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平成２５年第１回今金町議会定例会 第２号

平成２５年３月１２日（火）

〇議事日程

１ 会議録署名議員の指名について

２ 議案第 １号 今金町新型インフルエンザ等対策本部条例制定について

３ 議案第 ２号 今金町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営

に関する基準を定める条例制定について

４ 議案第 ３号 今金町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備

及び運営に関する基準を定める条例制定について

５ 議案第 ４号 今金町指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準

を定める条例制定について

６ 議案第 ５号 今金町町道の構造の技術的基準を定める条例制定について

７ 議案第 ６号 今金町町道に設ける道路標識の寸法を定める条例制定につい

て

８ 議案第 ７号 今金町移動等円滑化のために必要な町道の構造に関する基準

を定める条例制定について

９ 議案第 ８号 今金町営住宅等の整備基準を定める条例制定について

１０ 議案第 ９号 今金町準用河川に係る河川管理施設等の構造の技術的基準を

定める条例制定について

１１ 議案第１０号 今金町水道布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水

道技術管理者の資格基準を定める条例制定について

１２ 議案第１１号 今金町都市公園条例の一部を改正する条例制定について

１３ 議案第１２号 今金町公共下水道条例の一部を改正する条例制定について

１４ 議案第１３号 今金町障がい者程度区分認定審査会の委員の定数等を定める

条例の一部を改正する条例制定について

１５ 議案第１４号 今金町地場材活用促進補助金条例の一部を改正する条例制定

について

１６ 議案第１７号 今金町過疎地域自立促進市町村計画の変更について

１７ 議案第２６号 平成２５年度今金町一般会計予算について

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
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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
課 長 補 佐

会 計 管 理 者 伊 藤 恵 津 子 君

税 務 住 民 課 長 西 勝 明 君

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
事 務 局 次 長

給食センター次長 小 林 実 君

母子通園センター長 舘 野 道 子 君

国 保 病 院 事 務 長 柏 田 泰 明 君

太 田 越 宜 晴 君介護老人保健施設
事 務 長
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選 管 委 員 長 木 島 武 雄 君

教 育 委 員 長 橘 宣 雄 君

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

〇出席事務局職員

勝 山 英 敏 君
議会事務局長 兼
監 査 委 員 書 記 長

議 会 事 務 局 係 長 中 川 真 希 君
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開議 午前１０時００分

◎開議の宣告

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、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、川上君、日置君を指名いたします。

◎日程第２ 議案第１号

〇議長（徳田栄邦君） 日程第２、議案第１号を議題といたします。

今金町新型インフルエンザ等対策本部条例制定について、理事者の説明を求めま

す。

副町長、清水君。

○副町長（清水 寛君） おはようございます。提案理由を説明申し上げます。

議案第１号 今金町新型インフルエンザ等対策本部条例の制定についてでありま

す。

新型インフルエンザ等対策特別措置法の施行に伴い、緊急事態宣言がなされた場

合、直ちに対策本部を設置するなど、所要の規定を整備するため本条例を制定しよ

うとするものであります。

ご審議いただき議決賜りますよう、よろしくお願いをいたします。

〇議長（徳田栄邦君） 説明が終わりました。

これより、質疑を行います。

山崎君。

○２番（山崎 仁君） 何点かお願いをいたします。

まず、新型インフルエンザ等対策本部ってありますけれども、新型インフルエン

ザ等は何を指すか。この定義をまず教えてください。

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） 新型インフルエンザ等につきましては、病原性の高

い新型のインフルエンザや、同様の危険性のある新感染症が発生した際という形に

なっております。

〇議長（徳田栄邦君） 山崎君。

○２番（山崎 仁君） 今の定義で当てはめると、非常に難しいのかなという気がす

るんですけれども。これは本部条例があるんですけれども、これ対策本部を立ち上

げる基準、何があった場合にこれを立ち上げるか。

説明資料の中で、いろいろ書いているんですけれども、国が緊急事態宣言をした

場合にはというんですけれども、その前に、任意に設置することが可能っていうこ
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とになっているんです。この任意というのは何を指すのか。その基準はどうなって

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 緊急事態宣言の時期なんですが ＷＨＯ

世界保健機関、国連の専門機関ですが、こちらがフェーズ４を発令した場合に、緊

急事態宣言がなされる予定となっております。

それと、任意の設置の部分につきましては、これらの特別措置法の法律に基づく

対策本部ではないという位置づけになると思います。

〇議長（徳田栄邦君） 山崎君。

○２番（山崎 仁君） フェーズ４がＷＨＯから出た場合、これは緊急事態になると

思うんですけれども、要するに本部の条例はここにあるんですけれども、設置に至

っては、どういう状況の中で設置をするんだということをしっかり決めておかなけ

れば、今のように、任意で設置をするといった、その任意がどこに当たるのか。そ

れから、それはだれが判断をするのか。

要するに、この条例と同時に、やはり要領、要綱、これを実施するに当たっては

整備をしておかなければならないと思うんですけれども、それはどうなっています

か。

〇議長（徳田栄邦君） 保健福祉課長、成田君。

○保健福祉課長（成田光康君） 任意の設置につきましては、あくまでも対策本部長

が町長となっておりますので、町長の判断に基づくものと思っております。

それと、これらの対策の関係ですが、国の方で政府の行動計画がまだできており

ません。また、ガイドラインもまだ示されておりませんので、この夏ごろに行動計

画が示される見込みということで、その後、都道府県の行動計画、町の行動計画が

できますので、町の行動計画ができた段階で議会の方にもお示しできるものと考え

ております。

〇議長（徳田栄邦君） 成田君、今聞いているのは、その任意で開く場合という、そ

の任意というのはどういう場合があるんだということを聞いているので、その辺の

ところをもうちょっと説明できないですか。

どうぞ。

○保健福祉課長（成田光康君） 基本的に任意ということにつきましては、都道府県

の業務等について、事前にお手伝いする場合ということが想定されております。

〇議長（徳田栄邦君） 山崎君。

○２番（山崎 仁君） これはなかなか想定しづらいというか、あってはならないと

いうふうに思うんです、こういう対策本部が設置されるのは。

何年か前に、空港でものすごい厳重な管理をしながら、菌は入れないんだと言い

、 。 。ながらも 実はもう既に入っていたというのがあります フェーズ４が宣言された

これは幾ら田舎とはいいながら、地方とはいいながら、交通機関も非常に発達して

いますから、出入りというのはすごく多いわけですよ。もしこれが可能性として、
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これは対策を早目に打つわけですから、何らかの基準をもって、こうなった場合に

は設置をしますという、まあ、行動計画が後に示されるということですから、それ

はそこに委ねるとしても、やはり条例をつくる以上は、その辺のところも加味をし

ながら、今後どうするかということを考えなければならないと思うんです。

これはお尋ねしますけれども、北渡島檜山の中で、４町が連携を組みながらいろ

いろな課題に対応していくんだということで、連携協定を結ばれています。口蹄疫

等、家畜伝染病についても、この中で議論をしていくんだというお話があったんで

すが、例えばこういう新型インフルエンザ等、これに限らずいろんな部分で、これ

も４町の中の連携の中に入り得る、いわゆる対策本部は近隣がそれぞれ考えなけれ

ばならないと思うんですけれども、その辺の協議というのはこれからできるんです

か。

〇議長（徳田栄邦君） 副町長、清水君。

○副町長（清水 寛君） ４町連携の関係でありましたので、そこの部分についてだ

け少し触れさせてもらいたいと思っております。

これについては、４町連携、今後国の指針等が明確に示され、そして道の基準等

も定められ、そのうち町においてもそれを定めるということで課長の方から答弁を

させていただきました。これはやむを得ない部分だと思っていますが、おのおのの

、 。 、町において 恐らく本部条例が設置されていくものだと思っております ですから

そういう連携等が必要になるのかどうかということについては、今後のまた働きか

けによるかと思っております。

ただ、八雲保健所管内においてのインフルエンザ等の関係についての、一堂に会

した部分の北渡島檜山保健福祉医療連携会議という部分がありますので、そちらの

方で統括してこれらについても進めている部分がございますので、重複する部分で

あれば、あえて４町連携の中で触れる必要もないのかなというふうに、今は、現段

階は思っております。

〇議長（徳田栄邦君） 今、議員からそれぞれ質疑があったわけですけれども、議長

からもお願いしておきますけれども、運用例あるいはガイドライン、規則等ができ

ました段階で、早目に議会にもその旨をお知らせ願って、そこの中でまた議論をし

て、落ち度のないようにひとつ注意をお願いしたいと思います。

他にございませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） 質疑を終わります。

質疑を打ち切り、討論を行います。

（ なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） 討論を終わります。

討論を打ち切り、議案第１号 今金町新型インフルエンザ等対策本部条例制定に

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。
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（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） ご異議がないので、議案第１号 今金町新型インフルエンザ

等対策本部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３ 議案第２号

〇議長（徳田栄邦君） 日程第３、議案第２号を議題といたします。

今金町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定め

る条例制定について、理事者の説明を求めます。

副町長、清水君。

（ ） 、○副町長 清水 寛君 議案第２号 今金町指定地域密着型サービスの事業の人員

設備及び運営に関する基準を定める条例制定について、提案理由を申し上げます。

地域主権改革一括法の施行により介護保険法が一部改正され、政令及び省令にお

いて定めていた各種基準について、国の基準を踏まえつつ、地域の実情を反映でき

るよう各自治体の条例で定めるものとして改正がされました。このことに伴い、本

条例を制定しようとするものであります。

ご審議いただき議決賜りますよう、よろしくお願いをいたします。

〇議長（徳田栄邦君） 説明が終わりました。

これより、質疑を行います。

（ なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） 質疑を終わります。

質疑を打ち切り、討論を行います。

（ なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） 討論を終わります。

討論を打ち切り、議案第２号 今金町指定地域密着型サービスの事業の人員、設

備及び運営に関する基準を定める条例制定についての採決を行います。

本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） ご異議がないので、議案第２号 今金町指定地域密着型サー

ビスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定め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４ 議案第３号

〇議長（徳田栄邦君） 日程第４、議案第３号を議題といたします。

今金町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営等に関する

基準を定める条例制定について、理事者の説明を求めます。

副町長、清水君。

○副町長（清水 寛君） 議案第３号 今金町指定地域密着型介護予防サービスの事

業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例制定について、提案理由を申
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し上げます。

本条例につきましても、議案第２号と同趣旨でございまして、地域主権改革一括

法の施行により介護保険法の一部改正に伴って本条例を制定しようとするものでご

ざいます。

ご審議いただき議決賜りますよう、よろしくお願いをいたします。

〇議長（徳田栄邦君） 説明が終わりました。

これより、質疑を行います。

（ なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） 質疑を終わります。

質疑を打ち切り、討論を行います。

（ なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） 討論を終わります。

討論を打ち切り、議案第３号 今金町指定地域密着型介護予防サービスの事業の

人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例制定についての採決を行います。

本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） ご異議がないので、議案第３号 今金町指定地域密着型介護

予防サービスの事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例制定につい

ては、原案のとおり可決いたします。

◎日程第５ 議案第４号

〇議長（徳田栄邦君） 日程第５、議案第４号を議題といたします。

今金町指定密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例制定につい

て、理事者の説明を求めます。

副町長、清水君。

○副町長（清水 寛君） 議案第４号 今金町指定地域密着型サービス事業者等の指

定に関する基準を定める条例制定について、提案理由を申し上げます。

本条例につきましても、議案第２号と同趣旨でございまして、地域主権改革一括

法の施行により介護保険法の一部改正に伴って本条例を制定しようとするものでご

ざいます。

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。
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討論を打ち切り、議案第４号 今金町指定地域密着型サービス事業者等の指定に

関する基準を定める条例制定についての採決を行います。

本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） ご異議がないので、議案第４号 今金町指定地域密着型サー

ビス事業者等の指定に関する基準を定め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６ 議案第５号

〇議長（徳田栄邦君） 日程第６、議案第５号を議題といたします。

今金町町道の構造の技術的基準を定める条例制定について、理事者の説明を求め

ます。

副町長、清水君。

○副町長（清水 寛君） 議案第５号 今金町町道の構造の技術的基準を定める条例

制定について、提案理由を申し上げます。

本条例につきましても、地域主権改革一括法の施行により道路法の一部改正に伴

って、今金町の町道の構造の技術的基準を定めるため制定しようとするものでござ

います。

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５号 今金町町道の構造の技術的基準を定める条例制定

についての採決を行います。

本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） ご異議がないので、議案第５号 今金町町道の構造の技術的

基準を定め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７ 議案第６号

〇議長（徳田栄邦君） 日程第７、議案第６号を議題といたします。

今金町町道に設ける道路標識の寸法を定め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。
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○副町長（清水 寛君） 議案第６号 今金町町道に設ける道路標識の寸法を定める

条例制定について、提案理由を申し上げます。

本条例につきましても、地域主権改革一括法の施行により道路法の一部改正に伴

って、今金町の町道に設ける道路標識の寸法等を定めるため制定しようとするもの

でございます。

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） 道路標識の寸法を定めるということなんですけれども、具体

的に言うと今までとどう変わるのか。

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 今までとどう変わるのかというご質問ですけれども

今までも国で定めております道路標識区画線及び道路表示に関する命令という、そ

ういう規定がございます。この規定にのっとりながら、今までも看板と標識等につ

きましては設置してございますので。

ただ、町で独自に単費で設置しているものというのが若干ありますので、この辺

の部分につきましては、この関する命令の中でうたってございません。ただ、標識

として今まであるものについては、それはこの条例とみなすという形で最後に附則

でうたってございますので、それから変えるときに、初めてこの条例の中で対応し

ていきたいと考えております。

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 先ほどの道路の道路構造の基準もそうだったんですけれども

今までのものは今までどおりでいいよと、これによってどう変わるかというのは、

今の道路標識が今までのよりも大きくなるとか小さくなるだとか、命令から今度は

町が条例を制定するんだから、それだけのことであって全く変わらないとか、単純

にそういう話ではどうですか。

。 。先ほどの道路の構造もそうです 今までのはいいというのはわかっているんです

だから、これからどうなのかということを具体的に。

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） もちろんこの条例が制定された暁には、今までとは

何ら変わらないものは変わらないんですが、ただ、先ほども言いましたとおり、今

まであったものについては、そういうことで対応していきたいということでご理解

いただければと思います。

以上でございます。

〇議長（徳田栄邦君） 高島君、それはわかるんだけれども、この条例をつくったこ

とによって、町がつくる場合に、寸法の変更とか何とか独自のものをつくる、そう
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。 。いうようなことが考えられるのかということなんですよ どうぞ答弁してください

〇議長（徳田栄邦君） 今、私が今考える部分の中では、全く考えられません。今ま

でどおりの中で設置もされるものだと思っていますし、これからも変わるものだと

は思っておりません。

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） 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６号 今金町町道に設ける道路標識の寸法を定める条例

制定についての採決を行います。

本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） ご異議がないので、議案第６号 今金町町道に設ける道路標

識の寸法を定め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８ 議案第７号

〇議長（徳田栄邦君） 日程第８、議案第７号を議題といたします。

今金町移動等円滑化のために必要な町道の構造に関する基準を定める条例制定に

ついて、理事者の説明を求めます。

副町長、清水君。

○副町長（清水 寛君） 議案第７号 今金町移動等円滑化のために必要な町道の構

造に関する基準を定める条例制定について、提案理由を申し上げます。

本条例につきましても、地域主権改革一括法の施行により、高齢者、障害者等の

移動等の円滑化の促進に関する法律が一部改正されたため、必要な町道の構造に関

する基準を定めるため制定しようとするものでございます。

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） 何回もすみません。今までと、これもですよ、これも先ほど

と同じように、今までとこの条例を制定してから、厳しくなるというかどこか変わ

るんですか。これ何か同じ質問全部しそうですけれども、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） 変わるものではありません。

以上です。
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〇議長（徳田栄邦君） 他にございませんか。

町長、外崎君。

○町長（外崎秀人君） 私の方からも、合同委員会の方でもこの経過の中での話をさ

せていただきました。

先ほどのインフルエンザの条例でありますけれども、本来さまざまな条例は、町

長が提案するものにつきましては、議員が先ほど質問されたようないろんな内容を

整備して、精査して、一定程度物事ができ上がった、大綱が決まってからの提案に

なるわけであります。普通はそうであります。政策もそうであります。中身も段取

りもさまざまなものがきちっと決まってから提案するのが筋であるわけであります

けれども、このたびのこの部分につきましては、地方分権一括法なんていう名前の

中に、国の方は地方で全部やれよと。

しかし、法律的には整備しなきゃいけないというたがをはめて、ただ、やる場合

においては、今、国が行っている基準そのままをまず位置づけなさいと。まず法律

。 、 。 、をつくりなさい その法律の基準は 今まで行っている国の基準だよと であれば

地方分権なんて言って、町長の裁量権ってどこにあるんだと、議員はそういう思い

を持っていると思います。どこが変わるんだ。そこなんですね。ところが、スター

トから、国の基準はあくまでもこの基準だから、その基準どおりに法を整備しなさ

いと。もう否定できるわけでもない。それが地方自治体の弱みであるわけでありま

すけれども、私はとんでもない一方的な手法であるという認識を持っています。

ただ、これから整備する部分におきましては、国のさまざまな補助制度等々を使

いながら整備していくということになりますと、この根拠がなければ、基準以外と

いうことで採択されない部分があるわけでありますから、このことを遵守していか

ざるを得ないのではないかなと。課長が言うように、きちっとした物事の整理をす

るとすれば、この基準にのっとった形で何ら変わることがないわけであります。

ただ、町道と言っても、さまざまな場所があるわけでありますけれども、本当に

独自の単費でもって、その辺に冬の期間ちょっととめるために、ちょこちょこっと

一時的にここは通行止めですよとかどうだとか、そういうさまざまな規制について

は、町長の裁量権の中で多分できるという認識を持っていますけれども、補助を充

てたり何なりするという一定程度のものについては、この基準に当てはめざるを得

ないということになりますので、今まで補助事業を行ってきている中でのさまざま

な道路交通標識等々含めた、あるいはここで言うところの道路基準なんかについて

の歩道等の広さも、町民の意向含めてどうのこうのという形になるかといったら、

なかなか私はなっていかないと。

非常に質問の意味は十分理解するわけでありますけれども、残念ながらたががは

められたところからスタートだと。これからは、ただ、いずれにいたしましてもこ

、 、れをベースにして 本当に地域に合ったような道路構造にしようとするのであれば

これをベースにした折衝というのは、これからその都度その都度やはり国に向かっ

て行っていかなきゃいけないときについては、きちっと声を上げていかざるを得な
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いという認識を持っています。

〇議長（徳田栄邦君） 山崎君。

○２番（山崎 仁君） 一括法という中で、地域が自分で決めなさいと、今まで国が

指導していたものを町が独自に条例として定めるということは、これは分権という

ことを考えれば、非常に地方自治の中は一歩も二歩も進んできているものかと思う

んですよ。ところが、私たち、これは今まで何点か条例を審議してきていますけれ

ども、そのことによって費用負担がふえるだとか、道路の構造がもっと複雑になる

とか、お金がかかるとなれば、その分のお金っていうのは、やっぱり税源移譲って

いうんですか、財源もついてきて初めて地方分権というふうに思うんです。

ですから、私たち立法府、条例を審議して条例として可否を決定する側にしてみ

れば、やはりそのところも求めていかなければならないし、それから自分たちで自

主的につくったわけですから、国から言われた言われない関係なく、もうできてし

まったら私たちの条例ですから、これは守らなきゃならないわけですよ。そのとき

に、今までとどこが違うのかということを確認しておかなければ、国に言われたか

らこれはいいんだではなくて、やっぱり自立した町として考えたら、当然質疑はあ

るべきだと思いますし、町長の言うこともわかります。しかし、議会の質疑も理解

をしてほしい。これはいかがですか。

〇議長（徳田栄邦君） 町長、外崎君。

○町長（外崎秀人君） 合同委員会のときもお話をしました。議員の言葉にもありま

したけれども、地方への権限移譲、事務移譲という言葉がありますけれども、移譲

という言葉の中に二通りがあるという話をさせてもらいました。

委任をするという委譲と移すという移譲があるわけでありますけれども、今回に

ついては委任でなくて移す方なんですね。独自で整備しなさいと、それに基づいて

独自でやりなさいという部分があるわけであります。

でも、さまざま昨日の話は、一般質問でもちょっと出た河川法の部分の中での水

利権の問題なんかは、あるいは権限の委譲、委任の方でもって移すわけではないん

ですね。そういうさまざまなものがあって、国は守るものはきちっと守って、それ

は移さないという部分はあるわけでありますけれども、この辺については、やはり

地方の方に移しながら権限を持たせると。

権限を持たせる中での非常に心配な要素は何かと言ったら、この前も常任委員会

の中でもちょっと話題になっていますけれども、さまざまなワクチンの接種という

のは、いろんなところで声が上がってどんどんどんどんと公費が投入されるように

なりました。国の方も公費を投入する。大体おしなべて、全国的にそれが広まって

きて、自治体も一部負担をしながら大体広まったなというときを見計らって、国の

方は、それについては交付税で措置するんで各自治体で独自にやってくださいとい

。 、 。う方向づけになるわけです そういうことが 財源的なことを考えれば非常に心配

議員がおっしゃるように、私も心配なのが、自分たちで決めたんだから自分たちの

範囲内でやりなさいということになるんです。
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お金の話をしますと、道路橋りょう費を含めて、道路の管理だとか、橋の管理だ

とか含めた交付税が来ているわけであります。その交付税の来ている単価というの

は、毎年下がっているんですよ。私も町長になってから、職員のときも財政もやっ

ていましたので、国道を町道に移管するときいろいろ調査をして調べたら、１０年

、 、間の中で莫大な金額が 当時は２億円くらい１０年間で落ちていたんですけれども

そういう金額がどんどんどんどん単価が落ちてきていると。そういう中でどう管理

、 、するんですかということで 大きな議論をした経過があるわけでありますけれども

その辺が逆に、国は国の権限を持って、そういうさまざまな指導をしながら、採択

してきた部分がありますけれども、今度は町独自で行いますので、それについては

町独自の判断でやりなさいと。物によっては、町独自で決めたんだから、その部分

については交付税に算定されているので、その範囲内でやりなさいという言葉に置

きかえられたら、非常に問題があるわけであります。

ですから、先ほど言ったような形の中では、補助という形の中で事業を拾って整

備をしていくという形をとるとすれば、国の基準に従った手法をとっていかなきゃ

いけないと。そういうことから、まずもって、１点目は、こういう条例をつくりな

さいということですから、これについての条例をつくらせる。

でも、つくった以上は、今度は今金の条例ですから、つくった以上はしようがな

いわけですから、それに基づいてどうこれを生かしていくかと。これを活用しなが

ら、従前どおりのさまざまな補助事業を受けながらやっていくかということについ

ては、それについては、今、議員さんがおっしゃったように、町長の立場としては

きちっとそれに向かっていかなきゃいけないと。この条例を生かすような努力を当

然していくことが、自治体の使命になるのではないかなと思っています。

〇議長（徳田栄邦君） 他にございませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） 質疑を終わります。

質疑を打ち切り、討論を行います。

（ なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） 討論を終わります。

討論を打ち切り、議案第７号 今金町移動等円滑化のために必要な町道の構造に

関する基準を定める条例制定についての採決を行います。

本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） ご異議がないので、議案第７号 今金町移動等円滑化のため

に必要な町道の構造に関する基準を定める条例制定については、原案のとおり可決

いたします。

◎日程第９ 議案第８号

〇議長（徳田栄邦君） 日程第９、議案第８号を議題といたします。
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、 。今金町営住宅等の整備基準を定め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８号 今金町営住宅等の整備基準を定める条例制定

について、提案理由を申し上げます。

本条例につきましても、地域主権改革一括法の施行により公営住宅法が一部改正

、 。されたため 町営住宅等の整備基準を定めるため制定しようとするものであります

ご審議いただき議決賜りますよう、よろしくお願いいたします。

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） これでこれまでと変わるところってあるんですか。

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） ありません。

〇議長（徳田栄邦君） 他にございませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） 質疑を終わります。

質疑を打ち切り、討論を行います。

（ なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） 討論を終わります。

討論を打ち切り、議案第８号 今金町営住宅等の整備基準を定める条例制定につ

いての採決を行います。

本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） ご異議がないので、議案第８号 今金町営住宅等の整備基準

を定める条例制定については、原案のとおり可決いたします。

◎日程第１０ 議案第９号

〇議長（徳田栄邦君） 日程第１０、議案第９号を議題といたします。

今金町準用河川に係る河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例制定につ

いて、理事者の説明を求めます。

副町長、清水君。

○副町長（清水 寛君） 議案第９号 今金町準用河川に係る河川管理施設等の構造

の技術的基準を定める条例制定について、提案理由を申し上げます。

本条例につきましても、地域主権改革一括法の施行により河川法が一部改正され

たため、準用河川に係る管理施設及び専用工作物の構造基準を定めるため制定しよ

うとするものであります。

なお、先ほど来質問いただいておりますが、現行の施行と変わるものではござい

ません。
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ご審議いただき議決賜りますよう、よろしくお願いをいたします。

〇議長（徳田栄邦君） 説明が終わりました。

これより、質疑を行います。

（ なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） 質疑を終わります。

質疑を打ち切り、討論を行います。

（ なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） 討論を終わります。

討論を打ち切り、議案第９号 今金町準用河川に係る河川管理施設等の構造の技

術的基準を定める条例制定についての採決を行います。

本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） ご異議がないので、議案第９号 今金町準用河川に係る河川

管理施設等の構造の技術的基準を定める条例制定については、原案のとおり可決い

たします。

◎日程第１１ 議案第１０号

〇議長（徳田栄邦君） 日程第１１、議案第１０号を議題といたします。

今金町水道布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格

基準を定める条例制定について、理事者の説明を求めます。

副町長、清水君。

○副町長（清水 寛君） 議案第１０号 今金町水道布設工事監督者の配置基準及び

資格基準並びに水道技術管理者の資格基準を定める条例制定について、提案理由を

申し上げます。

本条例につきましても、地域主権改革一括法の施行により水道法が一部改正をさ

れたため、水道工事に係る監督業務の定めと水道管理技術者の資格を定めるため制

定しようとするものであります。

なお、従前と取り扱いが変わるものではございません。

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１０号 今金町水道布設工事監督者の配置基準及び資格

基準並びに水道技術管理者の資格基準を定める条例制定についての採決を行いま
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す。

本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） ご異議がないので、議案第１０号 今金町水道布設工事監督

者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準を定める条例制定につ

いては、原案のとおり可決いたします。

◎日程第１２ 議案第１１号

〇議長（徳田栄邦君） 日程第１２、議案第１１号を議題といたします。

今金町都市公園条例の一部を改正する条例制定について、理事者の説明を求めま

す。

副町長、清水君。

○副町長（清水 寛君） 議案第１１号 今金町都市公園条例の一部を改正する条例

制定について、提案理由を申し上げます。

本条例につきましても、地域主権改革一括法の施行により都市公園法が一部改正

されたため、公園の配置及び規模の基準、施設の設置基準、障がい者等のための特

定公園施設の設置基準などを定めるため制定しようとするものであります。

なお、これらの部分については、従前と取り扱いが変わるものではございません

が、あわせて昨年整備いたしました大和緑地公園を別表１に追加しようとするもの

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１１号 今金町都市公園条例の一部を改正する条例制定

についての採決を行います。

本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） ご異議がないので、議案第１１号 今金町都市公園条例の一

部を改正する条例制定については、原案のとおり可決いたします。

◎日程第１３ 議案第１２号

〇議長（徳田栄邦君） 日程第１３、議案第１２号を議題といたします。

今金町公共下水道条例の一部を改正する条例制定について、理事者の説明を求め
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ます。

副町長、清水君。

○副町長（清水 寛君） 議案第１２号 今金町公共下水道条例の一部を改正する条

例制定について、提案理由を申し上げます。

本条例につきましても、地域主権改革一括法の施行により、下水道法の一部が改

正されたため、公共下水道の使用並びに施設の構造及び維持管理の基準改正、あわ

せて用語の定義等を追加改正するものであります。

従前との取り扱いが変わるものではございませんが、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１２号 今金町公共下水道条例の一部を改正する条例制

定についての採決を行います。

本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） ご異議がないので、議案第１２号 今金町公共下水道条例の

一部を改正する条例制定については、原案のとおり可決いたします。

◎日程第１４ 議案第１３号

〇議長（徳田栄邦君） 日程第１４、議案第１３号を議題といたします。

今金町障がい程度区分認定審査会の委員の定数等を定める条例の一部を改正する

条例制定について、理事者の説明を求めます。

副町長、清水君。

○副町長（清水 寛君） 議案第１３号 今金町障がい程度区分認定審査会の委員の

、 。定数等を定める条例の一部を改正する条例制定について 提案理由を申し上げます

現行の障がい者自立支援法から、障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律が施行されることに伴い、引用箇所について整理をするため本条

例の一部を改正しようとするものであります。

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。
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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１３号 今金町障がい程度区分認定審査会の委員の定数

等を定める条例の一部を改正する条例制定についての採決を行います。

本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） ご異議がないので、議案第１３号 今金町障がい程度区分認

定審査会の委員の定数等を定める条例の一部を改正する条例制定については、原案

のとおり可決いたします。

◎日程第１５ 議案第１４号

〇議長（徳田栄邦君） 日程第１５、議案第１４号を議題といたします。

今金町地場材活用促進補助金条例の一部を改正する条例制定について、理事者の

説明を求めます。

副町長、清水君。

○副町長（清水 寛君） 議案第１４号 今金町地場材活用促進補助金条例の一部を

改正する条例制定について、提案理由を申し上げます。

前段で、おわびを申し上げます。

合同委員会の席上で、議案の中の新旧対照表の中で字句の訂正をお願いしたとこ

ろであります 「所得」となっているものを「取得」ということでお願いをいたし。

ました。まことに申しわけございませんでした。今後十分注意をいたしてまいりま

すので、どうぞよろしくお願いいたします。

それでは、説明をいたします。

地場材を有効活用した企業育成、地域産業の振興のさらなる推進を図ることを目

的に、対象住宅の拡充及び補助金上限額に係る規定を整備するため、本条例の一部

を改正しようとするものであります。

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。

向井君。

○３番（向井孝一君） 合同委員会の席上でも質問いたしましたけれども、この条例

については、平成１８年から地場材の条例が制定されて今日まで来ているわけです

けれども、今回の条例改正については、共同住宅の場合については２００万円を限

、 、度として助成をするということなんですが その共同住宅という定義といいますか

中身はどの範囲まで指しているのか、その説明をお願いしたいと思います。

〇議長（徳田栄邦君） 産業振興課長、宮本君。

○産業振興課長（宮本 彰君） ただいまの質問でございますが、共同住宅という部
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分では、一般的にアパート、マンション、そういった部分を想定してございます。

〇議長（徳田栄邦君） 向井君。

○３番（向井孝一君） 今回、グループホーム、有限会社ササキ総合管理サービスの

グループホームが設立しましたけれども、そういう部分というのは対象になってい

るんですか、なっていないんですか。

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） グループホームについては、対象としない形で考え

てございます。

〇議長（徳田栄邦君） 山崎君。

○２番（山崎 仁君） 地場材を活用して定住を促進するというのは、非常にすばら

しいアイディアだというふうに私は思っています。

これまで専用住宅及び併用住宅で１００万円ということでありました。アパート

の場合２００万円というんですけれども、例えばアパートに何軒入居できるように

なるか。これ、１軒入居をさせる、１０軒入居させる、これもアパートと言えばア

パートかもしれません。いわゆる入居者数によって、当然建物は大きくなって高額

になっていくわけですから、２００万円と言わず、もっと奨励する意味から金額の

上限を上げるということは考えませんか。

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） 共同住宅の部分で今回条例の改正をお願いしている

わけですが、基本的には、個人住宅、こういった部分については、補助の要綱とし

まして、地場材、平米当たり７，２５０円を基準として、その坪数によって助成を

してございます。

そういった部分からして、共同住宅の大きさによって助成という部分もしていこ

うというふうに思ってございます。そういった中から、上限額を２００万円という

形で設定をさせていただきました。

〇議長（徳田栄邦君） 山崎君。

○２番（山崎 仁君） 積算をした結果、上限が２００万円ということでありますけ

れども、専用住宅で１００万円、共同住宅、アパート、例えば１０戸入居するとい

うときに、専用住宅の倍かと。これは町長の政策ですから、判断によっては、いわ

ゆる平米単価をどう積算するかで上限金額って変わっていくわけですよね。

町内では、非常にアパート事情がよろしくない。公営住宅ももう既に老朽化をし

てきているものがたくさんありますし、そういう民間の手に委ねるということも、

私は一つの手法としてはあり得ると思っています。ですから、公営住宅を１戸建て

る思いをするのであれば、これはもう上限金額を思い切って少し多めにする。

それから、これは２８年までの時限ですよね。これももう少し時限を延ばしてや

るとか、そういうことをすることによって、町内の意欲のある方がこういうことに

取り組んでいただく。民間の活力を導入していくというのは、やっぱりこういうの

がきっかけになると思うんです。いかがですか。
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〇議長（徳田栄邦君） 副町長、清水君。

（ ） 、 、○副町長 清水 寛君 まさしく今議員がおっしゃったとおり 公営住宅等の整備

これは町長の政策の部分でありますけれども、これを民の方に委ねていきたいとい

うのが、これが今回の部分の一つであります。

アパートと言いましたけれども、これは今までは持ち家、自分が住むという条件

でありました。ですが、貸しますよという形になった場合には、従前は対象になり

ませんでした。例えば一軒建てでも、貸しますよという形になりますと、今回はこ

れから適用になっていきます。１棟２戸であっても１棟４戸であってもという形に

なります。私たちの町の中で大体普通想定される規模で、推測ですか、それらを推

しはかった中である程度の基準を定めました。

とりあえず、今、２００万円というのは、まず動かしてみなければわからないと

いう部分もあります。これを実際に動かしてみた中で、それは２００万円が１，０

００万円という形、それはその方が理想とはしながらも、とりあえず限られた財源

の中であります。とりあえず動かしてみたい。それに呼応していただける部分があ

るのかどうかも見定めたいと思っています。それらに応じて、また、調整も必要で

あればやっていかなきゃならないのかと。

時限については、とりあえず時限は設けましょうと。時限が到来した段階で、必

要な施策であればローリングしていくということで今までも行ってまいりましたの

で、それらについては議員もご承知のことと思いますので、ご理解を賜りたいと思

っていました。

〇議長（徳田栄邦君） 山崎君。

○２番（山崎 仁君） 時限の場合には、見直しをすれば延長するわけですから、こ

れは対応できると思うんですけれども、例えば上限が２００万円というものが、需

要と供給、いわゆるそれにこたえる方がたくさん出てきたから、じゃ、２００万円

を３００万円、４００万円に、例えば仮りの話、した場合に、じゃ、最初はどうだ

ったんだということになるんですよ。ですから、スタートの時点で、もうその辺の

配慮が今から想定できるのであれば、私は考えるべきだなと思うんです。

１年やって２００万円、２年目、３年目以降に、私も民の力で住宅を提供したい

んだという方が出てきたから、じゃ、５００万円にしますと言ったら、最初の２０

０万円の方とはちょっと条件が違うわけですよね。だから、施策で誘導するのであ

れば、最初に大きな後押しをしてやるという、これが私は大事だと思うんですよ。

さっき言ったように、公営住宅等の関係もありアパート事情がよくないという中

では、さっきも言いました、民の力を大いに活用するとすれば、もっと大幅な支援

をしながらこの事業に取り組んでいただく。今回はこれでよしとしても、内部で協

議をしながら、町長の施策でありますから、提案されれば私たち議会としては６月

でも９月でも条例改正というのは受け付けますから、どんどん積極的な対応をして

いただきたいと思いますけれども、いかがですか。

〇議長（徳田栄邦君） 副町長、清水君。
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○副町長（清水 寛君） 集合住宅等の使用される部材等の量ですね。それらを参酌

した中で、ある程度今回の部分は算定をしておりますので、まずその一点でご理解

をいただきたいと思っています。

それと、例えばこの地にマンションなりそういう大きなものができたときに、じ

ゃ、どうなんだという部分があろうかと思いますけれども、それらについて、そう

いううれしいような部分が出ましたら、当然として議会の方に、今、議員から提案

のあったように、私たちとしても幅を広げることができるのか、させていただける

のか、ご協議をさせてもらいたいと思っています。

〇議長（徳田栄邦君） 暫時休憩いたします。

休憩 午前１０時５４分

再開 午前１１時１０分

〇議長（徳田栄邦君） 休憩を閉じ、開議いたします。

他にございませんか。

加藤君。

○４番（加藤三明君） 今の案件ですけれども、同僚議員等のお話もありましたけれ

ども、ちょっと確認したいんですけれども、１世帯の住宅の中で、もし、いろいろ

考えられるような気がしましたので聞きたいんですけれども、２世帯住宅にしなけ

ればいけないというような事情が出たときには、この案件についてはどんなような

とらえ方になるのでしょうかね。

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） 従前の持ち家住宅の中で、２世帯住宅というタイプ

がございました。そういった部分は別個の世帯という形の中で、個人の持ち家住宅

というような取り扱いをしてございます。

ですから、そこの２世帯住宅を共同住宅という形には、ちょっと運用的には難し

いのかなと思っております。

〇議長（徳田栄邦君） 加藤君。

○４番（加藤三明君） そういうふうになりますと、借り住宅にしても、２世帯にす

るということであれば該当しないということですね。この件につきましては。

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） ２世帯住宅ということは、例としましたら、２階と

１階、１戸ずつ、１世帯ずつあるという形になりますので、それを従前、２戸分、

２人の申請という形で別々に申請を受けて助成をしているという形です。

〇議長（徳田栄邦君） 加藤君。

○４番（加藤三明君） 再度ちょっとお聞きしたいんですけれども、２階住宅という

ような今話をされましたけれども、１階であっても、住宅が広いというようなこと

であれば２世帯と。それはいろいろな事情でそういうこともあり得るのではないか
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なという思いがしたもので、ちょっと確認したいんですけれども。２階って、限定

する意味がちょっとわかりません。

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） 大変申しわけありません。例として挙げさせていた

だきましたが、平屋の場合でも、やはりその住宅の所有権、例えば登記とか、そう

いうような形態によって一定の判断をしていく形になろうかと思っております。

〇議長（徳田栄邦君） 村瀬君。

（ ） 、 、○１１番 村瀬 広君 先ほど山崎議員との質疑の中で 共同住宅の場合について

町営住宅の云々、古くなった等ありますから、そこで質疑が途中で終わっているん

ですけれども、山崎議員の言いたいのは、この共同住宅までもうちょっとこの上限

を最初から高く上げてスタートできないかということで質疑が終わっているんです

けれども、その辺の今の考え方。山崎議員との質疑を終えて、今の考え方ですね、

もう一度詳しく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） その点についても、ご答弁申し上げていると思っておりま

す。部材等の大きさによって、物は変わってまいりますけれども、あくまでも賃貸

料をとって、そして運営していくものが、この共同住宅、アパートだと思っており

ますので、ですから、それらに対して地場材の活用を促す部分を、今までは適用し

ておりませんでしたけれども、今回はそれらについて、山崎議員の方からもありま

した。これは町長の思いでもあります。民間の活力を活用させていただいて、町が

今後公営住宅を整備していく部分を少しでも底支えをしていただきたいという部分

でありますので、上限については、今は２００万円で動かせていただきたいという

部分であります。

〇議長（徳田栄邦君） 村瀬君。

○１１番（村瀬 広君） もう一度、その共同住宅、上限の金額に対する考え方はわ

かりましたけれども、この先ほどの向井議員の言いました定義について、何戸か、

最低何戸から最大何戸くらいまでの共同住宅というのを設定しながら組んでいるの

かと。

、 、 、 、 、それとあわせて この中で もう一点ですけれども 改正の中で 対象者ですね

第４条の中で、建築する住宅等は、建築主自らが居住するということを削除しまし

たよね。これと関連して、補助金の返還という中で、取得した住宅等を他に譲渡し

又は貸し付けたときは補助金の返還の対象となるよということの貸し付けたときを

削っていますよね。これは先ほど言ったのと関連するかと思うんですけれども、そ

うなった場合に、譲渡したときは、これ返還の対象になる、残るということですよ

ね。その辺がちょっと意味が、もうちょっと、貸し付けたときと、４条の建築主自

らということを削除したからには、譲渡してもいいのかなという気は私はするんで

すけれども、その辺の考え方を聞かせていただきたい。この２点をお願いします。

〇議長（徳田栄邦君） 副町長、清水君。
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○副町長（清水 寛君） 譲渡の関係の部分が文言的に変わっているという部分であ

りますが、今までは、専用住宅ということで、もっぱら自らが居住の用に供する部

分の住宅について適用するという部分で、それを今回は他人に貸すことも、貸す住

宅を建てることについても、地場材の活用の部分を振興させるために適用していき

たいと。

、 、先ほど答弁の中で申し上げておりますけれども １戸の住宅を建てて貸しますと

既に私は持っております。だから、自分の専用はもう要りませんけれども、貸すた

めにやりますという、これはもう当然貸家ですから、適用になると思いますし、想

定しているのは、やはり今金町の中において、標準的には６戸から８戸くらいがリ

ミットなのではないかなと思っております、正直なところ。これも先ほど答弁いた

しましたけれども、マンション、億ションのような大きなものが出てくるというこ

ともなかなか想定しづらい部分がありましたので、大体６戸建て程度の部分を参酌

をして、部材を測ったというのが現実であります。

それと、次の譲渡の関係であります。これは一応私たちの基準で持っています。

。 。この中に明確にうたっておりません 永久に縛りをつけるという形にはなりません

一応補助金のいわば適正化法という部分がありますので、それらを参酌しながら考

えていくと、１５年程度なのかなというふうに考えております。

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） 質疑を終わります。

質疑を打ち切り、討論を行います。

上村君。

反対ですか、賛成ですか。

○６番（上村義雄君） 討論の前に、議員間でこの部分で協議をしたいと思うんです

けれども、議長、取り計らっていただけますか。

〇議長（徳田栄邦君） 暫時休憩いたします。

休憩 午前１１時１９分

再開 午前１１時３０分

〇議長（徳田栄邦君） 休憩を閉じ、開議いたします。

休憩前、上村議員より討議の申し出はございましたが、議長としてはその必要性

を認めませんので、議事を続行いたします。

これより、討論を行います。

（ あり」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） 賛成ですか、反対ですか。

（ 賛成です」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） 上村君。
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○６番（上村義雄君） この条例の一部改正については、町長の政策的な部分でもっ

て、新たに共同住宅という部分にも門戸を開いたというふうに理解いたします。

しかし、これは延長、延長できていて、時限が２８年の３月３１日までという期

、 、限を切っているわけでございまして 私はそれの時限を切ってあれするのであれば

同僚議員が先ほどの質疑の中でありましたように、この共同住宅での２００万円と

いうのは、金額的に建てる人方、共同住宅を建てようとする人には余りメリットが

ないのかなと、もう少し増額してもいいのかなというふうな思いをいたしました。

しかし、そういう町長の政策として掲げたことには賛成でございます。

ただ、今後の運用面で、短期間しかございませんので、もう少し配慮があっても

、 。いいのかなという思いがいたしますけれども この法案に対しては賛成いたします

〇議長（徳田栄邦君） 他にございませんか。

山崎君。

○２番（山崎 仁君） 質疑を通して、さまざまな思いがあります。まず、地場材を

使って定住を促進をする。これは紛れもなく町長の政策であります。このことに関

しては、大いに賛成をするものでありますし、それから、条例改正ですけれども、

もともとの条例にも私自身は賛成をしております。

ですから、どんどんこういう政策を打って出ていただきたいと思うのと、さらに

今アパート事情が全くよろしくないと言われている今金町。それから、公営住宅等

においても、もう既に老朽化をしてきて、建てかえをしなければならないというと

ころがいろいろあるようであります。こういうところに、私は民間の活力を導入し

ながら、いわゆる活力を投入できるようにこの政策がなればいいなと、火付け役に

なればいいなと、きかっけになればいいなと思うんです。

例えば、単価をどうするか。それから、平米数は変わらないと思うんですけれど

も、単価をいかに計算するかによって上限が変わる、その建物の補助金が変わって

くる。２００万円という上限が果たして適正なのかどうかというと、私は前段言っ

た、アパートを建てていただく、民間の活力を導入するためには、いまいちカンフ

ルにはならないような気がする。ならないと否定はしませんけれども、もう少し、

さあ、じゃ、やってみようかという気持ちになりづらいような気もする。

それから、今回のこの質疑を通し条例を審議した中で思われるのは、例えば定住

を促進するということ、アパートを建てていただくということを考えれば、その用

地をあっせんというんですか、用地の提供等も考える、いろんな考え方があると思

うんですよ。

、 、 。ですから 可能かどうかということも含めて 運用の中でご判断をいただきたい

今回の条例が可決をされることによって、上限金額は２００万円ということでは、

、 。 、これ走り出すわけですけれども 先ほど質疑でも言いました これを修正するのは

私たち議会としては、議論をした中では、正しいものであれば、町民のためになる

ものであれば幾らでも審議にも応じますし、事と次第によっては賛成もすると。こ

の姿勢をお伝えをしながら、ぜひ運用面でこの地場材活用定住促進、持ち家、共同
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住宅、この辺の活力になればという思いを込めて賛成をしたいと思います。

〇議長（徳田栄邦君） ほかにございませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） 討論を終わります。

討論を打ち切り、議案第１４号 今金町地場材活用促進補助金条例の一部を改正

する条例制定についての採決を行います。

本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） ご異議がないので、議案第１４号 今金町地場材活用促進補

助金条例の一部を改正する条例制定については、原案のとおり可決いたします。

◎日程第１６ 議案第１７号

〇議長（徳田栄邦君） 日程第１６、議案第１７号を議題といたします。

今金町過疎地域自立促進市町村計画の変更について、理事者の説明を求めます。

副町長、清水君。

○副町長（清水 寛君） 議案第１７号 今金町過疎地域自立促進市町村計画の変更

について、提案理由を申し上げます。

本計画に中央通線交付金事業、防雪柵新設事業及び教員住宅建設事業を新たに登

載することで、計画を変更しようとするため、過疎地域自立促進特別措置法第６条

第６項の規定により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。

（ 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１７号 今金町過疎地域自立促進市町村計画の変更につ

いての採決を行います。

本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） ご異議がないので、議案第１７号 今金町過疎地域自立促進

市町村計画の変更については、原案のとおり可決いたします。

◎日程第１７ 議案第２６号

〇議長（徳田栄邦君） 日程第１７、議案第２６号を議題といたします。

平成２５年度今金町一般会計予算について、理事者の説明を求めます。
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副町長、清水君。

（ ） 、○副町長 清水 寛君 議案第２６号 平成２５年度今金町一般会計予算について

提案理由を申し上げます。

本町の財政状況につきましては、平成２３年度決算においては、基金の繰り入れ

に頼ることなく、実質単年度収支で黒字を確保し、財政の健全性は保たれてはおり

ますが、このことは普通交付税や臨時交付金といった国の地方配慮という政策によ

って支えられてるのも現実であります。

さらに、過疎少子高齢化の影響により、本町の人口は平成２４年３月には、つい

に６，０００人を下回り、町財政の基本となる税収についても、現状維持すら困難

な状況となり、一般財源の確保については、これまで以上に地方交付税等に頼らざ

るを得ない状況となっております。

一方、歳出面においては、特別会計の繰出金が増加傾向にあるとともに、社会保

障関係費の伸びや老朽化した公共施設の改修経費等の増嵩が予想され、財政運営に

おいて非常に厳しい状況が見込まれております。

平成２５年度の予算編成においては、厳しい財政状況のもと、危機感を改めて認

識し、第２次財政健全化推進プログラムに掲げる取り組みを実施しつつ、第５次総

合計画を着実に遂行するため、職員全員が予算編成の主体となって納税者の視点を

大切にした行財政運営を行い、限られた財源の効率的、効果的な活用に向け、組織

の英知を結集して取り組んでいくこととしております。

その結果、一般会計予算は４８億３，９６６万９，０００円となり、前年と比較

して０．８％の増となったところであります。

これが予算の編成に当たって、財源調整としては、財政調整基金から２，２１４

万４，０００円、減債基金から１億３，１３０万円を組み入れ、備荒資金からは１

億５，０００万円を支消することといたしまして、財源調整の総額を３億３４４万

４，０００円としたものであります。

予算総額４８億３，９６６万９，０００円の財源内訳につきましては、１９ペー

ジをご参照いただきたいと思いますが、町税では４億８，３５４万５，０００円で

９．９９％の構成比であります。

地方譲与税ほか各交付金では１億８，８７２万１，０００円で３．９％、地方交

付税では２５億２００万円で５１．６９％、分担金・負担金、使用料・手数料で１

億４，５９５万５，０００円で３．０２％、国、道の支出金では６億１，６３９万

３，０００円で１２．７３％、財政調整基金、減債基金等各基金からの繰入金等、

備荒資金の支消金ほかを合わせまして５億６，８２５万５，０００円で１１．７６

％、町債では３億３，４８０万円で６．９１％となったところであります。

それでは、予算の概要について、歳入より款ごとに申し上げます。４ページをお

願いします。

１款町税において４億８，３５４万５，０００円は、１項町民税において２億５

１４万６，０００円、２項固定資産税において２億２，４３５万５，０００円、３
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項軽自動車税において１，１４５万１，０００円、４項たばこ税において４，０５

４万円、５項特別土地保有税で１，０００円、６項入湯税で２０５万２，０００円

であります。

２款地方譲与税において１億３００万円は、１項地方揮発油譲与税で３，０４９

万５，０００円、２項自動車重量譲与税で７，２５０万５，０００円であります。

３款利子割交付金においては１２０万４，０００円であります。

４款配当割交付金においては４７万８，０００円であります。

５款株式等譲渡所得割交付金においては５万５，０００円であります。

６款地方消費税交付金においては５，７２５万３，０００円であります。

７款自動車取得税交付金においては２，４８７万５，０００円。

８款地方特例交付金においては９２万４，０００円。

９款地方交付税においては２５億２００万円。

１０款交通安全対策特別交付金においては９３万２，０００円。

１１款分担金及び負担金では３，７９７万円であり、負担金であります。

１２款使用料及び手数料では１億７９８万５，０００円で、１項使用料で９，５

２５万９，０００円、２項手数料で１，２７２万６，０００円であります。

１３款国庫支出金において３億２，６５２万３，０００円は、１項国庫負担金で

， ， 、 ， ， 、１億７ ０６０万９ ０００円 ２項国庫補助金で１億３ ７０１万２ ０００円

３項委託金で１，８９０万２，０００円であります。

１４款道支出金において２億８，９８７万円は、１項道負担金で１億１，６０５

， 、 ， ， 、 ，万５ ０００円 ２項道補助金で１億３ ０２６万２ ０００円 ３項委託金で４

３５５万３，０００円であります。

１５款財産収入で２，０５９万８，０００円は、１項財産運用収入で２，０５９

万５，０００円、２項財産売払収入で３，０００円であります。

１６款寄附金においては１，０００円であります。

１７款繰入金においては３億６，２５６万１，０００円で、基金繰入金でありま

す。

１８款繰越金においては５００万円であります。

１９款諸収入において１億８，００９万５，０００円は、１項延滞金、加算金及

び過料で１，０００円、２項町預金利子で４１万７，０００円、３項受託事業収益

で１６７万５，０００円、４項雑入で１億７，８００万２，０００円であります。

２０款町債においては３億３，４８０万円であります。

次に、歳出については１２ページをお願いします。

１款議会費においては７，２７６万８，０００円であります。

， ， 、 ，２款総務費において８億５ ３７４万８ ０００円は １項総務管理費で８億１

１４２万３，０００円、２項徴税費において１，１８８万２，０００円、３項戸籍

住民基本台帳費において４３３万４，０００円、４項選挙費において２，４９１万

７，０００円、５項統計調査費において３０万１，０００円、６項監査委員費で８
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９万１，０００円であります。

３款民生費において１０億１，６２７万５，０００円は、１項社会福祉費で８億

５，３２３万５，０００円、２項児童福祉費で１億５，９１８万５，０００円、３

項町民費で３８５万５，０００円であります。

， ， 、 ，４款衛生費において６億４ ２０４万２ ０００円は １項保健衛生費で４億９

１７０万７，０００円、２項清掃費で１億５，０３３万５，０００円であります。

５款労働費において８１万円は、労働諸費であります。

６款農林水産業費で２億６，７３９万円は、１項農業費で１億８，２５６万６，

０００円、２項林業費で８，４７１万６，０００円、３項水産業費で１０万８，０

００円であります。

７款商工費においては１億３６４万１，０００円であります。

８款土木費において５億７，６０５万４，０００円は、１項土木管理費で７１万

５，０００円、２項道路橋りょう費で３億４，５４７万６，０００円、３項河川費

で３８７万６，０００円、４項都市計画費で２億１，３２６万６，０００円、５項

住宅費で１，２７２万１，０００円であります。

９款消防費において１億９，１９７万８，０００円であります。

１０款教育費において４億５，４７６万８，０００円は、１項教育総務費で１億

８，８７９万円、２項小学校費で１億１，８６７万７，０００円、３項中学校費で

４，５１２万９，０００円であります。４項社会教育費で２，４５４万７，０００

円、５項保健体育費で７，７６２万５，０００円であります。

１１款公債費においては６億５，７１９万５，０００円であります。

１２款予備費においては３００万円であります。

次に、地方債について申し上げます。１８ページをお願いします。

起債の目的、臨時財政対策債、限度額２億６５０万円、起債の方法、普通貸借ま

たは証券発行、利率年５％以内、ただし利率見直し方式で借り入れる政府資金及び

地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見

直し後の利率、償還の方法、政府資金については、その融資条件により、銀行その

他の場合には、その債権者と協定するものによる。ただし、町財政の都合により据

置期間及び償還期限を短縮し、または繰り上げ償還もしくは低利に借りかえするこ

とができる。

以下、起債の方法、利率、償還の方法については同じでありますので、省略をさ

せていただきます。

林業専用道稲穂支線開設事業債１，６５０万円、雪寒機械購入事業債１，５００

万円、八束高台線交付金事業債１，１７０万円、中央通線交付金事業債２，１９０

万円、神丘１０号線交付金事業債１，１４０万円、種川小学校教員住宅建設事業債

５，１８０万円、計３億３，４８０万円であります。

以上であります。

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

午後１時まで昼食のため休憩といたします。

休憩 午前１１時５０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。

説明が終わっておりますので、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にお願いをしておきます。

１款議会費の質疑を行います。６９ページから７１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。７２ページから１０３ページです。

日置君。

○８番（日置紳一君） ７８ページの旧今金保育所改修工事についてお聞きします。

国営事業に伴う開建の事務所として、賃貸で利用していただくということですけ

れども、賃貸料がわかってい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） 総務財政課長、北見君。

○総務財政課長（北見伸夫君） 賃貸料につきましては、現在の予定で月額４２万円

を予定しているところでございます。

〇議長（徳田栄邦君） 向井君。

○３番（向井孝一君） ７５ページの委託料の中で、例規類集の業務委託、これは３

４０万円ほど計上しておりますけれども、これはホームページに入れ込むための委

託料金なのか。議案等については別にやっていると思いますけれども、その中身を

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） ７５ページの例規類集の業務委託料ということで、

今年度は３４６万５，０００円を計上しているものでございますが、これにつきま

しては、ウェブリーネットといいまして、うちの庁舎内のネットワークの中に例規

類集が見れるサイトを作成してございます。その例規類集をデータベース化して、

うちは今までは職員全員に例規類集を配っていたわけですが、全員というか、現業

職員は別といたしまして職員に配っていたところですが、その数を６０部に削減い

たしまして、議員さんだとか関係機関等の長に冊子で持っていただいているんです

が、その数を少なくすると。そのかわりにデータベース化しまして、職員はパソコ

。 、 、ン上で見るシステムを導入しております その中で 今回は法令改修といいますか

機械上で法令改修が安易に作成できるようなシステムを導入いたしまして、その委
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託料を計上したところでございます。

これに伴いまして、昨年に比べまして、この委託料に変えたことによりまして印

刷製本費を３９６万９，０００円減額しているところでございますのでご理解をお

願いしたいと思います。

以上でございます。

〇議長（徳田栄邦君） 向井君。

○３番（向井孝一君） 今の説明でちょっとわかりづらいところがあるんですけれど

も、例えば年度途中で条例が改正になったり、あるいは追加になったりした部分っ

てありますよね。それっていうのは、ホームページに委託した業者が入れると。そ

れは一般的な我々もすぐ即座にそれは見れるということなんですか。

〇議長（徳田栄邦君） 総務財政課長、北見君。

○総務財政課長（北見伸夫君） これも３カ月に１度程度、定例会で条例関係は改正

になります。紙ベースでも、議員さん方は紙ベースで持っておりますので、それに

ついては、都度加除をしていきます。

職員の方、私たち課長職については、同じように紙ベースでも持っているんです

けれども、データベースの中でも、やっぱり３カ月に１度程度の更新で随時更新し

ていくという委託業務でございますので、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） 次に、７８ページの先ほど同僚議員の方から質問がございま

した工事請負費、これは今金幼稚園跡地等の駐車場の整備工事、それから総合体育

館の部分と、これ金額が結構大きいので、どっちの方が、今金幼稚園の方が幾らと

いう、そういう説明をお願いします。

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） 工事費につきましては、雑ぱくな数字でお願いした

いんですけれども、旧今金幼稚園の跡地駐車場整備工事といたしまして２，０００

万円程度でございます。総合体育館前倉庫周辺駐車場整備で、同じく２，０００万

円程度。旧今金保育所改修工事につきましては四千五、六百万円という予定でござ

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） これはそれぞれ工期というのは、いつから始まっていつくら

いの完了を目指しているんですか。

〇議長（徳田栄邦君） 総務財政課長、北見君。

○総務財政課長（北見伸夫君） 旧今金保育所の改修工事につきましては、国営事業

絡みで事務所に使いたいということでございますので、その事務所の職員が常駐す

る予定が１０月を予定しておりますので、１０月までには完成をさせたいと。

ただ、この保育所改修工事の中に車庫の建設も含まれておりますので、内部改修

といいますか、本体工事を優先して完了させたいと考えております。

旧今金幼稚園と総合体育館前の駐車場の整備につきましては、中央通線の改修工
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事も予定されておりますので、その工期といいますか、それに前後しないような形

で終わらせたいと考えております。

以上です。

〇議長（徳田栄邦君） 村瀬君。

○１１番（村瀬 広君） ７７ページの需用費の修繕料、この中で委員会資料による

と、旧金原小の体育館非常扉修繕とありますけれども、この非常扉の修繕に金額は

幾ら予定しているのかお知らせいただきたいと思います。

〇議長（徳田栄邦君） 総務財政課長、北見君。

○総務財政課長（北見伸夫君） ７８ページの需用費の中の修繕料の関係でございま

すが、３８６万２，０００円の予算を計上してございますが、今ご指摘の金原小学

校の体育館ドア修繕につきましては８０万円程度の修繕費を予定しているところで

ございます。

以上でございます。

〇議長（徳田栄邦君） 村瀬君。

○１１番（村瀬 広君） 今、８０万円程度と聞きましたが、実はこの非常扉につき

ましては、昨年の６月に金原地区の親睦会がありまして、その中で、金原の職員の

中で、サポーターといいますか、そういった職員と一緒に、この非常扉は壊れてい

るなということで、私もちょうどその場にいてわかったんですけれども、実は体育

館の非常扉ということでは、非常ということを考えると、私は扉の修繕であれば、

早急に去年のうちに直すものだろうなと思っていたところ新年度予算であったの

で、私は地域がどの程度年間使用しているかちょっとわかりませんけれども、非常

用扉ということを考えれば、早急にやはり修繕すべきだったかなと思ってはいたん

ですけれども、その点どのように判断しながら今まで来たのか、お知らせいただき

たいと思います。

〇議長（徳田栄邦君） 総務財政課長、北見君。

（ ） 、○総務財政課長 北見伸夫君 金原小学校体育館の非常用扉の関係でございますが

経過を追って説明いたしますと、平成２３年の推進調整会議の中で、ちょっと下の

方がさびて穴があいているよという指摘がございました。その中で、現状を年明け

に見させていただきますという回答をしてございます。

、 、 、私たちも確認して 穴があいているし下も腐っているので いろんな安上がりな

安上がりという言葉がちょっと適当ではないと思うんですけれども、修繕する形で

いろいろ検討を重ねましたが、やはり取替修繕が適当であろうという結論に達しま

した。

その中で、やり方にもよるんですけれども、当初１００万円とかという話もあり

まして、その中で一番素材だとか、安いものでも今言った８０万円を超える金額と

いうことで、新年度に実施したいと。それは昨年の平成２４年のまちづくり推進調

整会議に、金原自治会の役員の方が見えられたときにもその旨お話をして、了解は

得ていたという経過でございますので、もう少し早くできればよかったかもしれま
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せんけれども、そういう点でご理解をお願いしたいと思います。

以上です。

〇議長（徳田栄邦君） 加藤君。

○４番（加藤三明君） ８４ページのふるさと創生支援３００万円、毎年見ているよ

うですけれども、ここ二、三年の実績、わかれば件数と実績等を知りたいんですけ

れども。

〇議長（徳田栄邦君） まちづくり推進課長、森君。

○まちづくり推進課長（森 朋彦君） お答えをいたします。

ここ二、三年ということでありますが、まず２４年度、これの経過でありますけ

れども、バレエと音楽の集いということで、１１月の１８日に今金小学校で実施を

されておりますが、そちらの方の支出がございます。それが一つでございます。

それから、２３年度が残念ながら活用がございませんで、２２年度につきまして

は、今金ゆめ食産のしいたけの栽培施設、こちらの関係と、それからいまかね絵本

プロジェクトの政策委員会、だんしゃく君というものをモチーフにした絵本があり

ますが、そちらの方の制作費、それから神丘黎明太鼓の太鼓の指導事業、そして、

もう一件が、豊田老人クラブの鯉のぼり、毎年掲揚しておりますが、そちらの掲揚

塔の設置事業ということで４件の事業がございました。

以上であります。

〇議長（徳田栄邦君） 加藤君。

○４番（加藤三明君） 今説明いただきまして中身はわかりましたけれども、たしか

私の記憶では、団体と個人との金額の違いがあったように思いますけれども、なか

ったですか。

〇議長（徳田栄邦君） まちづくり推進課長、森君。

○まちづくり推進課長（森 朋彦君） 個人、まるっきり個人というのは補助対象に

なっておりませんので、あくまでも団体あるいは法人ということになります。

それで、支援事業の中身としては、項目立てをしておりまして、おおまかに言い

ますと、産業育成にかかわるもの、それから人材育成にかかわるもの、自然環境の

保全にかかわるもの、それから住民の皆さんが自主的にかかわりを持つ、例えばイ

ベント、比較的小規模なものも含めますが、そういったものを補助対象とするとい

うことで、規則の方に定めまして実施をしているところでございます。

〇議長（徳田栄邦君） 山崎君。

○２番（山崎 仁君） ７８ページ、旧今金保育所改修工事なんですけれども、国営

に絡んで開発局のいわゆる事務所ということであります。駐車場というんですか、

車庫も含めていろいろ予算を持っているようでありますけれども、大体のレイアウ

トというのはどんなふうになっているか。ちょっと傾斜のきつい場所であります。

交通安全等もいろいろ考えると、やはりどういう配置になっているのかというのが

知りたい部分があるんですけれども、それはどこに載っていますか。

〇議長（徳田栄邦君） 総務財政課長、北見君。
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○総務財政課長（北見伸夫君） 建物本体につきましては、その位置でございますけ

れども、駐車場につきましては、今のグラウンドの位置でございます。そこの車庫

３台分につきましては、保育所本体側の方に３台を予定しているところでございま

す。グラウンドを駐車場に舗装をすると。駐車スペースはグラウンドを駐車スペー

スにとりまして、車庫３台部分については、園舎側の方に近い方に３台分を確保す

る予定でございます。

以上です。

〇議長（徳田栄邦君） 課長、そのレイアウトしたものというのは、議員に配れない

んですか。

暫時休憩いたします。

休憩 午後 １時１７分

再開 午後 １時２１分

〇議長（徳田栄邦君） 休憩を閉じ、開議いたします。

山崎君。

（ ） 。 、○２番 山崎 仁君 レイアウトをいただきました 先ほども言いましたけれども

ちょっと傾斜のきついところではありますし、交通安全等には十分配慮していただ

きたいなと。当然配置についても、そのようなことでは有効に活用していただけれ

ば、国営の監督員詰所ということでは成果があるのかなという気がします。ぜひそ

ういうことでお願いをしたいと。

それから、次いいですか。

〇議長（徳田栄邦君） いいですよ、どうぞ。

○２番（山崎 仁君） 次、７９ページ、非常用発電機購入費、今までなかったとい

うのが、あれっと思うくらいであります。非常用電源っていうのは、これはもう特

に最近、昨日も東日本大震災で黙とうを、弔意を表したわけですけれども、この発

、 、 、電機を格納する場所 当然これは配線等も必要になってきますし 効率のいい場所

ディーゼル発電かと思うんですけれども、あと燃料の供給の方法だとかっていうの

がわかれば教えていただきたい。

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） まず、非常用発電機の導入につきましては、昨年の

暮れに登別市の鉄塔の倒壊による停電が二、三日続いたということも受けまして、

窓口業務の確保等もうちらもしなきゃならない部分もありますし、消防も含めて、

その対応を考えた次第でございます。

その中で、格納場所につきましては、今現在の消防庁舎の消防車とか入っている

後ろの方、北側のスペースに発電機を置こうと今考えています。

配線関係につきましては、昨日の補正予算の中で、修繕料として２６０万円ほど

計上させていただきまして、リースにいたしましても、機械本体を購入するにいた
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しましても、機械が来たからすぐ動くというものではございませんので、まずは配

線の準備はさせていただいたということでございます。

燃料につきましては、ガソリンですね。タンクが、今買おうと予定しているもの

で言いますと７４０リッターで、６７時間稼働ということで、満タンであると３日

程度は連続して動くということでございます。

以上でございます。

〇議長（徳田栄邦君） 山崎君。

○２番（山崎 仁君） 大変重要な施設になると思います。これは役場、消防という

ことで提案があるわけですけれども、例えば病院だとか総合福祉施設も含めて、こ

ういうところはどう考えているのか。

〇議長（徳田栄邦君） 副町長、清水君。

○副町長（清水 寛君） 病院には一応非常用発電装置がございます。それと、総合

福祉施設としべつにおいても、非常時のバックアップ体制については、短時間では

ありますけれども持たれております。

以上です。

〇議長（徳田栄邦君） 山崎君。

○２番（山崎 仁君） 次、いいですか。

〇議長（徳田栄邦君） いいですよ。

○２番（山崎 仁君） ９３ページ、滞納整理機構負担金でありますけれども、滞納

、 。整理機構については 非常に成果が上がっているような報告をいただいております

平成２５年度、これから今金町が想定し得る、この滞納整理機構に該当するであろ

うという金額がわかれば教えていただきたいんです。

〇議長（徳田栄邦君） 税務住民課長、西君。

○税務住民課長（西 勝明君） 議員のご質問にお答えします。

、 。まだはっきりとした最終的な金額は固まっておりませんけれども 大体８件です

金額も言いますか。およそ３５０万円程度を移行する予定でございます。まだ、ち

ょっとこれもはっきりしていませんので、最終は向こうとの協議の関係があります

ので、まだそれははっきりしていませんのでよろしくお願いします。８件です。

〇議長（徳田栄邦君） まだありますか。いいですか。

それでは、北見課長から訂正があるそうですので発言を許します。

総務財政課長、北見君。

○総務財政課長（北見伸夫君） 先ほど発電機の関係でガソリンと申しましたが、デ

ィーゼルエンジンなので、燃料は軽油ということで訂正をさせていただきます。ま

ことに申しわけございません。

〇議長（徳田栄邦君） 総務費の質疑、あとございませんか。

村本君。

○９番（村本照光君） ７８ページの１５節工事請負費のところですけれども、ここ

と参考資料の１１ページにあります内訳と一致しなくて、どういうふうに見ればい
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いのか教えていただきたいんですけれども。

〇議長（徳田栄邦君） 参考資料の何ページですか。

○９番（村本照光君） １１ページです。１１ページで１億１，０４９万３，０００

円となっているんですが、こちらの予算書では９，５８１万３，０００円、この違

いを教えていただきたいんですが。

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） この予算の事業調べの中には、西部百年館の屋根張

りかえ工事も入ってございます。これは生活改善等費に計上されている予算でござ

いますので、その点で差が生じているものでございます。

〇議長（徳田栄邦君） 村上君。

○１番（村上忠弘君） ９５ページの出産記念報償費なんですけれども、今さらなん

ですけれども、１人幾らの金額で何人ほど見込んでいるかお願いいたします。

〇議長（徳田栄邦君） 税務住民課長、西君。

○税務住民課長（西 勝明君） お答えします。第１子が５万円です。５万円の２２

人、第２子が１０万円の１５人、第３子が２０万円の３人で、計４０人で計上して

おります。その予算で３２０万円という形になっておりますのでよろしくお願いし

ます。

すみません、これはあくまでも予定の金額でございます。

〇議長（徳田栄邦君） ほかに総務費ございませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） 総務費の質疑を終わります。

３款民生費の質疑を行います。１０４ページから１２３ページです。

村上君。

○１番（村上忠弘君） １１３ページの電算機借上料、これは前年度から見たら大体

１４０万円くらい増になっているんですけれども、この電算機というのは、これは

どこの部署で使われるものなのか。

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） 主に予防費で使います健康管理システムのサーバー

の保守が困難なために、機器を更新するものでございます。

５年間のリースとなっております。

〇議長（徳田栄邦君） 向井君。

○３番（向井孝一君） １０７ページの備品購入費の中で、緊急通報用電話購入費と

いうのがあるんですが、これは例えば介護認定を受けたり、独居老人の世帯だと思

うんですが、それが何人くらいの希望で、１台の機械って幾らぐらいするのか。

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） 緊急通報電話につきましては、おおむね６５歳以上

の独居老人等に対して、緊急連絡が必要なものに対しまして、現在貸与をしており

ます。
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現在８０台を設置しておりまして、今年度につきましては、更新分を含め１７台

を予定しております。

１台、消費税抜きで約５万円ちょっとの金額となっております。

〇議長（徳田栄邦君） 向井君。

○３番（向井孝一君） ６５歳以上の独居老人であれば、だれでもこれを希望するこ

とができるということなんですか。

〇議長（徳田栄邦君） 保健福祉課長、成田君。

○保健福祉課長（成田光康君） いろいろと条件につきましては、申請があった時点

で、ケアマネですとかその辺の方に身体状況、または民生委員さんですとか町内会

長さんですとか、その辺に身体状況等の確認をとりまして、申請に基づいて貸与を

しております。

〇議長（徳田栄邦君） 向井君。

○３番（向井孝一君） これは、持ち歩きが可能で、通話も直接できるという器具な

のでしょうか。

〇議長（徳田栄邦君） 保健福祉課長、成田君。

○保健福祉課長（成田光康君） 緊急通報装置につきましては、本体自体は電話に接

続しておりまして、また付属品でペンダントがございます。このペンダントを本人

が持ち歩きまして、離れたところからでも緊急通報ができるような形になっており

ます。

〇議長（徳田栄邦君） 加藤君。

○４番（加藤三明君） １０６ページの高齢者の共同生活施設の指定管理料というの

が２，８５７万９，０００円ですか、これ、確認しますけれども、せせらぎですよ

ね。

〇議長（徳田栄邦君） そのとおりです。

○４番（加藤三明君） これはあれですか、民間に委託しまして３年ほど経過すると

思いますけれども、以前、最初にやった数字の記憶と、最初幾らでしたっけ。

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） 申しわけございません。最初の年度の数字につきま

しては、今把握しておりませんので、後ほど答えたいと思いますが、これにつきま

しては、３年前、平成２２年４月から５年間で、有限会社ササキ総合管理サービス

の方に指定管理者として指定をしております。

せせらぎの運営管理業務を委託するものでありまして、年々増加要因といたしま

しては、人件費の増嵩、定期昇給とかがございますので、その辺で人件費の増嵩に

より管理委託料が増嵩しているのが現状でございます。

２２年度の当初予算の指定管理料につきましては２，６６２万６，０００円とな

っております。

〇議長（徳田栄邦君） 加藤君。

○４番（加藤三明君） 今の話は前後しましたけれども、その違いを今聞こうと思っ
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てお願いしたんですけれども、確かに２，６００万円、何かその年によっての流動

性に、仕事の内容によって変わると聞いていたものですから、それを今お聞きした

かったんですけれども、中身は変わったということですね、仕事の量が。

〇議長（徳田栄邦君） 保健福祉課長、成田君。

○保健福祉課長（成田光康君） 実は、委託形態の中で、当然人件費の部分につきま

しては、定期昇給等もございますのでその部分で自然増になってくる部分がござい

ますが、消防設備においてスプリンクラーを設置いたしました。スプリンクラーの

保守点検の方も管理料の方に入っておりますので、その部分でふえておりますので

ご理解願いたいと思います。

〇議長（徳田栄邦君） 村上君。

○１番（村上忠弘君） 認定こども園のことを聞いてよろしいですか。

〇議長（徳田栄邦君） 認定こども園って、小百合の方であればいいですけれども。

こども園の関係になりますと、教育委員会の方ですが。小百合の方であればいいで

すよ。民生費の関係ですから。

○１番（村上忠弘君） それでは、こども園で体調不良を起こした子供たちの対応だ

とか、そういうものでお聞きしたいんですけれどもよろしいですか。

（ ） 、 、 。〇議長 徳田栄邦君 管理だったらだめでしょう 教育委員会だから 管理自体は

○１番（村上忠弘君） 要するに風邪引いて体調不良を起こした園児を、どういうよ

うな対応でしているかという部分。すぐ親に連絡するのか、それとも迎えに来るま

で保護するのか、その辺。

（ ） 、 、 、〇議長 徳田栄邦君 いいそうですので 今の質疑に対して 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） １２１ページに就学前子育て支援施設支援費

がありますので、これは認定こども園に対する運営費になります。

体調不良の子供に対しては、まず基本は保護者に連絡をするということが第一段

であります。その中で、緊急性の高い場合は当然救急車、それよりも低い場合につ

いては、タクシーなどによって病院に運ぶという順番になっております。それにつ

いても、すべて当然保護者と連絡をとり合って、保護者の許可をいただきながら対

応をするというふうにしているところでございます。

〇議長（徳田栄邦君） 村上君。

○１番（村上忠弘君） いや、なぜこういうことを聞くかというと、農家から来てい

る人方については、もう体調を悪くした時点で連絡が来ると。まちの預かっている

子供たちは、迎えに来るまで預かっているという、そういう話を聞かされましたの

で、今言うようにそれなりの適切な処置をしているということであれば、それでよ

ろしいんです。

もう一つ聞きたいのは、認定こども園の定員が、今１１０名のところ、今年１１

９名ですよね、２５年の２月１５日現在で。その後の入園を希望された方がいるか

いないか。
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それと、例えば３歳児で預けたい希望者が、４月１日の年齢でしか対象にならな

いと。要するに一、二カ月後になったら、その園児は受け入れてもらえるのかもら

えないのかなんですけれども、その辺も。要するに、随時受け付けをするのか、そ

、 。れとも年間何月って受け入れというのは決めているのか その辺お願いいたします

〇議長（徳田栄邦君） 教育委員会事務局長、小林君。

○教育委員会事務局長（小林洋伸君） 今の議員が言う数字については、予算参考資

料の９４ページの２月１５日現在の状況だと思います。この後に、直近ですけれど

も、今金小百合保育園の方が、９５名から１名ふえまして９６名という申し込みを

受けているところでございます。

二つ目の年齢要件については、４月１日現在の年齢が基準になるということで、

３歳児、４歳児、５歳児というクラスに入っていくということになります。

申し込みも、年間で随時受け付けをしておりますので、例えば５月１日から入り

たいという方は、それまでに申し込んでいただければ、定員の状況、保育士の状況

によりまして入園が随時できるというふうな仕組みになってございます。

〇議長（徳田栄邦君） ほかに民生費の質疑ございませんか。

芳賀君。

○５番（芳賀芳夫君） １０９ページの委託料の関係でございますが、地域生活支援

事業の委託料、昨年の予算計上から見れば約４００万円ほど増額になっております

が、この要因といいますか、どのようなことで上がっているのかお知らせ願いたい

と思います。

〇議長（徳田栄邦君） 保健福祉課長、成田君。

○保健福祉課長（成田光康君） 地域生活支援事業委託料の増加要因ということです

が、まず一点、日中一時支援事業を行っております。大人の方では日中一時支援事

業、従来から行っておりますが、新たに中学生の子供に対して、集団活動や個別支

援、日常介護等の家族の一時的な負担軽減を図るために実施いたします。この部分

の経費で約２６５万円の増となっております。

それと相談支援事業、相談支援事業所ひかりに障がい者、障がい児の相談支援の

業務を委託しておりますが、相談件数の増加及び障がい者の虐待防止センターの業

務を一時委託することとなりまして、この部分について経費の増が出ておりますの

で、この２点が主な増加要因となっております。

〇議長（徳田栄邦君） 他にございませんか。

山崎君。

○２番（山崎 仁君） １２１ページ、小百合幼稚園支援補助金。まず、小百合保育

、 、 。園 いわゆる認定こども園に関しては 今金町から二つの大きな支援をしています

一つは人的支援、もう一つは財政的な支援。今、直近の入園を希望する方の数が報

告あったわけですけれども、これに対して、いわゆる入園いただきたいということ

では、まだまだ何人か定員には満たっていないわけですよね。この入園をいただき

たい、いわゆる募集をする、何か特別な工夫か何かしているのであればお知らせを



- 40 -

いただきたい。

〇議長（徳田栄邦君） 教育委員会事務局長、小林君。

○教育委員会事務局長（小林洋伸君） まず、定員についてでございますが、保育所

の定員は認定こども園においては７５です。これに対して、現在９６人の申し込み

があるということで定員を超過しております。

幼稚園、小百合幼稚園の方につきましては、定員が３５に対して２４という申し

込みがあるところで、９名程度の空きがあるというような状況なんですけれども、

トータルすると認定こども園として１１０名の定員を今現在、多少オーバーしてい

るという状況でございます。

認定こども園を建設するときから、議員の方からも、民間になって経営の収支が

悪化しないように募集行為とかを的確にしなさいという指導も受けておりました。

それらも教育委員会からは、当然認定こども園さんの方の法人に伝えていることが

まず一つあります。

一緒に、町の委託事業で子育て支援センターという事業を委託しております。こ

れは入園に至っていない保護者や子供が通ってくる施設でございまして、その辺の

、 、施設の利用をしていただきながら 将来の入園につながるような勧奨といいますか

そういうことを積極的に行っているということが、特別に募集行為につながってい

るかなというふうに評価をしているところでございます。

〇議長（徳田栄邦君） 山崎君。

○２番（山崎 仁君） 人的、それから財政的な支援をしているということでは、こ

の認定こども園にかける今金町の期待というのは非常に大きなものがある。今の状

態で、人的支援がどこまで続くのかといったら、それぞれ定年があるわけです。今

金町から今派遣をしている者が定年になる。今は開設当初ですから、職員体制も十

二分に配慮をして進めているということでは、これがいずれの時期か、人的支援が

なくなる可能性がある。

それから、財政的に考えても、以前認定こども園審議会の中で将来予測が出され

ました。将来予測は、１０年たったら赤字になる可能性があるということだったん

。 ， 、 、です 今の時点で７ ７００万円の支援補助金が出ているわけですけれども じゃ

これが将来見通しどうなんだと言ったときに、非常に厳しい部分があるという気が

します。定員が１１０で、それよりちょっとオーバーしているからいいよじゃなく

て、やはりその募集というのはしっかりしながら、この認定こども園を活用してい

、 、 。ただき さらに経営がしっかり行ってもらわなかったら 今金町も困るわけですよ

ですから、今は職員の派遣があるから、人的にはものすごく手厚い保育教育ができ

ている。この辺のところをどう考えているのか。今金町の立場として、これが未来

永劫続くわけではないとは思うんだけれども、その辺の見通しとかがもしあれば、

今の時点でお願いをいたしたい。

〇議長（徳田栄邦君） 副町長、清水君。

○副町長（清水 寛君） 今、議員がおっしゃられましたとおりの内容につきまして
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は、これは認定こども園の開設当初の部分からいろいろと皆様の方にもお知らせを

しながら、そしてやってきた部分だと思っております。

一つご理解いただきたいのは、幼稚園の運営支援補助でありますが、議員は７，

７００万円とおっしゃいましたけれども７７０万円であります。

開設当初から、保育所については、これは当然入所についても縛りのある事業で

、 、 、はありますが しかし これについては応分の入所希望があるだろうという部分で

措置費、今は措置費と言いませんけれども、そちらの部分を含めて、保育所部分に

ついては十分採算のとれる事業であるという、これはご承知のとおりだと思ってお

ります。

、 、 ，しかし 幼稚園の部分につきましては 町営でやっておりました段階でも月額６

０００円ですか、そういうような状況で、採算ということを度外視した、そういう

部分の事業ではやってございませんでした。しかし、認定こども園にした段階で、

それらを９，０００円に上げ、そして月１，０００円をプラスして最終的には１万

円でお願いをしましょうということにいたしました。

本来であれば、保育料と同額程度の負担をいただければ、これ当然採算ベースに

乗っていくわけでありますけれども、それだけ過度な値上げという形にもならない

ということで、審議会等でも議論もいただいてやってきたわけであります。

その中でありますと、定員を満タンに例えばしたにしても、当然採算はとれない

と。その部分については町の方で補てんをしましょうというのが、これ当初の約束

。 、でありました いっぱいいっぱいに入れても補てんをしなきゃならないというのが

これは現実であります。この点については、ご承知のとおりだと思っております。

しかし、一人でも多くの人間を入れていただくというのは、これが建前でござい

ますので、それらについては、また教育委員会にお願いし、そしてこども園の方に

もそれらについての考えを徹底していただいて、そして進めていきたいというふう

に思っております。

職員の派遣でありますが、これも当初から認定こども園の方との協議をしてまい

りましたが、今派遣している当時の幼稚園教諭、そして保育士職にあるものについ

て、定年までそちらの方で仕事をさせてくださいということでお願いしました。定

年の後に空席になった部分については、それは認定こども園側で、カトリックさん

の方で、必要な部分について手当てをしていただきますよということでの協議を調

えております。

そういうことで、ちょっと私今手元に当時の資料を持ってございませんので、何

年に何人という形には即答はできませんが、そういう形で当初から協定をして進め

ておりますのでご理解を賜りたいと思っています。

〇議長（徳田栄邦君） 山崎君。

○２番（山崎 仁君） それは理解しているんですよ。人的支援についても、今説明

された内容で私たちも了解をしているし、それから、財政的な部分も了解している

んです。
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ただ、財政の負担を考えながら人的支援がなくなるだろうと言ったら、これから

、 、 、 、 、認定こども園が たとえ幼稚園部門 それから保育部門 黒字 赤字と言いながら

経営は非常に大変だろうという予想がされるわけです。ですから、今の時点から、

これはお願いになるかもしれませんけれども、十分な経営感覚を持ちながら、今金

町で長く認定こども園を経営をしていただきたい。そのための一つの支援というふ

うに私はとらえているんですよ。そういうとらえ方で問題はないわけですよね。

〇議長（徳田栄邦君） 副町長、清水君。

○副町長（清水 寛君） 当初よりそういう考え方できておりますので、全く問題は

ございません。

〇議長（徳田栄邦君） 他にございませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） 民生費の質疑を終わります。

２時１０分まで休憩いたします。

休憩 午後 １時５４分

再開 午後 ２時１０分

〇議長（徳田栄邦君） 休憩を閉じ、開議いたします。

４款衛生費の質疑を行います。１２４ページから１３４ページです。

向井君。

○３番（向井孝一君） １２６ページの委託料の関係で、がん検診等から健康診断委

託料まであるんですけれども、この検査の部分についての委託というのは、これは

町内の病院に限られているのか。それとも、産婦人科のように、子宮頸がんだとか

そういうものというのは地元ではできない部分があるんですけれども、これらはど

ういう対応になっているのか、中身を教えていただきたいと思います。

〇議長（徳田栄邦君） 保健福祉課長、成田君。

○保健福祉課長（成田光康君） 基本的にがん検診につきましては、集団検診と地区

検診で行っております。集団検診のがん検診の部分につきましても、対がん協会で

すとかが結核予防会、こちらの方に委託して、検査の方を行っております。

〇議長（徳田栄邦君） 向井君。

○３番（向井孝一君） マスコミ等でも言われているように、北海道というのは、全

体的に、全国的に検査の検査率というのは非常に低いというふうに言われておりま

す。その中でも、先日院長にも質問したんですけれども、今金町はどうなんですか

というと、２６％か、３０％まで行っていないような話なんですが、やはりある町

民から言われたのは、町外で例えば健康診断だとかがん診断を受けたときには、町

の補助というのは出ないのかというふうに言われたんですが、その辺はどういうふ

うに。あくまでも町内の国保病院なら国保病院で町民の住民検査をしなさいと言っ

たら、それだけの対応なのでしょうか。
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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） 町内でまずがん検診等を実施する場合には、個人負

担の部分をある程度低額に抑えて実施して、軽減措置を行っております。

また、がん検診ではなく、一般的な特定検診や、例えば国保の人間ドッグなどが

ございますが、国保の人間ドッグにつきましては、別会計の予算になりますが、国

保の事業会計につきましては、個人負担を５，０００円の定額として、残りの分を

国保会計の方から助成するような形をとって受診率の向上に努めております。

なお、このミニドッグにつきましては、国保病院が現在医療機関として受託して

やっております。

なお、がん検診の部分につきまして、補足なんですが、実は子宮がん検診、この

部分につきましては、クーポンを発行いたしまして、函館の医療機関ですとか八雲

総合病院の方に、がん検診の方をお願いしているような状況です。

それと一般的な健診につきましては、町外の部分についての助成等は行ってはお

りません。

〇議長（徳田栄邦君） 衛生費の質疑ございませんか。

（ 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。１３５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。１３６ページから１５３ページです。

上村君。

○６番（上村義雄君） １３６ページの農業委員会費の中で、この農業委員会のこの

費用とは違いますけれども、関連で今の国営の農地再編整備事業の中に、農業委員

会がかかわっての換地等があると思いますが、その換地の中に、国の部分、それか

ら道の部分、これらの用地、国有地、道有地の部分は、国営の中の換地の中で行う

というふうに理解していたんですけれども、それでよろしいですか。

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） 国営事業の中で、事前に国有地、公有地、そういっ

た部分の払い下げ等を踏まえた中で事業に向かう部分、それと払い下げを受けない

中で、換地精算という形の中で処理する部分等がありますので、その両面での換地

処理を行う考えでございます。

〇議長（徳田栄邦君） 上村君。

○６番（上村義雄君） 換地で行う部分と、そうでなく払い下げで行う部分と、両方

あるんだという今の答弁でございました。それで町の部分においても、改良区の方

に昨年の１２月に一括して無償譲渡をした経緯があります。そういった部分の払い

下げで行う部分と、換地で行う部分の違いというのは、どういう違いによってそう

いうことが発生するのか教えていただきたいと思います。
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〇議長（徳田栄邦君） 産業振興課長、宮本君。

○産業振興課長（宮本 彰君） その点につきましては、担当、産業振興課の津山補

佐よりご説明申し上げます。

〇議長（徳田栄邦君） 産業振興課長補佐、津山君。

○産業振興課長補佐（津山泰彦君） 先ほどの質問でございますけれども、事前に払

い下げをする部分と、それと換地でもって精算をする部分、この区分けということ

でございますけれども、まず国有地あるいは道有地の河川敷については、当然無地

番地というのがほとんどでございます。もちろん登記等されておりませんので、面

積等々がまだ確定されていない状況がほとんどでございます。それで、無地番地に

ついては、換地の中で不換地という手法を使いまして、換地の中で精算をして、国

有地あるいは河川敷地については処理をしていきましょうと。

それと、町有地につきましても、事前に売り払いをした部分というのは、あくま

でも一筆すべてを払い下げをできる町有地については、事前で払い下げをしましょ

うと。

払い下げができない部分というのは、例えば数名わたってその町有地がその中に

含まれている場合、そういう場合は、当然測量をしながら払い下げをしていかなけ

ればならないということがあります。そうすると、測量の費用というのは、当然買

い手側が支払っていかなければならないというふうになります。そうすると、買い

手の側で測量費まで払って事前に払い下げを受けるかというと、それは求める側の

負担増になりますので、そういった部分についても、要は換地の不換地という中で

精算を、きちっとその換地の中で測量をして払い下げをしていくという方が、受益

者にとっても有利になるだろうということで、例えば測量を伴わなければならない

町有地等々については、換地の中で精算をしていきましょうと。

一筆丸ごと個人に払い下げをできる部分については、事前に払い下げをしましょ

うというような区分けでもって、今の公有地については処理をしているというのが

実情でございます。

以上でございます。

〇議長（徳田栄邦君） 上村君。

○６番（上村義雄君） その区分けというのは、要するに一筆でもって譲渡できる部

分と、一筆でなく測量しなきゃ、分筆しなきゃならないからということでの分筆の

伴う状況なのが換地の中でやると。そうでなく一筆であれすることは、その個人に

払い下げしてという、そういうやり方で不換地とあれということの違いということ

を今説明受けた。

町有地の部分においても、今、それは同じ理論でなるのでしょうけれども、要す

るに国営でやる場合での減歩率というのがありますよね。その事業をやることによ

、 。 。って 自分の面積そのものが全部じゃなくて減歩になるわけですよね 面積が減る

それは共同換地という換地の中で減歩率を算出してやると思うんですけれども、町

有地がある場合、国、道の部分は、今言うように、それぞれの国営排水であれば国
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の部分があるでしょうし、道排水であれば道が、町排水であれば町の持ち分がある

わけですから、その町有地の中であれしても、そこで共同減歩の中にそういう町有

地の部分を含めるということはできないものなんですか。

〇議長（徳田栄邦君） 答弁調整のため、暫時休憩いたします。

休憩 午後 ２時２４分

再開 午後 ２時２５分

〇議長（徳田栄邦君） 休憩を閉じ、開議いたします。

産業振興課長、宮本君。

○産業振興課長（宮本 彰君） 大変申しわけありません。

引き続き津山補佐の方からご説明申し上げます。

〇議長（徳田栄邦君） 産業振興課長補佐、津山君。

○産業振興課長補佐（津山泰彦君） まずもって、先ほどと同じような説明になりま

すけれども、まず町でもって余計な測量費をかけないで、要は換地の中で、その中

でも測量等々がかけられるものですから、そういった部分については換地を利用し

ながら、町有地の払い下げという形になります。

それで、今、減歩率に対して、町有地を含めた中でということでございますけれ

ども、まず、例えば減歩率の中で、例えば９７、例えば３％の農地を施設用地に提

、 、供しながら用地処理をしていくといった中では その中に町有地が含まれていても

当然減歩の中で、まず自分の農地を３％なり削った中で、さらにその中に町有地が

入っていれば、それは精算の中で農地をふやしながらその町有地を買っていくとい

うような手法になりますので、後からでも先でも、まったく同じような状況になろ

うかというふうには思っておりますので、よろしくお願いいたします。

〇議長（徳田栄邦君） 質問回数を超えておりますけれども、これもう一回だけ許し

ますので、まとめてきちっと質疑の方をお願いいたします。

上村君。

○６番（上村義雄君） いや、いいです。

〇議長（徳田栄邦君） いいですか。

村瀬君。

○１１番（村瀬 広君） １３９ページ、農業振興費の中で需用費、この中で第７次

の農業振興計画に伴う印刷製本費となっていますけれども、今、ＴＰＰの関連で、

これに参加することによって、今の状況から判断すると、基幹産業が農業である今

金にとっては、大変な打撃を受けるかなと考えてございます。

それで、けさの新聞を見ましたら、森町の中で、町長がそれぞれ町内の農業、あ

るいは漁業の影響額の試算を出しています。ある会議の中で、町長との会話の中で

は、町長は大変難しくて無理だという言い方もしていたんですけれども、私はやは

、 、 、り７次の総合計画をつくる過程の中ででも きちっとそれのためにも このＴＰＰ
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もし今の状況で交渉に参加した場合の今金町の影響額、どうあるのかということで

試算すべきかと思いますけれども、いかがですか。

〇議長（徳田栄邦君） 産業振興課長、宮本君。

○産業振興課長（宮本 彰君） ただいまの質問にお答えします。

道の方でも以前、影響額を試算されたという形がございます。その当時も私ども

も各市町村でできないものかなというふうに内部的には思ったわけなんですけれど

も、非常にその部分も複雑という部分もありますし、現実的には、さまざまな方面

、 、での影響等 そういう部分がかなり含まれているかというふうに思っておりまして

そのときは大変申しわけありません、私の方でも断念をしていたという形がござい

ます。

ただ、きょう新聞という部分がありまして、大変申しわけないんですけれども、

どういう手法でそれをはじき出したのかと、そういった部分、ちょっと情報を取り

寄せてみたいなという気もちょっとあります。

ただ、そこらの部分、内部的にも検討して進めていきたいなというふうには思っ

ております。

〇議長（徳田栄邦君） 村瀬君。

○１１番（村瀬 広君） 課長のおっしゃるとおり、大変農業、例えば農作物、畜産

も絡めて、農畜産物の影響だけじゃなくて、それに伴う雇用関係、あるいは町民の

多くもそういった選別作業とか、いろいろなことを言っているので、影響というの

はあらゆる分野に出るのかと、大変難しいかと思いますけれども、ぜひ隣の森町の

どういった中身でもってやっているのかを調べて、ぜひできるもの、あるいは農業

なら農業の分野だけでも最低限結構ですけれども、ぜひ取り組んで、そういう数値

を出していただきたいと思いますので、よろしくお願いします。

〇議長（徳田栄邦君） 産業振興課長、宮本君。

○産業振興課長（宮本 彰君） ただいまの趣旨にのっとって対応してまいりたいと

思います。

〇議長（徳田栄邦君） 村本君。

○９番（村本照光君） １５１ページの造林事業費の中ですけれども、この中に委託

料として町有林林況等確認業務委託料とありますけれども、これは実際にどういう

仕事をしているのか、中身をお知らせください。

〇議長（徳田栄邦君） 産業振興課長、宮本君。

○産業振興課長（宮本 彰君） ご質問の町有林林況等確認業務委託という形でござ

いますが、その業務内容といいますと、町有林の管理、あとその町有林での施業計

画、そういった部分の現地確認を踏まえて、施業計画づくり、また町有林、森林等

の保護管理のそういった部分の計画を進めるために、この業務を委託するという形

でございます。

ちなみに、従前から地元の森林組合さんの方に、この業務を委託をしているとい

う状況にございます。
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〇議長（徳田栄邦君） 村本君。

○９番（村本照光君） この造林事業費の中で、参考資料の中で、それぞれ除間伐と

か下草刈りとか、一連の町有林の管理をしていると思いますけれども、これ２５年

で一応一回切れるわけでけれども、今金町の町有林の管理といいますか、今金町の

町有林、かなり面積があると思いますけれども、それらについて、年次計画で整備

しているのかなという気持ちもするんですけれども、その辺の町有林の管理、そう

いう作業を含めて、年次計画でどういうふうにやろうとしているのか。要するに町

有林の整備、管理ですね。これをどういうふうにやろうとしているのかお知らせい

ただきたいと思います。

〇議長（徳田栄邦君） 産業振興課長、宮本君。

○産業振興課長（宮本 彰君） 町有林の管理ということにつきましては、おおむね

５年スパンの中で森林整備計画、また従前の施業計画、そういった部分を計画立て

して、各種除伐、間伐、また新植後の下刈り、さらには施業をするための作業路の

、 、 、補修 そういった部分も年次計画的に 特に森林組合さんとの情報を共有しながら

計画立てをしているところでございます。

〇議長（徳田栄邦君） 村上君。

○１番（村上忠弘君） １４３ページで、委託料ですが、肥培用水のメーター器の取

りかえの委託料と、それからその下にメーター器ってあります。そのメーター器っ

ていうのは、これ要するに何年サイクルで交換しなきゃならないものなのか。

今回、その材料費として何台分見ているのか、その辺を教えてください。

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） メーター器の交換なんですが、これは計量法の中で

うたわれております。これは８年更新という形になってございます。

昨年度につきましては１台もなかったんですが、今年度につきましては、２８台

を更新する予定でございます。

以上でございます。

〇議長（徳田栄邦君） 村上君。

○１番（村上忠弘君） これはそうしたら全額補助というような形なのか、それとも

受益者負担があるのか、その辺は。

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） 水道使用料をいただいてございますので、その中で

。 、対応していきたいと考えてございます 今までもその中で対応してございますので

それでご理解いただければと思います。

〇議長（徳田栄邦君） 向井君。

○３番（向井孝一君） １４１ページの貸付金でございますが、農業後継者に対する

奨学資金の貸し付けなんですが、これ２４年度は何名くらいで、今金町は大変檜山

管内でも後継者というのが数多く育ってきているというふうに感じておりますけれ

ども、２４年度の実績が何名で、２５年度の希望者は何名くらいいるのかお聞きし
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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） 農業後継者奨学貸付金の対象者という形でございま

すが、２４年度につきましては、実績等がございませんでした。貸付申請が上がっ

てございませんでした。

あと、２５年度という部分では、潜在的な方がいるやというふうにこちらの方は

２名ほど把握はしてございます。しかしながら、情報提供をしている中では、申請

が４月までの申請ということの中では、ちょっとその動きが見えてこないかなとい

うふうには思っております。

ただ、予算上としては４名分、大学等の進学をする部分で４名部分は予算を計上

させていただきました。

以上でございます。

〇議長（徳田栄邦君） 向井君。

○３番（向井孝一君） 次に、１４７ページの備品購入費の中で、車両購入費ってい

うのがあるんですけれども、これは国営農地整備事業絡みの車両の導入だと思うん

ですけれども、これはどういう車で、台数は何台なのか。

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） 車両につきましては、車種的には四駆タイプの、ジ

ープとは言いませんけれども、それに近い車両という形です。４ＷＤのタイプの車

と、あともう一台、これについては軽自動車のタイプで、ワゴンタイプという形を

とっています。合計２台を購入して、国営事業の現地等の部分で活用する予定でご

ざいます。

〇議長（徳田栄邦君） 向井君。

○３番（向井孝一君） １４６ページで、国営造成施設管理体制整備強化支援事業と

いうのがあるんですが、これの部分というのは、先ほど総務の関係で、旧幼稚園施

設の跡地の利用というものが予算計上されておりました。この強化というのは、事

、 。務関係の例えばソフトの部分だとかっていうものなのか 内容をお聞きいたします

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） 議員おっしゃる国営造成施設管理体制整備強化支援

事業補助金という形を示しているかと思いますが、これにつきましては、事業主体

が土地改良区で管理している、国が造成をしております水利関係の施設及びその附

帯施設、こういった部分の管理体制を整備するという事業でございまして、現実的

には国、道等の補助を受けた中で、町が一部その支援をするという形のものでござ

いますので、その点でご理解ください。

、 。 、国が造成をしたというか 国がつくった施設の管理という部分です すみません

住吉頭首工とその一帯の水路施設等です。

〇議長（徳田栄邦君） 向井君。

○３番（向井孝一君） 次に、１４７ページの負担金補助及び交付金ということで、
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国営農地推進整備事業に対しての負担金ということで４８０万円ほど計上されてお

りますけれども、これの中身についてちょっとお聞きいたします。

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） これにつきましては、国営の事業を実施するに当た

り、現在推進本部の事務所を開いてございます。その事務所に係る建物の維持管理

運営の部分、また、国営事業を推進する上での事務的経費、また期成会の活動経費

、 。等 こういった部分を含めて推進本部の負担金を計上したという中身でございます

〇議長（徳田栄邦君） 向井君。

（ ） 。○３番 向井孝一君 昨年の１２月に室をつくるという条例が制定されております

そして、今、担当の課長補佐が室長になるだろうと思うんですが、その人事という

のか、室長というのはそうなるのじゃないんですか。

あとスタッフについて、土地改良区の方はなかなか難しいような話もちょっと聞

かされたんですが、農協関係から何人あるいは土地改良区から何人という具体的な

数字をちょっとお願いいたします。

〇議長（徳田栄邦君） 副町長、清水君。

○副町長（清水 寛君） 先日４団体長会議を開いて確認をしています。人事異動に

ついては、これからなされるものでありますから、まだ未定ということでご理解を

賜りたいと思っております。

こちらの方、本部体制を敷くのに当たっては、改良区さんから１名、そして農協

さんからも１名という形でお願いをしようということで。

○３番（向井孝一君） 農協さんですか。

（ ） 。 。 。○副町長 清水 寛君 そうです 当面は ということでお願いをしてございます

〇議長（徳田栄邦君） ほかにございませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） 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。１５４ページから１５７ページです。

村上君。

○１番（村上忠弘君） １５６ページですが、観光施設指定管理料というのは、多分

。 、 ，クアプラに対する部分かなというふうに思います 平成２３年度までは たしか３

５００万円だったというふうに認識しているんですけれども、昨年度においては、

この３，５００万円にプラス５００万円ということで、それはレストランのリニュ

ーアルだとか、そういった部分も含めて５００万円を増ということで、１年限りと

いうふうに私は思っていたんですけれども、ことしの４，０００万円という金額に

ついては、そのまま去年と同じ同額載っているんですけれども、その辺説明してく

ださい。

〇議長（徳田栄邦君） 副町長、清水君。

○副町長（清水 寛君） 昨年３，５００万円を５００万円増額して４，０００万円

。 、 、ということでお願いをしております それについては 調理人に対しても２名体制
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そして食に特化をして、そしてひとつ盛り上げる部分を図りたいという部分があっ

て計上をいたしました。

議員おっしゃるように、１年限りだったのではないのかという形でありますけれ

ども、なかなかそういう形になり得ないという状況で現在に至っております。

以上です。

〇議長（徳田栄邦君） 村上君。

○１番（村上忠弘君） 食云々ということで５００万円追加ということでしたのです

けれども、要するにレストランの料理長がかわったという部分の中で、そのかわっ

た理由は何ですか、それは。

〇議長（徳田栄邦君） 副町長、清水君。

○副町長（清水 寛君） 全く頭の痛い話なんですが、どうしても根づかない、定着

がし切れないという部分なのかなと思っておりました。

広く全国的にインターネット等で公募をして、それらにヒットした部分、当時は

３名おりました。それを役員全員で面接をし、そして、わざわざ沖縄にいる人間が

最適という形でやってまいりました。

加えて、１名で年間フルという形にもなかなかならないという部分で、２名体制

というのも、これも現実的に進めたわけでありますが、そのサブに入れた人間が１

月をもって退職をしたいと。特別云々という理由は聞いてはございません。

その後、料理長であった人間も退職をしたいという形になりました。

現在は、ご承知かと思いますけれども、日本料理わたなべさんがおりまして、渡

辺さんの方といろいろと協議をさせていただいて、渡辺さんにその後の料理長を引

き受けていただくという形で進めておりますが、なかなか大変な職種の方々なんだ

。 。なということは非常に痛感をしております 特別な理由は聞かされてございません

私も話には携わっておりますけれども。

〇議長（徳田栄邦君） 村上君。

○１番（村上忠弘君） 特別な理由がなくやめられたということなんですけれども、

要するに、じゃ、余分にかけた部分については、これ要するに今後ともそのままの

形でメニューだとかそういうものも引き継ぐようにするんですか、それは。

〇議長（徳田栄邦君） 副町長、清水君。

○副町長（清水 寛君） メニュー等につきましては、前代、直近でやめました料理

長については、沖縄等の部分を特化した中でという部分もございまして、多少なり

とも備品関係等については入れかえをしたりしてやってまいりましたので、その部

分について、多少余分にお金がかかった部分がございます。

料理人が変わると料理人の得意とする分野なり質に合わせた中で、メニューとい

うのは提供されていく部分だと思って、それらについては、現在の現料理長の方と

も協議をしながら調えて進めております。

ですから、昨年の料理人が提供していた同じメニューが、この次も提供されると

いう形では現在のところなってございません。
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〇議長（徳田栄邦君） 向井君。

○３番（向井孝一君） ただいま同僚議員が質問したことに関連しての質問になると

思いますけれども、実は、昨年の定例議会にも私はクアプラザの経営そのものに対

して、役員の皆さんで協議をしてほしいと、そして方針を示してほしいということ

を提言しました。

しかしながら、先ほど副町長の答弁にもあったように、１年途中、半ばでかわっ

てしまったんですよね。そして、私も実際に二、三日前の日曜日に歩くスキーの帰

りに食事をしてきました。１２時１０分に食事をしたにもかかわらず、お客さんは

、 。 、私とほかの人 たった二人しかいませんでした なぜなんだというふうに聞いたら

やっぱり前の料理人がそのままいるというふうに錯覚しているみたいだというよう

な話を聞かされましたよね。沖縄料理がメニューとして残っているという、そんな

ふうにとられているみたいだという話を聞かされました。

やはりそのことというのは、素直に調理師がかわったのであれば、町民の皆さん

に、３月３０日のあれには片隅に小さく渡辺さんが今度なりましたということがあ

りましたよ。しかしながら、もう少し町民全体にわたるような方法というのは、私

はとるべきではなかったのかなというふうに感じております。

そんな中で、やはり私も今金町の唯一の観光施設がなくなるということに対して

は、今の気持ちですよ、反対なんです。どうしたらスキー場もあの施設も長くやっ

ていけるのかということを、やはり町民の、常に町民の目線で考えていかないと、

リピーターをふやすというのは、今の時代にはとても私は無理だと思う。それより

も、町内の例えばスキー場であれば、シルバーの６０代過ぎた人たち、昔一生懸命

スキーをやったわけですよ、ゲレンデで。聞いたら、その人たちも、徐々に今戻り

つつあるんだという話を聞かされました。やっぱりそういうような方法について、

もう少しＰＲをしてやっていくというか、私はそんなことを願っているわけです。

そして、その中において、先ほど同僚議員からもありましたように、指定管理料

が５００万円上がったという、もう少し具体的な説明がほしいと思います。

〇議長（徳田栄邦君） 副町長、清水君。

○副町長（清水 寛君） 食に特化した部分でということで、昨年お願いをしており

ました。現実的に、申しわけございませんが、それらを達成することができなかっ

たという部分が現実に横たわっているわけであります。

これを指定管理としてこのまま進めていく中にあっては、現況の指定管理料でお

願いせざるを得ないなというのが、これは正直な提案の理由であります。

今、縷々向井議員の方からご提案、ご提言等もいただいております。たくさんの

方からもいただいております。実は、役員の中からもそろそろお前たち考えたらど

うだという声も現実的に出てきているのは現実であります。恐らく口に出してはな

かなか言えないんですけれども、結構みんなそういう部分が、弱腰になってきてい

るのが、これは現実であります。

しかし、今、きょう言って明日という形にもなりません。議員の皆さん方には、
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いろいろと手厳しいお言葉をこれまでたくさんいただいて、そろそろ判断する時期

なり、お前たちが判断できないのならおれたちが判断してやるような言葉もいただ

いたこともございます。それらも十分肝に銘じながら運営してまいったわけであり

ますけれども、いまひとつそれらの部分も、これは役員会、民の役員さん方が今、

私、町長を除いてすべてでありますので、そこのお力、そして今年は一度経営診断

もかけたいと思っております。これは無償でかけられる部分で、これは現役員さん

の方からぜひそれを一度入れたらいいんでないのかという話もあって、まずそれら

をやって、そして、おまえたちがやっているのならいつまでやっても同じだよとい

う話になってしまった場合については、これは本当に決断を社長にお願いする形に

なるのかなというふうに思っております。

以上です。

〇議長（徳田栄邦君） 向井君。

○３番（向井孝一君） まだちょっと納得できない答弁なんですけれども、やっぱり

スキー場の例えばリフト一つとっても、毎年のように修理代をかけているんですよ

ね。そして、実際にスキー学校に行って、私も聞いてきました。そうしたら、来て

いるお客さん方というのは、いつまでやるのよということが日常的に言われる言葉

になってきていると。

しかしながら、毎年のように延命を図りながらリフトというのは動いていますよ

と。やはりそういう状況の中で運営していくと、どうしてもお客さんというのは離

れますよね。やはりきちっと５年なり１０年先を見据えて、責任を持ってやります

、 、というくらいのものが出れば別なんですけれども やはりそういうことも踏まえて

ひとつ新たなる決意と方針を、考え方の一端をちょっと町長の方からお聞きしたい

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 クアプラザピリカにつきましては それぞれ当時の設置した

あるいはさまざまな事業を取り入れた当然経過、思いがあるわけでありますけれど

も、基本的には美利河ダムの建設を契機として、あの地域の活性化を図っていこう

と。加えて、今、議員がおっしゃったように、観光というようなベースも少しく取

り入れながら行うということもあったわけであります。

でも、最大の根底にあった部分につきましては、地域活性化ということでは、雇

用の場を確保していこうと。そのことによって、雇用の場を確保していきながら地

域の活性化を図っていくことがすべてのベースだという認識を、私は当時職員であ

ったわけでありますけれども、そういう思いをきちっと受けとめているわけであり

ます。

何回も特別委員会を設置していただいて、その中でも私の方からも縷々お話をし

た経過があるわけでありますけれども、設置者としての町長の立場からしても、い

ろいろ難しい部分があるわけであります。民間を含めて、採算がどうのこうのを考

えたら、決して設置できるような状況でないわけであります。完全に事業を廃止し
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なきゃいけないということは、明らかにそういう結論が見出せるわけでありますけ

れども、今の当初の思いからすれば、何とかそれを、さまざまな経過がある中で、

さまざまな方々の努力をいただいてきているわけですから、それを無にすることな

、 。く 何とか継続していきたいという思いが町長の立場でも当然あるわけであります

今言われたような部分の中での施設の中では、スキー場ということもありますけ

れども、これも自治体で運営、経営しているというのは道内でもほとんどなくなっ

たわけであります。採算を考えればなくなったと。

ただ、この間の経過の中で、教育施設という認識、意識をとれば、当時の体育協

会等々含めたそういう団体の要請もあって、スキー場の実現ができたという経過も

当然あるわけでありますから、ただ単に町が観光施設としてのスキー場という意味

合いではなくて、ずっとその以前から思いを持っていたこの地域におけるスキー場

の実現ということが、クアプラザピリカの事業を契機としてできたということで、

今も、だんだん少しずつまた学校が減ってき、子供たちの数も減ってきているとい

うことでは、若干の目減りはしているわけでありますけれども、１月、２月の上旬

の平日なんかは、非常に学校関係の子供たちで、本当にバスも５台も１０台も並ぶ

くらいの盛況感が当然あるわけであります。教育機関という機能があるとすれば、

そこを見てしまえば、なかなか公共的な要素が当然重視されますので、町長として

も厳しい目で見た段階でも、そのことを思えば、利用に供するような形を確保した

いなという思いがそこにあるわけであります。

ただ、一般的な収支採算考えた場合のスキー場という考え方をすると、非常にな

かなかそれは運営管理していくような状況にはないと。非常に官と民の違いの要素

は何かといいましたら、民はやるかやらないかの大きな決断がいるわけであります

けれども、そこには、投資というものが、きちっと投資効果を図りながら計算でき

て思い切ってやれるわけでありますけれども、官の中でそれだけの投資ができるか

、 。 、といったら 私は今の状態の中では非常に難しいと思っています それでなくても

非常に厳しい状況のある中で、いつも言われる、リフトが遅い、古い形だというこ

とが最大のネックだという言葉を聞いているわけでありますけれども、それにどれ

だけの投資ができるかということでは、私は踏み込めないという言葉を、今日まで

何とか、あそこに大きな事業費をかけた修繕だとかということが生じた場合は、そ

の時点でスキー場はやめざるを得ないという話を、特別委員会を含めてこの間話し

ているわけでありますから、そういう覚悟もしながら、何とか少しでも使えるよう

に、そして、スキーに供してもらうような形をとらせてもらいたいなと思っていま

した。

クアプラザピリカ運営全体を考えても、ただ一つ言えるのは、この管理費等々含

めてすべてにかかわるわけでありますけれども、町の用地なり、あるいはさまざま

な関連の施設があります。その管理費も結構かかるんですね。仮に美利河のすべて

があそこの施設を廃止してなくなったにしても、その管理というのはずっとつきま

とうわけであります。それをあわせて今の株式会社の方にお願いして管理をしても
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らっているという部分、そういう精査をすれば、実質的に会社の方に管理運営とい

いますか、経営を含めた形の中でどの部分がということも、特別委員会の方に中身

を明示した経過があるわけでありますけれども、結果的には、町長努力してみれと

いうような言葉をいただいているわけであります。

さまざまな難しい要素、要因があると。でも、私的にはいつかは、いつかという

よりもそういう気持ちは常に、いつかというのは、その時点その時点でどうしなき

ゃいけないという気持ちの判断をしなきゃいけないという思いを持ちながら今日ま

で来ているわけでありますから、そういう思いを持ちながらも、何とか継続できる

ような形の中で取り組んでいただかなきゃいけないのかなという思いを持っていま

す。

とりわけ今金地区の上地区の方々の、あそこにあるという存在の価値観というの

は非常に強いわけであります。それと温泉等々含めて、利用客は長万部、とりわけ

国縫地区の方々が非常に利用率を高めていただいていると。私が言うように、議員

さんも今おっしゃったように、町民の方々が、あそこのクアプラザ施設を含めて関

連するものが必要ないよ、要らないよという方向性が判断できたら、これはもう存

続する意味がないわけですから、この辺が第一義的に判断をしなきゃいけないとい

うものになるだろうと。

二つ目は、今申しましたように、今金町の観光施設という位置づけで今あるわけ

でありますけれども、あの観光施設は、とりあえず私は拠点だと思っておりますの

、 、 、で 拠点となるべきそういうものがなければ シンボル的な要素のものがなければ

今金の観光というのはどうなるのかというようなことの疑問も当然生じるわけであ

りますから、その辺を含めながら、本当にいつも頭を下げてお願いするしかないわ

けでありますけれども、何とかその道筋を探させていただければなと。

でも、物事を行うのはすべて人であるわけであります。人のきちっとした確保、

そのためにいろいろ知恵を絞りながら、いろんなところに目を配りながら人の確保

を考えてきたわけでありますけれども、結果的に根づいていかないという部分につ

いても、非常に逆に町長も悩んでいる部分があるわけでありますけれども、そうい

う思いを持ちながらも、何とか頑張っていきたいなということで考えておりますの

で、よろしくお願いしたいと思います。

いずれにいたしましても、この予算を計上するに当たりましては、役員会、新し

い役員も補充しまして、本当に厳しい言葉をいただきながら何回も、私が町長にな

った当時は年に２回かそこらの役員会で、いろいろ議論、協議をしていただいたわ

けでありますけれども、今は４回、５回、６回と数多くそういう機会をつくりなが

ら、意見をいただけるような、あるいはお互いにどういう管理運営をするかという

ことでは、議論する場所もつくっておりますので、そういうところにも少しく期待

、 、をしながら 改善に向けた努力をこれからもしてまいりたいと考えておりますので

よろしくお願いしたいと思います。

〇議長（徳田栄邦君） 川上君。
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○７番（川上絹子君） クアプラザピリカのことで、多くの質問、意見を聞いたんで

すけれども、私はそこの施設を残すのであれば、命がけで今年一年頑張ってもらい

たいと思います。料理人が居つかないと言いますけれども、料理人が居つかない理

由は何なのかということも考えてみることが大事じゃないかと思うんですよ。ただ

料理人が居つかない居つかないって言うけれども、もとがどこであって、そうやっ

て人がどんどん減っていくのか、その根本を変えないと、絶対これはいい経営は成

り立たないと思うんですよ。

ただ、そこは今クアプラザピリカの場合は、マイナスになれば町からの予算が幾

らでも繰り入れられて、マイナスが補てんされるから、こんな生ぬるい感覚でいら

れるのかなと思うんですけれども、私たちが自分たちの経営だったらとっくに倒産

している話であって、ちょっとこれはもう少し利用する人たちの意見を聞けるよう

なシステムの委員さんでもつくって、どいうふうにしたらいいかということをもっ

と真剣に考えたらいいと思うんですけれども、町長、そういう面ではどうでしょう

か、考えてみては。

〇議長（徳田栄邦君） 町長、外崎君。

○町長（外崎秀人君） そういう面では、私が町長になってからは、株主の中には、

役場の管理職だけで構成していた株主であったわけであります。内輪の組織であっ

たわけでありますけれども、やはり今、議員がおっしゃったような形の声を聞かな

ければいけないということで、民間の方に入っていただきました。それでもまたふ

やして、何とか厳しい声、直接営業を行っている、経営を行っている、会社を経営

している方々の本当の経営感覚的な意味合いの視点からどうなのかということで、

厳しい目をいただきたいということで、新たにまた加わっていただいて、今言った

ような経過の中で、都度都度役員会をしながら、本当にすごい厳しい声をいただい

ています。

姿勢を含めて、職員のものを含めて、さまざまあります。そういう中では、ある

株主の一人から、いろいろネットワークを持っているので、特別に経費をかけてや

るという話ではないけれども、それはそういうさまざまなネットワークの中で、経

営診断を思い切ってやってみようということの話をいただいているわけでありま

す。

経営診断に従うということではないですけれども、そういう中でどういうような

指摘なり、あるいは改善策がいただけるかということでは、非常に期待する部分は

ありますし、いずれにしましても、根っ子は何かといったら、今金のみならず、全

体的に観光という分野については衰退している状況にあるわけであります。私もホ

テルという施設の役員をやって、経営にもかかわっている部分があるわけでありま

、 、すけれども 非常にその辺の動きというのは厳しい状況にあるわけでありますから

その辺を勘案しながら。

ただ、やめるのは、私は簡単だと思っています。やめた後も大きな大変な課題、

宿題があるわけでありますけれども、その辺も見据えながら、多分努力をしないで
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、 、町長どうなんだと そういう方針出すのかなという話も当然出てくるわけですから

目いっぱい努力はさせていただきましてその方向性を探っていかなければいけない

と。言葉的にはだらだらということは決して考えておりませんけれども、本当にこ

の予算を上げるのも胸の痛い思いを持ちながらこういう提案を申し上げております

ので、ご理解いただければなと思っております。

これについては、一時は議会の方も特別委員会を設置して、本当に時間をかけて

いただいて、審議、検討、議論をしていただいた経過があるわけでありますけれど

も、その思いなんかも改めてまたいただきたいなと思っています。

あとは、私どもは私どもで努力するわけでありますけれども、そういう皆さんの

思いが、地域の方々にも、やっぱり利用拡大していかなければ、利用されなければ

意味ないわけですから、その辺についてもぜひぜひご支援とご努力をいただければ

なと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。

〇議長（徳田栄邦君） 日置君。

○８番（日置紳一君） 町長の総括した後でちょっとやりにくいんですけれども、関

連で、昨年までは宿泊施設に泊まったお客さんには、リフト券を無料にしていたと

いうことを聞いていました。それが今年からリフト代をいただいていると。私にし

、 。 、てみると リフトはお客さん１人でも動いているわけですよね その分をけちって

利用客がその影響で減っていると話も聞いていますけれども、その辺は聞いていま

したか。

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） 従前まで、クアプラザピリカ宿泊、冬期間スキー場

を営業しているときにスキー客ばかりでなく、一般の宿泊の方がスキーをされる場

合には、その両日ともにスキーリフトの方は無料サービスという形で、経営サイド

の方がそういう営業方針のもとで展開をしていたという形でございました。

今シーズンから、会社側から非常にそういった部分では、他のサービス、スキー

場利用客、リフトを使われる方とのバランス的にも非常にアンバランスという部分

で、スキーリフトの全般的な見直しの中で、その宿泊者に対するリフト助成を改善

したい、見直しをしたいという提起がございましたので、またこれについては、団

体等々の意見等も聞きながら、その方向に変わったというふうに報告を受けている

ところでございます。

〇議長（徳田栄邦君） 日置君。

○８番（日置紳一君） それで客が減ったのなら、意味ないんですよね。リフトは一

人乗ったって百人乗ったって、一人お客さんがいたらばんきり動かしていなきゃな

らないものですから、そこら辺を、そういう申し出があったから、はい、そうです

かっていう話では、赤字でなければいいんですけれども、赤字経営をしていて、そ

んな客を減らすようなことをしていていいのかなと思うんですけれども。どうです

か。

〇議長（徳田栄邦君） 副町長、清水君。
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○副町長（清水 寛君） 収益につながる部分を少しでも見直しをしたい。これは現

実、課長が今答弁をしたとおりであります。そういう会社の方針で、最終的にやっ

たことです。

ただ、そのことによって、全部負担という形にしておりません。一部という形で

やっております。そのことによって利用客が極端に減ったという報告は、現地から

は私たちは受けてございません。ですから、風評等の部分がおありなのかと思いま

すけれども、その点でご理解をいただければありがたいと思っています。

〇議長（徳田栄邦君） 日置君。

○８番（日置紳一君） １５７ページのクアプラザピリカ宿泊施設町民利用助成負担

金というところで、昨年の実績がわかれば教えていただきたいと思います。人数と

金額。

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） すみません、昨年度、２３年度の利用実績、ちょっ

と今手元にございませんので、後ほどご答弁申し上げたいと思います。大変申しわ

けありません。

〇議長（徳田栄邦君） ３時２５分まで休憩いたします。

休憩 午後 ３時１３分

再開 午後 ３時２５分

〇議長（徳田栄邦君） 休憩を閉じ、開議いたします。

産業振興課長、宮本君。

○産業振興課長（宮本 彰君） すみません。先ほど答弁を留保しておりましたクア

プラザピリカ宿泊施設の町民利用助成の関係でございますが、平成２３年度の利用

者数は６８５名の実績となってございます。

以上です。

〇議長（徳田栄邦君） ２４年度については一切わからないの、１２月末とか。

○産業振興課長（宮本 彰君） 手元の資料で大変申しわけありませんが、２４年度

の１２月末の段階では４０５名という形でございますので、若干前年を下回ってい

る部分で推移をしてございます。

〇議長（徳田栄邦君） 他にございませんか。

加藤君。

○４番（加藤三明君） １５４ページの新メニューで、住宅リフォーム補助事業の件

についてお聞きしたいと思います。

合同委員会などでも話はありましたけれども、非常に幅広いメニューの中で取り

。 、 、入れるというように私なりに思いました これでいきますと ２０％といいますと

大体最大が３０万円ということに聞いておりますけれども、それからいくと１５０

万円がピークの最大のあれかなというと、３０万円に対して１，０００万円という
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、 、と３００件ぐらいの予定でいるのかなというふうに思いましたけれども この申請

この予算が通った時点で、いつごろから一般の町民に取りまとめをして、どういう

ような条件のもとにこのリフォーム事業の申請ができるのか、そのルールですね。

もちろん見積書とかそういうものは当然要ると思いますけれども、それとか地元業

者からというふうに思いますけれども、その思いを、いろいろ条件があろうかと思

いますので、それをお聞きしたいと思います。

〇議長（徳田栄邦君） 産業振興課長、宮本君。

○産業振興課長（宮本 彰君） ご質問の住宅リフォーム助成事業でございますが、

目的とか概要については、先般の委員会資料等であらあらの部分ご理解いただける

かなというふうに思ってございます。

今言いましたように、事業費の２０％助成ということで、上限３０万円、ですか

ら事業費としては１５０万円の部分、上限額が交付できると。実際には、リフォー

ムとして３００万円、４５０万円かかっても、その部分を申請していただければ、

上限として３０万円は支援ができるかなというふうに考えてございます。

あと事業のＰＲ部分、また申請等の関係でございますが、まず予算として成立を

した段階で、速やかに町内業者に対して事業の説明をして、周知をしていきたいと

ともに、町民に対しても、事業ができ上がった、構築をしたという部分でのＰＲを

図っていきたいというふうに思っております。

あと申請関係という形になりますので、町内業者を主たる部分の窓口という形の

位置づけを図りたいなというふうに今現在思ってございます。そういった中で、リ

フォームをしたい住民の方が、町内のそのリフォームをされる施工業者、そういっ

た方々と十分に綿密に相談、協議をして、それで見積書を作成していただいて、そ

の見積書とともに、申請にかかわる関係書類もあわせてこちらの方に提出をしてい

ただいて、助成の申請手続を進めてまいりたいというふうに考えてございます。

〇議長（徳田栄邦君） 加藤君。

○４番（加藤三明君） 中身は縷々説明でわかりました。それで、恐らく私なりの思

いですけれども、これであればかなり幅広い申請者がいるのではないかなという期

待はしております。

それで、何年ほど目標としているのかお聞きしたいんですけれども。

〇議長（徳田栄邦君） 産業振興課長、宮本君。

○産業振興課長（宮本 彰君） この助成事業については、２年間という形の時限を

設けて事業を実施してまいりたいというふうに考えてございます。

〇議長（徳田栄邦君） 村瀬君。

○１１番（村瀬 広君） １５７ページの観光費、この中で関連してお聞きしていい

かなと思うんですけれども、昨日の２４年度の補正予算の中でも議論ありましたけ

れども、ご当地グルメができ上がって、３月３１日から販売開始ということで、そ

して、その目的等は資料等に書いてございますけれども、今金に集客をするという

ことで、一人でも多くの方に町に訪れていただくというねらいでやるということな
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、 、 、んですけれども 私はそれにあわせて 道道については今金町市街までとあります

何キロというのが。国道についてはないわけですね。これについては、所管する課

にも去年お願いした経過がありますけれども、ぜひとも、例えば国縫あたりから来

るときに、美利河まで山越えで来るわけですから、きちっと大体今金町の町まで何

キロですというのがあれば、ああ、町まであと何分走れば着くんだなという、来る

人へのサービスになるかと思うんですけれども、ぜひともそういった要望をしてい

ただきたいということで所管に申し上げましたけれども、今までの経過、申し込み

と、それから相手方の答えがどうなっているのかお聞きしたいと思うんですけれど

も。

〇議長（徳田栄邦君） まちづくり推進課長、森君。

○まちづくり推進課長（森 朋彦君） 今の関連の質問につきましては、９月か１２

、 。 、月の常任委員会 産業教育だったと思います 所管の方から情報をいただきまして

国道の件ということでありましたので、管理者であります八雲道路事務所の方へ問

い合わせをした経過があります。

それで、国道の看板、標識につきましては、２３０号線に方向をあらわす青い大

きい看板があると思いますが、その中に、今金ということでキロ数を表示している

ものが４カ所あります。それから、２２９号線につきましては、北檜山区の三叉路

の周辺に１カ所あるという状況の情報をいただいて。

○１１番（村瀬 広君） キロ数は入っていないのでは。

○まちづくり推進課長（森 朋彦君） いや、キロ数が入ったものです。

そのほかに、今金という地名だけのものはまだまだあるんですけれども、今の案

内の関係ですので、キロ数表示があるものが合計５カ所ということでありました。

それで、標識につきましてはきょうの条例の中にもありましたが、国の方の基準

をもって設置をしているということでありまして、行うとすれば、例えば補助標識

なるものの設置の可能性はあるということではありますけれども、いかんせん八雲

道路事務所が所管をしている標識を設置ができる設備といいますか施設、それが今

ある看板のところしかないという状況もありますので、どのような手法がいいかと

いうことについては、改めてまた相談をさせていただきたいなというふうに思って

おります。

町への案内の標識ということですから、看板ということを考えれば、別な手法も

とり得るかなということも考えられますけれども、そのあたりも含めて、道路管理

者の方には引き続きしかるべき会議等々で要望をしてまいりたいなと。少し長くか

かるかもしれませんが、やってみたいなと思っています。

〇議長（徳田栄邦君） 村瀬君。

○１１番（村瀬 広君） 今、長くかかるかもしれませんがという答弁なんですけれ

ども、私が言いたいのは、せっかく今年もこのＰＲ事務をやるわけですね、今金町

地域再生加速事業に含んで。それであれば、やっぱりあわせてそういった今金を訪

れてくれる方々への親切な対応としては、やはり、確かに今金だけではあります、
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途中にも。ただし、道道を見るときちっとあるわけですね。途中、今金っていうの

は何カ所かありますけれども、その中の１枚に今金市街まで何キロってあるんです

よ。これは聞くところによると、町民等の要望によって入れてくれたそうです。私

、 、 。はぜひとも 私はそうやって聞いたんですけれども 間違っていればごめんなさい

ぜひとも国道の関係も、時間をかけるんじゃなくて、今、ちょっと課長も触れまし

たけれども、もし、それらが途中の１枚かに、あるいはちょっと張って今金市街ま

で何キロとういうのが無理であれば、時間がかかるのであれば、独自に、この事業

でせっかくＰＲをやるわけですから、独自に、今ちょっと触れましたけれども、建

てることも検討して、早急にやっぱりやっていただきたいなと思いますけれども、

いかがですか。

〇議長（徳田栄邦君） まちづくり推進課長、森君。

○まちづくり推進課長（森 朋彦君） 少し時間をかけてというふうに申し上げたの

は、相手があることですので、そういう意味合いでよろしくお願いをしたいと思い

ます。

それで、独自にという部分につきましては、今触れていただきました地域再生加

速事業、人流創生プロジェクトの地域資源の発掘再発見事業、この中でも、周遊ル

ート的なもののサイン、これをどうしましょうかということはテーマとして掲げら

れておりますので、そういったところと連動ができるかどうかにつきまして、引き

続き検討をさせていただきたいと思います。

〇議長（徳田栄邦君） 他にございませんか。

山崎君。

○２番（山崎 仁君） １５４ページ、商工総務費なんですけれども、工場誘致委員

会があります。これは工場誘致等に関する条例の目的を達成するための委員会、そ

の工場誘致等に関する条例の目的というのは、町内における工場を誘致をし、それ

を積極的に奨励をしながら雇用の確保と産業云々、どんな議論がされているのか。

、 、 、 、工場誘致をすることが 今金町にとって 産業振興上 雇用も含めてですけれども

効果があるだろうということで議論をしていると思います。私も以前は所属をして

いた経過はあるんですけれども、どのような議論があるのかお知らせをいただきた

い。

〇議長（徳田栄邦君） 産業振興課長、宮本君。

○産業振興課長（宮本 彰君） 工場誘致委員会につきましては、その委員会を開催

した中で、現実的には町内によそから今金に入ってきていただいた工場、企業、そ

ういった部分のその年度の経営状況とか、売上額とか、雇用者数とか、そういった

部分の報告にとどまっているというのが実体かというふうに考えてございます。

ただ、隔年もしくは数年置きの部分で、現況的な企業誘致に係る課題、そういっ

た部分も研修の部分ということで、講師をお呼びして、そういった委員会の皆さん

の方にも情報提供、情報共有という形の部分での活動というか委員会の開催をして

いる経緯はございます。
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〇議長（徳田栄邦君） 山崎君。

○２番（山崎 仁君） 工場誘致委員会は、目的達成のためですからいいんです。工

場誘致に対する努力はどうされているのか、町として。

〇議長（徳田栄邦君） 町長、外崎君。

○町長（外崎秀人君） 質問された議員もこの誘致委員会の委員になられた経過があ

るわけでありますけれども、その中でも常々申し上げておりますが、名称を変えた

り、工場誘致という意味合いからもう少しく広めて、新たな企業おこしという分野

の中にも踏み込んではどうかというようなことのご意見なんかもいただいた経過が

あるわけでありますけれども、やはり基本は基本として、この工場誘致委員会を存

続しながら進めていきましょうという方向づけで、今日まで来ているわけでありま

す。

、 、 、ただ 私としては いろいろなところにも出入りをしているわけでありますから

そういう面では、いろんなふうにネットワーク、あるいはアンテナを張りながら進

めてきているわけでありますけれども、この前も常任委員会の方でも発言した経過

があるわけでありますけれども、やはり今金町にふさわしい工場どういうものがあ

るかなということが、そういうことを考えていかなきゃ、一定程度絞り込みができ

ないだろうと。

加えて、さまざまな要素を含めて、原料があるいは工場そのものの源となるもの

、 、が地元にあることによって 発展的な一つの構図を描けるわけでありますけれども

どこかから持ってきて、その工場そのものをこちらの方で存続していくという形の

ものは、今までも随分あったわけでありますけれども、残念ながらなかなか長い期

間にわたる成果というのがあらわれていないと。昨年の末から含めた、今金町にお

ける会社の倒産もそうであるわけでありますけれども、その辺も町としてはなかな

かそちらに対する支援体制というのは難しい要素があったわけでありますけれど

も、今言ったようなことの視点を含めて、何とかいい情報がないかなということで

は、町長そのものも考えているわけであります。

昨日も一般質問でありました。６次化産業含めてそうでありますけれども、例え

、 、ば今金町が有する農畜産物にしても その原料が確保をきちっとできるかどうかと

安定的な確保ができるかということが、例えば今金町にふさわしい工場誘致となれ

ば、そういうところかなと私なりに思うわけでありますけれども、その辺の当然難

しさもあるわけでありますから、縷々情報を仕入れていくということから、突っ込

。 、んだいわば誘致の姿勢というものも持っていく必要があるだろうと そのときには

、 、この工場誘致委員会を開催しまして その辺の趣旨等を説明させていただきながら

地元の対応、可能な対応がどうなのかということもご審議いただきながらやってい

かなくちゃいけないだろうと。今の段階では、課長が申し上げましたように、年内

の経過ですか、今まで誘致した会社の経営の状況という経過の報告に終わっている

わけであります。

今質問があったような意見については、私も今答弁しているような言葉で常々会
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議が行われているわけでありますけれども、それから一歩踏み込んだ形の中で、な

かなかとっていけないと。

、 、 、加えて 工場誘致のための 改めて立地可能な団地を形成しているという部分は

今のところ持ち得ておりませんので、その辺のいわば準備もないことも多分あるの

でしょうけれども、そこまで果たして踏み込んでいけるかということでは、二の足

を踏んでいるのが事実であるわけであります。

〇議長（徳田栄邦君） 山崎君。

○２番（山崎 仁君） 工場誘致委員会にかかる前の工場誘致をどう考えるかという

ことでは、非常に難しい課題も多いし、困難なものだというふうには理解をいたし

ます。

しかし、条例を持って、目的があるわけであります。これは常々こういう方向に

は努力をして、情報収集をしていっていただきたい。これは私たち町の振興を思う

者にすれば、共通の認識だと思うんですよ。ですから、ぜひこれからも、そういう

誘致に向けた取り組みをしていただきたいというふうに思います。

次なんですけれども、地場材活用促進補助金、先ほどというか、午前中条例でち

ょっとお尋ねをしたんですけれども、これ一点確認です。共同住宅というのはわか

、 、 、りましたけれども 専用住宅で これまで世帯主が２名で住宅を建築する場合には

２件分の補助金が出ていたという説明があったと思うんです。これは間違いないで

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） 間違いございません。

〇議長（徳田栄邦君） 山崎君。

○２番（山崎 仁君） その２世帯、この定義は一体どういうふうになっているか。

いわゆる受け付けをして２世帯だという判断、これは何をもってしているのか。

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） ２世帯の定義という部分では、一つの建物に玄関、

トイレ、キッチン、こういったものが別々にある、独立した形での間取りというん

ですか、住宅の形態という形で判断をしてございます。

〇議長（徳田栄邦君） 暫時休憩いたします。

休憩 午後 ３時４６分

再開 午後 ３時４８分

〇議長（徳田栄邦君） 休憩を閉じ、開議いたします。

４時まで本休憩します。

休憩 午後 ３時４８分

再開 午後 ４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。

産業振興課長、宮本君。

○産業振興課長（宮本 彰君） 大変失礼いたしました。２世帯住宅という部分での

区分けの部分では、課税上の２世帯住宅、この要件を具備しているということで対

応してございます。

〇議長（徳田栄邦君） 山崎君。

○２番（山崎 仁君） それ具体的に、じゃ、これまで何件ありましたか。

〇議長（徳田栄邦君） 産業振興課長、宮本君。

○産業振興課長（宮本 彰君） これまで２件、建物としては２件でございます。

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） 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。１５８ページから１６８ページです。

上村君。

○６番（上村義雄君） 土木費の道路維持費と、それから橋りょう維持費といえば１

５９ページ、１６１ページにあるわけですけれども、道路の部分で維持するのに、

また町道等の橋についても、耐力度調査等も行っているわけですけれども、これは

国の段階でもトンネルの中の崩落事故等あって、耐用年数、道路にしても橋にして

もトンネルにしても、その建設から年数がたっているところの維持管理の部分で耐

力度調査をやったと思いますが、それに対しての修理の部分、要するに長くもたせ

るということの部分では、町として黙視をしているのか。それとも、そういう行為

は維持費の中にはそういうのを含めていないのか。それとも、町の職員がそういう

。 。ところを調査しているのか そこらあたりを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） 公営施設課長、高島君。

○公営施設課長（高島好治君） 道路維持と、それから橋りょう維持の問題だと思い

ます。

橋りょう維持につきましては、議員も十分理解されているかと思いますが、長寿

命化計画というものを持ちながら、これ９４橋、調査をいたしました。それで、今

年度、２４年度ですが、まだ工期内なものですから、これから修繕計画を今つくっ

ている最中です。３月の１日に、北海道では２名しかいない専門職といいますか、

大学の先生らしいんですが、その人の助言をいただいてきたところでございます。

それで、もうじき製本といいますか、工期が完了しますので、この以降に、これ

からの計画、１２月に案としてお出ししたんですが、その辺を大学の先生の方にお

願いしながらお話をして、そして了解をもらったと、答申をもらったところでござ

います。これによって、橋りょうにつきましては、修繕計画がなされるものだと思

っていますし、橋りょうにつきましては、今５０年と言われていますが、その５０

年を何年まで延ばせるのか、７０年まで延ばしたい８０年まで延ばしたいという中
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で維持修繕をしていくんですが、何年まで延ばせるのかというのはこれからだと思

っております。

また、道路維持につきましては、今金町につきましては大きなトンネルもござい

ませんし、それから、あと擁壁等の大きなものもございません。通常の道路維持に

つきましては、作業員がおりますので、作業員を含めて我々もそうですが、パトロ

ールをしながら、どこがおかしいんだろうというのを常に調べながら維持修繕をし

ているところでございます。

以上でございます。

〇議長（徳田栄邦君） 上村君。

○６番（上村義雄君） 今、つくる段階にあるという話でございますから、今後の部

分で、特に光大橋等の橋りょうなんかでも、北海道の場合、特に塩カル等をまく率

、 。 、が多いわけですから 鉄が腐るという一つの条件があります そういったところで

今金町にも橋というのは非常に多くあるわけですから、全部であれすれば９４だか

あるという報告を受けていますけれども、そういう中で、特に傷みの激しいところ

は優先的に修理をして、少しでも長持ちをさせるという方向性をしていくことが、

新設する、新しくつくる部分については、補助事業等もあって予算で大きくできる

わけですけれども、なかなか地道な作業になるかと思います。

表に出る部分にはない、そういう橋にしても道路にしても、長持ちをさせる方向

性というのをきちっと町の中でも、今そういう大学の教授等の意向を聞きながらつ

くろうとしているということですので、今後の部分でも十分それを、国の段階では

１０年でもってそれを大きな予算措置をしながら、これは道路、橋りょうだけでな

くて構築物の部分での耐震化等の部分でもあるかと思うので、そういうところを生

かして、町の財政的にも少しでも長持ちできるような方向性にしていただきたいと

思いますが、どうでしょうか。

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） 橋りょうだけに今特化させていただきたいと思いま

すが、橋りょうにつきましては、議員も理解していただいていると思いますが、２

３年度にその調査、点検をいたしました。そして、この２４年度に、その調査点検

をした資料に基づきながら、今度は営繕計画を今策定中でございます。

この営繕計画、長寿命化計画というのは、やはり改築をする、もちろん改築をし

なきゃならないものは改築しなきゃならない。それよりは、営繕をして長持ちさせ

るというのが前提でございますので、その計画をつくることによって、国の補助が

得られるというのがまず第一点だと思います。

その計画を、じゃ、どの橋から進めていくのかというこれからの営繕計画だと思

っております。これにつきましては、やはり町の９４橋という膨大な橋りょうがご

ざいますので、これを少しでも長持ちさせる努力は、我々もしていかなきゃならな

いだろうと感じております。

以上でございます。



- 65 -

〇議長（徳田栄邦君） 他にございませんか。

山崎君。

○２番（山崎 仁君） 土木費なんですけれども、これ今たまたま９４橋の長寿命化

計画の話が出ました。町内に９４がすべてかというと、これは河川の場合ですけれ

、 、 、 。ども 一つだけ この２３０号線の中では 横断歩道橋という附帯施設があります

これは当然国の管理かなと思うんですけれども、あの位置にあるという理由も多分

私が聞いた話の中では理解します。ところが小学校が新しくなって、出入り口が変

わり、また信号があるということでは、あの横断歩道橋の利用がどうなのかなとい

うことがまずあります。

近くにお住まいの役場職員の方もいらっしゃるようですけれども、どのくらいの

利用があるのか、もしわかればお願いをしたいと思います。

〇議長（徳田栄邦君） 公営施設課長、高島君。

○公営施設課長（高島好治君） 私的なことで大変申しわけありませんけれども、私

も犬の散歩であそこをよく通ります。そしてあの横断歩道橋を通って、そして戻っ

てくるのが常なんですが、その中では、余り利用されていないというのが実情でご

ざいます。

ただ、もともとの、議員もご理解いただいていると思いますが、小学校の当時の

改築に伴って、改築する前はあれを子供たちが利用してございましたし、今は通学

路としての使命は終わったのかなと私も実際感じております。その辺は、開発の方

にお願いしながら、解体をしてくれるのか、それともまだそのまま残しておかなき

ゃならないのかというのは、やはりこれからの検討課題だと思っておりますが、あ

とは町の方が、もし必要ないよという話になったときには、もちろん開発の方には

その旨お願いして解体もしていただけるのかなと思っていますし、また、町の方で

はまだまだ利用価値があるという判断をするのか、この辺は今後だと思っておりま

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） ２回目の質問の答弁を最初に言われちゃったので、ちょっと

つらいんですけれども、使命が終わったというか、必要なときにその対応をしてい

ただき、子供たちはあれを横断をしながら学校に通ったという、ある意味思い出の

ある横断歩道橋じゃないかなという気もします。

時代の変遷によって環境が全く変わっていくということでは、高島課長も犬の散

歩に、もしこれがなくなったら散歩も大変かなという寂しい気もするかもしれませ

んが、しかし、安全性等をいろいろ考えた場合には、これいつまで存続するんだと

いうことは、多分これからの課題になってくると思うんですよ。ですから、今まで

こういう議論の対象にはなってきませんでしたけれども、町内の河川と同時に、道

路の附帯施設である横断歩道橋も、私は十分協議をしていく必要があるかなと思い

ます。この辺はいかがですか。
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〇議長（徳田栄邦君） 町長、外崎君。

○町長（外崎秀人君） 歩道橋の質問をいただきました。実は、このいわば地域高規

格道路全体の計画の中での住吉からこちらにかけた整備について、縷々開発の方と

調整を図っているわけであります。

当面は、全線フル規格の整備ということはなかなかなっていかないだろうと。そ

れよりも、そこまで待てない部分があるので、これはせたなの町長も含めてそうで

ありますけれども、何とか条件の悪いところを早く改修してくださいというお願い

をしているわけであります。

そういうことでは、一定程度箇所づけをして、整備をしていただきたいという話

をしているわけであります。その箇所づけとして、今金からさまざまな部分で提案

しているわけでありますけれども、その一つに、今金小学校のところの今歩道橋の

あるところのカーブが非常にきついと。市街地側から言いますと、曲がっていかな

ければ信号が見えないということは非常に危ないと。逆に国縫側から来ると、あの

カーブがきつ過ぎると。あれをもう少し緩やかにしていただけませんかと。

これは実はずっと私も企画をやって町長になったという経過がありますので、小

学校の改築をするときに、そういうことも含めて、そういう時代から話をしてきた

経過がありますので、小学校を建てるときに、少しく山側の方に移動した経過があ

ります。約７メートルくらい計画よりも道側にあったんですけれも、そういう構想

、 。を持ちながら話をしている経過があったので 山側の方に移動させてもらいました

この一、二年の中でも、函館開発建設部を窓口として、部長を含めていろいろお

話をさせていただいて、今歩いている歩道橋のあり方も、急カーブのところに歩道

橋で非常に危ない要素があるんで、町長としての思いなんですけれども、学校側の

方に、町は用地がどうのこうの言われれば歩道の部分の提供をするぐらいの気持ち

がありますので、ぜひ考えてくださいと。逆に山側の方に、校舎側の方に行くこと

によって、ちょっと高くなります。高くなると擁壁が出てくるわけですから、逆に

安全性が確保できるだろうということから、そういう話をしている。

実は、歩道橋の話題も出ます。歩道橋については、これはこれからの具体的な話

になりますと、教育委員会を通じて、あるいは地域の方を通じて、意見なんかもき

ちっと伺わなきゃいけないわけでありますけれども、町長の今のスタンスとしまし

ては、いろいろ状況を考えて、今様の歩道橋を考えた場合には、あのまま改修する

という形にはなっていかないという状況にありますので、改めてまたつくるとすれ

ば、そこにお金をかけるよりも、今言ったような、本当に線形を改良していただい

て、今の歩道を、子供たちが歩いている校舎側の歩道を高目に上げていただいて、

擁壁という形をとって、国縫側から来るカーブもスムーズに行けるような形をとっ

てもらった方が望ましいという、事前の話し合いをしているわけであります。

まだ具体的な検討には入っていないわけでありますけれども、そういう思いを持

っていることから、今のところ私の思いとしては、まだ結論は出しておりませんけ

れども、あの歩道橋については、撤去をせざるを得ないなという話はさせていただ
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いています。

これから、具体的にまた調整をはからなきゃいけない。今、そういう声が通じた

こともありまして、この冬の作業でありますけれども、学校側の方に安全柵を設け

ていただいたと。事前の策だと思うんですけれども、そういうことから、線形改良

に向けて具体的な検討になった場合については、歩道橋が話題に上がることは確実

でありますし、とりわけ子供たちを含めた安全確保の観点では、教育委員会を通じ

て、あるいは地域の方々の意向をきちっと反映しながら、撤収をするのか改修する

のかについて検討してまいりたいと思っております。

〇議長（徳田栄邦君） 山崎君。

○２番（山崎 仁君） 今の町長の答弁、国道側から見た考え方であります。先ほど

冒頭言ったように、これは小学校の通学路という位置づけを非常に大きな役割を果

たしてきました。学校側としては、あれに対してどういう思いがあるのか。撤去が

した方がいいだろうという考え方がある一方、それはどうなのかというのは、今度

は学校側の方としてどう思うのか。答弁を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） 学校側としては、通学路の中に歩道橋がある

わけで、特に使用をしてはいけませんとか、そこを渡りなさいという指導は行って

おりません。

ただ、実際を見ますと、通学路として使っているケースは夏場に少しあるのかな

という程度でございまして、冬期間は当然危ないということもありますので、子供

たちは現実には使用していないというのが現在の状況でございます。

〇議長（徳田栄邦君） 教育長、中島君。

○教育長（中島光弘君） 今、具体的な議員と町長のやりとりを聞いておりましたけ

れども、教育委員会としては、子供たちの安全が一番でありますので、町長の意向

をもって、例えば教育委員会の場面で協議が必要であったり、それから学校、それ

から保護者含めて必要な場面があるのでしたら、意向調査なんかもしたいと思いま

すけれども、いずれにしても、車も歩行者も、それから子供たちの安全が一番であ

りますので、教育委員会としては町長が言ったようなことが実現するのであれば、

協力をしていきたいというふうに思っております。

〇議長（徳田栄邦君） 山崎君。

○２番（山崎 仁君） 道路維持なんですけれども、いわゆる今の道路維持の体制、

これは皆さんご承知のとおり、夏期間、それから冬期間、特に冬期間においては、

除雪に関しては直営、それから官貸、それから業持ち委託、いろいろな方法、手法

を使って今金町全体に対応しています。

今の割合というんですか、今言った直営、官貸委託、それから業持ち委託、この

割合というのは、以前一回議論したことがあります。当時は、もう１０年も前なん

ですけれども、すべて委託がいいだろうという話がありました。道路維持に関して

は、パトロールだけを役場がやって、ほかの道路維持関係は全部委託に出すと。こ
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の話があったとき、議会といろいろ議論をした経過があります。今の割合に収まっ

たという、多分経過があったと思うんですけれども。

今回定年で退職をされる公営施設課長にあっては、非常に以前からこの道路維持

等に関しては精通をされてきた方であります。当時そういう議論があった中での今

の割合なんですけれども、これから、いわゆる少子高齢化、財政が厳しい中で、高

島課長にあっては、これから先、現場最前線にいた方としては、どうこれからある

べきだという、もしそういう考え、思いがあればご答弁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） 除雪体制のご質問でございます。私も、古い部分に

つきましては余りよくわかっていないということもありますが、昭和の時代から、

この委託路線というのは持っていたと聞いております。その委託路線がどこかとい

いますと、日進であったり、それから美利河、それから光台路線、この辺につきま

しては、業持ちの中の委託をしていたと。それが金額にいたしますと１，０００万

円か８００万円か、それくらいの金額の中で、それから平成の７～８年ぐらいにな

ろうかと思いますが、その当時になって、運転手の退職に伴いながら、じゃ、今後

どうやってそうしたら進めていくのかということを議論された経緯でございます。

その中で、もちろん先ほど議員がおっしゃったとおり、全面委託の部分について

も、議論はされたようでございます。その中で、今金町は全面委託が、じゃ、なじ

むのかということがやっぱり大きな課題であったと聞いております。

また、その課題の中で、今金町の直営が大変でございましたので、その直営の部

分の中で、今金町の除雪車を持ちながら直営でしていたと。その分の中で、職員は

まだいたものですから、その職員を使いながら、一部直営と、それから貸与できる

部分の機械がある場合は、貸与をしながら委託をしていこうというふうに決まった

のが、平成９年からこれは実施してございました。

前にも、村上議員の方からもこの質問を受けたときにも私お話しさせてもらいま

したけれども、直営のメリットというのが相当大きなものがございます。これは何

、 、 、 、 、かと言いますと 自治会路線の中の幅出しであったり それから あと町内 町内

市街の町内ですが、これの排雪、この辺は全部直営が主体的に行ってございます。

直営の職員の指示のもとに主体的に行っています。

これを考えると、やはり直営はこれからもずっと持っていった方が、町民のサー

ビスにはすごくつながっていくのかなという、私自身はそれを思ってございます。

私もこれで退職していきますけれども、この辺のことにつきましては、やはり次の

方に引き継ぎはしていきたいなと思っております。

以上でございます。

〇議長（徳田栄邦君） 他にございませんか。

日置君。

（ ） 、○８番 日置紳一君 １６６ページの中央緑地改修工事についてなんですけれども

暗渠工事をやって、悪天候のときでもイベントができるようにということなんです
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けれども、この緑地の面積というのは、やっぱり維持していかなきゃならないもの

なのでしょうか。

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） イベントもそうでしょうけれども、イベントよりは

やはり公園機能というのが一番大きなところだと思っています。もともと都市公園

になってございますので、都市公園の指定をされてございますので、公園の維持の

ためにどうするのかというのが、私たちの考えなければならないところだと思って

います。

あれをつくってからもう２０数年たってございますので、芝生の下に暗渠とかい

ろいろなものをつくっています。その暗渠の水はけであったり、いろんなものがあ

ることによって利用が少なくなるということもありますので、もう一度その辺を考

えながら、公園機能といいますか、それを上げていきたい。そして、子供たちがあ

の辺で野球やったりサッカーやったりいろんなことをしていますので、その辺が、

利用価値をもう少し上げていきたいというのが思いでございます。

以上でございます。

〇議長（徳田栄邦君） 日置君。

○８番（日置紳一君） 緑地の面積に関係ないのであれば、これ人工芝とかで対応で

きないものかなと考えていたものですから今質問したんですけれども。だめなので

しょうか。

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 修繕といいますか 改修の方法論だと思います 私

個人的に考えると、やはり芝というのが一番いいものだと思っております。なぜ芝

がいいかというと、子供たちが遊んでもけがしないとかっていろんなことがありま

す。その中で、芝が一番やはり和むといいますか、そういうものがあると思います

ので、それが一番いいだろうと思います。

ただ、これから、とりあえずは今芝で考えていますけれども、２５年度の中でど

ういう、設計調査もしなきゃならない、暗渠がどれぐらいどうなっているのかとい

うのがありますので、その辺も調査をしなきゃならない部分がありますので、これ

は工法の中で、２５年度に検討されていくものだと思っています。

以上でございます。

〇議長（徳田栄邦君） 日置君。

○８番（日置紳一君） これ多分暗渠をやっても、大雨の後、次の日にイベントやる

なんていうことはまず無理だと思いますよ。あそこ汚くて、お祭りなんかでもほと

んど行きたくないんですけれども、これやることで改修されればいいんですけれど

も２，２００万ほどかけてやるわけですから、コンクリートを打って上に人工芝敷

く、そんなにけがするようなこともないんではないですか。野球の選手もやってい

るわけですし。そう思うんですけれども。

〇議長（徳田栄邦君） 公営施設課長、高島君。
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○公営施設課長（高島好治君） 公営施設課担当といたしましてお話させていただき

たいと思いますので。

まず公園というものは、イベントばかりの公園ではないと思っています。もちろ

ん町民自らが皆して遊ぶ場所だと思っていますし、憩いの場でもあるだろうと思っ

ています。イベントだけを考えれば、今の話になってくるのかなと思いますけれど

も、そのほかに、やっぱり公園という機能を理解していただければ、そういう形に

もならないのかなと思います。

年に何回かのもちろんイベントも、やらなきゃならないと思います。その中で、

雨降りがあるのか、何があるのかっていう問題もあります。ですから、昨年度はた

またま雨に当たったのがありますね。だから、その辺を考えたときにはどうなのか

というのがありますので、それは２５年度の中で考えていただければいいのかなと

思っています。

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） 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。１６９ページから１７０ページです。

村上君。

○１番（村上忠弘君） 婦人防火クラブという団体があるんですけれども、その活動

費っていうのはどこに入っているのか。

〇議長（徳田栄邦君） まちづくり推進課長、森君。

○まちづくり推進課長（森 朋彦君） 婦人防火クラブの活動に関しての補助金であ

りますが、檜山広域行政組合の負担金を町の方から支出をしておりますけれども、

そちらの中の、すみません、予算参考資料の７６ページをお願いをしたいと思いま

す。７６ページの１９節の負担金補助及び交付金の中に、上から４段目に婦人防火

クラブ助成金ということで１２万円ということになっておりますが、これは先ほど

申しましたが、檜山広域行政組合への負担金の支出しているうち、消防諸費の中で

措置されているいうことになっております。

〇議長（徳田栄邦君） ほかにございませんか。

山崎君。

○２番（山崎 仁君） １６９ページ、防災会議があります。この開催の計画、予定

をお知らせをいただきたい。

〇議長（徳田栄邦君） まちづくり推進課長、森君。

○まちづくり推進課長（森 朋彦君） ３月の末に予定をしております。２８日だっ

たというふうに思っておりますが。

（ 新年度予算なので来年の３月か」の声あり）「

○まちづくり推進課長（森 朋彦君） 失礼いたしました。例年でございますが、３

月の中過ぎ、末ということで開催をさせていただいている経過でございます。



- 71 -

〇議長（徳田栄邦君） 山崎君。

○２番（山崎 仁君） 年度の最後にでも最初でも、防災会議ですから、今金町にと

って防災をどう考えるか。防災計画も私たちいただいていますけれども、やはり都

度見直しが必要な部分は、どんどん取り入れてやっていただきたい。

新しい災害というのが、今まで想定をしなかったような災害がどんどん出てきて

いる。町内においても鉄砲水のようなものが、今までなかったような水位の上昇が

あるだとかって、特に今金町は水防に非常に対応しなければならないということで

は、ほかの海のある町のような災害はないですけれども、備えはやはりしっかりし

ておかなければならない。その最新の情報をもって協議をされていると思っている

んですけれども、防災計画の今後の見直しの予定とかはあるんですか。

〇議長（徳田栄邦君） まちづくり推進課長、森君。

○まちづくり推進課長（森 朋彦君） 市町村の防災計画につきましては、国の防災

にかかわる指針、それから都道府県の防災計画、そういったものと連動するような

形で計画がされております。それで、逐次そういった関連の改正がございますと、

当然市町村の計画の方も同様の改正をということでしておりますが、その改正の際

には、今金町で行っております防災会議の席で内容の確認をいただいて、その上で

、 、 。知事の方へ協議 報告をしながら改正をするということで 手続を踏んでおります

したがいまして、今年度、２４年度にこれから予定をしております会議におきま

しても、この１年間、縷々改正の内容の通知が来ますので、そういったものを集約

した中で改正に向けていくという手順を踏んでおりますので、ご理解をお願いいた

します。

〇議長（徳田栄邦君） 他にございませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（徳田栄邦君） 消防費の質疑を終わります。

◎延会の宣告

〇議長（徳田栄邦君） 本日の会議は、これをもって延会といたしたいと思います。

どうもご苦労さまでございました。

閉会 午後 ４時３３分


