うのが、今

申したような形の中で今金町的には、その推進室を全体がそちらの任務にあたると

いう形で取り組ませていただければなと。今兼務という体制の中で進めているわけ

でありますが、以前から申し上げているように、農政との連帯感を取ったような形

の中で事務を進める形の設置条例を提案しておりますので、よろしくお願い申し上

げたいと思います。 
必要に応じて、挨拶の中では報告事項がいくつかあるわけでありますが、所管違

いというようなこともありますし、できますれば今後の審議になるわけであります

が、合同委員会若しくは全員協議会等と開催されたあかつきには、私のほうからも

いろいろと報告事項ございますので、お話しを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申し上げます。 
 

◎開会の宣言 
○委員長（上村義雄君） ありがとうございました。ただいまの出席委員は５名で定

足数に達しておりますので、総務厚生常任委員会を開会いたします。 
 

◎定例会提案案件の説明 
○委員長（上村義雄君） １２月の定例会に提案予定の案件について、副町長より説

明があります。 
  副町長、清水君。 
○副町長（清水寛君） こんにちは。１２月定例会でございますが、提案を予定して

おります事案につきましては１９件であります。その内訳につきましては、同意案

件が１件、新たに条例を制定しようとするものが１件、条例の一部を改正しようと

するものが８件、条例を廃止しようとするものが１件、平成２４年度の一般会計を

はじめ、各特別会計での補正予算が全会計でございますが８件。以上合計で１９件

であります。 
それでは各会計の補正予算につきましては、この後所管課ごとに詳細な説明を申

し上げますので省略をさせていただきまして、同意案件以下議案の提案理由をご説

明いたします。 
同意第１号、今金町固定資産評価審査委員会委員の選任についてであります。平

成２５年１月２５日をもって任期満了となる同委員の後任の選任について、地方税

法の定めに基づき議会の同意をお願いするものであります。 
議案第１号では、国営農地再編推進室設置条例制定についてであります。国営緊
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急農地再編整備事業に伴いまして、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、より一層の事業推進に

向けた体制とするため、行政組織に新たに室を設置するため本条例を制定しようと

するものであります。 
議案第２号では、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

いてであります。平成２４年の国の人事勧告に基づき、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正を行なうため本条例の一部を改正するものであ

ります。 
議案第３号では、今金町立学校条例の一部を改正する条例制定についてでありま

す。今金町立美利河小学校については、平成２４年度末をもって閉校し今金小学校

に統合することから、美利河小学校の名称及び位置について削除することによって

所要の改正を行なうため本条例の一部を改正するものであります。 
議案第４号では、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

であります。学童保育所については、施設新築に伴い施設位置の変更を行なうこと

と、更には児童福祉法にかかる引用箇所を整理することで所要の改正を行なうため

本条例の一部を改正しようとするものであります。 
議案第５号では、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

定についてであります。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

したことに伴い、使用料規定の削除を行なうこと、更には関係法令の一部改正によ

り引用箇所を整理するため本条例の一部を改正しようとするものであります。 
このあと議案第６号から１０号までにつきましては、地域主権改革一括法にかか

る改正でございます。 
議案第６号につきましては、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であります。先ほども申し上げましたが、地域主権改

革一括法の施行により、地方公共団体の国等に対する寄附を原則制限していた健全

化法の規定上部が削除され、地方公共団体の自主的な判断に委ねることに改正され

たため、本条例の一部を改正しようとするものであります。 
議案第７号につきましては、中里頭首工管理条例の一部を改正する条例制定につ

いてであります。同じく土地改良法の一部改正に伴いまして、同法を引用する規定

が新設されたため、本条例の一部を改正するものであります。 
議案第８号では、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であります。これも、土地改良法の一部改正に伴いまして、

同法を引用する規定が新設、及び土地改良事業にかかる完了工事について市町村自

ら行なうことに改正されたため、本条例の一部を改正するものであります。 
議案第９号では、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

例制定についてであります。これも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。 
議案第１０号では、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

定についてであります。これも地域主権改革一括法の関連でありますが、廃棄物の

処理及び清掃に関する法律が改正されましたが、当該事務については、せたな町と

の協同事務として一部事務組合において全般的に処理しており、構成町における規

定が不要であることから、本条例を廃止しようとするものであります。 
以上であります。どうぞよろしくお願いいたします。 
 

○委員長（上村義雄君） 説明が終わりました。 
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ただ今の説明に対して、質疑があればお受けいたします。ありませんか。 
（「なし」の声あり） 

○委員長（上村義雄君） 無いようですので、次に進みます。 
 

 
◎各課説明事項について 

○委員長（上村義雄君） これより各課説明事項についてを議題といたします。 
はじめに総務財政課より説明をお願いいたします。 

  課長、北見君。 
○総務財政課長（北見伸夫君） 総務財政課の常任委員会資料につきましては、山田

補佐より説明をいたしますのでよろしくお願いいたします。 
○委員長（上村義雄君） 課長補佐、山田君。 
○総務財政課長補佐（山田薫君） （総務財政課長補佐朗読説明、記載省略） 
○委員長（上村義雄君） 説明が終わりました。ただ今の説明に対し、質疑があれば

お受けいたします。 
  日置委員。 
○８番（日置紳一君） 給与に関する条例の一部を改正するという所の、勤務成績が

特に良好である場合というその判断は、どなたがどういう基準でされるのですか。

お伺いいたします。 
○委員長（上村義雄君） 課長、北見君。 
○総務財政課長（北見伸夫君） 勤務成績が従前は、標準の方で２号棒、特に優秀で

３号棒、極めて優秀で４号棒上がるという規定でございました。今回は標準では上

がらないと。極めて優秀で２号棒、特に優秀で１号棒上がるということでございま

すが、今金町につきましては従前からの勤務評価をしておりませんので、全て標準

という括りで処理してございます。そういう意味で今回も、特に優秀だとかそうい

う区分けがつかないということで全員を標準としようとすることで、今金町につき

ましては、５５歳以上で昇給はないということでご理解をいただきたいと思います。

以上です。 
○委員長（上村義雄君） 他にありませんか。よろしいですか。 
山本委員。 

○１０番（山本 豊君） 条例制定の国営農地再編推進室の設置についての中身につ

いて少しお伺いをしたいと思うんですが。今までこちらから、俗にいう本部という

形の中では、特定の立場というのは多分なかったというふうに、いわゆる産業振興

課の執行という形だったかというふうに思うんですが、改めて今度は事業が本格的

になるに従って、室を設けそれぞれの立場を明確にするということだと思うんです

が、概ねどれくらいの人員になるのか。それから事業に応じてその人員の増減が有

り得るのか。それから概ね、どれくらいのことを想定されているのかについてをお

伺いをします。 
○委員長（上村義雄君） 副町長、清水君。 
○副町長（清水寛君） この件に関しましては、本常任委員会の一番後段において合

同委員会、若しくは議会の判断に委ねる部分でありますが全員協議会のほうで、全

議員にご説明を申し上げたいということで考えておりました。今質問いただいた部

分について、私のほうで答えられる範疇の分はお答え申し上げますが。 
○１０番（山本 豊君） 後からで良いです。同じ部分、重複するところありますか

ら。 
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○副町長（清水寛君） はい。よろしくお願いいたします。 
○委員長（上村義雄君） では今の山本委員の質問は取り消してよろしいですね。 
○１０番（山本 豊君） はい。 
○委員長（上村義雄君） 他にありませんか。 
  山本委員。 
○１０番（山本 豊君） 違うことでお伺いします。財産収入の不動産売払について

なんですが、どこの場所でどれくらいの面積で、どういうことを根拠にされてこの

歳出をなさっているのか、お伺いをします。 
○委員長（上村義雄君） 課長、北見君。 
○総務財政課長（北見伸夫君） まず土地売払収入の関係でございますが、これはパ

ンケオンチャヌンペ川上流の砂防工事の関係でございます。これは道の事業でござ

いまして、道への売払ということになりますが、字日進１７１１番地で地目山林、

面積１１０．８９㎡で、９，９８０円ということになります。これは道の基準によ

りまして売却するものでございます。 
もう１件は、今金小学校裏の砂防ダムに関係します町有地の売払でございまして、

同じく道でございます。地番につきましては、字今金５９９番地の６、面積は３，

６９５．５８㎡。同じく、字今金６００番地の１、２２０．４９㎡。字今金６００

番地の２、２，３３６．２４㎡でこれも山林でございまして、合計で６，２５２．

３１㎡、金額といたしましては５６２，７０７円。これも道基準によりまして売却

するものでございます。 
同じく立木売払収入の関係でございますが、１件は北海道電力への立木の売却に

なりますが、これは奥沢地区、美利河地区、白石地区。積算根拠につきましては、

樹齢、樹種により積算するということで、５４３本で１８５，７６３円。 
同じく立木の部分ですが、今金小学校裏山砂防ダム整備にかかる立木の売却でご

ざいますが、これは４８７，０００円ということになりますが、これにつきまして

も道基準による面積に単価をかけて積算したということでございますので、ご理解

をお願いいたします。以上でございます。 
○委員長（上村義雄君） 山本委員。 
○１０番（山本 豊君） 土地については一般的な評価の中でというふうに思うんで

すが、いわゆる標準値、或いはそれに類するものについていくらという形になるか

と思うんですが。俗にいう立木の場合、当然ながら樹齢ですとか、それから何㎥あ

ったという形になるか、そういうことが基準になるかと思うんですが、その場合に

どういうことが道の基準になるんでしょうか。 
  もうひとつは、そういう道の基準、或いは他のほうにもそれを基準として、他に

類する行為についてはそれが該当するのかしないのか。難しく考えなくて結構です

から。 
○委員長（上村義雄君） 課長、北見君。 
○総務財政課長（北見伸夫君） 答えられる範囲で。道の基準単価につきましては、

先ほどの北電の場合につきましてですと本数を数えて、樹齢と樹種によって積算す

るということでございますが、もうひとつの道のほうは、面積にその立木のこれく

らいであろうという単価を掛けて積算するということでございまして、その道基準

の詳しい内容については私もちょっと詳しくは判らないのですが、それがうちのな

にかに該当するかということでございますが、あくまでもこれは道基準ということ

でご理解をいただきたいと思います。以上でございます。 
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○委員長（上村義雄君） 山本委員。 
○１０番（山本 豊君） そこに立ってる樹種はなにで樹齢いくらだからということ

なんでしょうが、基本的には売価が、どれくらいの価値があるかということが最終

的な判断になるかというふうに思うんですね、いわゆる道基準と言いながらも。と

んでもなく、いわゆる木材加工が安くなってる時はやっぱり安いんだそうですよ。

高い時は高い、それは当たり前の話です。したがって、そういう基準に類するもの

についてのいわゆる自治体の判断の仕方というのが、類すると言うとこれなんでも

ＯＫと、そうはいかないんだそうですね。だから標準値、いわゆる準ずる土地に比

べてどうかなということが当然ながら有り得る。これはひとつには、俗に用地買収

の反対側に自治体なり或いは地方自治体のほうが買う場合にどんな評価をする、そ

の評価があてはまるかというと実はそうではないというふうに思うんです。いろん

な事情で買い求めなければならない場合のいろんな手法があって。だから売値と買

値という、ある意味格差が生じる場合がある。どうしても求めなければならない場

合だとか、或いはどうしても処分する場合だとか。そんなことを考える時に、町の

いわゆる売り渡す場合の相手側が道だとかそういう、いわゆる公共団体だからいい

んですよ。個人の場合に売った時にはなかなかそうはいかない。何故かと言えばそ

れは自治体でないからで、なんでそんなに安いのか高いのかという話しになります。

その評価はなにかと言うと、土地ではないんですね。いわゆる立っている木がいく

らを評価したか、いくらを評価するか。ですから類する行為があった場合、そのこ

とが当然どうだったんだろうかということになる。深くは聞きませんからご心配な

く。そのことを含めて考えると、いろいろとよほど慎重にしなければならない。い

わゆる売り渡しが生じる。それは一般的な、例えば業者さんにその土地を売ったよ

とか、そういう場合は別です。立木と一緒に売った場合にどんな評価をしたのか。

そのことが問われざるを得ない。ですから参考までに聞いただけの話しです。難し

いことは考えなくて結構です。 
  副町長、清水君。 
○副町長（清水 寛君） 事案の部分がちょっと想定されない部分ですから通年上の

例でお答えさせていただきます。上部機関、国、主に山と山林、これは森林管理セ

ンターもしくは北海道で言えば森林管理署ですか。それから北海道産。こちらの部

分というのは、山・山林の価格、それから立木の価格等の基準が明確にあるやに思

っております。北電さんもおそらくその部分があると思います。ですから上部機関

等については、それらに私達は擦り寄っていく部分が、これは妥当なのかなと思う

んです、私達の中でなかなかそこの部分までもってございません。それで、私達が

今一般に上部機関以外で売買を例えばするとした場合には、近傍類似の価格をもっ

てそれを定めるのが通則であります。その時に立木をどのように評価するか、その

時々のまた判断になってまいるかと思っております。以上です。 
○委員長（上村義雄君） 委員長から関連でちょっと質問しますけれども、今チップ

材が今年と来年とあると思う。要するに購入されてチップにして暗渠の資材にあた

っているという現状ですよね。そういう時の原木の木材の価格が一般の材の、要す

るに今の現状の材の価格というのは非常に、要するに日本国全部が国産材というの

は安いわけです。その中でカラマツのチップ、そしてまたカラマツの製材・集成材

というものも、建築への利用度が低いために売り先がないということで安い状況に

あるということです。それなのに今チップで工事をやっている状況が、非常にチッ

プが高いために工事費が安くならないんだという、工事をやってる事業者の説明が
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ありました。チップの高くなる、そして今安い中でチップを暗渠に入れるのにはチ

ップ材が高いために工事費の差額が。チップが多く入ると高くなるし、少なければ

安くなるんだという、業者の説明がそういうことになっているということ。だから、

そこらあたりの値段の決め方、どういうふうな状況にシステムになっているのかと

いうことも。要するに立木価格と、チップにする工場の値段と、それらを併せると

当然そこのチップ材の値段が出るわけなんでしょうけれども、一般の今までなかっ

た状況から、今工事が始まった途端にチップ材が上がるということの原因がなんな

のかなということが判れば。要するに、木材の買い入れ、売りという部分での。要

するに今、山本委員も立木を売った、土地代よりも立木価格がどうなんだというこ

とからでたわけですよ。そこらあたりの判断の仕方。よろしくお願いいたします。 
  清水君。 
○副町長（清水 寛君） 申し訳ございません。相場に絡まるその値段という部分に

ついては、ちょっと素人であります故あまりよくは判りません、正直申し上げまし

て。ただ、今委員長が仰っているのは体質強化で進められている部分で、これは全

道一円で動いている部分だと思っております。そういう中で、疎水材を何を使うか

という部分については各々の判断によるといいながらも、今金の場合は結局チップ

が一番妥当で手に入れ易いという部分で選択している部分かと思っております。一

斉に事業が動いている関係で、それぞれの物を手に入れるのも非常に苦慮する状況

にあるということがまずひとつございます。それらを踏まえた中で町も町有林の部

分を伐採し原木を供給するという形の政策も打っております。ただそれを搬出をし、

そしてチップにし、そして戻して入れるという、それまでの費用も当然入るわけで

すから、それが一斉のその中にどの程度反映されて上がっているのかという部分に

ついて、ちょっとそこまで私の頭の中では整理がされておりませんが。現況という

のは要するに一斉に動いていると、体質強化、２ヵ年ということで年次も限られて

いるわけですから、そういう中での需要と供給のバランスが一番大きく影響してい

るのかなと。求めて安い疎水材を、例えば素人でありますからあまりよく判りませ

んが、時には貝殻や火山灰のようなものがあったかもしれませんし、ただ今金では

なかなかチップに代わるものがないというのが現況であるが故に、チップに頼らざ

るを得ないということで私はあると思っております。 
○委員長（上村義雄君） 聞いている話しでは、予想では２万何㎥だかが必要だとか、

今年のこの秋の状況で１万なんぼくらいしかその㎥数が使われていないんだと。そ

うすると来年の工事までも、その要するにチップが十分あるために、来年はカラマ

ツをチップにするという予定も立たないという状況になっているという、そういう

現状もうかがっているので、今要するに立木の単価、それから需要と供給によって

高くなるんだとは言え、今標準の道単価でもってやっているんだということの整合

性の部分でちょっと訊ねただけです。わかりました。 
  山本委員。 
○１０番（山本 豊君） なんかフォローしてくれたような気がするんですが、実は

私が聞いているのはそういうことでは全くありませんで。ちょっとだけ話しをさせ

ていただきます。町が払い下げにあたっては、評価する金額をどんなふうに評価し

たかという、誤解の生じないような仕組みをちゃんと作らなければ駄目だよという

ことを言っているんですよ。それ以外のなにものでもありません。 
○委員長（上村義雄君） 副町長、清水君 
○副町長（清水 寛君） 当然、後ろ指をさされるような評価の仕方はしていないと
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いうふうに私達認識をしております。その点でご理解をいただきたいと思っており

ます。 
○委員長（上村義雄君） 町長、外崎君。 
○町長（外崎秀人君） 体質強化含めて国営もこれからのチップ材の活用というのは

必要になるわけでありまして、取り組みはもう既に行なっているわけでありますが、

私がいろいろ要請なり相談をしている範囲内での情報でありますけれども、基本的

にはチップそのものも業界を通じてきちんと整理をされているわけであります。と

りわけ北海道的には、森林組合の連合会、全体を統括をしているわけであります。

ないところにいろいろ調整を諮るだとか、生産量を調整するだとかという機能をも

って進めているわけであります。とりわけこの体質強化については今お話がありま

したように、チップの材料としてはカラマツが一番望ましいわけですけれども、今

金的にはトドマツのほうが多いわけでトドマツ。そんなには効果的な年数は、私が

調べている範囲内では２０年と１７年ですから、さほど違わないわけで、そういう

ことでは取り組みをする方向にもっていっているわけであります。この部分の中で

も、この前もニチモク林産の社長さんと懇談した時にもいろいろと話しを聞きまし

たが、その辺で切っている雑木ありますよね。雑木はとてもじゃないけれどチップ

には高くて使えない。私は雑木は安いという認識を持っていたんですけれども、と

てもじゃないけれど高いんだと。それだけ利用頻度のほうが価値観があるんだろう

という認識であったわけであります。単価的なことを言いますと、それこそトセイ

ではないですが一定程度単価設定についてはルールをもってやっているという話

しを聞いておりました。生産者のほうに少しでも安くあがる方法として、私のほう

もアドバイスしているのは、自分の山を届出をして切って、そして自分の工場があ

るのでそちらのほうに要請してやることによって、少しくはコストが落ちるという

ことは可能かもしれませんけれども、基本的にそういうことが難しければ、全体の

森林組合なり様々なところの指導・相談を受けて確保していくという形しか取れな

いのではないかということで、具体的な単価のことについては、我々調整するなに

ものもないわけでありますけれども、１点は質問にありました町有林も伐採してチ

ップに活用するという手法を取っておりますので、その辺については直接所管課の

ほうの情報がありましたら、また報告したいと思いますのでよろしくお願いしたい

と思います。 
○委員長（上村義雄君） 他にありますか。芳賀委員。 
○５番（芳賀芳夫君） 推進室の設置に関することです。所管事務については５点ほ

ど掲げられております。この中で換地或いは区画をする場合に、大半の農地は根抵

当権が設定されているという事実がございます。この地番変更にあたっては、相手

方これは北進連でありますけれども、そちらのほうとのそういう事務の進め方につ

いて。或いは根抵当権の解除、終わった後には新規の設定と、こういった部分にそ

れぞれの経費負担も伴うわけですが、そういったことについてこの事業の所管事務

についてＪＡとの調整がきちんと諮られているのかどうか。もしされているのであ

ればちょっとお聞かせ願いたいと思います。 
○委員長（上村義雄君） 副町長、清水君。 
○副町長（清水 寛君） 申し訳ございません、ちょっと私のほうでまだそこまでは

掴まえてございません。室の設置につきましては、先ほど山本委員の質問の中でも

前段申し添えさせていただきましたけれども、この後両常任委員会。合同委員会に

なるか全員協議会になるかは、それは議会のご判断にお願いしたいのでありますが、
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全議員さんにご説明を申し上げ、そして今日総務厚生常任委員会においては室の設

置の提案だけでございます。これから先の推進本部の運営の方法その他については、

産業振興課の所管に渡っていくわけであります。ですから一緒に説明をさせていた

だきたいという部分でございました。今言われている、より専門的なその部分につ

いては、ちょっと私もそこまで知り得ておりません。合同委員会か全員協議かのそ

の席において、私のほうから所管に申し伝えておいて答弁をさせるような形でよろ

しければ、ご理解をいただきたいと思います。 
○委員長（上村義雄君） では芳賀委員、今の案件も合同委員会又は全員協議会の時

の説明ということで質疑は下げてよろしいですか。 
○５番（芳賀芳夫君） はい。 
○委員長（上村義雄君） 他にありますか。加藤委員。 
○４番（加藤三明君） 前回私も浄化槽のことでお話した経過はあるんですけれども、

この度の案件があるから関連でお聞きしますけれども、２５年以後のことを前回お

聞きしましたら、たまたま今回アンケートを取ったという経過があるようでござい

ますけれども、浄化槽の２５年度以後の件で。その結果が出ているので、それが何

件あってどうなったのかをお聞きたいんですけれども。２５年度以後にどのような

町民からの結果が出たのか、判りましたらお知らせ願いたいと思います。 
○委員長（上村義雄君） 副町長、清水君。 
○副町長（清水 寛君） 大変申し訳ございません、今元に資料がございませんが、

基本的にはこの事業を今後どうするのかということで捉えてよろしいでしょうか。 
所管課のほうとこれも協議をしてございます。当然アンケートの結果も出ており

ます。それらを踏まえた中でこの事業、一定の年限の中で一応ローリングはしてき

ました。５年程度の中でローリングをするという形にはしておりますが、しかし今

後においても合併処理浄化槽の要望は少なくはなってはいかないというのが見て

取れました。でありますからこれらについては、まだ更に継続してやるということ

で今一応考え方はまとまっております。ですから取り敢えずは一応エンドレスでは

なくて、５年間動かさせてそしてまた状況を判断した上でローリングをしていくと

いうのは、今の手法の中での考え方であります。 
○委員長（上村義雄君） よろしいですか。他にありますか。 
  無いようですので、以上で総務財政課の質疑を終わります。 
  次にまちづくり推進課の説明をお願いいたします。 
  課長、森君。 
○まちづくり推進課長（森朋彦君） （まちづくり推進課長朗読説明、記載省略） 
○委員長（上村義雄君） 課長補佐、松村君。 
○まちづくり推進課長補佐（松村康弘君） （まちづくり推進課長補佐朗読説明、記

載省略） 
○委員長（上村義雄君） 次長、佐々木君。 
○消防署次長（佐々木裕市君） （消防署次長朗読説明、記載省略） 
○委員長（上村義雄君） 説明が終わりました。ただ今の説明に質疑があればお受け

いたします。 
芳賀委員。 

○５番（芳賀芳夫君） ３ページの１９款、雑入のデジサポ助成金とは、どのような

ものなのですか。 
○委員長（上村義雄君） 課長、森君。 
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○まちづくり推進課長（森朋彦君） 地上派のテレビ放送がデジタル放送に移行した

ことに伴って、それの推進をするための組織として国が委託をしている団体であり

ます。通称デジサポという言い方をしておりますが、正式な名称はすみません失念

してしまいましたけれども、各地域にそういう推進組織が立ち上がってデジタル化

へ向けて業務を行なっているということろでございます。難視聴のそういう施設整

備については国から直接の補助ということではなくて、いわゆるこのテジサポを通

して各公共団体へ配分されるという流れになっておりますので、申し添えたいと思

います。 
○委員長（上村義雄君） 他にありませんか。よろしいですか。 

（「なし」の声あり） 
○委員長（上村義雄君） 無いようですので、以上でまちづくり推進課の質疑を終わ

ります。 
  ２時５５分まで、１０分間休憩をいたします。 
 

休憩 午後２時４２分 
            再開 午後２時５３分 
 
○委員長（上村義雄君） 休憩を閉じ、開議いたします。 
  次に税務住民課より説明をお願いいたします。 
課長、西君。 

○税務住民課長（西勝明君） （税務住民課長朗読説明、記載省略） 
○委員長（上村義雄君） 主幹、中里君。 
○税務住民課補佐（中里英明君） （税務住民課主幹朗読説明、記載省略） 
○委員長（上村義雄君） 説明が終わりました。ただ今の説明に対し、質疑があれば

お受けいたします。 
山本委員。 

○１０番（山本豊君） しばらく振りに嬉しいというか朗報だというふうに思ってい

ます。今までにないほど収納率が上がっている。一生懸命努力をされたのでしょ

うけれども、奥の手があったらお知らせを願えないでしょうか。どんなことをな

さったのでしょうか。 
○委員長（上村義雄君） 課長、西君。 
○税務住民課長（西勝明君） 奥の手ということではなくて私としてはですね、町税

等滞納整理要綱で粛々と、ひとつのまず現年度を中心にして集めて、滞納整理に

関してはフリー分に関しては、滞納処分に基づきまして処分停止なり、いろいろ

な方策をもってやった結果だと思います。あと古い分、あとについてですね、滞

納整理機構に私のほうで困難な分の事案とか、大口の分については滞納整理機構

のほうに移行してそこで徴収していただく。そしてその方の努力で今回の数字に

なった次第と私は思っております。以上です。 
○委員長（上村義雄君） 山本委員。 
○１０番（山本豊君） お願いですが、気を引き締めて最後まで良い結果が出ますよ

うに努力をしていただきたいものだと思います。 
  唯一、貸地・貸家だけなんですが、ここは前年に比べるとちょっと悪いんですが、

やはりなにか原因があるのでしょうか。 
○委員長（上村義雄君） 課長、西君。 
○税務住民課長（西勝明君） この点なんですけれどもちょっと調べたところ、先払
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いの人が２３年度はいたものですから、結構件数的に多かったものですから、そ

れで今回は普通、通常の納期で払っている人の部分の関係でありますので、その

分が下がったという形で把握しております。 
○委員長（上村義雄君） その他ありませんか。 

（「なし」の声あり） 
○委員長（上村義雄君） 無いようですので、以上で税務住民課の質疑を終わります。 
次に保健福祉課より説明をお願いいたします。 
課長、成田君。 

○保健福祉課長（成田光康君） （保健福祉課長朗読説明、記載省略） 
○委員長（上村義雄君） 課長補佐、杉山君。 
○保健福祉課長補佐（杉山輝希君） （保健福祉課長補佐朗読説明、記載省略） 
○委員長（上村義雄君） 説明が終わりました。ただいまの説明に対し、質疑があれ

ばお受けいたします。 
  芳賀委員。 
○５番（芳賀芳夫君） ２６ページの障がい者雇用促進対策についてでありますが、

ここで要綱の（２）の中で、補助金の関係でありますが、この障がい者雇用につい

てはＡ型Ｂ型というタイプございますが、Ａ型だけの対処という事業で理解してよ

ろしいですか。 
○委員長（上村義雄君） 課長、成田君。 
○保健福祉課長（成田光康君） まだ検討の段階ではございますが、障がい者雇用の

促進対策事業につきましては、基本的に常勤雇用若しくは短時間雇用、こちらのほ

うを考えております。常勤雇用につきましてはできるかぎり２年間以上お勤めいた

だきたいという形で、補助金のほうは２年間の支給という形で現在考えています。 
○委員長（上村義雄君） 芳賀委員。 
○５番（芳賀芳夫君） 町内で今現在実績として通年という形で雇用されている方は、

何名か押さえておられませんか。 
○委員長（上村義雄君） 課長、成田君。 
○保健福祉課長（成田光康君） 通年で雇用されている方の具体的な人数等について

は、現在のところ把握しておりません。 
○委員長（上村義雄君） 山本委員。 
○１０番（山本 豊君） 申し上げます、決して意地悪で聞くのではありませんから。

いわゆるこの事業に関わって２年間という期間設定をしたのは、どんなことが考え

られるのかなという思いがあります。一般的に障がいを持っている方が、２年間で

その技術を習得するというのはなかなか無理な話しかなと、いろんな研修施設なん

かでお伺いするとかなり長い期間に渡ってそういう支援をしなければ社会復帰で

きない、社会復帰という表現はちょっと適切ではありませんかもしれませんけれど

も、その期間設定をしたということによって、そこで働く意欲を持っている人、２

年になったら駄目になるのかなという、そういう不安を抱くのがむしろ心配かなと

いう、いち町民としてそういう懸念も抱くのですが。その根拠になる２年間という

のはなんなのでしょうか。お知らせ願えませんか。 
○委員長（上村義雄君） 課長、成田君。 
○保健福祉課長（成田光康君） 今回の障がい者雇用につきましては、事業主に対し

ての補助という形で考えております。あくまでも雇用を促進するための２年間とい

う時限を打ちながら、雇用促進のほうに事業主にお願いしていきたいと考えており
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ますので、その辺でご理解いただきたいと思います。 
○委員長（上村義雄君） もう一度どうぞ。 
○１０番（山本 豊君） 一般的に、勿論この意味は判っています。使う側がいただ

くんですよ。道でも同じような事業がありましたよ、そういう方々。これは期限設

定って道の場合なかったんですね。特にどんなことがあったかというのは、畜産農

家の方々が、都市なんかで良くちょっと表現が悪いですが残飯なんかを集めるだと

か、ゴミの収集だとかにそういう寄附を受けてって、これって期限がなかったんで

すよ。だから今金町に限って２年間だけというのは、その２年間経ったらその事業

所がもういいですよという形になるのか、それともその前に十分そういうノウハウ

をつけたんだから今度は全額払って使いなさいよという意味なのか、どちらなのか

なという疑義を感じたものですから聞いただけなんですが。基本的にはそこら辺の

考え方というのはどうなんでしょうか。 
○委員長（上村義雄君） 課長、成田君。 
○保健福祉課長（成田光康君） 一応ですね、目安として２年間という基本的な２年

間の設定ルールを設けましたのは、障がい者年金受給の形を考えまして、例えば高

等学校卒業後に障がい者年金を受給されるまでの期間を目安として２年間という

形で、取り敢えず私達のほうでは考えて、時限的に２年間の措置によって対応しよ

うと考えております。 
○委員長（上村義雄君） その他ありませんか。 

（「なし」の声あり） 
 無いようですので、以上で保健福祉課の質疑を終わります。 
次に介護老人保健施設より説明をお願いいたします。 
事務長、太田越君。 

○介護老人保健施設事務長（太田越宜晴君） （介護老人保健施設事務長朗読説明、

記載省略） 
○委員長（上村義雄君） 主幹、諸戸君。 
○介護老人保健施設主幹（諸戸康浩君） （介護老人保健施設主幹朗読説明、記載省

略） 
○委員長（上村義雄君） 事務長、太田越君。 
○介護老人保健施設事務長（太田越宜晴君） （介護老人保健施設事務長朗読補足説

明、記載省略） 
○委員長（上村義雄君） 説明が終わりました。ただ今の説明に対し、質疑があれば

お受けいたします。何かございませんか。 
  山本委員。 
○１０番（山本 豊君） 先ほどの保健福祉課のグループホームの話しもありまして、

今の施設利用者については潤沢な、いわゆる選べる状況下にあるのかなということ

で、待機者がほとんどいなくなったという判断してよろしいでしょうか。各施設が

民間でできました。したがって、そういう選ぶ権利は勿論入所者にありますから、

そちらのほうにこう選ばれているというか。前にこんなことを聞いたのですが、同

じ１部屋の中に男女比率が違っていて、男の人は空いているんだけれども女の人の

場所がバランスが良くないから一緒に入れないというんでしょうか、そんなことが

あっての数値なのか。この原因というのは現実にはなんなのか、私も良く承知しま

せんので、主なる原因が判れば教えていただきたいと思うのですが。 
○委員長（上村義雄君） 事務長、太田越君。 
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○介護老人保健施設事務長（太田越宜晴君） 主な原因と言いますと、短期入所等が

かなり大幅、通所も含めてですけれども減員されています。ただこの方々は他の施

設の短期入所に行ったのではなくてですね、入所されて減になっているのが実情で

ございます。ですから、管内施設もかなり潤沢にできたと言いますか、近隣町村に

これに近い施設があるものですから、そちらの入所が増えてきたものですから、短

期の入所をわざわざ選ばないで来るという格好でございます。ただ、入所に関して

はまだまだ待機者がおる状態だったものですから、随時入所のほうの手続きは取っ

て、こちらのほうに入所させていただいてますけれども、資料の通り実情はかなり

減ってきていると。これはある意味喜ばしいことだと思いますけれども、待機者が

少なくなってきているという実情でございます。 
  １日平均の入所の要因においてはですね、うちの施設に入って入所している者が

病院に一時行きます。それを行って返ってくるまでの待機を見込んでいますけれど

もそれを減算率と言いますけれども、今年は大変異常事態でですね、月だいたい平

均３人、常に減算率があります。ですから当初見込んでいるよりも３．７人の減に

なったということは、３人はほとんど入院しているという状態でございます。それ

が実情でございますのでご理解のほどよろしくお願いします。 
○委員長（上村義雄君） 山本委員。 
○１０番（山本 豊君） 多分そうだなろうなという想定をしておりました。という

のは、これは療養病床との関わりがあるんだというふうに思っています。結局療養

病床が無くなったから健康になったら帰らなきゃない。そういう方が多分いらっし

ゃるんだろうなと思っているんですね。どこの病院や施設でも同じ傾向だと聞いて

います。しかしそういう意味では結局は、病気が回復されて健康になって帰ってく

るまでの借り期間、借り期間という表現はちょっと悪いんですが、部屋を空けてお

かなければならない、でもその対策も含めてやっぱり。これ医療と福祉というのは

一体ですから、そこのところも将来的には、だから仕方がないんだでは多分、これ

からそうはならないのではないかという思いがある。当然ながらそこに関わってく

るのは医療従事者・介護従事者ですから、そこのことがやっぱり町職員方一生懸命

努力をなさっていますが、そのこととリンクしているか、それをちゃんとフォロー

してやらなければこの傾向がずっと続く。そういう仕組みのもんだと思っています。

ですからそこのことをちゃんと皆で。私も含めて皆で、知恵と力を合わせてそうい

う形を作っていかなければ、部屋は空いているんだけれども病院にいるんだよ、と

いう人がこれからたくさん出てくる。だってあと１８年ぐらいはこの傾向が続くん

ですよ。それにちゃんとした対応をしなければ、やがて地域の医療を守るというこ

とでは、何回も同じことを言いますけれども、そこでフォローをする人方の仕組み

を作らなきゃならないんだろうなと。だから皆さん方がいくら努力しても限界があ

りますよ、だって病院に入る人はたくさん、具合が悪くなったよと、だって最後は

表現は悪いですが次の住みかではありませんからやっぱり空けておかなきゃなり

ませんし。措置としては別ですよ、個人の方としては別ですけれども、そういうこ

とがずっと続くから、その仕組みを根本的に行政の中に。施設長がいくら努力して

もかなり無理だと思うんですよね、努力は判るんですけれども。そのことが。 
もうひとつは各所に選べる時代になりました。ですからどこが良いとか悪いとか

じゃありません、選べる時代ができたのですから、いろんなことを総合的に判断し

て出る方もいられます、間違いなく。都会の人来たいと言いますよ、でもこっちに

連れてくるわけにはいきませんから、医療費の関係で。だからそんなことから言う
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と、スパンをどんなふうにもっていくかということをやっぱり考えていかなくては

駄目な時代に入ったんじゃないでしょうか。だから施設長だけの責任ではありませ

ん。待機者を含めて皆さん方でどういう仕組みを作るか、そのリンクをどうするか

ということをきちんとしなければ駄目な時代に入ったのかなと。何年かで終わるわ

けではありませんから。一般的に１８年から２０年のスパンと今言われている、こ

の医療と福祉の関係のスパンを考えると、前に一般質問されていた方がいましたけ

れども、段々状況は変わって来る。やっぱりあわせたような仕組み作りをしていか

なければ。際限なく入退所することも大変でしょうし、生活できなければ大変だ、

だから施設が満床に動く仕組みを作っていく、ということはこれからの課題ではな

いでしょうか、いかがでしょうか。 
○委員長（上村義雄君） 副町長、清水君。 
○副町長（清水 寛君） おっしゃる通りだと思っております。施設を運営する事務

長の立場としては、常に満床にしておきたい部分だと思っております。しかし制度

の中で一定期間は待機を、待機と言いますか病院に行った場合は待ちなさいという

指導。これは豊寿園でも同じだと思っております。ですからこれの、入所されてい

る方々のお歳も少しずつ上がってくる、病院に行く形が増えてくる、それによって

３人の方がずっと３ヶ月も４ヶ月もいないわけではなくて、新しい方が絶えず発生

していくのが３．７人だということが、今事務長の口から出ました。 
  本当に致し返しで非常に苦しい部分でありますけれども、健康で頑張っていただ

きたい視点がございますし、今私達が独自にそこの部分をやめて、絶えずフルにし

て一端病院を出た人間は次またお待ちください、という形にもなかなかなりません

ので。いろいろと知恵を使いながらもやっていくことはお約束申しますが、しかし

この定めの中はなかなか抜け切れないのかなという認識をしてます。 
○委員長（上村義雄君） よろしいですか。加藤委員。 
○４番（加藤三明君） 同僚議員のほうから話はありますけれども、一般的な町民か

ら見ますと入所できないといのが、という言い方をしていることですよね。待機者、

いろんな事情があってどうだこうだということは判りますけれども、やはりそれで

入所する人がいないから大変ありがたいことだと、考え方によってはそういうこと

になるんでしょうけれども、やはり経営的なものを考えれば決してそうではないん

ですよね。やはり常に満室になっているのがというのが望ましいことであるので。

だけども一般的な、ついこの間も待機者の方に話しを聞いたのですが、どうして入

所できないんですかね、という話が多いんですよ。ですからその待機者に対して、

その辺のことを、入るような努力を。営業という言い方はあれですけれども、説明

的なものがされているのか、なにか入所しないのに原因的なネックになるものがあ

るのか、その辺やはりもう一度掘り下げて考えてみる必要もあるんでないかなとい

うふうに私は思っているんですけれども、その辺いかがでしょうか。 
○委員長（上村義雄君） 事務長、太田越君。 
○介護老人保健施設事務長（太田越宜晴君） 待機者は先ほど資料でも言いましたよ

うに、ほぼここ何年かは、実質上の在宅待機が３０人ほどいましたけれども、今回

１９人まで減してきました。ただまだ１９人いるという格好でございます。現実上

はやはり待機者は完全になくなるということはありませんけれども、当然入所にあ

たっては必ず相談員と協議しながら入所の手続き等を行なっています。ですから実

質入所ができない等諸般の理由が、各々個人の入所者によって違います。例えば医

療費が異常に高かったり、そういうような場合は入所が難しかったり、いろんな手
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続き病気等の問題もありますし、認知とかそういうような病気の内容にもよって入

所が困難な場合もあるものですから。その辺は入所者と十分協議して実質上手続き

を入っていますので、その辺で待機者が常に入れないんだというような状態ではな

いということだと解釈していただければありがたいなと思います。よろしくお願い

します。 
○委員長（上村義雄君） 他にありませんか。 

（「なし」の声あり） 
○委員長（上村義雄君） 無いようですので、以上で介護老人保健施設の質疑を終わ

ります。 
  次に国保病院より説明をお願いいたします。 
事務長、柏田君。 

○国保病院事務長（柏田泰明君） （国保病院事務長朗読説明、記載省略） 
○委員長（上村義雄君） 主幹、山田君。 
○国保病院主幹（山田哲也君） （国保病院主幹朗読説明、記載省略） 
○委員長（上村義雄君） 説明が終わりました。ただ今の説明に対し、質疑があれば

お受けいたします。なにかございませんか。 
  山本委員。 
○１０番（山本 豊君） ちょっと先ほど聞き漏らしたのですが、条例改正で職員住

宅使用料、それから看護師宿舎使用料の分というのは、新しい条例の中分では出て

こない。多分説明されたんでしょうけれども、ちょっと他のを見ていて聞き漏らし

ました。教えていただければありがたいです。 
○委員長（上村義雄君）事務長、柏田君。 
○国保病院事務長（柏田泰明君） この部分につきましては、今医師住宅を建ってお

りますけれども、その前に看護師宿舎と職員住宅ということで建設していたわけで

すけれども、この部分が解体をされました。この解体されたことによりまして、こ

の部分の料金を削除するということであります。なお医師住宅につきましては、今

金町有住宅の規則のほうで歳出する額とするということで統一しておりますので、

そちらのほうで金額を算定していくということでありますので、よろしくお願いい

たします。 
○委員長（上村義雄君）よろしいですか。他にありませんか。 

（「なし」の声あり） 
 無いようですので、以上で国保病院の質疑を終わります。 
以上で各課からの説明が終わりました。全体を通して何かありませんか。 

（「なし」の声あり） 
  ないようですので、その他についてなにかありませんか。 

（「なし」の声あり） 
  先ほど、合同委員会か全員協議会かということの部分がございましたが、行政側

のほうで副町長、どちらにしますか。 
  副町長、清水君。 
○副町長（清水 寛君） 議運にお諮りをする部分だと思っておりますが、私のほう

では合同委員会の開催をお願いしたいと思っております。その中身につきまして

は、議案第１号であります国営農地再編推進室の設置条例という部分であります

が、質問の中でお答えさせていただきましたが、総務財政課においては室の設置

条例を申し述べるだけであります。産業振興のほうでこの後推進本部の体制、そ
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れからその他諸々の内容について説明をする形になっておりますので、これを併

せまして全議員にご説明を申し上げたいと。その上でご理解を賜りたいと思って

おりますので、この議案第１号についてお願いをして。 
それと地域主権改革の一括法の関連で、議案第６号から１０号までございます

ので、文言の整理その他ございますが、この内容についてできれば併せ一括でご

説明を申し上げたいと思っております。これにつきましてはまたこの後、３月の

定例会に、まだ今回全部できておりません。例えば公営施設関係や保健福祉関係

の部分もまだ数件残ってございますので、これらについても頭出しをさせていた

だきながら、ご説明を申し上げたいと思っておりますのでよろしくご配慮を賜り

たいと思っております。 
○委員長（上村義雄君） 今理事者のほうから、合同委員会でという話しがありまし

たので、ご承知おきいただきたいと思います。 
  なければ、以上で各課説明事項についてを終わります。 
  理事者の皆様にはご出席ありがとうございました。 
  ４時３０分まで休憩をいたします。 
 

休憩 午後４時１８分 
            再開 午後４時３２分 
 

◎所管事務調査について 
○委員長（上村義雄君） 休憩を解き、開議いたします。 
 これより、平成２４年本委員会の所管事務調査についてを議題といたします。内

容については、現在まとめの部分を作成する案をもっていますが、その部分につい

てをもう一度局長のほうから説明していただきたいと思います。 
局長、勝山君。 

○事務局長（勝山英敏君） （議会事務局長朗読説明、記載省略） 
○委員長（上村義雄君） 説明していただきました。休憩をして、その中でご意見を

いただきながら修正していきたいと思いますので。 
  ただ今から休憩をいたします。 
 

休憩 午後４時４０分 
            再開 午後４時４４分 
 
○委員長（上村義雄君） 休憩を閉じ、開議いたします。 
  休憩中に意見の部分の一部修正がありました。その部分を局長、読み上げていた

だければと思います。 
○事務局長（勝山英敏君） それでは訂正する箇所。意見の前段の中で、地方分権う

んぬんから始まったところで、２ページ目の町有財産のちょっと前なんですが、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、という

ことで訂正をさせていただきたいと思います。以上です。 
○委員長（上村義雄君） 今読んでいただいたところを修正・加えるということで。

それでよろしいですか。 
（「異議なし」の声あり） 

  それでは委員会調査報告ということで、前段の部分についてはこれはもう数字的

なものでございますので、直近の部分の数字を書き込むというふうに。意見の部分
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では今局長に読んでいただいた通りに一部修正・加えてこの通りに意見書を１２月

の定例会で報告するというような方向になりますけれども、それでよろしいでしょ

うか。 
（「はい」の声あり） 

  では、そのように決します。 
 
   ◎その他 
○委員長（上村義雄君） 次に、その他の項目になりますけれども、来年の総務厚生

常任委員会としての視察研修の件ですけれども、前もって事務局を通じて視察の項

目をしていたわけですけれども、これについても休憩をしながらやっていきたいと

思います。 
  休憩をいたします。 
 

休憩 午後４時４６分 
            再開 午後５時２１分 
 
○委員長（上村義雄君） 休憩を解き、開議いたします。 
  今の視察の部分については、休憩のうちでいろんな議論をいただいたことを更に

加味して、予算の処置に局長にお願いするという方向性でいきたいと思います。 
  休憩中に、この行政視察のプライベートの行政視察の部分の議論をさせていただ

きました。今出された資料に基づきながら、更に今日議論していただいたことを加

味していただいて、局長に更に付け加えていただいて、予算処置の部分で協力を願

うということで行きたいと思います。それでよろしいですか 
（「はい」の声あり） 

 
○委員長（上村義雄君） ではその他にあればおうかがいいたします。ありませんか。 

（「なし」の声あり） 
 
   ◎閉会の宣告 
○委員長（上村義雄君） 無いようですので、以上で本日の委員会を、これをもちま

して閉会とさせていただきます。 
どうもご協力ありがとうございました。 

 
                            閉会 午後５時２３分 


