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平成２５年第１回今金町議会定例会 第１号

平成２５年３月１１日（月）

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 諸般の報告について

４ 行政報告

５ 委員会報告 議会改革活性化推進特別委員会報告について

６ 同意第 １号 今金町監査委員の選任について

７ 同意第 ２号 今金町固定資産評価審査委員会委員の選任について

８ 諮問第 １号 人権擁護委員会候補者の推薦について

９ 発議案第１号 今金町議会基本条例の一部を改正する条例制定について

１０ 発議案第２号 今金町議会委員会条例の一部を改正する条例制定について

１１ 発議案第３号 委員会の閉会中の継続調査について

１２ 会議案第１号 今金町議会会議規則の一部を改正する規則制定について

１３ 議案第１５号 今金町テレビ難視聴解消施設の設置及び管理に関する条例を

廃止する条例について

１４ 議案第１６号 今金町土地開発基金条例を廃止する条例制定について

１５ 議案第１８号 権利の放棄について

１６ 議案第１９号 平成２４年度今金町一般会計補正予算（第７号）について

１７ 議案第２０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４号）について

１８ 議案第２１号 平成２４年度今金町介護保険特別会計補正予算（第３号）つ

いて

１９ 議案第２２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

３号）について

２０ 議案第２３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４号）について

（ ）２１ 議案第２４号 平成２４年度今金町簡易水道事業特別会計補正予算 第４号

について

２２ 議案第２５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４

号）について

２３ 行政執行方針

２４ 一般質問
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〇出席議員（１１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

〇欠席議員（１名）

１０番 山 本 豊 君

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
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会 計 管 理 者 伊 藤 恵 津 子 君
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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

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

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
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事 務 局 次 長

給食センター次長 小 林 実 君

子 ど も 発 達 支 援 舘 野 道 子 君
セ ン タ ー 長

国 保 病 院 事 務 長 柏 田 泰 明 君
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議会事務局長 兼
監 査 委 員 書 記 長
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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） 山本議員より欠席の届け出があります。

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２５年第１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、芳賀君、上村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１５日までの５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。

お諮りいたします。

会議規則第９条第２項の規定に基づき、本日の会議時間は、ナイター議会開催の

ためあらかじめ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） ご異議がないので、以上のとおり決定いたします。

お諮りいたします。

会議規則第９条第２項の規定に基づき、３月１５日は今金中学校卒業式出席のた

め、会議の開始時刻を午後１時３０分に繰り下げて開くこと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。
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◎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 委員会報告

〇議長（徳田栄邦君） 日程第５、これより委員会報告を行います。

議会改革活性化推進特別委員会調査報告についてを議題とし、議会改革活性化推

進特別委員会委員長の報告を求めます。

議会改革活性化推進特別委員会委員長、山崎君。

○議会改革活性化推進特別委員会委員長（山崎 仁君） 特別委員会報告。

議会改革活性化推進特別委員会に付託された下記事項について、会議規則第７７

条の規定により報告いたします。

１．付託事項、２．付託案件の調査の方法、３．日程については、お目通しをい

ただきたいと思います。

調査結果の朗読をいたします。

調査結果

（１）議員提案による課題整理

①選挙等について

・議員定数等については議会基本条例にある参考人、公聴人等の制度を使い広

く町民の声を聞き、協議決定をすることが望ましい。

・選挙公報について

公職選挙法第１７２条の２に規定される選挙公報は、議会議員選挙に立候

補する者が有権者へ公平かつ平等に想いを伝える方法として有効であるとの

観点から、選挙管理委員会へ発行の検討を要請することとする。

②議員活動等について

・政務調査費

政務調査費は平成２４年９月の地方自治法改正に伴い、これまでの調査研

究に加え 「その他の活動」が追加され政務活動費へ名称変更されることと、

なった。

現在、今金町議会では政務調査費を持たず、委員会単位での各種調査を、

目的、場所、期間等を議会で提案し、理事者側にその都度予算要求を行う考

えのもとで取り進めてきたが、これを継続し、並行して政務活動費に関する

調査、情報収集等を行い、必要性を協議することとする。

・町民会議・住民会議

町民会議は内容、日時等も含め工夫を加えながら、議会運営委員会が企画
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し、全議員参加により実施する。

、 、 、住民会議は 今まで町内の団体 組織などの要望に応じて開催してきたが

今後議会側からも積極的に呼びかけていくことが必要である。

・議員出席状況について

議会や議員の活動を町民へお知らせするため、議会だよりなどを通じ、全

体の動きを広報し、議会への関心を深めてもらうよう努める。

③委員会活動等について

・常任委員会のあり方について

、 、 、現在の総務厚生常任委員会 産業教育常任委員会 広報発行常任委員会は

定数、任期とも現状維持とし、所属委員会で積極的な議論を行い、より専門

性を高めていくこととあわせて、行政視察においては町職員の同行も必要と

考える。

④議会活動について

・本会議主義

各常任委員会の専門的議論をもとに、本会議において可否を決する本会議

主義で進める。

・一般質問のあり方について

従来の一問一答方式、１問につき３０分以内の時間制限等の中で、積極的

な政策提案、政策論争を行う。

・質疑のあり方について

委員会及び本会議は、委員長、議長の運営に委ねられており、簡明かつ議

題外にわたらず、その範囲を超えない質疑を行う。

・開かれた議会について

これまでのナイター議会を含め、模擬議会等の開催も視野に入れ、さらに

町民に開かれた議会となるよう努める。

以上であります。

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。

今金町監査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） おはようございます。提案理由を申し上げます。

同意第１号であります。今金町監査委員の選任について。平成２５年３月１３日

をもって任期満了となります天井幸雄氏について、再任といたしたく地方自治法第

１９６条第１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。

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

同意賜りますよう、よろしくお願いいたします。
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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２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３月３１日をもって任期満了となります平野氏につきましては、辞任

の意向がございますので、後任として重田実氏を選任いたしたく、地方税法第４２

３条第３号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。

同意案につきましては、総務財政課長が朗読説明を行います。ご審議いただき同

意賜りますよう、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） （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 諮問第１号

〇議長（徳田栄邦君） 日程第８、諮問第１号を議題といたします。

人権擁護委員候補者の推薦について、理事者の説明を求めます。

副町長、清水君。

○副町長（清水 寛君） 諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦について、提案理
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由を申し上げます。

平成２５年６月３０日をもって任期満了となります大谷長晧氏について、引き続

き同委員として推薦いたしたく、人権擁護委員法第６条第３項の規定に基づき議会

の意見を求めようとするものであります。

諮問案につきましては、総務財政課長が朗読説明をいたします。ご審議いただき

ご推薦について承認賜りますよう、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） （諮問第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 発議案第１号

〇議長（徳田栄邦君） 日程第９、発議案第１号を議題といたします。

今金町議会基本条例の一部を改正する条例制定について、提出者の説明を求めま

す。

山崎君。

○２番（山崎 仁君） 発議案第１号 今金町議会基本条例の一部を改正する条例制

定について。

今金町議会基本条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。

平成２５年３月１１日提出。

今金町議会議員。

今金町議会基本条例の一部を改正する条例。

今金町議会基本条例（平成１９年今金町条例第１１号）の一部を次のように改正

する。

第８条第１号中「法律第２条第４項の規定に基づく基本構想」を「基本構想（今

。）」 。金町における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための計画をいう に改める

附則、この条例は公布の日から施行する。

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、発議案第１号 今金町議会基本条例の一部を改正する条例制定

について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、発議案第１号 今金町議会基本条例の一

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 発議案第２号

〇議長（徳田栄邦君） 日程第１０、発議案第２号を議題といたします。

今金町議会委員会条例の一部を改正する条例制定について、提出者の説明を求め

ます。

山崎君。

○２番（山崎 仁君） 発議案第２号 今金町議会委員会条例の一部を改正する条例

制定について。

今金町議会委員会条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。

平成２５年３月１１日提出。

今金町議会議員。

今金町議会委員会条例の一部を改正する条例。

今金町議会委員会条例（昭和６２年今金町条例第１３の２号）の一部を次のよう

に改正する。

第５条中「動機」を「動議」に改める。

第６条中第３項を第６項とし、第２項を第５項とし、第１項を第４項とし、第１

項から第３項までとして次の３項を加える。

議員は、少なくとも一の常任委員となるものとする。

２ 常任委員及び議会運営委員は、会期の始めに議会において選任する。

３ 特別委員は、議会において選任し、委員会に付議された事件が議会において

審議されている間存在する。

附則、この条例は、公布の日から施行する。

以上です。

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）「
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〇議長（徳田栄邦君） 討論を終わります。

討論を打ち切り、発議案第２号 今金町議会委員会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、発議案第２号 今金町議会委員会条例の

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 発議案第３号

〇議長（徳田栄邦君） 日程第１１、発議案第３号を議題といたします。

委員会の閉会中の継続調査について。

お諮りいたします。

各常任委員会の閉会中の継続調査、議会運営委員会の議会の運営に関する事項に

ついて及び議長の諮問に関する事項について、会議規則第７５条の規定により、委

員長から申し出のとおり、調査が終了するまで、閉会中の継続調査とすることにご

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） 異議なしと認めます。

したがって、各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定

いたしました。

◎日程第１２ 会議案第１号

〇議長（徳田栄邦君） 日程第１２、会議案第１号を議題といたします。

今金町議会会議の規則の一部を改正する規則改正について、提出者の説明を求め

ます。

山崎君。

○２番（山崎 仁君） 会議案第１号 今金町議会会議規則の一部を改正する規則制

定について。

今金町議会会議規則の一部を改正する規則を別紙のとおり制定する。

平成２５年３月１１日提出。

今金町議会議員。

今金町議会会議規則の一部を改正する規則。

今金町議会会議規則（昭和６２年今金町議会規則第１号）の一部を次のように改

正する。

第１５条の見出し中「一時不再議」を「一事不再議」に改める。

第１７条第１項中「法第１１５条の２」を「法第１１５条の３」に改める。

第７３条第２項中「法第１０９条の２第４項」を「法第１０９条第３項」に改め

る。
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第１２３条を第１３０条とする。

第１７章を第１９章とする。

第１２２条を第１２９条とする。

第１６章を第１８章とする。

第１２１条を第１２８条とする。

第１５章を第１７章とする。

第１２０条を第１２７条とし、第１１７条から第１１９条までを７条ずつ繰り下

げる。

第１４章を第１６章とする。

第１３章の次に次の２章を加える。

第１４章 公聴会

（公聴会開催の手続）

第１１７条 議会が、法第１１５条の２第１項の規定により、会議において公

聴会を開こうとするときは、議会の議決でこれを決定する。

２ 議長は、前項の議会の議決があったときは、その日時、場所及び意見を聴

こうとする案件その他必要な事項を公示する。

（意見を述べようとする者の申出）

第１１８条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文章であらかじめ

その理由及び案件に対する賛否を、議会に申し出なければならない。

（公述人の決定）

第１１９条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等

（以下「公述人」という ）は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及。

、 、 。びその他の者の中から議会において定め 議長は 本人にその旨を通知する

２ あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があ

るときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。

（公述人の発言）

第１２０条 公述人が発言しようとするときは、議長の許可を得なければなら

ない。

２ 前項の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

、 、３ 公述人の発言がその範囲を超え 又は公述人に不穏当な言動があるときは

議長は発言を制止し、又は退席させることができる。

（議員と公述人の質疑）

第１２１条 議員は、公述人に対して質疑をすることができる。

２ 公述人は、議員に対して質疑することができない。

（代理人又は文章による意見の陳述）

第１２２条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文章で意見を提示する

ことができない。ただし、議会が特に許可した場合は、この限りではない。

第１５章 参考人
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（参考人）

第１２３条 議会が、法第１１５条の２第２項の規定により、会議において参

考人の出席を求めようとするときは、議会の議決でこれを決定する。

２ 前項の場合において、議長は参考人にその日時、場所及び意見を聴こうと

する案件その他必要な事項を通知しなければならない。

３ 参考人については、第１２０条（公述人の発言 、第１２１条（議員と公）

述人の質疑）及び第１２２条（代理人又は文章による意見の陳述）の規定を

準用する。

附則、この規則は、公布の日から施行する。

以上であります。

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、会議案第１号 今金町議会会議規則の一部を改正する規則制定

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、会議案第１号 今金町議会会議規則の一

部を改正する規則制定については、原案のとおり可決いたします。

◎日程第１３ 議案第１５号

〇議長（徳田栄邦君） 日程第１３、議案第１５号を議題といたします。

今金町テレビ難視聴解消施設の設置及び管理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１５号 今金町テレビ難視聴解消施設の設置及び管

理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。

地上デジタル放送への移行に伴って整備をいたしました施設については、管理組

合のもとで運営することで協議が調い、関係法令に基づく届出、申請等も了し、組

合所有の施設として維持運営していることから、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。
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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１５号 今金町テレビ難視聴解消施設の設置及び管理に

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１５号 今金町テレビ難視聴解消

施設の設置及び管理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１４ 議案第１６号

〇議長（徳田栄邦君） 日程第１４、議案第１６号を議題といたします。

、 。今金町土地開発基金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１６号 今金町土地開発基金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。

公共用に供する土地をあらかじめ取得し、事業の円滑な執行を図ることを目的と

して本基金を設置し、運用してまいりました。しかし、現状では公共施設等の整備

はほぼ完了したことと、今後において公共用地に係る先行取得の見込みがない状況

を勘案して、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。

（ 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１６号 今金町土地開発基金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１６号 今金町土地開発基金条例

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。
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◎日程第１５ 議案第１８号

〇議長（徳田栄邦君） 日程第１５、議案第１８号を議題といたします。

権利の放棄について、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 権利の放棄について、提案理由を申し上げ

ます。

平成５年２月に発覚いたしました旧北檜山町で開業しておりました平病院の診療

報酬の不正請求に係る返還金について、この間毎年債務期限の延長を設定し納入期

限の延長を承認いたしてまいりました。しかし、今後において債務者による債務の

履行が見込めない状況にあることが判明いたしましたので、地方自治法第９６条第

１項第１０号の規定により、かかる債務の権利の放棄について議会の議決をお願い

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） 権利の放棄については、これはやむを得ずという気もするん

ですけれども、参考までにお聞きかせいただきたい。

税の滞納等については、いわゆる滞納整理機構を使いながら回収に努めているん

ですけれども、この手の債権というんですか、これについてはそういう取り組みの

ようなものはないんですか。

〇議長（徳田栄邦君） 副町長、清水君。

○副町長（清水 寛君） 本件については民事関係の部分でありまして、税について

は税法の中の部分で、国税徴収法の関係の部分にのっとって進めておりますので、

滞納整理機構等の事案の中には当然入ってまいりません。これらについては、ご承

知のとおり３町、北檜山町との連携協定の中でこの徴収については進めてまいりま

したが、しかし、履行が見込めないという状況が調査の中で判明したというものが

今回の提案に至っている部分でありますので、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１８号 権利の放棄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 権利の放棄については、
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原案のとおり可決いたします。

１１時まで休憩いたします。

休憩 午前１０時４５分

再開 午前１１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１６ 議案第１９号

〇議長（徳田栄邦君） 日程第１６、議案第１９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７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１９号 平成２４年度今金町一般会計補正予算（第

７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 既定の歳入歳出予算の総額に それぞれ７億１

３８３万７，０００円を追加し、予算の総額をそれぞれ５６億２，７９８万４，０

００円にしようとするものであります。

補正の主なものについて、歳入より補正額について申し上げます。１ページをお

願いいたします。

なお、今回の補正につきましては、一般会計を始めとして各特別会計についても

同じでありますが、決算を見据えた事務事業の事業量の精査によるものが主であり

ますので、よろしくお願いいたします。

１款町税において２０５万円の追加は、町民税、固定資産税、軽自動車税におい

て、今後の収入見込額の精査による追加であります。

２款地方譲与税７７０万２，０００円、３款利子割交付金８万６，０００円、４

款配当割交付金１０万３，０００円、６款地方消費税交付金３５８万円、それぞれ

減額でありますが、同じく収入見込額の精査によるものであります。

９款地方交付税で７，８３６万８，０００円の追加は、額の確定に伴って留保し

ていたものを追加するものであります。

１１款分担金及び負担金４２万円、１２款使用料及び手数料１３２万９，０００

円、それぞれの減額も見込額の精査によるものであります。

１３款国庫支出金８，７３７万４，０００円の追加は、社会資本整備総合交付金

の追加が主であります。

１４款道支出金において３億２，１５４万４，０００円の追加は、農業体質強化

基盤整備促進補助金の追加が主であります。

１５款財産収入９９万６，０００円の追加は、貸家料等の見込額の精査でありま

す。
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１６款寄附金３６万６，０００円の追加は、一般寄附金であります。

１７款繰入金で１億３，０４６万円の追加は、土地開発基金繰入金の追加であり

ます。

１９款諸収入で４，７２９万９，０００円の追加は、今金町土地開発公社清算剰

余金の追加が主であります。

２０款町債で５，８６０万円の追加は、土木債であり、中央通線交付金事業債、

林道稲穂支線開設事業債の追加が主であります。

次に、歳出は３ページからです。

１款議会費は４１万４，０００円の減額。

２款総務費で２億４，８４８万５，０００円の追加は、公共施設整備基金積立金

の追加が主であります。

３款民生費で２，４１０万７，０００円の減額は、給付扶助費等の減額が主であ

ります。

４款衛生費で１，２２５万８，０００円の減額は、病院事業施設勘定への繰出金

の減額が主であります。

５款労働費で７５万７，０００円の減額は、労働諸費の精査減額であります。

６款農林水産業費で３億３，６８７万円の追加は、農業体質強化基盤整備促進事

業交付金の追加が主であります。

７款商工費で２５５万８，０００円の減額は、地場材活用促進補助金等の精査減

額が主であります。

８款土木費では１億５，９９８万８，０００円の追加でありますが、除雪対策費

ほか国の２４年度補正に関係して計上する雪寒機械購入費、中央通線交付金事業な

どそれぞれの追加が主であります。

９款消防費で４７２万円の追加は、防災情報通信施設整備委託料の追加が主であ

ります。

１０款教育費で３８６万８，０００円の追加は、中学校費における修繕料の追加

が主であります。

次に、５ページをお願いします。

第２表繰越明許費について申し上げます。

６款農林水産業費では、農業体質強化基盤整備促進事業で３億１，０５０万円、

林業専用道稲穂支線開設事業で３，４００万円、８款土木費では雪寒機械購入事業

で４，７４０万円、八束高台線交付金事業で１，８９０万円、中央通線交付金事業

で６，９３０万円を、９款消防費では防災情報通信設備整備事業で５５０万円、以

上を平成２５年度に繰り越しをして事業を行うことで進めようとしております。

６ページをお願いします。

第３表の債務負担行為の補正について申し上げます。

事項につきましては、社会福祉法人光の里に対する助成であり、期間は平成２４

年から２５年度まででありますが、平成２５年度の限度額を１億円から９，４０９
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万９，０００円にしようとするものであります。

次に、７ページをお願いします。

第４表の地方債の補正について申し上げます。

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、説明を略させ

ていただき、起債の目的、限度額の補正について申し上げます。

学童保育所建設事業債６，５３０万円を６，２００万円に、林業専用道稲穂支線

開設事業債を１，３９０万円から２，９９０万円に、雪寒機械購入事業債は、新た

に１，５７０万円に、八束高台線交付金事業債を１，２４０万円を１，９６０万円

に、中央通線交付金事業債８７０万円を３，１７０万円に、計を３億６，９１０万

円を４億２，７７０万円にそれぞれ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。

なお、質疑に当たっては、会議規則第５４条の規定に基づき、簡明にかつ議題外

にわたらず、またその範囲を超えないようお願いをしておきます。

１款議会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） 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。３７ページから４５ページです。

山崎君。

○２番（山崎 仁君） ３８ページ、積立金で公共施設整備基金積立金２億４，００

０万円ありますけれども、これによってこの基金の総額が幾らになるのか。

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） 平成２４年度末の見込額でございますが１２億５７

１万８，０００円の予定でございます。

（ もう一度お願いします」の声あり）「

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） １２億５７１万８，０００円の予定です。

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。４６ページから５０ページです。

山崎君。

○２番（山崎 仁君） ４７ページの障がい者特別対策費、重度障がい者タクシー料

金扶助費、この内容は常任委員会でもたしかお聞きをしたと思うんですが、この精

算方法がどういうふうになっているのかお知らせをいただきたい。
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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） 重度障がい者のタクシーの関係につきましては、対

象者にチケットをお渡ししております。その登録されたチケットを使用して、それ

ぞれ障がい者の方がタクシーに乗るときにチケットを渡して、それで業者から、タ

クシー会社の方から、私たちの方に請求が毎月上がってくるような形になっており

ます。

一応１万２，０００円の限度額ということなので、内容を精査しまして１万２，

０００円を限度として助成するような形をとってチェックしております。

〇議長（徳田栄邦君） 山崎君。

○２番（山崎 仁君） タクシーチケット１万２，０００円なんですけれども、使わ

なかった場合、今回のこの数字はそのことかなと思うんですけれども、年度で４月

， 、 、 、から例えば３月まで１年間で１万２ ０００円 そこで使わなかった分 余った分

これはどう管理しているのか。

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 基本的にタクシーチケットにつきましては １年間

有効期限が１年間ということで、それぞれ会社の方にもお知らせしておりますし、

交付するときにもそのように注意事項をお知らせして使用していただいている状況

です。

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） 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。５１ページから５３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。５４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。５５ページから５８ページです。

向井君。

○３番（向井孝一君） ５５ページの土地改良費の中で３億９００万円の補正が追加

されておりますけれども、これは自給特対の事業の絡みなんですけれども、このあ

れというのは、２５年度、例えば１２月まで有効な事業というふうにとらえている

んですか。

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） こちらの方で計上してございます農業体質強化基盤

整備促進事業の部分でございますが、事業としては２６年３月いっぱいまでという

形になります。

〇議長（徳田栄邦君） 向井君。
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○３番（向井孝一君） それで、当初反１６万円くらいの事業費で手出しなしで大体

収まるような話だったんですが、後ほどそれでは済まなくなる。これは土地条件だ

とか、畑、田んぼによって違うだろうと思うんですけれども、その辺の実態という

のは、例えば２４年度で経過した事業の中で、手出しが生じた部分というのはどの

ぐらいあるのか、お知らせいただきたいと思います。

〇議長（徳田栄邦君） 産業振興課長、宮本君。

○産業振興課長（宮本 彰君） 概算で大変申しわけありませんけれども、実施をし

ている事業費的には３億２，０００万円中、おおむね自己負担としては８２０万円

程度自己負担というふうに把握をしている段階でございます。

〇議長（徳田栄邦君） 山崎君。

○２番（山崎 仁君） ５６ページ、１９節負担金補助及び交付金、農業体質強化、

昨年も同様の手法、いわゆる繰越明許を使いながら工事に入っていったという段階

では、昨年はたしか測量費程度、一千数百万の予算を町独自に持ったというふうに

記憶をしているんですよ。昨年度、町の思いを入れていただきながら、町長の施策

として予算を計上されて、議会でも議決を行ったと。今回はそれは載っていないよ

うでありますけれども、この辺の理由はどうなっているんですか。

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） 予算といたしましては、測量調査費という形で計上

はしてございましたが、現実、測量を含めての施工経費を算段したところ、おおむ

ね１５万ないしは１７万円、いろいろと補助条件等にもよりますので、施工費が個

々によって異なると。

〇議長（徳田栄邦君） 山崎君。

○２番（山崎 仁君） 要するに、１５万円の範囲でいろいろ見積もりを取りながら

やっていったと。いわゆる受益者も１５万円の範囲でできるだろうと。しかし、一

部１５万円を超えるような場面も出てくるかもしれない、想定をされると。いわゆ

る調査・測量費程度は今金町が負担をしても、これは大いに実施していただいた方

がいいだろうという提案だったというふうに思うんです。

去年の３月補正で、国のいわゆる３億２，０００万円ですか、この額を補正で議

。 、 、決をした 今金町も同様にして 一千数百万円の大変温かい配慮をいただきながら

受益者にとって。それが、８００万円が自己負担だとさっき答弁ありましたよね。

３億２，０００万円で８００万円が自己負担になっていると。ということは、自己

負担が発生しているわけですから、予算を持って発動がなかったという、この辺の

考え方が、今初めて聞いたので理解ができないんですけれども。もう一度お願いし

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） 従前にもご質問等ございました形の中で、測量調査

費につきましては、ケース、事業を精査する中で、状況を踏まえながらという形で

予算計上させていただいてございます。そういった中で、実際に事業を施工する部
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分において、受益者個々にその事業費、施工量、補助の対象の部分も、非常に数字

的には１５万円くらいの部分で収まる。また場合によっては１８万、２０万円くら

い、その補助条件等によってかかると。そういった中でございましたので、これら

をすべて同じ段階でというのがやはり難しいという部分がございましたので、こち

らの部分には、測量調査という部分では町の方で対応せず、施工費、国からの助成

金を生かしつつ、また応分に受益者の負担をいただきながら、そういった形で事業

を実施してまいっ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） だから去年予算を持ったんでしょうということですよ。国か

ら１５万円で定額助成が出てきた。しかし、ケース・バイ・ケースで、もしかした

ら１５万円を超えるような部分もあるかもしれない。今金町としても、応分の、確

かそういう言葉だったと思うんですけれども、それなりに支援をしたいと。ですか

ら、１５万円を超える分は、私の理解の中では１５万円を超える分は、実施をする

協議会の中で足りない分はこれを補てん、充てんしていくんだという認識だったん

ですよ。

ですから、昨年やっているということは、今年もあるだろうというふうに私は思

っていた。これが今年ない、その理由が、自己負担を求めながら工事をやってきた

と。去年の３月の補正の段階での提案と、今の話とはちょっと矛盾するのかなと。

去年あるものは今年もあるというふうに認識をする、ですから、変だなと思うんで

すけれども。

再度、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 前段ご理解いただきたいんですが 自力施工ということで

昨年国の方から１５万円までは出ますと。ただ、そのほかに、自力施工ですから、

当然自分で仕事をする部分も当然加味をしてくださいという形になっていたと思っ

ております。

測量費関係の部分ということで、施策的にという話として昨年は提案をさせてい

ただきました。現実的に、本来自力施工、町が携わる何物もないわけであったとい

う認識で当初進めておりました。しかし、先行きがあの時点ではなかなかわかり得

。 、 、ないと それらの中で 町としてそれを見て見過ごすこともできない部分があれば

応分の手助けもしなければならないのかなという部分も含めて、測量調査の関係に

ついては、予算をとりあえず計上させていただきました。

、 、 、しかし 進めていく中で 先ほど課長の方からも答弁いたしておりますけれども

協会等の中で進めていく中で、事業費の中に込めた中でそれを精算していくのが妥

当という部分でお願いをしたと。まず一点ご理解をいただきたいのは、１５万円を

超えた部分を補てんするという意味合いでの測量費という形ではないということ

で、そういうことで最終的に精査をしております。

ですから、今年についても、その部分で進めていきたいということでありますの
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で、よろしくお願いをします。

○２番（山崎 仁君） 予算の持ち方の話をしていいですか。

〇議長（徳田栄邦君） 山崎君の本件に対する質疑は、既に３回を超えておりますけ

れども、会議規則第５５条のただし書きの規定によって特に発言を許します。

山崎君。

○２番（山崎 仁君） １点だけお願いいたします。

予算の持ち方、あり方なんですけれども、今説明があった、もし何かがあったと

きにはということで、国の補正予算に絡めた予算と同等に今金町では予算を計上し

たわけですよ、昨年。予算は見たけれども、実際にやってみたら要らなかったと。

私は、補正予算というものがあるわけですから、実際具体的に事業に入ってみたと

きに、このくらいのものが足りないと。このくらいやっぱり町がという、今の測量

の話、こういう考え方でもいいのかなと思ったんです。

しかし、３月補正で見て、繰り越しをするということの意味というのは非常に重

いと思うんですよ。ですから、この事業もそうですけれども、繰り越しをして予算

を執行していくという中では、慎重なやっぱり取り組みというのが必要だと思うん

ですけれども、この辺はいかがですか。

〇議長（徳田栄邦君） 副町長、清水君。

○副町長（清水 寛君） おっしゃる部分、もっともだと思っております。

ただ、これは言いわけになりますが、この体質強化については、非常に急を要す

る部分で入ってまいりまして、それらを進めていくという部分で、私たちも非常に

苦慮した部分でもあります。先を現実的に進めていく段階で、例えば自力施工で、

じゃ、農家さん、そして業者さん、すべてそれに任せておいていいのかとか、いろ

んな部分がございました。

その後、仕事を進める中で、道の方から町を経由した中でなければそれはいけま

せんという、北海道さんのいわば転ばぬ先のつえという部分がいろいろと入りまし

て、町経費という形にこれはなってございますけれども、そういうことの先行きの

見通しの部分が、非常に不明瞭な部分があったことで組み込みをした、繰り越しま

でしているという部分で、組み方としてきちっとした組み立てが甘いのではないか

という指摘については、これについては申しわけないと思っておりますが、何しろ

どたばたをした事業でございましたので、昨年はそのような手法に至ったというこ

とについてのご理解を賜りたいなと思っております。

〇議長（徳田栄邦君） 他にございませんか。

向井君。

（ ） 、 、○３番 向井孝一君 ５７ページの造林事業費の中で 森林の所有者情報整備事業

これ昨年にもそういう質問をした経過があるんですが、これは町外の所有者の情報

だと思うんですが、森林組合の総会の席上でも、組合長の方から、正しい数字の記

憶はしていませんけれどもそんな報告がありました。これは現実的に、この事業と

いうのは、調査が終わったということで認識してよろしいのでしょうか。
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、 、 、そして 何戸くらいが今金町に町外の所有者がいて 面積はどのくらいあるのか

教えて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） ご質問の森林所有者情報整備業務委託料でございま

すが、その内容につきましては、森林所有者のデータを電算化するという形、あわ

せて森林の林班図、そういった部分についても、航空写真を活用した、ＧＩＳを活

用した部分での集中管理をするという形で、今年度、２４年度に、機器等を含めて

整備をしたわけでございます。

その整備をすることによって、既存のデータ、こういった部分を電算の形の中に

取り込み、あわせて今後の施業計画、そういった部分の計画づくりに役立ててまい

りたいというふうに考えているものでございます。

なお、森林所有者、そういった部分、大変申しわけありません。今手元に回答で

きる資料がございませんので、後ほど答弁を留保して回答したいと思いますので、

よろしくお願いいたします。

〇議長（徳田栄邦君） 向井君。

○３番（向井孝一君） そこで、行政も携わって、大変森林組合も事業量が減ってき

ているということで、経営収支も厳しい状況にあるということなんですが、町外の

このデータをもとにして、将来的にどういうふうに生かしていくのか。例えば伐採

をしてという強制的なものはないにしても、どういう方向で、植林だとか間伐だと

かっていう部分に対して協力を願っていくのかという、その考えがあればお聞かせ

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） 今、向井議員のご質問の部分については、いかに不

在地主、そういった方々が、今金に所有している山林をどのように施業して山を守

っていくかというご質問かというふうに思ってございますが、基本的には、森林組

合に未加入の方、こういった方々に組合に加入をしていただいて、そして、組合が

不在の山の所有者、こういった方々にいろんな部分でのアプローチ、事業の助成制

度のＰＲ、そういった部分を活用して、お持ちの山を資源という形、循環という意

味合いも含めて、山を守っていっていただきたい、そういう部分での活動が優先さ

れるかというふうに思っております。

町としても、そういった部分の、今計画としては町内の森林、ゾーニングという

ことで、伐採とかそういった部分のデータを把握しながら、この地域にはこういう

ような施業を進めるというような計画等もございますので、そういった部分あわせ

てデータとしてお持ちになって、不在の地主の方に施業の勧めをしていくという支

援、町としてもそういうような支援はしていきたいというふうには思ってございま

す。

〇議長（徳田栄邦君） 向井君。

○３番（向井孝一君） そこでもう一点お聞きしたいんですが、国営事業がいよいよ



- 23 -

２６年から本格工事が始まるわけですよね。そういう中で、心配されているのは、

疎水材のチップの確保ということが、この事業を採択する以前から、いろいろと一

般質問なりで質疑がされてきた経過がございます。

、 、 ，そんな中で やはり単純に２５万立米というのが 標準の山林面積から言って２

０００町歩くらい必要だよという話も聞かされております。そういうことを考える

と、町内の山林だけで確保するというのは到底無理な話で、ただ、その中で、こう

いうデータがそろって、やはりこの事業と並行して町外の地権者の皆さん方にもそ

ういう面での協力を願ったらどうかなという気がするんですが、その辺の考え方は

どうですか。

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） ただいま向井議員のおっしゃるとおり、非常に貴重

なご意見というふうにお聞きしたいというふうに思ってございます。

現実的に、チップという部分では、国営事業が動いた中では、非常に毎年度莫大

な量が必要になろうかというふうに考えてございます。そういった部分、先般檜山

の協議会が結成され、そういう部分でのチップの確保、そして流通、そういった部

分での協議会を設立させていただきましたので、こういった部分を活用しながら、

万全に対応してまいりたいというふうに思ってございます。

また、今の森林所有、今後の森林施業等を含めた中で、チップ、そういった部分

での間伐を実施しての材の部分もチップに回すと、残材等のチップへの転用、そう

いった部分も周知をしながら、うまく有効的に活用できるような形で推進したいと

いうふうに思ってございます。

また、先ほどの答弁を保留していた町内の森林の関係でございますが、民有林と

しては１万８，６００ヘクタールございます。そのうち個人としては１，１２５人

ございますが、うち４７５人が不在地主という形になります。町内が６５０人。団

体は８７団体という形になりますので、トータル的に個人、団体合わせて１，２１

２が所有者という形になります。

また、町内在住、そして不在地主、これらの所有者別の面積でございますが、町

， 、 ， 、内所有が６ １５０ヘクタール 不在地主が１万２ ４５０ヘクタールという形で

不在地主が３分の２を占めるという形でございます。

以上、所有者、所有面積の部分、報告いたしたいと思います。

〇議長（徳田栄邦君） 他にございませんか。

（ 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。５９ページです。

山崎君。

○２番（山崎 仁君） 観光費の中なんですけれども、町長の行政報告の中でも報告

がありました。いよいよ３月３０日にデビュー、３１日から発売を開始するという

ポテサラごはんなんですけれども、これ質疑いいですか、議長。
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〇議長（徳田栄邦君） いいですよ。

○２番（山崎 仁君） 大変なご苦労をされてつくられた、いわゆるご当地グルメだ

というふうに理解をしております。大成功してほしいなという思いで何点か質問し

たいと思いますけれども、まず、これはランチですよね。お昼、いわゆるランチと

いうことで、町内５店ということなんですけれども、それぞれもし差し支えなけれ

ば店名をお知らせをいただきたい。

それから、５店って、もっとほかにお店はなかったのかということで。

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） ５店舗につきましては、石田屋さん、八千代さん、

せんなりさん、そしてホテルいまがね、最後にクアプラザピリカ、以上の５店でご

ざいます。

あと、当初は６店舗で開発の方をスタートいたしましたが、美利河のわたなべさ

んが入ってございました。

〇議長（徳田栄邦君） 山崎君。

○２番（山崎 仁君） あんまりどこでこれを取り扱っているかというのをお知らせ

いただけなかったので、ぜひこれは、チラシにはたしか載っていたかと思うんです

けれども、私たちの説明にはなかったということで。

新聞にも報道されて、大変注目をされていると思うんです。当初予算３００万円

を用いながらご当地グルメをつくってきて、開発をしたんだけれども、これからど

うするんだと。いわゆる新聞報道、新聞記事の中で言うと、最低１０年はかかわら

なければ、多分成功っていうふうにはならないよというような話もありました。全

道で２９例があるようですけれども、すべてが成功したわけではないと。やはり長

年にわたって取り組んでいく必要があるということでは、それらの取り組み。チラ

シ、それからのぼりとかっていうことがあったんですけれども、より具体的にどう

いうことをやろうと思うのか、お知らせをいただきたい。

〇議長（徳田栄邦君） 副町長、清水君。

○副町長（清水 寛君） この事業につきましては、今、まちづくり推進課の方で進

、 。めております人流創生プロジェクト その中の一翼を担う形の中で進めております

当初は町の単独事業として支援する部分ということでやろうと思っておりました

が、そちらのプロジェクトに組み込みをするという形の中で進めております。

今後どうするのかと。前段、手挙げ方式という形で進めてまいりました。最終的

にはその５店という形になりますけれども、今後どうするのかというわけでありま

、 「 」 。すけれども プロデュースされているのは じゃらん のヒロ中田氏でございます

ほかの各町でやっている部分と同じように、今金についても自ら事をなすというこ

とを前提に進めていってくださいという部分があります、今後については。

、 、つい先日 最初はご当地グルメをつくりたいというサポート的な団体を立ち上げ

この間いろいろと支援をしてまいりました。それで、先日でありますが、今後はこ

れを 「つくりたい」から現実に「できた」わけでありますから、推進協議会とい、
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う形の中で、今後はサポートをしていきたいと思っています。

あとは、この５店舗の方々も当然その中に入って、そして自らもそれなりの応分

の拠出、負担というものを持ちながら、本来であれば、自分たち自らの中で、行政

から手助けをかりることなく自立した中で運営していくことを目指していってくだ

、 。 、 、さいというのが プロデュースする側の意見であります しかし できたばかりで

さあ、勝手にどこへ進めなさいという話にもなりませんので、ここ数年は私たちも

積極的に支援について携わってまいりたいなと思っております。

以上であります。

〇議長（徳田栄邦君） 山崎君。

○２番（山崎 仁君） 大変大事なことですよ。やはりせっかくつくったご当地グル

メですから、ぜひ５店舗の方が自力でいかように努力をするかというのは、これか

らのことだと思いますけれども、ここまで、開発に当たっては今金町も大いにかか

わってきただろうと思います。それがどこにあらわれているかといったら、今年の

当初予算の中で、ご当地グルメ開発に３００万円のお金を予算計上していたと。

、 、ですから 新年度にどういう予算をもって今金町がかかわっていくかという前に

、 。いわゆる３００万円の予算をもってここまで開発をしてきたと それですべてかと

いわゆる３０日に発表して３１日ということは、まだ年度内なわけですよね。それ

をいろんな方法で周知をしたいということも、たしか報道の中に載っていました。

札幌圏、それから道内いろんなところで展開をしていくんだろうと思いますけれど

も、こういう周知、広報の仕方をしながら、ランチを食べに来てもらうんだという

、 。ことがあれば この場でお知らせをいただければ我々もその話ができるわけですよ

。 、 、その話がまったくない いわゆる報告を受けた中でも 店舗の名前も出てこないし

これからどこにどういう広報をしますというのも出てこない。

私たちも、ここで議決行為にかかわってきているわけですし、これは成功してい

ただきたいというのは、みんな共通の願いだと思うんです。ですから、その辺がど

ういう展開をしていくのか。今年のこの年度のうちにどんなことがあるのか、その

くらいのことは、ここで説明をいただいて、また我々もスポークスマンになってい

ろんなところで話をするという機会があるかと思いますから、別に使い方が悪いと

かじゃなくて、ぜひそういう意味も含めながら内容を周知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 決して秘密裏に物事を進めてきたわけでもございませんし

正直に申しまして、この開発、今金町の一つの観光振興のツールとなるものの開発

ということが広く従前から言われていました。やっと形に、一つできたのかなと部

分であります。

この部分でありますが、じゃらんのプロデュースという部分がございます。これ

は３００万円の中に一つは入っていますので、今、当面の部分については、先日町

内の方に、これは私たち、これは推進協議会の方で出していますが、３０日に協定
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をし３１日にデビューをしますということの新聞折り込みをたしか入れていたと思

っております。

そのほかは、まずじゃらん、そちらの方に掲載をされて、全道的に今金でこうい

うことを進めて、ポテサラごはんが完成したということがお披露目されていくのか

なと思っております。

そのほかには、ご当地グルメは全道２９ほどのようでありますけれども、これら

がまた集まって、全道のそこでチャンピオンを決める大会とか、いろんなことがあ

りますし、それから、例えばオータムフェスタとかそういうときに出ていって、そ

れらを売り込むとか、いろんな各種イベントのときに合わせて活動するという部分

に、これらについても積極的に参加するということが進められております。

ただ、うちの場合は少し検討の余地が、三段重のポテサラごはんという形になっ

ておりますので、外でのイベントに提供できるものについては、少し検討を加えな

きゃならないというのが今現状の部分のようでありますけれども、そういう形、そ

れらも検討しながら進めていくと。

これは改めてお願いでございますが、かなり飲食店さんは苦労をして開発をして

まいりました。本当に試行錯誤、そしてプロデュースする方の叱咤激励、その他も

ろもろ受けまして、かなり年間２０回以上の会議、そして試食会、製作、その他も

ろもろでかなり苦労をして今回の完成までこぎ着けたわけであります。ですから、

何としても成功を収めていきたいというのが私たちの思いでもありますので、ぜひ

議員の皆様方にも、今後、各店舗での試食等もぜひお願いもしたいと思っておりま

すし、それと住民の皆様に対してのいろいろとご啓発等もお願いをしたいと思って

おります。

また、行政通じまして、それから観光協会、それから商工会等も通じまして、私

たちも積極的にＰＲはしてまいるつもりでおります。

以上です。

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。６０ページから６５ページです。

山崎君。

○２番（山崎 仁君） 備品購入で雪寒機械購入費があります。この例が該当するか

どうかっていうのはわかりませんけれども、雪寒機械が古くなったので、新しい機

械を導入する。いわゆる古い機械をどう処分をするのかということであります。以

前は、というか、余り下取りに出したとかそういう話って聞こえてこないんですけ

れども、その辺はどういうふうに処理をしていくおつもりなのか。

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 備品購入費の雪寒機械の関係でございますけれども

何回かお話させていただきましたけれども、この２３年、２４年、そして今回の補
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正ということで３回の要望をしてございます。この中で、若干の購入費は削られた

部分がございますけれども、内示は来ました。

この中で、じゃ、この車を更新する機械といいますか、その機械をどうするのか

という考え方ですけれども、今までは雪寒路線の中の雪寒機械の台数ということを

決められてございました。ですから、公営施設課の中で持つという形にはならなか

った経緯がございまして、その分を財産管理ということで総務財政課の方に移行し

て、そして、持っていたという言い方はおかしいのかもしれないんですけれども、

町有機械として今までございます。その分を貸し出ししたり、それから貸与したり

ということを考えながら、今、除雪をしているのが現状でございます。

ただ、じゃ、この機械はどうなのかという部分ですが、この機械も平成７年度に

購入した機械ですので、相当古い機械でございます。その中で、また機械自体が相

当大きなものですので、サイドウイングであったり全部ついていますので、この機

械はなかなか貸与してこれから行けるのかというと、大きな路線の中ではこれは重

要なんですが、ただ狭いところまでこれで行けるのかといったらなかなか行けない

機械です。なものですから、できれば下取りという形で考えて現在はおります。

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） 実はこういう例がありました。衛生センター組合なんですけ

れども、大小２台のタイヤショベルなんですけれども、これを更新すると。更新に

当たっては、競売にかけるという手続をとったところ、意外と高く売れた。高く売

れたというか、想定よりも高く評価をいただいて、競売ですから、売却することが

できた。

町の町有機械として管理していくというのは、当然これはいろんな場面が想定さ

れるわけですから、これはそれでよしとし、しかし、最後、下取りもそうですし、

しっかりそれが最後のお役目だと、いわゆる更新をされる機械については、しっか

り今金町に今まで貢献をしてくれたわけですけれども、最後も何らかの方法を、最

後処分するんであれば、そういうことをじっくり考えてお願いをしたいなというこ

となんですけれども、その辺は町有財産としていかがですか。

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） 先ほど補助の中で、少し減額されているという話を

させていただきました。この分は何かと言ったら、下取り金額が減額されていて、

そして内示が出たと思っております。

今金町で今まで、じゃ、いろいろな方法の中から競売したり、それから重機関係

もそうですが、見積もり合わせの上、売り払いしたという経緯もございますので、

来年度になろうかと思いますが、その中では下取りがいいのか、それともまた売り

、 、 、 、払いといいますか 見積もり合わせの上 入札の上といいますか それがいいのか

、 。その辺も検討できる要素だと思っておりますので ご理解いただければと思います

以上でございます。
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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） 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。６６ページです。

向井君。

○３番（向井孝一君） ６６ページの委託料の中で、防災情報通信設備の整備委託料

が５５０万追加されておりますけれども、過去に私も防災無線のデジタル化という

ことで一般質問した経過があります。その流れの中で、総務省の法律の中で、平成

２７年までにデジタル化をするということなんですが、そういう意味で、この整備

委託というのはどの程度の内容になっているのか、まずお聞か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） ただいまのご質問の件でありますが、今回補

正予算をお願いをしております防災情報通信設備整備委託料５５０万円であります

が、これにつきましては、消防のデジタル化とは全く別のものであります。

内容としましては、今回の国の補正予算を活用しまして２５年度に繰り越して実

施をいたしますが、今配備をされておりますＪアラート、こちらに入ってきた情報

を自動的に携帯のメールの方に送信をする装置を整備をするものであります。

町内で言いますと、今現在、ドコモの方は今金町が独自に契約をしまして、関連

情報を発信することができるようになっておりますが、そのことに加えて、ａｕと

ソフトバンク、こちらの方も契約をしまして、今金町が独自に情報も出すことがで

きますが、あわせてＪアラートの情報も自動的に文字化をして、メールとして配信

をするというシステムについての整備にかかわるものであります。

それで国の補正予算対応ですので、歳入の方でも後ほど同額で予算計上させてい

ただいておりますが、１０割の補助ということで整備をするものであります。

以上であります。

〇議長（徳田栄邦君） 向井君。

（ ） 、○３番 向井孝一君 今私が質問しようとした思いと違ったことなんですけれども

情報っていうのが携帯の方に自動的にというんですが、具体的にどういう情報なの

か。例えば地震だとか天気予報だとかっていろんな情報あるんですが、その内容を

ちょっとお聞かせください。

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） Ｊアラート自体は消防庁が所管をするもので

ありまして、そこからの情報であります。配信される内容としましては、大規模災

害ですとか、これは地震、風水害、その他等々ですが、それと加えて、テロリスト

等の武力攻撃事態、そういったものについても情報が配信されてくるということで

あります。

〇議長（徳田栄邦君） 昼食のため、午後１時まで休憩いたします。
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休憩 午前１１時５７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。

９款消防費の質疑を続けます。

ありませんか。

（ 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。６７ページから７１ページです。

向井君。

○３番（向井孝一君） ６９ページの１１節の修繕料の２３２万円というのは、これ

はどこの部分の修繕なのでしょうか、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 修繕料２３２万４ ０００円につきましては

今金中学校の内部を改修するためのものでございます。

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） 教育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。

（ 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。８ページから１０ページです。

（ なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） 町税の質疑を終わります。

２款地方譲与税の質疑を行います。１１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） 地方譲与税の質疑を終わります。

３款利子割交付金の質疑を行います。１３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終わります。

４款配当割交付金の質疑を行います。１４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終わります。

６款地方消費税交付金の質疑を行います。１５ページです。

（ なし」の声あり）「
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〇議長（徳田栄邦君） 地方消費税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。１６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。１７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。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） 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。２０ページから２３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。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） 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。２８ページです。

上村君。

○６番（上村義雄君） 財産収入の中で、町有財産の２４年、またはそれ以前での売

却した部分があると思うんですが、この中に例えば２４年での町有財産を売ったや

つでここに載っていない部分があるのですけれども、これはどちらの方に、その財

産収入を売り払った代金がどこに入っているのか、まず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） 財産収入、町有地等の売り払いの関係だと思います

が、財産収入の今回の補正には載ってございませんが、財産収入の土地売払収入と

いうことで予算科目は設けてございます。今回補正がないということで、この予算

書には載ってございません。

以上でございます。

〇議長（徳田栄邦君） 手を挙げて質問願います。

上村君。

○６番（上村義雄君） 財産収入でここに載っていないということは、売り払いの部

分で何ページのどこに載っているんですか。

〇議長（徳田栄邦君） 今回の予算書には載っておりません。収入がないから載らな

いということです。

（ ） 。 、○６番 上村義雄君 なるほどね 収入がなければ載るわけないわけですけれども

ただ、今回資料を求めた中で、２４年、またその以前の部分での売買があっての部

分ですけれども、今回その２４年度に契約している部分については、まだ使用料が



- 31 -

入っていない。だからここに載せることがないということでとらえてよろしいです

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） 土地の売払収入につきましては、当初予算において

１５款の財産収入の財産売払収入の不動産売払収入の土地売払収入の節に予算項目

は設けてございます。

議員の質問につきましては、先般の総務厚生常任委員会で資料要求をされた部分

の話だと思いますが、それでよろしいでしょうか。

多分あの資料で出した、資料上で国営の売り払いで平成２５年２月５日の契約と

いう部分が載っていて、その関係だと思いますが、それにつきましては、９件で１

４万９，６６３円という収入を予定はしておりますが、契約が２月５日の契約でご

ざいます。そして、納期限が２月の末ということで、予算上程の時期等もございま

して、この処理につきましては、専決処分で処理をしたいと考えているところでご

ざいますので、ご了解を願いたいと思います。

以上です。

〇議長（徳田栄邦君） 上村君。

○６番（上村義雄君） この補正では載らなくて、専決処分に上げるということのよ

うですが、それはその手法でそれぞれやるわけですからいいとしても、ただ、こう

いう町有財産の売り払い、売却の部分についての今までにおいての手続上の問題は

ないわけですね。

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） 手続上の問題はございません。

以上です。

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） 財産収入の質疑を終わります。

１６款寄附金費の質疑を行います。２９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。３０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。３１ページから３４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。３５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。
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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。

向井君。

○３番（向井孝一君） 質疑漏れで申しわけないと思いますが、８ページの町税の滞

納繰越分というのは、これは何年に発生した分が今回入ってきているのか。

それと、何人の分なのか。１人なのか複数なのかということでお聞かせいただき

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） 町税の滞納繰越分ということでありますが、申しわけござ

いません。年度の当初にある程度例年並みというんですか、今年はこの程度は徴収

しなければならないというある程度目標を定め、滞納整理要領というものを定めて

おりますので、それで概算で計上してございます。それを今後出納閉鎖までの収入

見込額を精査した段階で、それの差額の部分をここに計上させていただいておりま

す。

ですから、何件で幾らという形にはなりません。当初の予定したよりも少しは頑

張って徴収しているということでご理解をいただければありがたいと思っていまし

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） 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１９号 平成２４年度今金町一般会計補正予算 第７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１９号 平成２４年度今金町一般

会計補正予算（第７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２０号

〇議長（徳田栄邦君） 日程第１７、議案第２０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２０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４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、既定の歳入歳出予算の総額から、それぞれ５９
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８万１，０００円を減額し、予算の総額をそれぞれ１０億８３３万５，０００円に

しようとするものであります。

補正の主なものについて、歳入より申し上げます。１ページからです。

１款国民健康保険税においての４８２万円の追加は、年度内納付額の見込額の精

査によるものであります。

２款国庫支出金１，７０９万６，０００円の減額、４款療養給付費交付金１，５

３２万１，０００円の減額、これらにつきましては、年度内交付額の精査による減

額でございます。

６款道支出金において１，５５２万９，０００円の追加は、特別調整交付金の追

加が主であります。

７款共同事業交付金で１５６万１，０００円の追加は、保険財政共同安定化事業

交付金の追加が主であります。

９款繰入金４５６万４，０００円の追加は、財政調整基金繰入金です。

続いて、歳出は２ページをお願いします。

２款保険給付費で１，３３０万円の減額は、療養諸費、高額療養費等において、

年度内給付費を見込んでの精査減額であります。

８款保健事業費で２５２万７，０００円の減額も特定健康診査等委託料、短期人

間ドッグ委託料等の精査によるものが主であります。

１１款諸支出金で１，０３４万３，０００円の追加は、国保特別会計の施設勘定

への繰出金の追加が主であります。

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。

始めに、歳出全般について行います。１６ページから３０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１５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２０号 平成２４年度今金町国民健康保険特別会計事業
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勘定補正予算（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２０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４号）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２１号

〇議長（徳田栄邦君） 日程第１８、議案第２１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２１号 平成２４年度今金町介護保険特別会計補正

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、保健事業勘定において、既定の予算の総額からそれ

ぞれ３，６５６万３，０００円を減額し、予算の総額をそれぞれ７億６８２万４，

０００円にしようとするものであります。

サービス事業勘定においては、変更はございません。

補正の主なものについて、歳入より申し上げます。１ページをお願いします。

１款保険料で２，５８２万２，０００円の減額は、年度内調定見込額の精査によ

るものであります。

４款国庫支出金で９９０万５，０００円の追加は、普通調整交付金の精査であり

ます。

５款支払基金交付金で１，４６９万１，０００円の減額は、介護納付交付金にお

いて、年度内交付見込額の精査によるものであります。

６款道支出金で４１５万６，０００円の減額は、介護給付費負担金、介護基盤緊

急整備等特別対策事業費交付金等で精査による追加と減額となっております。

８款繰入金で１５８万２，０００円の減額は、一般会計繰入金の減であります。

続いて、歳出２ページをお願いします。

１款総務費で８６８万６，０００円の追加は、認知症対応型共同生活介護整備事

業補助金の算定単価の最終確定に伴う追加が主であります。

２款保険給付費で４，５５０万３，０００円の減額は、介護サービス等諸費にお

いて、それぞれの実績を見込んでの精査によるものが主であります。

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。
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始めに、歳出全般について行います。１４ページから２６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１３ページです。

山崎君。

○２番（山崎 仁君） １３ページ、繰入金、介護保険基金繰入金ですけれども、基

金の総額がどうなっているのかお知らせをいただきたい。

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） 介護保険の基金につきましては、２３年度末の現在

高が５，５３６万７，０８４円ありまして、現在、補正額を見込んで、３月補正後

の数字の予定額としましては５，５２２万７，０５４円を見込んでおります。

なお、この３月補正後の数値につきましては、さらに収入額、給付費等が減額に

なりまして、収入額はふえる予定ですので、これよりはまだふえる見込みとなって

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、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２１号 平成２４年度今金町介護保険特別会計補正予算

（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２１号 平成２４年度今金町介護

保険特別会計補正予算（第３号）については、原案のとおり可決いたします。

◎日程第１９ 議案第２２号

〇議長（徳田栄邦君） 日程第１９、議案第２２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２２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、収益的収入及び支出において、既定の予算の総額か
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、 ， 、 ，ら収入 支出それぞれ８８万２ ０００円を減額し 予算の総額をそれぞれ３億７

０３５万４，０００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、支出において２万８，０００円を減額し、補正後の

額を２，１１４万９，０００円にしようとするもので、このことにより、損益勘定

留保資金により財源として補てんする額を２，１１４万９，０００円に改めるもの

であります。

補正の概要について、収益的収支より申し上げます。

業務の予定量について変更はいたしておりませんが、支出ではいずれも決算を見

込んでの精査によるものでありまして、収入では主に一般会計補助金をもって収支

のバランスを図っているところであります。

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、資本的支出全般について行います。１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、収益的収入及び支出、資本的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、資本的支出全般について、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、収益的収入及び支出、資本的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２２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２２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３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２３号

〇議長（徳田栄邦君） 日程第２０、議案第２３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４号 について

理事者の説明を求めます。



- 37 -

副町長、清水君。

○副町長（清水 寛君） 議案第２３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４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、収益的収入及び支出において、既定の予算の総

額からそれぞれ７６０万４，０００円を減額し、予算の総額をそれぞれ７億４，０

６２万５，０００円にしようとするものであります。

また、資本的収入及び支出につきましては、収入においては１４３万９，０００

円を追加して、予算の総額を７，６４３万３，０００円に、支出においては５２９

万７，０００円を減額し、予算の総額を１億３，７４７万３，０００円にしようと

するものであります。

業務の予定量につきましては、記載のとおりであります。

補正の概要について、収益的収入より申し上げます。

１款病院事業収益では、１項の医療収益で２７７万５，０００円の減額であり、

業務の予定量の変更に伴うものが主であります。

２項の医業外収益で４８２万９，０００円の減額は、業務の精査によるものと、

一般会計負担金等においての財源調整であります。

、 、 、次に 収益的支出でありますが １款病院事業費用での減額となっておりますが

１項医業費用において７５１万８，０００円、２項医業外費用において８万６，０

００円、それぞれ減額であり、決算を見据えての精査によるものが主であります。

次に、資本的支出については、収入、１款資本的収入で１４３万９，０００円の

追加は、調整交付金の追加が主であります。

。 ， 、 。支出 １款資本的支出で５２９万７ ０００円の減額は 建設改良費であります

これは医師住宅建設工事の執行残の精査減であります。

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。２ペ

ージから９ページです。

山崎君。

○２番（山崎 仁君） ２ページをお願いします。インフルエンザワクチン接種料、

いわゆるインフルエンザに対して町が助成を出しているのもあるんですけれども、

どの程度の、国保病院だけではないと思うんですけれども、どのくらいの接種率に

なっているのかというのがわかれば教えてください。

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） 私の方では、接種率という部分ではちょっと総体

の数がわかりませんのでお答えできませんけれども、病院の実績ということでは、

実は今年度の、２４年度の実績を見ましたところ、他の病院と比べてということで
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すけれども、国保病院では約８０人が減っていると。岩間医院においては９０人が

減っていると。その部分は今金診療所の方に、１４４名の部分が今金診療所では前

年度と比較して増えているということであります。

それで、接種率というか、対前年度と。

○２番（山崎 仁君） いつじゃなくて、じゃ、何人が、総体で何人が。

○国保病院事務長（柏田泰明君） 総体では、２４年度に対しましては６００名とい

うことでありますけれども、対前年度から見ますと８０人くらい減っているという

。 、 、ことであります 総体の接種者という部分では 病院の方ではわかりかねますので

ご理解をいただきたいと思います。

○２番（山崎 仁君） 中身が、岩間医院、今金診療所って言ったけれども、それの

数字でいいです。

○国保病院事務長（柏田泰明君） 岩間医院につきましては２０１名、これはまだ途

中なんですけれども、今金診療所におきましては１９０名という数であります。そ

の結果、対前年と比較して今金国保病院では８０名が減っている。岩間医院では９

０名が減っている。今金診療所では１４４名がふえているという結果になっており

ます。

〇議長（徳田栄邦君） 保健福祉課長は、わかりますか。

○保健福祉課長（成田光康君） はい。

〇議長（徳田栄邦君） ちょっと待ってください。

国保病院事務長、柏田君。

○国保病院事務長（柏田泰明君） 訂正があります。うちの方で今調べた部分につき

ましては、６５歳から７４歳、それと後期高齢者を含めた数が６００名ということ

でありますので、３医療機関は、６５歳以上から後期高齢者を含めた数ということ

でご理解をいただきたいと思います。乳幼児、子供たちは含まれていないと。

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） 私の方からは、２類の季節性インフルエンザ、平成

２３年度実績の数字をお知らせしたいと思います。

２３年度の対象者、６５歳以上の２類の対象者が２，１０３人、助成接種実施数

が１，１３８名、接種率５４．１％となっております。

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、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、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、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２３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２３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４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２４号

〇議長（徳田栄邦君） 日程第２１、議案第２４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２４号 平成２４年度今金町簡易水道事業特別会計

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から それぞれ８３万８

０００円を減額して、予算の総額をそれぞれ１億３，５７３万８，０００円にしよ

うとするものであります。

補正の主なものについて、歳入より申し上げます。１ページをお願いします。

１款使用料及び手数料で１６万２，０００円の追加は、収入見込額の精査であり

ます。

５款諸収入で１００万円の減額は、水道管移設補償費の減額であります。

続いて、歳出は２ページです。

１款総務費で１７万８，０００円の追加は、人件費補正であります。

２款維持費で９８万７，０００円の減額は、事業の精査による減でありまして、

３款公債費で２万９，０００円の減額は、一時借入金利子の減額であります。

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。

○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８ページです。

村瀬君。

○１１番（村瀬 広君） ７ページの維持管理費に関連してちょっとお聞きしたいん

ですけれども、最近、町の簡易水道、八束地区が中心かと思いますけれども、エア

が入ったのか知りませんけれども、白ぽいようなお湯、水道等が出たということな
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んですけれども、その後、原因追究と処理についてはどのようにしたのか、お知ら

せいただきたいと思います。

〇議長（徳田栄邦君） 公営施設課長、高島君。

○公営施設課長（高島好治君） 八束簡水のエアが入ったり、恐らく水道の水が白く

濁っているという原因だと思います。実は、これは八束で２月の前半だったと私記

憶してございますが、八束で漏水がございまして、相当大きな漏水だったものです

から、相当量水がなくなったと。その中で、１日かけて対応はしたのですが、その

中にエアが絡んで、きちんとした形ではつなげてはいるんですが、漏水の関係でエ

アが入ったということがまず原因の一つだと考えられます。

その中で、もちろんエア抜き等はするんですが、なかなか全部が抜け切れないと

いうことがございますので、自然的に抜けていくというものと思っております。全

部が抜ければいいのでしょうが、ただ、管路網になっていて、全部のところに行く

ものですから、どうしても全部が抜け切れないという原因で、今、エア絡みがある

のだろうと思っております。

これは自然的に抜けるものでありますので、それほどまた悪いものではないとい

うもので、恐らく置いておけばその白い濁りがだんだん透明になっていくものだと

思っておりますので、この辺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） 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・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２４号 平成２４年度今金町簡易水道事業特別会計補正

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２４号 平成２４年度今金町簡易

水道事業特別会計補正予算（第４号）については、原案のとおり可決いたします。

午後２時まで休憩いたします。

休憩 午後 １時４１分

再開 午後 ２時００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。

日程の都合上、２時４０分まで休憩といたします。

休憩 午後 ２時００分

再開 午後 ２時４６分

〇議長（徳田栄邦君） 休憩を閉じ、開議いたします。

◎日程第２２ 議案第２５号

〇議長（徳田栄邦君） 日程第２２、議案第２５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２５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４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、既定の歳入歳出予算の総額からそれぞれ１９４

万円を減額し、予算の総額をそれぞれ２億３，２０１万６，０００円にしようとす

るものであります。

、 。 。補正の主なものについて 歳入からご説明いたします １ページをお願いします

１款分担金及び負担金で１２万円の減額は、受益者負担金であります。

２款使用料及び手数料で１万２，０００円の追加は、滞納繰越分であります。

， 、 。３款繰入金において１８３万１ ０００円の減額は 一般会計繰入金であります

おのおのの精査によるものであります。

次に、歳出は２ページであります。

２款維持費で１８８万２，０００円の減額は、処理場維持管理費の減額が主であ

ります。

３款公債費において５万８，０００円の減額は、一時借入金利子であります。

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２５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２５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４号 については 原案のとおり可決いたします

ナイター議会を午後６時に開会いたしますので、それまで休憩といたします。

休憩 午後 ２時４９分

再開 午後 ６時００分

〇議長（徳田栄邦君） 皆さん、こんばんは。

休憩を打ち切り、開議いたします。

◎日程第２３ 行政執行方針を行います。

〇議長（徳田栄邦君） 日程第２３、行政執行方針を行います。

始めに、町長より行政執行方針があります。

町長、外崎君。

○町長（外崎秀人君） （行政執行方針朗読、記載省略）

〇議長（徳田栄邦君） 次に、教育行政執行方針を行います。

教育長、中島君。

○教育長（中島光弘君） （教育行政執行方針朗読、記載省略）

〇議長（徳田栄邦君） 以上で、行政執行方針を終わります。

◎日程第２４ 一般質問

〇議長（徳田栄邦君） 日程第２４、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。

○８番（日置紳一君） 農業の６次産業化について、町長にお伺いいたします。

私は、今金町の基幹産業は農業であり、農業の成長なくして今金町の発展はないと

言っても過言ではないと思っています。

昨年１２月の総選挙で政権が変わって、農政においても大きく変わっていくこと

、 、 。も予想され 特にＴＰＰに関する国内外の動向は 予断を許さない状況にあります

このような農業情勢に対応するために、足腰の強い今金町農業を構築していくこと

が大変重要であり、農業所得の確保と農業の持続的発展のため、その一つの方法と

して６次産業化が考えられます。
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今金町には、日本一のブランド今金男爵があり、ブランド維持のため選別基準厳

格化の結果、大量の規格外品が発生します。また、広域連から出る大根、人参につ

いても、産業廃棄物として有償処理されています。例えばこれらを商品化すること

で付加価値が高められ、所得向上につながると思います。今金町の農畜産物を活用

した特産品開発に具体的に取り組む必要があると思いますが、町長の考えをお伺い

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。

６次産業化は、今から十七、八年前に、経済学者の今村奈良臣教授が「農業にお

ける六次産業創造」あるいは「農業の六次産業化」というところに基本があるとし

て提唱をしたものであります。

わかりやすく言えば、これまで農業は農業生産過程のみを担当するようにされて

きて、二次産業的な部分である農産物加工や食品加工、あるいは肥料生産などは、

食料品製造企業や肥料メーカーに取り込まれ、さらに三次的部分である農産物の流

通や農業に係る情報やサービスなども、卸売・小売業や情報サービス企業に取り込

まれていたものを、農業の分野に可能な限り取り戻そうではないかと提唱したもの

であります。

議員が言われるように、今金町で生産された農畜産物は、系統販売や流通市場及

び工場等に直に販売・取引されるものがほとんどだと聞いております。一部を除い

て、地元で加工等により付加価値を高めて商品化されたものは、１４年前に組織化

された法人うまいベイ工房での手づくり味噌やしそジュース、川上農園の黒豆等ジ

ュースの取り組み、さらには地酒の会などと事例は少ないのが実態だということを

認識しております。

質問の今金男爵は、選別の段階できずや空洞等により規格外品が発生しますが、

加工向けやでんぷん原料用に出荷されているようであります。大根・人参等の野菜

は、産業廃棄物として処分されているのが実態と聞いております。

生産者は、日ごろの農作業、また近年は農業経営にかかわる事務的なこともふえ

てきている中で、加工技術の取得や取り組み、さらには販売ルートの確保まででき

るかということでは、踏み込めないとの声もあり、それが実態なのではとも思うと

ころであります。

議員の質問にありますように、足腰の強い安定的な農業経営の目指すところは、

所得の確保にあります。農畜産品等の生産品の価値を高める、よさやおいしさを知

っていただく努力を含めて、まずは誇れる素材をつくる、生産者がその気になり所

得に結びつけようとする意識を、持っていただかなければなりません。

さらに、生産物の販売を担う農協等の理解、協力を得なければ、安定的な原料確

保ができないということにもなりますので、思いの一致を見ることが重要でありま

す。
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町長として、質問趣旨に賛同するものでありますし、現在、人流創生プロジェク

トにおいて本格的にご当地グルメ＆ＰＲ事業として取り組んでいることは、そのこ

とに通じる機運を高めるきっかけづくりにもなるものと期待をしているところであ

ります。

やりましょうという気持ちが結集すれば、何をどのようになどなど実現に向けて

抱えている課題解決に動けると思います。その際は、行政の立場としての役割はし

っかりと果たしてまいりたいと考えております。

〇議長（徳田栄邦君） 日置君の再質問を許します。

日置君。

○８番（日置紳一君） 昨年の定例会で、農業共済の掛金助成について一般質問をさ

せていただきました。そのことは、農業所得を減らさないための政策でありました

が、この６次産業化については、農業所得をふやしていくための政策だと考えてい

ます。

本町は、町、農協いずれも合併ではなく単独の道を決めたわけですので、基幹産

業である農業の振興には、ともに最大限の努力をしていくことが望まれます。今金

男爵一つを例にとってみても、日本一の今金男爵イコール日本一の農家手取りには

。 、 、なっていません 原材料の目的だけで出荷していても 所得の増加は望めないため

農畜産物の付加価値を高める６次産業化が必要不可欠だと思いますが、農家個々で

始めても、マーケット的にも限界があると思います。

既にこの６次産業化をＪＡと農業試験場、または町とＪＡと大学などが連携して

。 、 、進めているところもあります 今金町においても 関係機関などの協力をいただき

農家や商工の方々からもアイディアや知恵を出していただいて、オール今金で今金

町の特産品をまずは一つ製品化していくことが必要だと思います。

私は町と農協を中心にプロジェクトチームを立ち上げて進めていくことがベスト

だと思っていますが、来年度から国営農地再編事業が始まり、人員的にも無理があ

ると思います。町長も答弁の中で名前を出しておられました今金人流創生プロジェ

クト協議会にお願いしてはどうかと思いますが、町長の考えを再度お伺いいたしま

す。

〇議長（徳田栄邦君） 町長、外崎君。

○町長（外崎秀人君） 再質問にお答えをいたします。

議員おっしゃるように、これまで今金町には、私も町職員、４９年に入ったんで

すけれども、そのころから青年活動あるいは青年会議という中で、さまざまな地域

産業の活動なり勉強なりをしてきたわけでありますけれども、当時から特産品開発

という部分の中では、若い方々、農協青年部も含めてそうでありますけれども、全

面的に取り組んだ経過があるわけであります。その後には、また加工品の開発とい

う言葉になったり、最近では付加価値化などという言葉を使いながら、それぞれに

時代に応じたような形の中での取り組みをしてきた経過があるわけでありますけれ

ども、なかなか物にならなかったということが実態であるわけであります。
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今、質問の用紙の中にもＴＰＰ含めた言葉があるわけでありますけれども、日本

の農業の売り上げというのは９．４兆円くらいの農業の売り上げがあるわけであり

ます。外国品はそれにプラスされるわけでありますけれども、ただ最終的に飲み食

いとして使われる経済といいますか、消費額というのは、７３兆円なんですね。で

も、実際は農業の産物が即にそのまま生鮮でもって売られているということに関し

ましては、その全体の７３兆円のうち１４％なんです。５３％くらいが加工に回っ

ているんですよ。

今、議員がおっしゃるように、所得を確保するとすれば、例えば以前からいろん

な場面で私も話を申し上げていますけれども、生産物そのものを、今、農協を通じ

て出荷しているのが基本だと思っております。１００円のものは１００円でもって

価値がついて動いているわけであります。そこにもう一歩踏み込んで、これは５０

円なり７０円なりの経費をかけても、手間暇かけてもいいから、それが１５０円、

１７０円になっているものが２００円、２５０円、３００円で売ることによって、

。 。その分が所得としてなるわけです これが価値化というものであるわけであります

そこを目指していかなければ、私はやはり一つはたくさんつくるか、もしくは効率

のよい生産物にするか、もしくは今言ったような価値を自ら高めていって、少しで

も有利的にその価値を高めながら利ざやを得るという、所得を確保するかというこ

とではないかなと思うんですね。

国に向けていろんな機会もあるわけでありますが、私が話をさせていただいてい

るのは、今金町、すべての産物をとってもすばらしいものがありますけれども、ロ

ットということを考えた場合には、非常に厳しいものがあります。今、この今金の

芋、男爵の例を挙げましたけれども、この高い芋をすぐ加工に回せといっても、生

でも高く売れるのに、それでも数が少ないのに、それを加工に回してということに

なりますと、非常にまた市場が狂うわけであります。そう考えた場合に、この国営

事業に際して町長が求めているものは何かといったら、すべての産物の生産量を高

めていこうと、すべての量を高めていこう、日本全国で高めていこう、その一部を

今までどおりの流通系統からプラスして販売するものと、もう一つは、そこにプラ

ス加工してもっと価値を高めるような方法をとることによって、全体の市場の価格

なり何なりは、そんなにぶれることなく一定程度の確保ができるのではないかと。

やはり生産量を高めつつ、その一部を加工に回していくという仕組みをつくってい

くことが、６次化に向けた最善の道ではないでしょうかという話をさせていただい

ているわけであります。

議員の提案もすばらしい提案だと思いますし、私も同じような思いを持っており

ます。ただ、事例的にはＪＡだとか試験場だとか町だとか、さまざまなプロジェク

トチームがあると言いましたが、私の基本は、やはりすぐれたものをつくっている

生産者がここにどう入っていくかなんですね、生産者がその思いをどう持っている

かと。

例えば、さまざまな流通系統に乗る場合に、ちょっと待ってくれと。おれたちの
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このすばらしいものを加工したいんだ、地元で加工に回したいんだという声が届か

なければ、そのままスムーズに市場の方に行ってしまうわけであります。それで果

たして実現できるかといったら、結果的には生産者の所得には結びつきません。私

はそこが大事だと。６次産業化というのは、生産者自らにも所得を得るような、２

次の力を３次の力を得ながらやるということが、ベースは１次産業の農業の方々の

所得をどう高めるかということであるわけでありますから、そこが参画しないプロ

ジェクトというのは、決して私は望ましいあり方になっていかないと。従来どおり

の形にとどまってしまうのではないかなと。今ここで一番、やはり生産者自らがき

ちっと向かい合って、こういう方向でこういうものを取り組みたいんだと、この我

々がつくった一部をこういう形で加工に回したいんだと、だから販売の系統、ルー

ツの部分の中で、これだけのものを、農協さん、悪いけれども確保してくれ、そう

いうような道筋をきちっとつけることが、私は重要な要素ではないかなと。そのこ

とが、一つの大きな私はポイントになるだろうと。

加えて、それを後押ししたり、いろんなアイディアをいただくのが、議員さんお

しゃったように人流プロジェクト、そういう方々の知恵をもらいながら、どんどん

どんどん高めていくことが、より近い私は今金町における６次化に向けた対策では

ないかなと思って、大いに期待をしているところであります。

〇議長（徳田栄邦君） 日置君。

○８番（日置紳一君） 個人的にやってもマーケット的にということを申し上げたん

ですけれども、町長の考え方からいきますと、個々にやってみて、そのことでマー

ケット的なものが見出せれば、そこから協力してもらえるようなニュアンスともと

れるんですけれども、そういうときには積極的に協力していただけますか。

〇議長（徳田栄邦君） 町長、外崎君。

○町長（外崎秀人君） 基本的には、町長の願い、思いでもあるし、地域の方々の思

いでもあるのではないかなと思っています。

以前から申し上げておりますけれども、どこかに旅行に行くなり出張に行くなり

で地元のお土産を持っていきたいと。なかなかそういうものがないというのが、実

態であるわけであります。そういうときに初めて、地元にそういうものがあればな

と感じる方は私だけではないし、多くの方がそう感じるのではないかなと思ってい

ます。

、 、 、基本は 今申しましたように 農家個々の所得をどう高めていくかということに

どれだけ向かい合っていけるかが基本であるわけであります。私はそのスタートか

ら、当然今までもいろんな部分のかかわりを持ってきましたし、スタートからそう

いう思いがあるのであれば、やっぱりきちっと向かい合っていくという姿勢は、町

長そのものも持っていますし、今、国においても道においても、この前ある農業の

組織の私役員をやっていますので、そこに道の職員が来て、新しいこの６次化に向

けたプログラムの情報をいただきました。今までは個々の農家への応援もありまし

たけれども、これからは、先ほどおっしゃったように、地域全体に広めるような、
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官も民も含めたような形に広めるようなプロジェクトの方にも応援をしていくとい

う姿勢を、道もとっていただいたわけであります。

そういう視点から考えましても、町も同じような視点を持っておりますので、個

々の取り組みへの情報、あるいはさまざまな支援ができるのであれば、そういう支

援体制、加えて、今言ったようにプロジェクトが立ち上がるのであればプロジェク

トに対しては立ち上げ、これは今金町の本当に大きな私は課題だと思っています。

ただ単なる、原料供給地という言葉はよく言われますけれども、私はそういう言葉

は聞きたくありませんし、もっともっと価値あるものがあるわけでありますから、

そのことを別な形で売り込んでいくということも非常に重要なので、いろんな視点

から、今何をという具体的なものはありませんけれども、やはり基本はぜひ声を上

げていただいて、その対象者、だれがということがなければ、町長も声をかけづら

いという部分がありますので、そういう努力をお願い申し上げたいと。

加えて、私は今、国営の部分の中でお願い申し上げているのは、集落営農という

部分の方向に、また新しい政権が向かってきているわけでありますから、地域の中

、 、 、 、 、で そして生産組合の中で あるいは今 施設 ハウスもやっておりますけれども

それを集団化しながら、その中で全体で取り組んでいく。個人の取り組みでは非常

に私は難しいと思いますので、地域の中で、あるいはいろんなグループをつくって

いる中で取り上げていくという手法が、最も身近に取り組める一つのスタンスにな

るのではないかなと。そういう視点を持ちながらぜひ考えていただければ、大いに

町としても、さまざまな面での支援体制をとらせていただければと思っています。

○８番（日置紳一君） これで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） 次に、向井君の発言を許します。

向井君。

○３番（向井孝一君） 私は、今金町における自然エネルギーの取り組みということ

で質問したいと思います。

平成２３年３月１１日の東北地方で発生した東日本大震災により原子力発電所の

事故につながり、脱原発の国民世論の高まりの中で、太陽光や風力、水力等の自然

エネルギーへの関心が一段と高まり、全国的に官民一体となって取り組む市町村が

ふえつつあります。

私たち所管の行政視察のテーマとして、自然エネルギーの最先端を行く大分県竹

田市のマイクロ水力発電システムの取り組み、昨年はニセコ町のマイクロ水力発電

への取り組みと札幌市の浄水場の小水力発電施設について視察をさせていただきま

した。

実用化へは多くの課題もありますが、今金町の豊かな自然環境の中で、用水路等

を利用した小水力発電は実施可能であると考えますが、町長の所見をお伺いいたし

ます。

〇議長（徳田栄邦君） 向井君の質問に対し、理事者の答弁を求めます。
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町長、外崎君。

○町長（外崎秀人君） 向井議員の一般質問にお答えをいたします。

今金町における自然エネルギーの取り組みの質問をいただきました。私たち人類

のほとんどが享受している石油、天然ガス、石炭は、生物の死骸や植物などが太陽

エネルギーにより何億年もかけて熟成、濃縮したものであり、純粋な自然エネルギ

ーであります。その石油やガス、石炭そのものを利用して、エネルギー化し、また

は原料として利用し、電気エネルギーに変えて利便に供してきました。

しかしながら、埋蔵していた石油の約半分は使い果たしていると言われ、石炭も

かなり使い果たしていることから、世界的に今、資源の枯渇によるエネルギー危機

と環境危機に直面しているところであります。

特に供給電力の約４割を原子力発電に依存してきた日本において、さきの東日本

大震災による原子力発電所の事故、さらには活断層等による発電施設の稼働が問題

視され、そのことにより電力供給のあり方が国家的課題になっております。

当面する対策として、節電に努めるしかない状況ですが、石油、ガス、石炭の自

然エネルギーは、別名枯渇性エネルギーと言われます。質問にある水力発電は、風

力、太陽光、地熱、波力、潮力、温度差、バイオマスなどとともに、絶えず資源が

補充され枯渇することがないことから、非枯渇性エネルギー、再生可能エネルギー

とも言われております。

近年、道内においても風力発電の取り組み事例が数多くありますが、今金町にお

いては、多目的美利河ダムの機能の一つに水力発電を導入し、人口約７，０００人

の町で使う電力を賄うことができる４，０００キロワットの発電所が存在します。

町長としても、再生可能エネルギーということでは、特に質問の水を利用した発電

には大きな関心を持ってきています。

議会においても、先進事例研修で学習され、今金町における水を利用した発電の

可能性について、思いを持たれたことと拝察します。

質問にありましたニセコ町においては、五つの方法、上掛式、下掛式、螺旋式、

流水式、縦型式の実験検証が行われ、それぞれ長所、課題が見出され、さらに今は

絞り込んだ取り組みをしていることは、町長としても情報を持っているところであ

ります。

今金町における水力発電の導入に期待をしていますが、町が主体的に水力発電を

導入し、どこどこの施設に利用しますという計画は現在持っていませんが、個人、

団体、地域としてやりたいという意向確認があれば、調査、研究に踏み切ることが

できる環境も整うものと考えております。最も可能性のある農業用水路活用の発電

に限定することで、興味のある方々が絞り込まれ、実現へ弾みがつくものと思いま

す。

、 、 、さらには 質問にある用水路等となると 現状では土地改良区管理となりますが

土地改良区の取り組み、協力等についての打診や実現の環境づくりには、町として

も努力してまいりたいと思います。
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〇議長（徳田栄邦君） 向井君の再質問を許します。

向井君。

○３番（向井孝一君） 実は、このテーマを私どもが選択したというのには二つの理

由がございます。

一つは、先ほど申し上げましたように、２年前の東日本大震災による原発事故か

ら来る自然エネルギーへの取り組みということでございます。

もう一方の理由については、平成１２年度までに、先輩の議員の皆さん方が、光

台の用水路活用ということで調査研究をされた資料がございました。そのことを参

考にして、当時の資料を見る限りでは、大変当時は水利権だとか、あるいは休耕補

償等の問題があって、最終的には断念せざるを得なかったということになっており

ます。

、 、 。しかしながら 現在は国あるいは道の方でも 最近調査費の計上もいたしました

そういう環境自体が、国全体に変わってきたと、そういうことからこのことを取り

上げたわけでございますけれども、多分には、やはり行政がその事業を主体となっ

てやるというのは、私もかなり無理があるというふうに思っております。やはり町

長が言われるように、個人の、これは売電ではなくて自給自足のエネルギー、電気

をどうするかということでございまして、そのことを前段に述べながら、もう少し

詳しく、先ほど申し上げた光台、あるいは大変このことを進めるというのは莫大な

費用もかかるというふうに思いますけれども、可能性としては一番大きくあるのか

なというような感じがしておりますけれども、その辺を含めながら、ひとつ町長の

考え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） 理由、二つあったわけであります。

私がなぜ水力に興味を持っているかということでありますけれども、前段詳しく

は述べなかった部分がありますけれども、今、世界中でさまざまな、先ほど言った

ように石油だとか石炭だとかいろいろなもの、原子力も含めてそうですけれども、

いろんなものを使って電気を起こしています。電気を起こしていますけれども、結

果的にその原料を使って、燃やしたり何なりして原料を使って電気を起こす。これ

はどれくらいの効率があるか。１００のものを使ってどれくらいの電気を起こすか

ということになりますと、マックスでもって３９％しか電気は起きないそうであり

ます。平均して３３％、世界中のどこの実証事例の中でも。非常に効率がよくない

んですね。ですから、どんどんどんどんと枯渇されていくという部分になるわけで

あります。

ちなみに、私も非常に興味があり、前回の一般質問の中でもいろいろ話した経過

があるわけでありますけれども、檜山でも、あるいは北海道的にも、風力発電等々

がいろいろ取りざたされて取り組みがされているわけでありますけれども、今言う

ところのエネルギーの変換効率から考えますと、風力は結構ある方で５９％なんで

す。ですから、残りがなかなか不安定だということになるわけであります。原子力
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でも３３％といいます。火力は４０から４３％、太陽光に至っては５から４０％と

いいますから、ほとんど効率が悪い。だから、なかなか取り組みは難しいという話

になるわけです。

さて、この水がどうかといいましたら、さまざまな情報を調べても、私も随分興

味があって調べたんですが、８０から９０％の効率がある。ですから、ほとんどロ

スがない。常時水が流れるわけですから、常時それを電気に変えていける可能性が

あるということでは、変換効率としては非常に望ましいということの興味を以前か

ら持っておりましたので、今金町で取り組む姿勢があるとすれば、やはり水力かな

という思いはここに持ってきたところであります。

そういうことから、以前は水があるので使ったらどうですかということを契機と

して、光台の水の落差を利用した発電をと、その発電の電気を小学校とかさまざま

使いませんかという経過があったという認識を、私は職員であったわけですから理

解をしているわけであります。縷々いろいろ調べたり、議会の中でも調査をした経

過もあるわけであります。

結果的には、理事者の出した方針、方向づけ、あるいは議会の方もそのことを承

知したわけでありますけれども、当時の部分の中では、あそこの導水管等々含めて

６キロあるわけですけれども、整備した直後なので何とか使えるのではないかと。

径が３０センチくらいの径しかないんですけれども、それでも約１億円の投資をし

て何とかやっていけるだろうと。最終的な試算をしたら、年に２００万円の赤字が

出るという数字まで出された経過の中で、先ほど議員さんがおっしゃったように断

念せざるを得ない状況になったということであるわけであります。

私は、そういうことでは、電気、発電の状況、状態というのは、それぞれ刻々と

技術も変わりますから、環境はよくなっていると思いますけれども、設置の環境と

いうのは、議員がおっしゃるとおり、私も環境がよくなっているのは、支援が、国

あたりが自然エネルギーに向けた対策、対応がとれなきゃいけない。原発対策とい

うこともありますから、そちらに対する向かい方というのは非常に変わってきてい

ます。どんどんどんどんと新しい制度、政策ができていていますから、そういう面

では、調査研究をしやすい取り組みの環境にあるということは確かだと思います。

果たして、という部分があるわけであります。ニセコの事例、町長とも親しいも

のですから、こういう関係で国の役員を呼んで勉強会も何人かの町長方でやったこ

、 、ともあるわけでありますが ニセコは五つの事例をやったわけでありますけれども

結果的には、すべてにとって経済を考えたらよくないということで、改めてまた考

えなくてはいけないということで、再度取り組みをしなければいけないということ

の実証事例を、実証検証を今しているわけでありますけれども、全国の事例、北海

道で私が知っているあいだでは４カ所ぐらいやっていますけれども、全国も相当数

多くやっていますが、なかなかうまく行っているという情報は入ってこないのが実

態。それだけ熱交換の効率、お金をかけなければ小さい電力。やっぱり大きくかけ

れば、大きな電力ができますけれども、ただ基本は、私は今金でやるのであれば、
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先ほど議員もおっしゃったように個人で使う、自給自足できるような形の、売電と

いうことを考えないという手法が望ましいだろうという認識を持っています。

いずれにいたしましても、可能性ということでは、また３回目の質問が来ると思

、 、いますので 可能性としてはたくさんあるという認識をしているわけでありまして

ぜひ議員がおっしゃったようにさまざま取り組みたい、取り組めるという形の姿勢

を示していただく方が、手を挙げていただくことによって、その体制づくり、ある

いはフォロー、さまざまな道、国へのアプローチなんかは、町長としても私はでき

るのではないかなと思っております。

〇議長（徳田栄邦君） 向井君。

○３番（向井孝一君） 大変前向きな答弁をいただきました。そして、さらに２月の

上旬の振興局の会議の中で、町長自ら道の方に再生エネルギーの中に水力発電も入

れてくれという要望があって、多分道の方では、この言葉を聞いて調査費をつけた

んだろうというふうに私は理解しております。

そんな中に、本当に昨年私どもも所管でニセコ町にお邪魔しました。しかしなが

ら、実態を見る限りでは、費用対効果あるいは用水路の確保の問題だとか、いろん

な課題が見え出して、これはちょっと無理かなというような感じも受けてきたんで

すが、しかしながら、現場に行ってニセコ町の町長さんの話を聞いたときには、長

いスパンで自給自足で各自治会の、町内会の電力を賄いたいんだというすばらしい

発想といいますか、そのことがいつ実現するかは別として、やはり町長自らがそう

いうことを我々に言うということは、これはすばらしいなというふうに思ったわけ

です。

それで、今金町が、じゃ、それにあわせてやるかというと、非常に問題もあるし

課題もあります。しかしながら、町長の先ほどの前向きな答弁の中で、本当に実現

可能にするためには、官民一体となるプロジェクトチームをつくって、それはどう

すれば可能なのかということまで私は行くべきかなというふうに考えております

が、再度町長の考えをお伺いいたします。

〇議長（徳田栄邦君） 町長、外崎君。

○町長（外崎秀人君） 再々質問でありますけれども、自治体が、町が主体的に行う

メリット、デメリットと、民間で行うメリット、デメリットってそれぞれあるわけ

であります。

一番手っ取り早い自治体のメリット、デメリットという話になりますけれども、

メリットは、やはりノウハウがこの地域に全くない。そうすると、行政が音頭をと

って、何とかそういうノウハウを持ちながらさまざまな政策を取り入れて、補助金

を導入しながら進めていく実証実験をできるのではないかということになるわけで

あります。これは非常に民間よりも行政の方が。

逆に補助金で言うと、民間の方がいい場合もあるわけありますけれども、一般論

としては、それにさまざま大きい事業であれば起債もつくだろうかと。そういう意

味では、税的には免除になるかとか、非常に自治体でやることによって、いいメリ
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ットもあるわけであります。

自治体でやるデメリットの一番大きな問題は何かといったら、いつまでもそこで

とどまってしまって、民間の方に、個人の方に、やりたい、導入したいという方向

に行かない。じゃ、いつ行くんだ。いつまでもずっと町でやらなきゃいけないのか

という課題があることに、デメリットの最大の問題があるわけであります。

民間は当然民間なりのメリットがあるわけでありますから、それはそれとして、

私が今言った逆が、またそこにあるわけであります。でも、行政はあくまでも事業

主体になり切れないということを考えますと、支援という形はとれるわけでありま

す。でも、支援という形も初期投資の支援という形になります。平常の管理運営に

対する支援はどこまでできるかというと、非常にこれはなかなか難しい問題であり

ますから、そう考えた場合に、ある程度採算ベースがとれるようにどうするかとい

うようなことが、一つのキーワードになるのかなと。

これを、こんないい話をどうしてできないかということでは、阻害している要件

というのは、これ全国的に議論されている部分でありますけれども、今言ったよう

に、実際おれはやりたいんだけれどもノウハウがないと、どうやっていいかわから

ないということが大きな要因になります。

二つ目は、設置の場所によって、北海道的には、今議員が提案したように、管理

する方もいますけれども、かんがい排水路なんか最高に望ましいものだと思います

けれども、本州の方では、そこの場所の選定すら非常に問題がある。水の問題、何

で使うんだとかどうとか、さまざまな課題、問題があるわけでありますけれども、

そういう課題が大きくある。それは北海道的には、今金的にはクリアできる要素だ

と。

三つ目は何かと言ったら、資金の問題。これは初期投資の問題含めて、経費含め

て、採算性の問題。平たく言うと、なぜ導入しないかと言ったら、いろんな方々の

言葉の中に、それだけやっても買った方が安いと、今の電気をそのまま使った方が

安いんだと。私はいろんな方に、それなら困るんだと。それでいいのかいと。同じ

ような轍を踏むことになる。自分たちで、自分の地域でできることを、再生可能エ

ネルギーを取り組むことが必要でないかということをやはり議論していかなければ

いけないのではないでしょうかという言葉は、私が発している部分もそこにあるわ

けであります。

お金を考えれば、北電から買った方が、私は大きな投資をしなくてもいいと。ニ

セコもご存じのように大きな金のさまざまなパターンでの導入をしまして、結果的

に採算に合わないという結論も出ているわけでありますけれども、問題は最終的に

そこにいくと。でも、自己の余裕の中で、私はできるのであればぜひ取り組みをさ

せていただければなと。

先ほどの日置議員の質問にも答弁をしましたけれども、今こそ国営事業含めて、

かんがい溝もさまざまな整備を再整備するわけですから、その辺の活用というのも

可能性は私はありますし、ただ個人でなくて、先ほど言ったように集落というもの
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を、営農を考えた場合に、あるいは施設の方々がみんな固まって一つの産地を形成

して、その場所にみんなで共同で電気を起こすという手法なんかも、望むとすれば

私はここがチャンスかなという期待は非常にあるわけであります。そういうことで

は、取り組めないということでは決してないわけであります。

まずは、町は町の立場でもってきちっと行うわけでありますけれども、まずはそ

ういう声を上げていただいて、本当に本気になって調査研究までやりたいというの

であれば、町としてはその姿勢を持っておりますので、ぜひ考えていただければな

と思うところであります。

〇議長（徳田栄邦君） 向井君。

○３番（向井孝一君） 最後の質問ですが、答弁は要りません。

今までの町長の答弁を聞いて、やはり今、きょうが初めての入り口だというふう

に思っております。それで、それを形にするためには、やはりいろんな皆さんとど

うしたらこれが形になるかという議論は、継続してやっていこうというふうに思っ

ております。私もそのためには協力していきたいと思いますので、これで私の質問

を終わりたいと思います。大変どうもありがとうございました。

〇議長（徳田栄邦君） 次に、村上君の発言を許します。

村上君。

○１番（村上忠弘君） 今金町の農業振興計画について、町長にお伺いいたします。

今金町の農業政策については、第６次農業振興計画に基づき、平成２０年から２

５年の６年間にわたり実施されてきました。第６次農業振興計画では、今金農業の

目指す姿を農業振興方策とし、農業経営体質強化の推進、環境に配慮した農畜産物

の安定生産と品質向上対策、農畜産物の販売強化、効率的な農地利用の推進方策、

土地基盤整備の推進方策、五つの方策が「希望の大地」に示されております。

農業から基盤まで書かれており、過去にない現実的な計画であったと思います。

、 、 。町長は その実現の一つとして 国営緊急農地再編整備の実施があったと思います

第６次農業振興計画では平成２５年度で終わり、平成２６年度から新しい第７次農

業振興計画がスタートいたします。平成２５年度は計画の作成年となりますが、Ｔ

ＰＰを始めとする不安定な国の政策、農産物の下落や資材の高騰等、農業を取り巻

く環境はますます厳しい状況にある中で、町長はどのような方針で第７次農業振興

計画を作成するのかお伺いいたします。

〇議長（徳田栄邦君） 村上君の質問に対し、理事者の答弁を求めます。

町長、外崎君。

○町長（外崎秀人君） 村上議員の一般質問にお答えをいたします。

町にはさまざまな計画があります。策定に当たっては計画の目的、対象とされる

住民・団体・機関等々の意向反映と、時には計画策定委員会等を設けて行うなどの

手続を踏まえてきているところであります。町の役割の基本は、直接、間接を含め

て、公的なサービスの提供ということになりますが、直接的には住民、団体、企業

などなどにおいて実施されることもあります。
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サービスの受け手は、どのようなことで悩み、困っている、あるいはこのことの

改善を、あるいは対策をと、さらには、こういう思いを持っているので支援をとい

うことの声が計画のベースになります。

行政としては、そのことが公共性、公益性、合法性等々の是非を根拠として、行

政サービスのあり方の方向づけを考え、サービスを行う役割を町長が持ち、そのあ

り方を適切性を含めて判断しつつ審議する機関として、議会の存在と役割はあると

思います。

そういうことから、計画を策定するに際しては、十分にその過程に留意して行う

ことになります。その際、必ず問われることは、実態と対象者の生の声が反映され

ているかどうかということであります。

ご質問の農業振興計画についても、その策定においては、まずは主体である農業

者が、どういう農業を目指し、何を求めているかということがスタートになると考

えております。

そのことと並行して、関係する機関・団体・町が情報を提供、共有しつつ、考え

をまとめて、調整を図りながら計画に反映するという仕組みを持たなければなりま

せん。

農業振興も、何を目指し、そのために何を行い、そして目的を達成していくとい

う目的、目標は必要不可欠であります。第７次の今金町農業振興計画の策定に当た

っては、農業振興プロジェクトによる検討、協議を踏まえながら、関係機関代表で

構成し、本町農業の活性化及び振興に関して必要な事項の調査及び審査を行い、そ

の推進を図ることを目的として設置されている今金町農林業振興会議で農業振興計

画を策定することとなります。

まずは、農業者にかかわるそれぞれの機関、団体で、農業者の意向や実態を把握

するとともに、今金町農協の中期経営計画とリンクすることに心がけ、現在の計画

の検証を行うという手順を踏むことになります。

町としては、特に振興会議の事務局を担っていることから、調整という重要な役

割を含めて、計画策定にかかわってまいりたいと存じます。

第５次今金町総合計画では、行政と住民の取り組む役割を明確に位置づけて、文

字通り協働することで、地域力を高めましょうという視点で策定されていることか

ら、協働、地域力ということが農業振興計画の根底となります。

町長としては、国営事業を契機として、農地・人・経営・複合型の作目体系・地

域という視点で、現在・将来を考えましょうと、その取り組みをしてますので、さ

らなる将来農業を描ける農業振興計画策定に努めてまいります。

〇議長（徳田栄邦君） 村上君の再質問を許します。

村上君。

（ ） 、 、○１番 村上忠弘君 町長の方からの答弁のなかでは 振興計画の策定においては

農業者がどのような農業を目指し、何を求めているか、そのことはとても重要なこ

とと認識しております。
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また、農業振興プロジェクトで検討、協議して、農林振興会議で策定することも

理解します。

しかし、町もその中の構成員として参加していますので、町としての考え方をき

ちっと示すべきと思われます。町長は答弁書の中で、町は振興会議の事務局を担っ

ていることから、調整という重要な役割を含めて計画策定にかかわってまいりたい

と答弁されましたが、町は調整だけでなく、町長の考えや思いで今金町農業を引っ

張っていってもらいたいというふうに思います。

町長も、就任以来１０年が経過し、今金農業の問題とか課題が見えてきていると

思います。町長は既にさまざまな意見や要望等を、農業者や関係団体から意向や実

態として把握しているところではないかというふうに思います。町長の考えや思い

が、この第７次農業振興計画に反映されるために、ぜひとも今金農業の将来につい

て、再度町長の考えや思いをお聞かせ願いたいと思います。

〇議長（徳田栄邦君） 村上君の再質問に対し、理事者の答弁を求めます。

町長、外崎君。

○町長（外崎秀人君） 再質問をいただきました。

この間、町長の就任のときから、いろいろとまちづくりの思いを述べてきている

経過があるわけでありますけれども、三点の一つのキーワードを持っているわけで

あるわけであります。

、 。 、 、まず町長の最大の使命は何か 町民の命を守ることだと そのための医療 福祉

そして防災というものについては、最優先してそのことに心がけていかなければい

けないと。

二つ目は、人の育成と。人はさまざま、子供からお年寄りも含めて学ぼうとする

姿勢がなければいけない。それでもっていろいろと変えていくという部分があろう

し、変わっていくということも必要なわけでありますから、そういう人が育つ環境

というものをきちっとつくっていきたいということが、二つ目の大きなテーマに掲

げたと。

三つ目は、何といってもこの地域でどうやって食べていけるかというようなこと

から、地域産業、私は商業とか農業とか言っておりません。すべてを絡めて、地域

の産業、これをどう高めていくかと。最大のテーマは何かといったら、そこの中で

は雇用と所得だという認識を私なりには持ってきているわけであります。

とりわけ、地域産業というベースを考えた場合に、また違った思いの言葉を出し

ております 「農に学び食を生かした健康の町」という言葉を使わせていただいて。

おりますけれども、農に学びというのは、農業に学ぶということでなくて、人であ

ります。農業者の気概。農協の中期経営計画でも書いておりますように、自立した

農業を目指す農業人という言葉をきちっと書かれているわけでありますけれども、

そういう開拓者精神に基づいて、いろんなことに取り組もうという姿勢を持つ農業

、 、 。人 その気概に学ぼうということが 農に学ぼうという言葉にあるわけであります

二つ目の食ということにつきましては、あくまでもベースは農業であるわけであ
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りますから、農畜産物のこれをいい物をきちっとつくっていこうと。そういうこと

をどう有利的に販売していくかということでは、今言ったようなさまざまな所得の

向上にも当然つながるわけでありますけれども、地域貢献、社会貢献という分野の

中にも、この農を含めて今金町で全国に、あるいは北海道に、この地域の中で農業

の役割を果たしていこうということが、食を生かしたということの一つの今金の特

色ではないかという思いを持っています。

最後の健康の町というのは、あくまでも地域経済の健康というのが最優先、町の

財政もそうであります。人々の気持ちも心もすべてそうであるわけでありますけれ

ども、この三つのキーワードを持っているわけであります。

とりわけこの間国営のさまざまな中で話をさせていただいて、アピールをしてい

る部分の中では、今、今金農業が何を目指すかと。やはり何と言っても、所得を確

保していく、拡大をしていくと。そのことに向かっていくために、さまざまな課題

。 、 、 、があるんだと その課題の一つ一つに 先ほど申しましたように 農地の問題あり

人の問題あり、作目体系の問題やさまざまなあるわけでありますけれども、まず大

きな目的はそこだと。目標は、今言ったように、一つの段階として、この事業、こ

の事業を通じて、だんだんだんだんステップを上げていきましょうという思いであ

るわけであります。

、 、 、町長がなぜそういう思いを持つかといったら 町長の立場の中で 自治体の運営

あるいはこの町を存続していくためには、最低限運営できるための人口がなければ

いけない。さまざまな人の層がなければいけないわけでありますから、ここで生活

していける方々をどうきちっとこの町の中に存在させていくかということが最大の

課題であるわけでありますから、今申したように、雇用と、あるいは所得というの

は、そのベースになるわけでありますので、そのことと、今議員がおっしゃるよう

な農業振興計画に通じるものが私は非常に重要でないかなと。そこを最大のベース

にすると。

言葉的には、どういう言葉かといいましたら、地域産業ですから、農家に向かっ

ては、生産性を上げていこうと。町の人方については、契約料を、あるいは委託料

を、あるいは売上量をどんどんどんどん上げていこうと、そういうテーマ。リスク

がどうのこうのということよりも、まずは高めていこう、上げていこうと、そうい

うことが、最大の私はテーマであるという認識を持っています。

そのためさまざまな手法として、言葉的には、具体的には当然どうのこうのと、

先ほど言ったように今やっている６次の計画も、本当に実態に合った具体的な私は

取り組みをしていると思っております。多分このことを検証しながら、まずはそれ

ぞれ農協は農協の立場で、１７人、９団体。１７人で農林業振興会議は構成してい

ます。それぞれの役割があるわけでありますから、それぞれの役割をきちっと果た

しながら、生産者、農業者の声をきちっと受けとめて、どんどんどんどん出しても

らって、うちはプロジェクト、すばらしいプロジェクトがありますので、プロジェ

クトで出し合いながら精査をしていくということが必要ではないかなと。そこでこ
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そ、本当の実態の生の声が反映できるだろうと。私はそういう思いを持っています

ので、町長の立場からそういうこともきちっと力説をしながら、その実現に向けて

取り組んでまいりたいという姿勢だけは、きちっと持たせていただきたいと思って

おります。

〇議長（徳田栄邦君） 村上君。

○１番（村上忠弘君） 私は、町長、今回の私の質問の意図とするところは、町長が

こういう部分だけは、もう何とか６次と変わったことをやりたいんだとかって、そ

ういった部分でちょっと聞きたいなというふうに思って、今回の質問のテーマにし

たわけでございます。

農協は、今度第１０次中期計画ですか、それから、行政は２６年度から第７次と

いう形の中で、これがやっぱり農協と行政がきちっとリンクできるような形でなけ

れば、絵に描いたようなぼたもちになってしまうと思うんですよね。

行政は行政で、やっぱり調整ということじゃなくて、行政の意見をそこにどう注

入してもらえるかと、そういう部分で、町長の考え方だとか思いを聞いてみたわけ

でございます。

第７次の振興計画も、平成２６年度から３１年と、この６年間の中で国営事業が

着工し、さらには一部では完了する地域が出てくると思います。昨年の３月にも、

私ここで一般質問をした部分で、国営事業に対する事務局体制についてはご理解を

いただき、推進室の設置条例が制定されたということでございます。この部分につ

いても、十二分に発揮できるような人員体制もお願いしたいと思います。

町長は、その時の、以前の質問の中で、ハードの部分と、それからソフトの部分

を同時に進めていかなければならないというふうに答弁されました。そのときに、

国営事業が終了後に、ハード面はそこで整備されると思います。続いてのソフト面

でのお考えは、どのようになっているのか。

さらに、土地の基盤は整備されたけれども、担い手だとかそういったものがいな

くなるような状況をつくらないためにも、今回の計画はとても重要な第７次になる

んじゃないかなというふうに思うわけでございます。町長が方向性を出すことによ

り、後ろに座っている職員の方々も、それなりにやる気を出して頑張っていただけ

るものと思います。

再度お聞きしますが、国営事業が終了後の農業の姿も含めて、町の農業方針を町

長はどのように考えているか、再度お伺いをいたします。

〇議長（徳田栄邦君） 町長、外崎君。

○町長（外崎秀人君） 第６次の農業振興計画策定に当たって、振興会議の当時会長

であった田中春次さんの言葉の中に重要な言葉があるんです。さまざまな状況があ

る中で、この６次の計画は、農業者自身が経営の改善をするために何をすべきかを

考え、経営転換等により現状から脱却することを目標にしています。町長に求める

ものについては、町長の思いも当然あるわけでありますけれども、まずはそこに尽

きるだろうと。そこの声が反映できなければ、何をどのようにということがなけれ
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ば、町長の空回りに当然なるわけであります。町長が一生懸命施策を講じたと、結

果的に、おれはそんなもの求めていないよということになれば、それは空回りに当

然なるわけでありますから、そういうことでは、大綱をつくる部分の中では、きち

っとうたっていかなければいけないという思いは、町長として持っているわけであ

ります。

国営の事業でもって、私は農業が完結するとは思っておりません。これもいろん

なところで話をしておりますけれども、これと並行して行わなきゃいけないのは、

議員おっしゃるように、さまざまな、先ほど話をしましたように、国営の事業の中

で、人、地域、あるいは経営、栽培作目と輪作体系、農地等々総合的に考えましょ

うと。これが将来をどう考えるんだということのベースになるわけであります。ど

うしたいんだということが、これがなかなか一元的に考えられませんので、まとめ

て考えるいいチャンスですよと。それで調査期間が３年も４年も５年もあったわけ

ですから、そういう中できちっと将来を考えましょうと。１年で結論を出せという

ことではなかったわけであります。

そういう意味で、じっくり私は考えてきておられると思っています。そういう中

、 、 。から 具体的な方向性は これから多分農業者自身が出すだろうと思っております

、 、 。町長の立場から考えますと さてそれだけでいいかといえば 私はそうではない

それで解決できないものはたくさんあるわけであります。人の問題についても、あ

ちこちで言っていますけれども、ちょっと話が長くなってまずいんですが、担い手

等々含めてそうでありますけれども、後継者の問題もそうでありますけれども、こ

れからの農業、少なからずも面積がふえていくわけです。引き受けを含めればです

ね。今より低くなるということは、なかなかなっていかないと。引き受け面積がふ

えるとすれば、家族だけの農業労働でやっていける時代ではないと。やはりパート

だとか臨時を雇用しながらやっていかなければ、体がもたないだろうということが

非常に大きな問題になると。それを埋めるために、機械化していくかと。いろいろ

と圃場も大きくなるので、それに大型機械を導入しなければ意味がないわけであり

ますけれども、そこに対応できているかといったら、また大変な負担になるわけで

あります。

そういうもろもろの問題、人の問題も、酪農、畜産の部分についても、ヘルパー

の問題というのは、今やっている方々が現実に他のところも面倒を見るヘルパー制

度になっているわけですから、これをやっぱりもう少しく違う形の、専任でできる

ような体制をとるだとか、そういう人の問題をきちっと考えていかなければいけな

いと。

私は、受託、委託、コントラクターもきちっと整えるべきだと思っています。機

械は買うべきではないと。そういう私は、株式会社なんですけれども、これは後ほ

どそういう構想を述べる機会をいただければと思っておりますけれども、株式会社

農業センター構想の中で、そういうものを全部取り入れて、地元に重機屋、機械屋

さんはたくさんあるわけですから、農機具屋さんあるわけですから、そことのレン
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タル、リースをしていくということで、必要なときに必要なものを提供していただ

いていくと。そこにコントラクターとしてきちっとした制度をつくっていくという

仕組みがどうなのだろうかと。

人の問題については、それぞれさまざまな人方がいるわけですから、活用してい

くと。それだけではなかなかなっていかないので、もっと重要なのは、今金農業の

ベースとなるところの種苗、育苗の体制についても、地元に合ったようなものを地

元でつくっていくという形をとれば、種苗、育苗というものを取り組むことによっ

、 。て 非常に私は効果的なものが出てくるだろうという思いもきちっと持っています

あとは、ざまざまな分野の中で、人の派遣の問題についても、先ほど言ったよう

な福祉と絡めた手法、方法というものを考えなくてはいけないだろうということで

は、さまざまな構想を私なりに持っているわけでありますけれども、そういうもの

をきちっとうたいながら、これも農協の中期経営計画の中で、農業センターについ

ては検討していくという言葉があるわけでありますから、決して私は飛び抜けた発

想ではないと。そういう農協の中期計画とリンクした形の中で、町長も考えていき

たいと。そういう要望があるんだなという気持ちを早くに私は受けとめて、そうい

う方向づけを今させてもらいたいということで、思いの一端を述べたわけでありま

すけれども、そういう体制をこれからどんどんどんどんつくっていくことが必要で

はないかなと。

個々の思いはたくさんあります。町長の思いはたくさん、先ほど芋の問題も出て

きましたけれども、種子についての取り組みをしなければいけないだろうと。作目

体系の問題についても、麦の、今、さまざまな制度もありますけれども、それにち

ょっと応援体制がとれれば、このじゃがいもの輪作体系が５年、６年なんていうす

ばらしい方向性で行けたら最高だなと、町長自身は個人的には思っています。今の

輪作体系を５年、６年に持っていったら、いい物がとれるだろうなと。長続きでき

る産地になるだろうなという思いを持っていますけれども、そういう具体的なこと

については、町長はまだ述べる状況ではないと。

それこそ具体的にさまざまなところから、生の声として反映したものを中期計画

の中で、あるいは、そのことに基づいて農業振興計画の中で位置づけていくことが

必要ではないかなと。農協の中期計画の中では、販売計画という位置づけの中でこ

れから構想を練るわけでありますから、その思いをきちっと受けとめながら、町長

の思いをぶつけながら、農業振興計画の策定に当たってまいりたいと考えておりま

す。

〇議長（徳田栄邦君） 村上君。

○１番（村上忠弘君） 答弁は要りません。いずれにしましても、町長がしっかりと

した農業方針を持ち、リーダーシップをとって、関係団体に対しても強い指導力を

発揮していただきますようお願い申し上げまして、質問を終わります。

どうもありがとうございました。

〇議長（徳田栄邦君） この際、議員の皆さんにお願いしておきます。
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一般質問では、政策論争ですから、答弁が要らない質問というのはあり得ないで

すから、きちっと答弁をもらうようにひとつ勉強していただきたいと思います。

次に、村本君の発言を許します。

村本君。

○９番（村本照光君） 私の方からは、黒毛和牛の振興とその方策についてというこ

とで、町長にご質問いたします。

現在、黒毛和牛の飼養農家戸数は４８戸、総飼養頭数は１，８７６頭、平成２４

， 、 。年度の販売総額は３億３ １００万円 過去最高の実績を上げることができました

私はこの黒毛和牛を、米、馬鈴薯に次ぐ今金町の重要品目として位置づけ、思い

切った振興策を講ずるべきと思います。生産額を上げることはもちろんでございま

すけれども、今後予想される耕作放棄地や遊休農地の解消、また耕畜連携による農

地の改良等の手段として必要と考えています。

また、地産地消の取り組みとして、黒毛和牛の肉が今金町内で買うことができ、

また飲食店で食することができるようになれば、今金町の各種イベントの主役にも

なり得て、町の活性化にも役立つと考えております。

黒毛和牛は、素牛導入から販売まで年数がかかることから、その間の運転資金や

施設等投資資金が多額となり、新規参入を困難にしているのが実態であります。ま

た、現在増頭し規模拡大しようとしている農家にとっても、畜舎の増設等が大きな

問題となっています。

この当面する諸課題を解決しながら、五年、十年先の今金町農業の将来を見据え

て、今から黒毛和牛のより一層の振興に取り組むべきと考えますが、町長のお考え

をお聞きいたします。

〇議長（徳田栄邦君） 村本君の質問に対し、理事者の答弁を求めます。

町長、外崎君。

○町長（外崎秀人君） 村本議員の一般質問にお答えをいたします。

本町では、複合経営による所得拡大と地力増進を図る観点から、昭和５６年より

黒毛和牛の導入が始まり、飼養戸数がピークの平成３年には８８戸、１戸当たり平

均１２頭でありました。現在では１戸当たり平均３９頭飼養され、素牛として年間

８００頭余りを市場で販売しております。

この間、町長として、今金農業は、水稲、畑作、酪農畜産の３作目に加え、施設

園芸の４作目体系の複合型農業が特徴であり、畜産分野の黒毛和牛は欠くことので

きない重要作目であるという強い認識を持ち、その振興について思いを発信してき

ているところであります。

町の活性化につながる黒毛和牛の肉の地元販売でありますが、現在、３戸が肥育

牛の飼養をしています。この間、数年３０頭くらいの生産で、ほとんどが市場販売

され、地元で今金和牛とし商品化されている部分はごくごくわずかであると認識し

ています。

地元販売ができない要因として、解体加工等のコストや販売価格等の課題がある
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と聞いており、町長としては地元での販売を期待していますが、生産者が地元での

販売にどういう思いを持っているのか、さらには市場流通の窓口となる農協等関係

機関が、地元販売と販売体制にどう向かうかということであります。これまで町と

、 、 、しても 地元還元として助成を行い バックアップをしてきたところでありますが

一過性で終わり、継続した地元販売、地元流通が確立されてこなかったことも事実

であります。計画的に流通、販売の見通しを含めたもろもろの課題解決から始める

ことが必要と考えます。

黒毛振興に畜舎増設が大きな課題であるとのことですが、畜舎の整備に特化し、

平成１９年、２０年度に黒毛和牛増頭推進基盤整備事業として、地場材の活用によ

る牛舎の新増築に対する支援を行い、２年間で９棟整備されました。当時、素牛の

市場価格が低迷し、生産者の増頭意欲が薄れたことにより取り組みが少なかったも

のと理解をしました。次の対策として、新たに平成２１年度からは、優良血統種の

自家保留を奨励する優良雌牛増頭推進事業の支援を実施してまいりました。

さらに、平成２５年度からは、より生産性を高める観点から分娩間隔と初産月齢

を短縮し、回転率を高めて経営の安定を図る支援を行いたく、今定例会に提案をし

ているところであります。

このように、都度、農業者の意向やかかわる組織で構成しているプロジェクトで

の協議を行い、町として黒毛和牛振興支援を行ってきていると自負をしています。

肉用牛の導入により、水稲との複合経営が確立し、水稲以外の水田の利活用とし

て、飼料作物の作付による有効活用や堆肥等の循環で地力の増進にも効果を発揮し

てきているものと理解をしています。

近年は、飼養頭数の増加に合わせて、農地の流動化によって耕作放棄地や遊休農

地の発生の防止につながっているとともに、堆肥と麦わら等の交換などの耕畜連携

を進める上でも、基幹となる重要作目であります。そういうことから、今金町農業

の重要な位置を占めていると強く認識しているところであります。

肉牛生産改良組合等の意見を踏まえながら、農業振興プロジェクトや農林業振興

会議等の議論を通して、今金町農協が作成する第１０次中期経営計画とリンクしな

がら、町の第７次農業振興計画の中での振興策に反映できるよう、町長として努力

をしてまいります。

〇議長（徳田栄邦君） 村本君の再質問を許します。

村本君。

○９番（村本照光君） 今の町長の答弁をいただき、非常に関心が強く、その必要性

を強く感じられているということがひしひしと伝わってきたわけですけれども、先

ほどの私の質問を補足しながら、再質問をさせていただきたいと思います。

黒毛和牛導入の経過については、昭和５７年、３５戸の農家で６．８頭でスター

トしております。平成３年、これが最高のピークでありまして、先ほど町長の答弁

、 ． 。 、 、にもありましたけれども８８戸 １１ ８頭になりました それから 平成１５年

４５戸で２６．９頭、これが残念ながらぐっと減ってきた最低の戸数であります。
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そして現在、平成２３年、４８戸、３９．１頭であります。ここまで来るのに約

３０年かかっているわけですけれども、平成３年のピーク時に比べて、現在、先ほ

ど言いましたけれども、８８戸から４８戸に減ったわけですから、約半減、正確に

言うと４６％減っているわけです。

、 、 、 ．しかしながら 町や農協 それから生産者の努力もありまして 肥育頭数は３９

１頭、３．３倍になったわけです。先にも述べたとおり、新規参入が非常に難しい

と。なぜかというと、素牛を導入してから販売するまで３年余りかかります。その

間の運転資金や、それから畜舎等の設備投資に大変かかります。そういうことでは

なかなか新規に参入できないという、困難な問題がありますし、現在一生懸命頑張

っている畜産農家、現状の畜産施設での増頭は大変困難な状況であります。

先ほど３．３倍になったと言いましたけれども、農家戸数が減る中で、そこまで

個々の農家が増頭して頑張ってきました。しかし、今の施設設備では、もう拡大で

きない。頭数をふやすことはできないというのが現状だというふうに私は認識して

おります。

黒毛和牛の振興が、さきに述べたとおり、町長の答弁にもありましたとおり、今

金町の農業にとっては大変重要であると、そういうふうに町長と認識を一致したと

ころであります。今振興してほしいと願いながら、しかし、現在現状を見ると、近

々もう高齢化して離農が出てくる、ふやすどころでないよ、高齢化して農家は減っ

てきますよと、そういう心配が非常に強くなっているわけです。そういう受け皿づ

くりもあわせて、この対策が急がれるというふうに私は思っております。

そこで、ある程度正確な数字をちょっと新聞から拾いましたので、紹介しながら

町長にまた感想をいただきたいと思いますけれども、今年の２月２６日の農業新聞

であります。全国に１１０の和牛の市場があります。私たち今金町の黒毛和牛は、

今合併しましたが、安平町、これは南北海道家畜市場と言います。この家畜市場の

売り上げが、前年より３．２％アップして１万７，７３６頭ということで、ランキ

ングの２位になりました。鹿児島がトップであります。３位が十勝市場であります

けれども、北北海道の家畜市場、十勝市場であります。これが今３位に上がりまし

た。ここでは１０．７％ほどふえています。

非常に北海道は元気でありますけれども、しかしながら、全道的な農水省の統計

によりますと、これは１２年の２月の数字でありますが、繁殖雌牛を飼う農家は、

前年に対し５．１％減の５万６，１００戸、この主な減少の原因は、高齢化に伴う

ところの離農だというふうに書いておりました。その対策として、導入指導を強く

行っていくと。あわせて、牛舎を建てるなどの対策を進める必要があるというふう

に書かれておりました。

それから、もう一点、北海道新聞です。２月２１日、皆さんも見たと思いますけ

、 、 、れども これは北海道内の耕作放棄地 これが１万９７９ヘクタールということで

１万ヘクタールを超えたという大見出しがありました。そのうち、農地再生困難な

土地が８，０５１ヘクタール、７０％にも及ぶというとんでもない実態になってい



- 63 -

るということが明らかにされておりました。道内の販売農家は、高齢化や景気低迷

で５年間で５，０００戸減少しているそうであります。今、具体的な対策が急がれ

ているという記事でありました。

今、全国、全道、状況を述べましたが、今金町も例外でないというふうに考えて

おります。こういう中での振興策、ぜひとっていただきたいという私の強い思いで

ありますけれども、町長の再度のご答弁をお願いしたいと思います。

〇議長（徳田栄邦君） 村本君の再質問に対する理事者の答弁を求めます。

町長、外崎君。

○町長（外崎秀人君） ただいまの再質問でありますけれども、平成２０年の３月の

定例会にも同じような意味合いの、当時は飼養頭数の数の拡大、農家戸数の増大と

いうことをテーマにして質問をいただきました。内容的には、今いろいろ前段あり

ましたような質問の中での一つは、さまざまな制度資金を使うんですけれども、そ

の回転がままならないので、今金方式、今金単独のリース方式の制度をつくってほ

しいと。いわば町が肩代わりをして、さまざまな資金を回すための対策をとっても

らえないかという話があったわけであります。

施設の整備につきましても、さまざまな制度資金を借りるわけでありますけれど

、 、 、 、も それに対する保証人の確保だとか 固定資産税等々の問題 さまざまあるので

このことについても非常に５年も要するさまざまな投資になるので、大変なので、

町がそのことを肩代わりするような政策をとれませんかという話をいただいた質問

であったわけでありますけれども、当時も、私お答えさせていただきましたが、町

が細部のいわば保証人になってという形でもって進めるという形はとれないと。今

やるのは、制度があるわけでありますから、上手にその制度を使っていくような手

法をとっていただくことはできないかと。

具体的に、当時は２０年ですから、１９年からスタートしてきた増頭対策という

ことで、畜舎の支援をしたわけであります。ここでも、私も当時を含めて、今終わ

ってからも分析をした経過があるわけでありますけれども、議員おっしゃったよう

に、ただ、私もこの間いろいろお願い申し上げているのは、町長は町長の立場なり

それぞれの姿勢を持っているわけでありますけれども、思い切った政策をと言いな

がらも、あるいは町も例外なくこういう政策を打ち出していただきたいと思います

けれども、何をというのがわからなければ、町長も政策を打ち出しようがないと。

例えば、今までの実績であるところを、黒毛和牛の増頭の中で、最後に言われま

した畜舎、これには町の地場材を使ってやってくださいと。当時は、基準が２０坪

にして、坪１万４，０００円にしたわけであります。ただ、経過、実績は、私も自

分で数字を全部出して、１件、１件の９件の分析をしました。最大坪当たり１２万

６，０００円をかけているところであります。少ないところは１万４，０００円と

いうことで、補助の基準に見合ったような形でつくっているところもありますけれ

ども、最終的に９件の実績を考えますと、平均して６万２，０００円、それに町が

１万４，０００円ですから２２％の支援しかなかった、できなかったと。そのこと
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がネックになっているのか。加えて、補助基準では２０坪がベースですけれども、

。 。ベースが４５坪が平均だったんですね それに町が基準にしたのは２０坪だったと

そのことが少しく大きな課題になって、前向きに取り組んでいただけなかったのか

どうかという分析は、町長は持っていますけれども、その声としてまだ私の方には

届いていないと。ですから、また声がなかったので、新たな対策として次の対策を

打ってきたと。

今回の２５年度から進めるところの対策につきましては、農協の中期経営計画に

きちっとうたっているわけであります。酪農畜産の方の部分の３年間の位置づけ、

２３年、２４年、２５年に向けて、素牛出荷月齢の早期化と分娩間隔の短縮、これ

については、生産性向上対策を打ちましょうというテーマを掲げた。これはプロジ

ェクトで詰めた部分であるわけでありますから、これに行こうと、これに特化しよ

うということで、いろいろ手法を考えながら、先ほど言ったように、すべては町長

の考えもあるわけでありますけれども、生産者の生の声を反映した、農協の中期計

画と上手にリンクしながら取り組んでいくというのが、私の当然姿勢であるわけで

あります。

２４年度もいろいろ質問をいただきましたけれども、町長はこの何年間で農業振

興計画でどのくらいの、先ほどの質問でないですけれども、農家戸数、黒毛を導入

する戸数にしたのかと。あるいは、どのくらいの頭数にしたいのかということには

答えがなかったという言葉で、私は答えることをしなかったわけでありますけれど

も、これにつきましても、この農協の中期計画の中で、販売計画の中に何頭という

ことを目標にしましょうと。これは前期ですけれども、後期は別冊であるわけであ

ります。別冊で加えられていると。その数字を今金町の「希望の大地 、農業振興」

計画の中には、農業の生産計画という中で同じ数字を掲載しながら、ともにその方

向性を目指していこうという姿勢をとってきているわけであります。

今、いろいろお話を伺っているわけでありますけれども、もう少しく、町長は町

長の立場で考えるわけでありますけれども、具体的な政策にはね返る場合の具体的

な思い、願い、このことは画期的な一つの起爆剤になるんだと。今ここが大事なん

だというものをきちっとやっぱり示していただかなければ、町長がむやみやたらに

町長の思いだけで政策を展開していっていいのかと。結果的にだれもついてくる人

がいなかったと。空回りに当然なるわけでありますから、きちっとその辺の部分に

つきましては、先ほど答弁したように、改良組合も当然あるわけでありますから、

そういうところを通じてきちっとした願いみたいなものを出していただくことによ

って、プロジェクトを含めて、そして、この機会に、農協は農協の立場の中できち

っと伝えていくような姿勢をとりながら、農協の中期計画、そして総合計画に位置

づけるということが、今、私はこの２５年度、策定の年ですから、チャンスではな

いかと思います。私は私として、きちっとこれからも受けとめていきたいと思いま

すけれども、もう少しく具体的な政策についてもしあればお聞きしたいなと思って

いるところであります。
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〇議長（徳田栄邦君） 村本君。

○９番（村本照光君） 思いは一緒だというふうに思いますし、やりたい気持ちもた

くさんあっても、なかなか大きな問題だけにすぐ取り組めないという事実もあるか

もしれませんが、もう一回質問させていただきたいというふうに思います。

先ほど町長がおっしゃいました１９年、２０年度の黒毛和牛の増頭推進基盤整備

事業であります。これは地場材を使用して、畜舎の建設に寄与するというものであ

りました。上限が２０坪、坪当たり１万４，０００円以内という、そういう枠がは

められたわけでありますけれども、町長なりの、今、解釈をされておりました。農

家にとって、これは使う方にとって、予算的な予算規模、坪数ですね、それから支

援対策の期間、それら含めて非常に農家としては使い勝手が悪かったなというふう

に私は思っています。だけれども、やっていただいて助かったことは事実でありま

す。これをもっと拡張して、例えば坪数を大きくしたり、支援期間を長くしたりと

いうことが一つ大事かなというふうに思っています。

今、３９頭です。もう４０頭になります。そうなりますと、大変大きな畜舎が必

要となります。それぞれ個体管理をしながら、優秀な素牛を出荷するには、それな

りの管理が必要でありますから、十分それに見合うような畜舎もこれから必要にな

ってくると思います。ですから、これから５０頭、６０頭というふうに増頭をして

いただくというふうになれば、思い切った、そういう手作業でなくて一定程度機械

も使いながら牛の管理をできるような仕組みも、これは必要かなというふうに思っ

ています。そんなことで、私はできればそういうことも検討していただきたいとい

うふうに一つ思っています。

それから、町長はこれ触れませんでしたけれども、地産地消の取り組み、先ほど

一回目の答弁でいただきましたけれども、これもほかの人に、いろんな人、農家で

あろうと町の人であろうといろいろ聞くわけですけれども、だれもがやはり牛肉は

今金で買えればいいなと、また食べれればいいなというふうに思っていますし、反

対する人はいません。しかしながら、現状ではそう言う言葉は聞かれても、よしや

るぞという、そういう声が出てこないのが実態であります。農協がやるのか、役場

がやるのか、個人がやるのか、たらい回しになっているような状態なのかなと思っ

ています。

できない理由を上げれば、数あると思います。しかし、これくらいのことは、私

はやる気になればできるんだろうと思っています。黒毛和牛の振興策として位置づ

けて、３年から５年、そういう長いスパンで、軌道に乗せるまで一定の予算をつけ

て、そして町が旗振りをやると。それくらいの意気込みを、ぜひ見せていただきた

いというふうに私は思うわけであります。

質問の中で、それぞれ黒毛和牛の振興の必要性が確認できました。ですから、ど

ういうやり方をとるかは別として、早急にやはり知恵を出して、そして行動すべき

ときだというふうに思います。

そして、第７次の振興計画、ちょうどタイミングがいいと思います。この振興策
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の中では、具体的な数値を入れていただきたい。そして、目標達成への具体的な支

、 、 、 、援策 対策を示しながら そして 途中できちっと達成度合いを確認できるような

そういう振興計画であってほしいというふうに私は思います。

この私の思いに対して、町長の思い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） 先ほど答弁漏れしました。耕作放棄地、遊休地対策の問題で

ありますけれども、今金町の国営農地再編整備事業は、基本的には農地再編整備事

業プラスして、耕作放棄地対策なんです。だから、緊急を入れたんです。今ここが

大変だということで、改めてそれを求めて、国の方で認めていただいて、国営の農

、 、 。 、地の緊急と入れたのは 遊休地 不耕作地対策がベースになっていると ですから

飛び地でもいいから、そこに手をつけることができると。いわば、議員が言うよう

に、この機会に今草地を求めていくと、草地改良をしていくという手法、工法もで

きるわけであります。そういうことから、国営に向けた姿勢というのは私なりに持

ってきているわけでありまして。

なぜ国営化といいましたら、先ほども言いました。もう一つ重要なのは、個々の

やはり肥育管理でこれからできていくかというようなことになりますと、やはり酪

農、畜産であっても、家族経営というのは非常に難しい状況になっていくだろうと

思っています。

そう考えた場合には、農地の私はまずは地域農業という、集落農業ということの

中では、農地の利用法人、農地の利用組合をつくって、農地をどう活用していくか

ということをこの機会に考えませんかと。それで面積を確保できるわけですから、

どう使っていくか、どうあれしていくかと。施設についても、集積をしてどう回転

していくかと。来年ちょっとおれ手術するんだよな、病院に入るんだよなと、ちょ

っと休むんだけどだれか使ってくれる。わかった、わかったっていう形の中でどん

どんやっていく。そういう中では、さまざまな効率的な、効果的な手法も考えてい

けるだろうと。

今、北海道の素牛市場が、非常に成果が上がっているというものを私は承知して

います。どんどんどんどんほかの方では素牛ができないわけであります。ただ、全

共も私行ってきましたけれども、向こうは特化した、鹿児島、宮崎というのはもう

別に特化した部分があるわけでありますけれども、やはり一般の流通というのは、

北海道に求める部分が多いわけでありますから、ただ、肥育に行くという手法では

なかなか難しい部分があるので、今金の取り組みは、承知しているのは３件くらい

の部分があるわけでありますけれども、その辺の取り組みもこれから重要な要素に

なっていくだろうと。

１点目は、耕作放棄地対策、遊休地対策としても、非常に私は国営を活用した中

で黒毛振興が図っていけるということが一点あります。

２点目は、施設について、畜舎の話でありますが、私もそうやって言えば、確か

に事業の内容が少しく薄かったかなという思いがあるとすれば、そういう思いをき
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ちっと出していただいて、具体的にやったんだけれどもこういうことだと。坪数の

問題、あるいは単価の問題等々含めて、あれはどうなんだというようなことをやっ

ぱり声としてはね返していただかなければ、なかなか私どもはそこで反省なり評価

をすることができないということもありますので、これからもぜひそういう声を上

げていただければなと思っていました。

あと問題は、地元の販売でありますけれども、これも常々私が町長になってから

も、地元でということで、学校給食に導入したり、さまざまな支援体制をとってき

たわけでありますけれども、その場限りでありました。結果的には、何を言いたい

かといったら、私もいろんなおつき合いがあって、北海道の町長の中で、私くらい

共進会に出ている町長はいないと自負しています。もう全部の共進会に出て、それ

らの声を聞いたり、物を見ているわけでありますけれども、そういう中で、まだま

だやっていけるという思いを持っています。持っているけれども、肥育に向かって

いくというのは非常に難しい部分もある。

声の中には肥育センターの言葉がありますけれども、今３戸の中で肥育センター

ができるかと言ったら、やっぱりそれは難しいという状況に当然なるわけでありま

すから、素牛も肥育頭数をもっと増やしていくというスタイル、一貫体制がとれれ

ば最も望ましいんですけれども、そこを目指していくということも一つあってもい

いのかなと。

その一つとして、やはり肥育頭数がなくて売れないという状況があるとすれば、

そこに大きな課題が当然あるわけでありますから。先ほど言ったように、平均的に

５５０キロくらいの牛であっても、単価含めて、解体費等々含めれば非常に高いも

のに当然ついて、１頭当たり大体１００万円くらいのものが１２０～１３０万円に

なるわけですね。それを、歩どまりが当然余りよくないわけですから、歩どまりを

考えたら、私もこの一般質問をいただいて、あちこちこの１週間ぐらいさまざまな

店屋の、札幌に行っても店屋の肉の単価なんか見てきました。外国産、アメリカ、

、 ，ニュージーランドなんかは非常に当然安いわけでありますけれども キロ含めて２

０００円台、今金のものを考えてみますと、サーロインで約４，０００円くらいに

なると。肩ロースでもってやっぱりキロ３，０００円くらいになると。非常に高い

ものにつくわけでありますから、これがどうやって消費できるかなという心配事も

当然あるわけでありますけれども。

そう言いながらも、生産者の方々がやりたいんだという方向づけ、私も随分つき

合っていますけれどもなかなか出てこない。やっぱり生産組合が地元でもやりたい

んだということをきちっと上げていただいて、当然農協の力も借りなければいけな

いわけでありますから、保存はできるという確約もとれています。実証でもってあ

るわけでありますから、さばけるという形がとれれば、私は導入は決して難しくは

ないという思いを持っていますので、そういう声を生産組合等々含めてきちっと議

論していただければなと思っています。町としては、それなりの支援体制をとれる

姿勢はきちっと持っているという認識を持っています。
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もう一点、農業振興計画、あるいは農協の中期計画は別としましても、数値をき

ちっと入れるべきだと。町長きちっと入れてくださいということでありますけれど

も、私が入れるものではないと思っています。生産者がどういう思いで、どれだけ

の頭数をふやしていくんだと。仲間としてどれだけの仲間をふやしていくかという

ことを、やっぱりきちっと踏まえないで、町長が勝手に、今数字はちょっと上がっ

ていますけれども、それをむやみやたらにふやしていいのかどうか。そのための対

策をとっても、結果的に生産者と空回りしてしまえば、対策が対策にならなくなっ

てしまう。

私も反省しています。先ほども畜舎の関係、よしと思って声が上がって支援した

んですけれども、なかなか９件でできなかったというのは、単価の問題、坪の問題

があったとすれば、反省をしなければいけない。もっと具体的な声があれば、もっ

と生かされた部分が議員が言うようにあったとすれば、その都度考えなければいけ

ないということがあるわけでありますけれども、きちっとその辺は向かう姿勢は私

なりに持っておりますけれども、生産者自ら声を上げて、こういう方向に、こうい

う頭数を目指していくんだと、１戸当たり何ぼに行くんだというような、この３０

年の歴史をむだにすることなく、次のステップに向かっていくことも私なりにも支

援体制をとりたいと思いますけれども、ぜひ生産者そのものも努力することを切に

期待しているところであります。

○９番（村本照光君） これで私の質問は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。

◎散会の宣告

〇議長（徳田栄邦君） 本日の会議は、これをもって散会といたします。

なお、傍聴の皆さん、長時間にわたって傍聴いただきましてありがとうございま

した。今後ともよろしくお願い申し上げます。

皆さん、ご苦労さまでした。

散会 午後 ８時１７分


