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            平成２５年 今金町産業教育常任委員会 
 
平成２５年２月２８日（木） 
 
○議事日程 
  １ 委員長あいさつ 
  ２ 町長あいさつ 
  ３ 定例会提案案件の説明 
  ４ 各課説明事項について 

１）産業振興課 
２）農業委員会 
３）公営施設課 
４）教育委員会 

  ５ 平成２５年 所管事務調査について 
  ６ その他 
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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 
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教育委員会事務局長兼給食センター所長 
兼総合体育館長            小 林 洋 伸 君 
教育委員会事務局次長         寺 崎 康 史 君 
教育委員会事務局主幹         遠 藤 盛 人 君 
給食センター次長           小 林  実  君 
子ども発達支援センター長       舘 野 道 子 君 
 
 

○出席事務局職員 
    議会事務局長             勝 山 英 敏 君 
    議会事務局係長            中 川 真 希 君 
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開議 午後 １時００分 
◎委員長あいさつ 

○委員長（村本照光君） 皆さんこんにちは。見た通りですね、昨年以上の積雪があり

ますけれども２月も今日で終わりということで。農家に取りましては明日から３月で

すからあと半月もすれば仕事に取り掛かるというような状況の中で、急な話しになっ

てきた中での委員会ということでございますけれども。 
  今日も国会のほうでは参議院の予算委員会がありまして、盛んにＴＰＰの問題が質

疑応答されているわけです。その中で福田総理もですね、できるだけ早い状態に決断

をしたいと言っております。私共にすると決断したいということは。 
  すみません。安倍総理です、申し訳ございません。安倍総理が決断したいというこ

とは私達に取りまして、ＴＰＰに参加するということを意味しているというふうに受

け取るわけでございますけれども、もしこれが本当にＴＰＰに参加するということに

なった場合に、日本の国はどうなるのかということ、ましてや北海道、そして私達の

今金町がどうなるのかという、大変不安に思っているのは私ばかりではないかなと思

います。 
そんな中での、今日は３月の定例会に向けての産業教育常任委員会です。ひとつ最

後まで皆さんの真剣なるご審議をいただきたいなと思います。よろしくお願いいたし

ます。 
 

◎町長あいさつ 
○委員長（村本照光君） 町長が出席しておりますので、開議に先立ちご挨拶をお願い

いたします。 
  町長、外崎君。 
○町長（外崎秀人君） こんにちは。私のほうから一言挨拶をさせていただきたいと思

います。 
  今委員長のほうから気候の話もありました。先般ですが、いろんな情報を基にして

あちこちで話をしているわけであります。去年を越したという話をさせていただいて、

具体的な数字をちょっと持ち寄りました。現在の積雪が１１９ｃｍ。平年からすると

４９％多い。しかし去年の今頃は１３８ｃｍという数字を出していました。ただ平地

はそれなりなのですが、私は建物の或いはハウス含めた、町の中もそうですけれども

周辺は非常に吹き溜まり含めて相当多いだろうなという思いを持っています。その意

味合いはなにかと言いましたら、今は積まさっている雪の量なんですが、この間どれ

だけ雪が降ったかということで累積の降雪量があります。この数字は今のところ１１

月１日から今日まで６ｍ５８ｃｍ。溶けないで積んだとすれば、６ｍ５８ｃｍという

数字。これは去年よりも３２％多い。平年であれば４ｍ９９ｃｍですから多い。です

から溶けてないということも一つの一因にもあるわけでありますが、そういう観測デ

ータもあるということで、これから言うと先ほど言ったように去年の今頃１３８ｃｍ

ありましたので、去年より多いと言えるかどうかということは非常に微妙な部分があ

るわけであります。でも累積の降雪量は降っているということは確実にデータから言

えることではないかなと思っておりますので、参考にしていただければと思います。 
今また委員長のほうからお話がありました。言葉的には非常に難しいと思いますが、

一方的にすべての関税を撤廃することをあらかじめ約束することを求められるもので

はない。いわば聖域が有り得るということなので、参加に向けて事務を進めている。

最後は総理に委ねてくださいという姿勢が、今委員長が言う通り示されてきているわ

けであります。今日の午前中も土地開発公社の清算人会議で話題になったわけですけ
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れども、町長の立場ということから考えますと、この間さまざまな組織団体でもって

ＴＰＰの集会が行なわれているわけでありますけれども、町村直にはなかなか声が掛

かってないのが実態なんです。実は昨日、市町村長のいわば１２８の町村と２０の市

が入っている、北海道市町村農業農村振興対策協議会というのがあります。そこの私

は副会長をやっておりまして、昨日その役員会総会をやり、また副会長の再選を受け

たわけでありますけれども、その中でもそういう話題がありました。どうして市町村

長に連絡がないんだ、参加要請がないんだという話で盛り上がりまして、このことに

ついてはきちんと声を上げていきましょうと。加えて特に私のほうからも市町村やさ

まざまな各期成会なんかあるわけであります。そちらの期成会の要請に際しては必ず

ＴＰＰを取り上げて地域の声を反映する行動を取っていきましょうということで、提

案し確認をされてきているわけであります。中身が内容がまったく不明確な状況の中

でどんどん進められるという懸念もあります。先ほども言った聖域という部分がなん

なのか、それはどういう分野に及び、どういう内容でどのくらいの数字になるのかま

ったく判らない中で事務を進める、或いは参加に向けてということにはなかなかなっ

ていかないだろうというのが私だけでなくて、皆さんと同じ想いだと思うわけであり

ます。そういうことを含めて関係団体だけでなくて、自治体、そして自治体の中にあ

る議会としてもきちんと私共先頭を切って取り組んでいかなければならない課題だと

思っているわけであります。 
もう一方、政権が代わる代わるになる中、国が様々な形の中で政策施策を打ってく

るわけであります。都合良く一方的に、そして地方自治体に強権的にさまざま押し付

ける姿勢、なくはありません。常にそういうものもなんらかの形で出てくるわけであ

りますから、きちんとそれに向かうような立場を取らなければならないと思っている

わけであります。現在は、またそういう議論をしこれからこの後に向けての対応をし

ていかないといけないわけでありますけれども、その大幅な予算措置をする裏財源の

確保のために、公務員の給与を削減していくなんていう手法も今あるわけであります。

都道府県市町村含めて、地方６団体は大変な想いをもって強硬に話をしています。人

事無視のそういう在り方はどうなのかと。加えて自動車税等々含めて税の廃止、それ

は大きな自治体の財源になるわけであります。その自治体の財源を減らしての交付税

で処置すると言ってもそれは税金なわけでありますから、そういうきちんとした整理

をしない状況が今続いているということから、少しく私共としても状況を見定めなが

らさまざまな対応をしてまいりたいと思ってました。 
あと怖いのは、なにかをすれば直ぐに地方交付税という言葉が出てきます。その中

での調整という言葉があるわけでありまして、なんでもかんでも受け入れるという状

態ではないわけです。公務員の給与を落とした分だけは事業をやれと。事業やった分

については交付税で処置するよと。と言いながらもその交付税ではなくて起債を使っ

てくださいという、起債はあくまでも借金なわけでありますから、国に変わって地方

がどんどん仕事やってください、起債はつけますよという、非常に心配な、乱暴な状

況も当然あるわけでありますから、きちんとその辺を見定めながら今金町の実態に合

ったような対応をしてまいりたいと考えているわけであります。 
このさまざまな新年度に向けた事業事務があるわけでありますけれども、両委員会

に跨るものについては合同委員会等でお願い申し上げたいなということで今準備をし

ているわけであります。とりわけ、この所管に関わる工事関係さまざまな提案を今申

し上げております。旧幼稚園の跡地の駐車場の整備、或いは総合体育館前の駐車場の

整備。以前から声が上がっています、中央緑地の改修或いは老人福祉センターの改修、
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種川地区の教職員住宅の建設、総合体育館の改修の調査設計或いは国営の事業の事務

所として活用したいということで準備を進めております旧保育所の改修などなど、さ

まざまな分野でもって今計画をしているわけであります。加えて、今日は道新でせた

な町の事業概要が出てまいりましたが、住宅リフォームの助成、今金町としても検討

していきたいということで後ほど説明があるかと思いますが、事業費の２０％上限の

３０万、そして地場材利活用ということを含めた視点も当然持つわけであります。加

えて現在進めております地場材の活動推進事業につきましても、以前にこういうのが

あった、集合住宅、アパート等を含めた補助対象に加えて進めていきたいという制度

設計もしておりますのでいろいろとご審議賜ればと思っております。 
酪農畜産につきましても、少しく重点化した支援政策として早期受胎促進に向けた

繁殖管理と生産性向上を目指す対策を講じることで提案をしているところであります。 
なお先般、木質チップ生産連絡協議会というのを、行政はせたな、今金町、桧山振

興局、函館開発建設部、森林室北桧山事務所、農業団体の農協土地改良区、林業団体

の両町の森林組合、それから日本製紙北海道支社、ニチモク、山一木材で組織を構成

しスタートしたわけであります。私が会長になって、チップ生産の安定供給の体制と

今後における森林林業活性化に向けたさまざまな取り組みをスタート切りたいという

ことでこの事業を立ち上げたところであります。内容的にはこれから具体的に出てく

ると思いますが、その都度また議会のほうに報告をさせていただきたいと思います。 
なお、国営農地再編整備事業でありますが、期成会において工事の施工箇所の優先

順位が決められました。このことをもって農林振興会議や或いは要請団体、そして町

民周知をこの間してきているわけであります。この辺の事務についてもきちんと対応

してまいりたいと思っております。なお、体質強化基盤整備関係の事業でありますけ

れども、雪のため一部施行できなかった部分もあります。これにつきましては事故繰

越を認めていただきたいということで事務を今進めているわけであります。北海道的

には何箇所にしかないわけでありますけれども、なんとか事故繰越を認めていだいて、

遺憾なく事務を進めてまいりたいと思っております。また新年度に向けた同じ事業の

内容については後ほど担当のほうから説明をさせていただきたいと思います。ご審議

賜りますようよろしくお願い申し上げます。 
 

◎開会の宣言 
○委員長（村本照光君） 向井委員より遅刻の届け出があります。ただいまの出席委員

は５名で定足数に達しておりますので、産業教育常任委員会を開会します。 
 

◎定例会提案案件の説明 
○委員長（村本照光君） ３月の定例会に提案予定の案件について、副町長より説明が

あります。 
副町長、清水君。 

○副町長（清水寛君） こんにちは。 
  まず前段でお詫びを申し上げます。実は議案の第２２号の介護老人保健施設の補正

予算の第３号でありますけれども、表題に用いております係数に誤りがあることが発

見されました。本日、そして明日行なわれます常任委員会、この２日間に渡りまして

議案の差し替えをお願いをいたしております。今後十分指導し注意をして参りますの

で、どうぞご了承賜りたいと思います。申し訳ございませんでした。 
  それでは、３月定例会に提案を予定しております事案につきましてでありますが、

全部で３６件ございます。内訳につきましては、同意案件が２件、諮問案が１件、新
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たに条例を制定しようとするものが１０件、条例の一部を改正しようとするものが４

件、条例を廃止しようとするものが２件、過疎地域自立促進市町村計画の変更が１件、

権利の放棄についてが１件、平成２４年度の一般会計を始め各特別会計、これは後期

高齢者医療の特別会計は除きますが、これらの補正予算が７件、平成２５年度の一般

会計を始め各特別会計全会計の予算が８件、以上で３６件ということであります。そ

れでは、平成２４年度の補正予算、それから平成２５年度の予算につきましては、本

日は省かせていただきます。同意第１号から議案第１８号まで、順次提案理由を簡略

にご説明をいたします。 
  同意第１号は、今金町監査委員の選任についてであります。平成２５年３月１３日

をもって任期満了となります監査委員の後任の選任について、地方自治法の規定に基

づき議会の同意をお願いするものであります。 
  同意第２号は、固定資産評価審査委員会の委員の選任であります。これも平成２５

年３月３１日をもって任期を満了となります同委員の後任の選任について、自治法の

地方税法の規定に基づき同意をお願いするものであります。 
  諮問第１号は、人権擁護委員候補者の推薦であります。平成２５年６月３０日をも

って任期満了となります同委員の後任の候補者の推薦について、人権擁護委員法の規

定に基づき議会の意見を求めるものであります。 
  議案第１号からは新規条例が続きます。第１号は、今金町の新型インフルエンザ等

の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

施行に伴いまして、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所要の

規定を整理するため本条例を制定しようとするものであります。 
  議案第２号から第１０号までの９件の議案につきましては、新規条例の制定であり

ます。これは地域主権改革一括法の施行により、介護保険法や道路法と、それぞれの

法の一部が改正され、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に各自治体の条例で定めるものとして改正

されたことに伴う処置であります。 
  議案第２号は、今金町指定地域密着型サービス事業の人員、設備及び運営に関する

基準を定める条例であります。 
  議案第３号は、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であります。 
  議案第４号は、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

る条例であります。以上、２号から４号までの３件につきましては、介護保険法の一

部改正に伴うものであります。 
  議案第５号は、今金町町道の構造の技術的基準を定める条例であります。 
  議案第６号は、今金町町道に設ける道路標識の寸法を定める条例であります。５号、

６号の２件につきましては、道路法の一部改正に伴うものであります。 
  議案第７号は、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

る条例であります。本議案につきましては、高齢者、障がい者等の移動等の円滑化の

促進に関する法律の一部改正に伴うものであります。 
  議案第８号は、今金町営住宅等の整備基準を定める条例制定についてであります。

本議案につきましては、公営住宅法の一部改正に伴うものであります。 
  議案第９号は、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

条例制定についてであります。本議案につきましては、河川法の一部改正に伴うもの

であります。 
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  議案第１０号は、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であります。本議案につきましては、水道法の一部

改正に伴うものであります。 
  議案第１１号、議案第１２号の２件の議案につきましては、条例の一部改正であり

ます。これも地域主権改革一括法の施行によりまして、都市公園法等それぞれの法の

一部が改正されることに伴い、既に制定されております条例の一部を改正しようとす

るものであります。 
  議案第１１号は、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でありま

す。都市公園法の一部改正に伴うものであります。 
  議案第１２号は、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であり

ます。下水道法の一部改正に伴うものであります。 
  議案第１３号は、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であります。本議案につきましては、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するため一部改正をお願いするもので

あります。 
  議案第１４号は、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

いてであります。地場材を有効活用し、企業育成、地域産業の振興の更なる推進を図

ることを目的に、対象住宅の拡充及び補助金上限額にかかる規定を整理するため、本

条例の一部を改正しようとするものであります。 
  議案第１５号は、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であります。地デジ放送への移行に伴って整備をして参りまし

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整い、関係法令に基づく

届出申請等も要しております。組合所有の施設として維持運営していることから、町

が持っております本条例を廃止しようとするものであります。 
  議案第１６号は、今金町土地開発基金条例を廃止する条例制定についてであります。 
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目的に設置し運用し

てきましたが、しかし公共施設等の整備はほぼ完了しており、今後は用地に係る先行

取得が見込まれ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。 
  議案第１７号は、今金町過疎地域自立促進市町村計画の変更についてであります。

防雪柵新設事業及び教員住宅建設事業を新規に登載して本計画を変更するため、過疎

地域自立促進特別措置法の規定により議会の議決を求めるものであります。 
  議案第１８号は、権利の放棄についてであります。診療報酬の不正請求による返還

金において、債務者による債務の履行が見込まれない状況であることから、地方自治

法第９６条第１項第１０号の規定により、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。 
  以上であります。どうぞよろしくお願いいたします。 
○委員長（村本照光君） ただ今の説明に対し、なにか質疑があればお受けいたします。

（「なし」の声あり） 
○委員長（村本照光君） なければ、次に進みたいと思います。 
 

◎各課説明事項 
○委員長（村本照光君） これより各課説明事項についてを議題といたします。 
 始めに、産業振興課より説明をお願いいたします。 
  産業振興課長、宮本君。 



 - 7 - 

○産業振興課長（宮本 彰君） （産業振興課長朗読説明、記載省略） 
○委員長（村本照光君） 産業振興課長補佐、川平君。 
○産業振興課長補佐（川平秀明君） （産業振興課長補佐朗読説明、記載省略） 
○委員長（村本照光君）産業振興課長補佐、津山君。 
○産業振興課長補佐（津山泰彦君） （産業振興課長補佐朗読説明、記載省略） 
○委員長（村本照光君） 産業振興課長、宮本君。 
○産業振興課長（宮本 彰君） （産業振興課長朗読説明、記載省略） 
○委員長（村本照光君） 説明が終わりました。 
  もう少し我慢していただいて、質疑を終わらせてから休憩をしたいと思いますので

よろしくお願いいたします。 
  それではただ今の説明に対して質疑があれば、お受けいたします。 
  村上委員。 
○１番（村上忠弘君） ２５年度何点か新規な事業が出てきました。国、農業に対する

部分、それからリフォームの部分、ハンターの育成という部分でありますけれども、

この事業ということは、要するに昨年度まで共済の掛け金補助の部分に代わるメニュ

ーというふうに捉えてよろしいんのでしょうか。 
○委員長（村本照光君） 産業振興課長、宮本君。 
○産業振興課長（宮本 彰君） 委員が仰る部分での、農作物、農済掛金の助成のそれ

に代わるという部分ということでは、原課のほうでは理解はしてございません。あく

までも、農業関係につきましては先ほど補佐からも説明がありました通り、今金町の

第７次農業振興計画、それと町の農業政策事業、これらの事業をリンクさせたいとい

う趣旨のもと、この１年間特に手をかけたいということでグリーン農業を設けたとい

う部分がございます。また牛群繁殖の畜産関係につきましては、従前の事業を包括的

な形で見直しをした中で、新たな部分に特化した中で事業制度を設けたということで、

ご理解を願いたいと思います。また住宅リーフォーム、これにつきましては非常に今

地場材の活用、新築をされる方が非常に今少のうございます。そういった中で非常に

リフォームに手をかけたいという声も、商工会サイドそういった部分いろいろと聞い

てございます。特にここ１０年～１５年部分、そういう住宅件数の伸びと共に今停滞

という状況も踏まえながら制度構築を図っていきたというふうに思った部分でござい

ますので、その点でご理解ください。 
○委員長（村本照光君） 村上君。 
○１番（村上忠弘君） 共済の安定化対策事業に代わるものではないということですか

ら、要するにこの、第６次の部分の２５年度、１年度限りの事業ということですよね、

グリーンはね。でそのリフォームの部分については２７年度までということ。 
（なにごとか言う声あり） 

○１番（村上忠弘君） ２年間ですね、はい。ではその今までの安定化対策の部分に代

わるものとしたら、ここでどれを捉えたらいいのか、教えてください。 
○委員長（村本照光君） 産業振興課長、宮本君。 
○産業振興課長（宮本 彰君） 農業共済安定化対策という部分ということで、非常に

当初の農業共済掛金制度が出来上がった構築をした時代背景と、現在の農業情勢、支

援制度という部分も大きく変わってきているのかなというふうに考えてございます。

特に米、今現在畑作も含めての戸別所得安定対策、これらが農業経営の大きなベース

にもなりつつございます。特に１０億円という大きな金額での支援の中で、皆さんの

ご努力の中で農業経営をされているかと思ってございます。特に農業共済、非常に危
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険回避という保険的な要素が強うございますが、そういった部分足腰の強い農業を目

指す中でそれらも必要かというふうに考えてございますが、前回の議会等でもご説明

申し上げましたように、この辺で一度区切りをつけた中で新たな農業政策の展開を図

っていきたいというのが、こちらの考えということでご理解をいただきたいというふ

うに思っております。 
○委員長（村本照光君） よろしいですか。 
  他ございませんか。 
  村上君。 
○１番（村上忠弘君） 国営事業が２６年度から本格的な工事が始まるという形の中で、

要するに基本は夏季施工を、というようなことを期成会の中では考えているというよ

うに今話しがありました。その夏季施工の部分についてはいいのですけれども、そう

いった部分の作物の補償だとかそういった部分のことについて、もしお考えがあれば

お願いいたします。 
○委員長（村本照光君） 産業振興課長、宮本君。 
○産業振興課長（宮本 彰君） その点について、津山補佐のほうからご説明させてい

ただきます。 
○委員長（村本照光君） 産業振興課長補佐、津山君。 
○産業振興課長補佐（津山泰彦君） 先ほど夏季施工を基本としながらというような説

明をさせていただきました。先日２月１５日、それと２１日に、地区の再編協議会の

役員会の中で説明をさせていただいたのは、これちょっと農協のほうから案として説

明はさせていただいたのですけれども、夏季施工の場合に作物としては青刈りえん麦、

蕎麦、麦等を今のところは考えているというような形で今考えています。例えば工事

後であれば緑肥だとか、それと工事前であれば青刈りえん麦等々を播種しながらやっ

ていければというような形で。それで補助と言うんですか、単当たり３万５千円の補

助を使いながらということで、当然今米を作りながらの営農に対しての１００％まで

は当然行かないでしょうけれども、それに近いぐらいの、値合するだけの収入は確保

できるのではないだろうかという、今農協のほうでの試算でございますけれども、そ

ういった中での地区のほうには説明はさせていただいているところでございます。 
○委員長（村本照光君） よろしいですか。 

村上君。 
○１番（村上忠弘君） そのなんと言ったか産地資金ですか。産地資金を当てるという

ことですよね。それで今その産地資金というのはずっと工事終わるまであるという保

証はなにもないですよね。それで早いもの勝ちということにはならないような、工事

が完了するまでの部分で、やっぱりこういった作物補助の金額というのはある程度一

定した金額でないと、やっぱり公平性が取れないと思うのであって、そういった部分

もしこの産地資金だとかそういうものが無くなった時の対応だとかについては、そこ

ら辺はどうなのでしょうか。 
○委員長（村本照光君） 町長、外崎君。 
○町長（外崎秀人君） 基本的には、例えば単純に町がその減収になる部分について補

填する、補償するということはまったく考えておりません。基本はあくまでの自分の

その農地が非常に高まるわけでありますから、それについての自助努力も当然してい

かないといけない。そういうさまざまな兼ね合いを含めて、先ほど説明しました施工

優先順位、ここにそこが大きく意味合いが含まれているわけであります。なにかと言

いましたら、このＡ地区の紫色だけスタートしてしまうと、すべて自分の農地、まっ
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たく工事にかかるわけですから収入がゼロになるわけであります。そういういろいろ

と大きな障害があるので、せめてこの一つの自分の農地を３年くらいに分けてやるこ

とによって、まったく収入がゼロにならない道筋も考えていこうじゃないかというこ

とが、この中のアイディアにもあるわけです。一つだけの農地が１０町あるのであれ

ば、３町ずつ３年に分けてちょっと地区分けしてくれませんかと。せめてそういう手

法を取りながら、なんとか自分で努力をしていきたいという形を考えるとすれば、一

つの地区をまとめて、多分自分の農地の塊があるわけですから、対応策も当然あるわ

けですからそれを無視しても、この地域の中で一気に１年間で２年間でやってしまう

ということにはならない。そういう施工の優先順位は決めているものの、工種だとか

さまざまな部分の中ではこのＡのエリアの中でなんとか上手に区域分けをしながら施

工していって、減収にならないような対策を取っていきませんでしょうかということ

が最優先にあるわけです。もう一点は、当然減収するという部分の中ではさまざまな

経営体制もありますので、これは既に期成会がスタートした頃からの４団体長の中で

の議論があったところでありまして、それについては低利な融資の対策については農

協そのもので検討していく、考えていくということから、農協の理事会のほうでもお

諮りをされているということでも承知しておりますので、そういうさまざまな対応を

取りながらなんとか営農経営に支障のないような形の中での取り組みをしていくとい

うことで、この間期成会等を含めて４団体長の中ではそういう検討をしている部分で

ありますので、是非ご承知おきいただければなと思います。なお残念ながら、今ある

制度と現行制度をどう使っていくかということでは、産地資金の部分があるわけであ

りますけれども、見通しがなかなか状況的には読めない、でもあるものについてはき

ちんと使っていくという形を取らなければいけないだろうと。これからはさまざまな

問題があります。最初にやったところの工事と、最後になった同じ地域の中で最後に

なったところの工事の区域というのはいろんなものが出てくると。加えて金利の問題

が発生します。最初にやったところは金利が５％、とんでもない金利。昨日もあると

ころで私話しをしてきましたけれども、これは国に向けて動いていかないといけない

と思っていますけれども、金利の軽減をなんとか国の制度にして変えていかなければ

いけない。最初と最後、最初の方は金利がずっとかかっていて、最後の方は１年間金

利がかからないで終わってしまう。その辺のバランスをどうするかというさまざまな

課題があるわけでありますけれども、それらに向けての詳細な制度設計というのは、

これからきちんと調整を図っていかなければならないと思っています。 
○委員長（村本照光君） よろしいでしょうか。 
  他ございませんか。 

（「なし」の声あり） 
○委員長（村本照光君） ないようですので、以上で産業振興課の質疑を終わります。 
  ここで時計で４５分までの１０分間の休憩をしたいと思います。 
  よろしくお願いいたします。 
・ 

休憩 午後２時３６分 
再開 午後２時４６分 

 
○委員長（村本照光君） 休憩を閉じ、会議いたします。 

次に、農業委員会より説明をお願いいたします。 
  農業委員会事務局長、尾崎君。 
○農業委員会事務局長（尾崎克之君） （農業委員会朗読説明、記載省略） 
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○委員長（村本照光君） ただ今の説明に対して、質疑があればお受けいたします。な

にかございませんか。 
 村瀬君。 

○１１番（村瀬 広君） ８ページの今金町の賃借料情報とあるのですけれども、畑の

最高額、最低額、ちょっと間違いがあるので。 
○委員長（村本照光君） 農業委員会事務局長、尾崎君。 
○農業委員会事務局長（尾崎克之君） 大変申し訳ございませんでした。最低額の数字

が誤りでございます。一桁多く印字してしまいました。最低額は１，６００円という

ことでございます。大変申し訳ございませんでした。 
○委員長（村本照光君） 他にございませんか。 
  村瀬君。 
○１１番（村瀬 広君） もう一点だけお願いします。先ほど２５年度の予算の中で、

特別旅費の新規就農者研修で１３名と、かなり今までにない数字かなと思いますが、

その内容をちょっと教えていただきたいと思います。 
○委員長（村本照光君） 農業委員会事務局長、尾崎君。 
○農業委員会事務局長（尾崎克之君） お答えいたします。これは届け出をしていただ

いた新規就農者の３年間。３年後に申請という形でそこで決定されるわけですが、そ

の間、１年で１３名というわけではなくて、今まで３年間いる間に研修に行く資格が

あったにもかかわらず行けなかった、行かなかったという新規就農者も含めますので、

３年分の行かなかった人の合計ということでございます。 
○１１番（村瀬 広君） はい。わかりました。 
○委員長（村本照光君） 他ございませんか。 

（「なし」の声あり） 
○委員長（村本照光君） なければ以上で、農業委員会の質疑を終わります。 
  次に、公営施設課より説明をお願いいたします。 
  副町長、清水君。 
○副町長（清水 寛君） 公営施設課の説明の前段でお願いがございます。実は、説明

事項の１号～８号でありますけれども、提案理由の中でも申し上げましたが、地域主

権改革一括法の関係に基づく新条例及び条例の一部改正についての説明であります。 
実は総務厚生常任委員会の所管においても、同趣旨の新条例等が提案をされる予定

でございますので、後ほどお願いしようとしていますが合同委員会の部分にお願いを

してまいりたいと思っております。 
以上のことから、この８件の部分につきましては本常任委員会の中においての説明

を省略させていただきまして、合同委員会の中で一括でご説明をさせていただきたい

と、勝手でありますが思っておりますので、ご配慮賜りますようどうぞよろしくお願

い申し上げます。 
○委員長（村本照光君） はい。わかりました。 
  公営施設課長、高島君。 
○公営施設課長（高島好治君） （公営施設課長朗読説明、記載省略） 
○委員長（村本照光君） 公営施設課長補佐、安達君。 
○公営施設課長補佐（安達雄一君） （公営施設課長補佐朗読説明、記載省略） 
○委員長（村本照光君） 説明が終わりました。ただ今の説明に対して、質疑があれば

お受けいたします。 
  村瀬君。 
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○１１番（村瀬 広君） ７ページで除雪委託料追加で見ていますけれども、それに関

連いたしましてですね、実は私が住んでいる近くの、町道がはしっている初田地区あ

りますよね。あそこが大変除雪が遅くなったという苦情を受けました。高校生等、昨

年まではきちんと生徒を送り迎えする前に通っていたけれども、今年は随分遅くなっ

たという苦情をいただいたんですけれども、今とそういった除雪体制があの地区変わ

ったのでしょうか。 
○委員長（村本照光君） 公営施設課長、高島君。 
○公営施設課長（高島好治君） 区域分けを１０区ぐらいに区域分けをしてございます。

その中の除雪場所というものはそれほど多くは変わってはございません。ただ、時間

割であったりその地区地区によって、早く除雪をしていただきたいという想いが皆さ

んどこの地区にも同じ形でありますので、その辺の優先度が少しずつ変わってるのも

事実でございます。ただ、やはり地区、その区域区域の中の全員がやはり早くに除雪

してほしいという要望は、それは常に苦情としてございます。以上でございます。 
○委員長（村本照光君） 村瀬君。 
○１１番（村瀬 広君） ということは、今私が言った地区については、昨年までとい

ろんな地区の要望を受けた中では順番が少し遅くなったということなのですか。 
○委員長（村本照光君） 公営施設課長、高島君。 
○公営施設課長（高島好治君） 私も詳細まではちょっと把握してないのが事実でござ

いますが、いろいろなその地域地域の中で周り順であったり、例えばこちらのほうが

優先させて欲しいというところは優先したりということの中で、周り順が少し変わっ

ていることも事実だと思います。以上です。 
○１１番（村瀬 広君） では実際に順番が変わったかどうかということはわからない

ということですよね。 
○委員長（村本照光君） 公営施設課長、高島君。 
○公営施設課長（高島好治君） 変わっていることも事実だと思います。八束地区やあ

の辺、それから日進地区、その辺も含めていろいろな対応の仕方をしていますので、

昨年度から見ると事実変わっていることもございます。八束地区の部分の中では変わ

っていると思っております。以上でございます。 
○委員長（村本照光君） 他ございませんか。 
  村上君。 
○１番（村上忠弘君） ６ページなんですけれども、除雪車の故障による修理のために

５３０万と。これは車の本体のどこが壊れたのか、それとも１台にかかった金額なの

か、その辺お願いいたします。 
○委員長（村本照光君） 公営施設課長、高島君。 
○公営施設課長（高島好治君） 本来であれば今年更新したいという除雪専用車の部分

でもあります。普通除雪専用車というのは２年に１回の車検でございます。なのです

が、毎年点検をしなければならない。本来ならばそれほどお金のかからない点検が、

例えば５０万かかったり、それからまた小型ロータリー、大型ロータリーの突発的な

修繕と言いますか、それが大きなところで２５０万くらいの修繕がかかっていたりと

いうことがありますので、その辺の合計額でこの５３０万の修繕の追加ということで

ご理解をいただければと思います。あと、やはりああいう機械なものですから、部品

一つを取り替えるにいたしましても黙っても１５０万くらい、それに勿論整備料なん

かもありますので、油圧ポンプそれからモーター、それはミッションに繋がる動力の

ものなのですが、それ一つを取り替え修繕をするだけで２２０万ぐらいかかりますの
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で、それを含めるとこの金額になるということでご理解をいただきたいと思います。

以上です。 
○委員長（村本照光君） 他ございませんか。 

（「なし」の声あり） 
○委員長（村本照光君） なければ以上で公営施設課の質疑を終わります。 
  この時計で３時５０分まで休憩いたします。 
 

休憩 午後３時３８分 
再開 午後３時５１分 
 

○委員長（村本照光君） 休憩を閉じ、会議します。 
  次に、教育委員会より説明を願いいたします。 
  始めに、中島教育長からお願いいたします。 
○教育長（中島光弘君） 教育委員会のほうから、私のほうから何点か推進状況等説明

を申し上げたいというふうに思います。 
  まず１点目ですけれども、子供達のインフルエンザの関係であります。２月２６日

現在で、今金小学校で２名、今金中学校で５名、認定こども園で３名ということであ

りますけれども、これ全体数で言うと非常に少ないです。近隣町は非常に多くの発生

をしておりますので、一つは昨年度の補正で措置をしていただきました全校に付けま

した加湿器、この影響が大きいかなということで、医師であるとかそれから現場の先

生方もそのことは確信と言いますか、感じております。勿論当初皆さんのほうにもお

話をしましたけれども、設置をするだけではなくて子供達がちゃんと湿度管理ですと

か、そういうことをきちんと向かい合うということも併せて勉強するんだということ

で各学校でやっておりますので、併せて注意を払いたいなというふうに思っておりま

すのでよろしくお願いいたします。 
  ２点目は、体罰にかかる実態把握の調査ということで。これは北海道教育委員会が

道内の学校全体に対して実施をするものでありますけれども、教職員、児童生徒、保

護者に対して実施をするということになっております。３月中に実施をして４月に道

教委のほうに報告ということになっております。この調査については、各学校等から

上がってきたものを教育委員会のほうでまず確認をいたします。再確認であるとか実

態調査の必要なものについては教育委員会が学校との間で実施をいたします。体罰と

認められるものについては道教委教育局に報告をするということになっております。

今金町についてはこれまでそのような事例はありませんけれども、今回同様の調査の

対応をするということであります。 
  平成２５年度の教職員の人事関係でありますけれども、３月１３日に一斉内示であ

ります。３月１３日に教職員の内示をする予定になっております。 
  ４点目ですけれども、平成２５年度の教育委員会表彰と人づくりフォーラムという

ことで、教育委員会の表彰については先にお願いをいたしましてご理解をいただきま

したけれども、単独の表彰に戻りました。その分、例えば養護学校の生徒さんである

とか、檜山北高の高校生であるとかということも含めた表彰が可能になりました。こ

の３月５日の午後６時から町民センターで行なわれる予定になっております。個人で

１８、団体で１ということになっております。その後、地域人づくりフォーラムとい

うことで、教育委員会が福祉の一部、子供に関することを所管してから２年経ちます。

それから養護学校の卒業生の就労支援制度を受けてから、この３月に初めてうちのほ

うから就労のほうに旅立つわけですけれども、その辺の評価ですとか。それから今回
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はパネルフォーラムをやりますので、パネラーについては現場の近い指導員であると

か、担当の皆さんにパネラーになっていただいてフォーラムを開催する予定でおりま

す。 
  ５点目ですけれども、資料にも添付させていただきました。平成２５年度の教育行

政執行方針ということで、学校教育については主に１０の主要施策、社会教育につい

ては８つの主要施策ということで推進をして参りますのでよろしくお願いしたいと思

います。全部は説明をいたしませんけれども、例えば今金小学校と今金中学校につい

ては新年度も道教委の加配ということで、習熟度指導工夫改善加配ということで２名、

２名それぞれ加配がついております。ただ、今文科相だとか道教委予算が厳しい中で、

実績だとか方向性のない町村については減らされておりますけれども、今金町につい

ては今金小・中とも２名ずつ配置をされました。 
それから実は今年と言いますか、今年度今金町の教職員の中で顕著な動きとしては、

今小学校、中学校の先生が乗り入れ事業を実施しております。この乗り入れというの

は、例えば小学校の先生が中学校の国語の授業をするとか、中学校の体育の先生が小

学校で体育の授業をするとか社会の授業をするとかということで、授業改善であると

か、それからうちの学校は小さな学校でありますので、うちの小学生はほとんどうち

の中学校に行きますので、先生方の連携の中で授業力、指導力、それからあわせて子

供達の学びの実態についてきちんと把握をしようということで、なかなか他の町では

これだけ乗り入れできませんけれども、町教研等理解していただいてほとんどの教科

ができるような今体制になりつつありますので、よろしくお願いをしたいというふう

に思います。 
それから特に教職員の人事の中では新年度、道立の今金高等養護学校と今金中学校

の人事交流を実施します。人事交流と言ってもこちらから出すということではなくて、

特別支援の専門性のある先生を３年間今金中学校に配置をしていただきます。この配

置によって小・中学校の特別支援、それから本町の特別支援は勿論でありますが、こ

の先生については高校でのスーパーコーディネーターと言いまして、管内でもいろん

なところに特別支援の指導をされている方でありますので、中学校のほうの人事のほ

うでの内示と共に教育委員会のほうからも今金町の特別支援教育スーパーバイザーと

いうことで委嘱をいたします。一番の目的は、保護者支援といいますか、保護者の皆

さんにどう寄り添ったり係わっていくかという辺りの切り込みであります。先ほど３

年間と言いましたけれども、３年間過ぎた後に、３年間入れて良かったという話で終

わってしまいますので、この３年間の後に中核の先生をきちんと作ってですね、例え

ば今までは知能検査だとかいろんな専門的なことは高等養護学校の先生にお願いをし

ていた部分がありましたけれども、自分達の学校でも実施できるところまでスキルア

ップをしていきたいと考えております。それから前にも情報提供をいたしましたけれ

ども、高校の特別支援教育というのは、まだまだ手が付いておりません。皆さんご存

知の通り高校に特別支援学級があるわけでもありませんし、それから支援員がいるわ

けでもありません。この３月に瀬棚商業高校が閉校いたしました。瀬棚商業は個別支

援にも非常に力のある学校でありましたので、その分今度は檜山北高校がその分を担

うことになりますので、高校の特別支援、両校の統合校でありますので、先般の振興

会議の中でも両町長含めてでありますけれども、高校の特別支援、両町で支援体制に

入っていこうというような共通の確認もいたしましたので、また動きが出る場面にな

りましたらお願いやら説明を申し上げたいというふうに思っております。 
それから食育の部分で報告でありますけれども、先般の議会でもご提案やらご指導
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をいただいた部分の食育の推進、それから弁当の日というお話がありましたが、今年

度は今金中学校の食育については、今金中学校を卒業したら弁当を作れるぞというこ

とでのプロジェクトを開始いたします。これは勿論お弁当を作るということもありま

すけれども、子供達が自分でいろんな食に向かい合うということが一番であります。

当然高校に行きましたら檜山北高はお弁当でありますし、高校を卒業すると大学なり

就職なりということで必ず食に向かい合うということで、今栄養士のネットワークの

皆さんの力を借りて中学校の１年生段階、２年生段階、３年生段階でそれぞれ、それ

らのプロジェクトの中でプログラムを編成して、新年度から取り組んでいくというこ

とでご理解をいただきたいというふうに思います。この間ずっと、例えば今金町につ

いては各大学とか、いろんな福祉機関等々と教育連携を結んでまいりました。新年度

については今専門学校が非常にいろんな分野に力を入れておりますので、専門学校と

のいろんな連携も図りながら、子供達がいろんな進路選択の一つとして子供達が学び

体験だとかできるような機会を作りたいというふうに考えております。 
それから施設の関係で言うと、総合体育館の一部改修の調査を今年実施させていた

だきます。実際は来年改修になりますので、今年のうちに利用団体の皆さんですとか、

いろんな皆さんといろんな話し合いをして、どうしても１年間は使用できないという

ことになりますので、学校開放になるのかそれから周辺の施設を使う等々ありますの

で、その辺も１年間丁寧に進めてまいりたいというふうに考えております。 
それから美利河小学校がこの３月で閉校しますので、この４月からは今金小・中、

種川と３校になります。管内でも一番学校数が少なくなりますけれども、少なくなる

ことによってのデメリットだけでなくて、メリットということもたくさんあると思っ

ておりますので。例えば今うちのほうで考えていたのは、校長会、教頭会あたりも巡

回方式を取りたい。教育委員会の会場だけでやるのではなくて、時には中学校、時に

は小学校、場合によっては認定こども園で開催をするというような工夫もしながら、

会議と併せて現場の実態も把握できるような形を取っていきたいと思っておりますの

でよろしくお願いをいたします。 
それから美利河の旧石器文化館も１０周年を今年迎えることになりました。なかな

か何度も足を運ぶというのは、非常に旧石器文化館、それから博物館等は難しい課題

があるわけですけれども、この１０年を契機にいろんな方々が、学びだけではなく体

験として足を運んでいただくような記念事業の展開をということで今考えております

ので、よろしくお願いをしたいと思います。 
私のほうからは以上の点について説明をさせていただきました。あとは各担当のほ

うから説明を申し上げたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 
○委員長（村本照光君） それでは、次に事務局より説明をお願いいたします。 
  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） （教育委員会事務局長朗読説明、記載省略） 
○委員長（村本照光君） 教育委員会事務局主幹、遠藤君。 
○教育委員会主幹（遠藤盛人君） （教育委員会主幹朗読説明、記載省略） 
○委員長（村本照光君） 教育委員会事務局次長、寺崎君。 
○教育委員会事務局次長（寺崎康史君） （教育委員会事務局次長朗読説明、記載省略） 
○委員長（村本照光君） 子ども発達支援センター長、舘野君。 
○子ども発達支援センター長（舘野道子君） （子ども発達支援センター長朗読説明、

記載省略） 
○委員長（村本照光君） 給食センター次長、小林君。 
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○給食センター次長（小林実君） （給食センター次長朗読説明、記載省略） 
○委員長（村本照光君） 説明が終わりました。ただいまの説明に対して、質疑があれ

ばお受けいたします。何かございませんか。 
             （「なし」の声あり） 
○委員長（村本照光君） ないようですので、以上で教育委員会の質疑を終わらせてい

ただきます。 
以上で各課からの説明が終わりましたが、全体を通して皆さんから何かございませ

んか。 
（「なし」の声あり） 

○委員長（村本照光君） それでは、最後に合同委員会が必要となる案件について、委

員会のほうからなにかございませんか。 
（「なし」の声あり） 

○委員長（村本照光君） なければ、理事者のほうからお願いします。 
  副町長、清水君。 
○副町長（清水 寛君） 公営施設課の説明の前段でもお願いを申し上げましたが、地

域主権改革一括法の施行に伴いまして、道路法等々の改正によってそれぞれの法の一

部改正によって、各自治体で条例を定めることという部分がなされました。このこと

に伴って他の法律に係わる部分も含めますと、両常任委員会で併せて全体で新規条例

が９件、既存条例の一部改正が２件ございます。これらを一括して説明をさせていた

だきたいと思っております。本常任委員会に係わる部分につきましては８件でござい

ます。新規条例が６件で、一部改正が２件であります。議案の名目については略させ

ていただきますが、議案の第５号、６号、７号、８号、９号、１０号、１１号、１２

号の８件であります。この部分についてお願いをしたいのと、その他で説明をさせて

いただきたいのが、全議員のほうに説明をさせていただきたいと思っておりますが、

議案第１４号で提案をさせていただいております地場材の活用促進条例の拡充の関係

と、リフォーム助成事業についてお願いをしたいと思っております。以上であります、

よろしくお願いいたします。なお、議案の５号～１２号まで公営施設課所管であり、

常任委員会資料にも概要を載せてございますけれども、当日は資料の他議案書を持っ

て説明をさせていただきたいと思っておりますので、持参方よろしくお願いをしたい

と思っております。なお総務厚生常任委員会においては、議案１号～４号までを地域

主権一括の関係で、それと事案１８号権利の放棄について、この４件についてお諮り

をしようと思っております。以上であります。 
○委員長（村本照光君） 以上で各課説明事項についてを終わります。 

理事者の皆さん、ご出席ありがとうございました。 
これより平成２５年所管事務調査に入り協議をしたしますけれども、１０分ほど休

憩いたします。この時計で４５分まで休憩をいたします。 
 

休憩 午後４時３７分 
再開 午後４時４７分 

 
   ◎平成２５年 所管事務調査について 
○委員長（村本照光君） 休憩を閉じ、これより平成２５年度の本委員会の所管事務調

査についてを議題といたします。 
  内容については、局長に説明いたさせます。 
  局長、勝山君。 
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○事務局長（勝山英敏君） （議会事務局長朗読説明、記載省略） 
○委員長（村本照光君） ただ今局長のほうから説明していただきましたけれども、こ

の件について皆さんからご意見ありませんか。 
  暫時休憩いたします。 
 

休憩 午後４時５０分 
再開 午後４時５４分 

 
○委員長（村本照光君） 休憩を閉じ、会議いたします。 
  確認したいと思いますけれども、ただ今休憩中にお話がありました。それぞれ各９

件のテーマについてそれぞれ関連している課を網羅しているということもありますけ

れども、今山崎委員のほうから言われた追加として、農業委員会の所管の事務調査、

この１点を加えて、一応１０項目とするということで確認したいと思います。よろし

いでしょうか。 
（「よろしい」の声あり） 

○委員長（村本照光君） その他、なにかございませんか。 
  暫時休憩いたします。 
 

休憩 午後４時５５分 
再開 午後５時１４分 

 
○委員長（村本照光君） それでは休憩を閉じ、会議いたします。 
  ２５日の視察の件については、今後また皆さんと相談しながら検討していくという

ことで確認を願いたいと思います。それから２つ目の森林組合との住民会議ですけれ

ども、これについては森林組合の実態調査並びに意見交換をするという内容で行ない

たいと思います。日程等については私のほうと副議長のほうで相談させて決めていた

だくということでお願いしたいと思います。３つ目の住民会議の報告でありますけれ

ども、副委員長の向井委員にお願いするということでよろしくお願いしたいと思いま

す。 
  以上で終わりますけれども、何か皆さんからありませんか。 

（「なし」の声あり） 
 

   ◎閉会の宣告 
○委員長（村本照光君） ないようですので、これをもちまして本日の産業教育常任委

員会を閉めたいと思います。 
 どうもご苦労様でございました。 

 
 
 
 

閉会 午後５時１５分 


