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            平成２５年 今金町産業教育常任委員会 
 
平成２５年６月１３日（木） 
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  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）国営農地再編推進室 
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  ５ 平成２５年 所管事務調査について 
  ６ その他 
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○出席事務局職員 
    議会事務局長             柏 田 泰 明 君 
    議会事務局係長            中 川 真 希 君 
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開議 午前 ８時５７分 

◎委員長あいさつ 
○委員長（村本照光君） 皆さんおはようございます。私達農家もようやっと田植えを

終えてひと段落かなというふうなのですけれども、全道的には大変、３０℃を超える

ような真夏日みたいな天気もあるようですけれども、ここ２～３日今金町こんな天気

です。ちょっと私達も、昔の田植えを今思い出しているところでございます。 
委員の皆さんには、大変お忙しい中ご出席ご苦労様でございます。今月の６月定例会

に向けての産業教育常任委員会です。ひとつ最後まで宜しくお願いしたいと思います。 
 

◎町長あいさつ 
○委員長（村本照光君） 町長が出席されておりますので、開議に先立ちごあいさつを

お願いいたします。 
  町長、外崎君。 
○町長（外崎秀人君） おはようございます。産業教育常任委員会に際しまして、一言

あいさつをさせていただきたいと思います。 
委員長のほうから気候の話をされましたが、本当に天候に左右されるという地域事情

もありますので、きちんとそこに向かい合いながら対応してまいらなければいけないと

思っているところであります。少しく長くなりますけれども、何点か私のほうからお話

をさせてもらいたいと思います。 
  ２～３日前の新聞に、２４年度の食料・農業・農村白書が発表されました。６月１

１日であります。関心度の非常に高い農業振興の目安となる、２３年度の供給熱量ベ

ース自給率。これは平成２年には４８％であったわけでありますけれども、去年の段

階では３９％に落ち込んだということ。東日本震災関係の様々な落ち込み等々も含め

てあるわけでありますけれども、下落に歯止めがかからないという状況にあるわけで

あります。 
なお、家畜等々含めた飼料の自給率につきましては前年度で１％アップして２６％と

いう状況で、まだまだ低い状況にあるということが言えるかと思います。 
  加えて、所得に関する生産額ベースの食料自給率でありますけれども、これも震災

の関係で牛肉や野菜等々の低下から、国内生産額が減少したということから落ちた部

分があるわけでありますけれども、これも前年度から４％低い６６％。それだけ所得

が落ちているという部分で読み替えれると思います。ちなみに平成２年度は７５％で

したから、これについても下落の状況になると。 
食料・農業・農村基本計画につきましては、３２年を目標にしてベースを作っている

わけでありますけれども、これを熱供給で５０％自給率、生産額で７０％という大目標

を掲げているわけでありますけれども、なかなか謳っていかないという状況にあるわけ

であります。 
  今金町の目指す農業の姿もそこにあるわけでありまして、様々な要請書の言葉の中

には、議員さんと一緒に行っている要請書の中にも書いている自給率の向上と。この

ベースは今回もきちんと書かれておりましたけれども、農地・農業用水等の農業支援、

或いは担い手、農業技術からなる農業生産による潜在的な供給能力、これが自給率と

いうことを改めてきちんと今回も表明されているわけでありまして、今金町が目指す

姿と同じかなと。そのベースが国営の農地再編だという想いをもっているわけであり

ます。 
  なお、今金町においては第７次農業振興計画の作成を手掛けているわけであります。
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そのベースは農協の中期経営計画になることから、この整合性をきちんと計りながら、

１１月の策定に向けて事務を進めてまいりたいと考えているところであります。 
  実は、昨日の総務厚生常任委員会の中で、全体補正の概要を説明した中で質問があ

りました。住宅リフォームの状況はどうですかということですが、今回は所管はこち

らであるわけでありますけれども、昨日の状況の中では６月１０日現在見込みで４７

件。総事業費が８，８５０万円、助成金で１，０６５万円の想定ということで、まだ

正式な手続きはしておりませんけれどもそういう見込みであるということから、既に

ご案内差し上げております、１千万の補正をお願いしたいという部分でございます。

詳しくは後ほど所管のほうから説明をさせます。 
  加えて合併浄化槽設置につきましても、この一定程度流れをもってきておりまして、

希望があるということを含めて３件の増設ということから３００万円の補正をしてい

ると。そういう流れをもっていることもご理解いただければと思います。 
 先般、函館開発建設部との事業説明がありました。その中でも発言をしました、議長

とも道なり開発なり昔の旧土現と言われるところの建設部のほうにも要請活動した中

でも話題になったり話をした経過がありますけれども、ご承知の通り予算につきまし

ては今回も補正が随分ありますが、繰越明許の部分の中では新年度と掛け合いでもっ

て重複予算措置したものについての整理の減額補正が今回主になるわけでありますが、

そこによって何が生じるかといいましたら、これは常々心配されていた要素であるわ

けでありますけれども、労務費の単価がアップしているということがありまして、そ

の要因によりまして計画した数量といいますか、延長や事業量に大きな影響が出ると

いうことになるわけであります。この辺の数字をこの前の開発の打ち合わせの情報の

中で聞いたわけでありますけれども、函館開発建設部サイドでは従来の予算から１７．

１％くらいアップするということで影響が出ますよと。国土交通省的には１５．１％

の上げ幅くらいの影響が出ますよ、ということでは確実に影響が出るということは否

めない。ただ単年度できちんと完成するものについては、これはなんとか処置してい

ただかなければいけない。今金町には中央通り線とか３年～５年をかけてやるものに

ついては、次の年にするように処置すれば流れがちょっと遅くなりますけれども、き

ちんとした完成が出来るわけでありますが、そういう状況十分踏まえながらこれから

も道なり国と調整を図っていきたいと考えております。 
  その差異でありますが、いろいろと２３０号線の様々な改修をお願いしております。

とりわけ重点地区をお願いしている神丘の急な坂と、或いは今金小学校の部分であり

ますけれども、今金小学校の設計改良の部分も議長のほうから話がありました。その

際話題になったんですけれども陸橋の話、以前にも話をしたと思いますが、これにつ

いて地元の意向も正式に出さなければいけないなという話をさせてもらいました。私

が知っている範囲内では地元の方、近所の向かい側にいる方の話を聞いてもほとんど

子供達は使っていない、お年寄りはまったく使っていない。逆に歩道が狭くなるので、

ちょっと狭くて困るんですよね、というお話をいただいたり。それと私も、皆さん車

で走って分かると思うのですけれども、さくま旅館のほうに入りますと左側の柱が信

号を塞いでしまうという。線形改良するとショートカットするわけですけれども余計

かえって邪魔になるということも含めたり。 
去年は全国一斉に国のほうでは文科省と調整を図りながら通学路の安全確認をしま

した。今金町においても小学校、ＰＴＡ等々含めて行政のほうと公営施設課と一緒にな

ってチェックした段階では、あそこの聞いている範囲内では陸橋についても必要性を感

じないと。そのほとんどの子供達は下のほうを通っているし、今スムーズに学校が奥に
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行きましたので種川側に行きましたので、新たな歩道ができましたのでそちらを利用し

ているということから、この辺改めてまたきちんと精査をして今金町からの要請という

形になりますので、町としてきちんとお伺いを立てていろんな調整を図りながら結論を

出し、議会のほうにも相談をさせていただきながら事務を進めてまいりたいと。私的に

は今後あれに大きな膨大な金の改修がかかると。その時にこれから陸橋を要請するとす

れば、階段方式ではなくスロープの長いものに行きつくとすれば、まったくそれこそ場

所の問題含めて問題があるので、町長的には必要はないという認識をもっていますけれ

ども、その整理をさせていただきますという話をさせていただいておりますので、改め

てまた議会のご意見なんかも賜りたいと思っております。 
直接所管ではありませんけれども状況、新聞等々含めて話題となっております、国が

１月２４日に閣議決定ということで景気が低迷している、地域の経済活性化のために国

家公務員の給料削減を踏まえて地方公務員の給与についても、国に準じて処置をするよ

うにということを行ったわけです。これに基づきまして、国は既に地方交付税でもって

その分を削減して執行にあたっているわけであります。基本はマスコミ等々含めて７．

８％という部分でありますけれども、全国押し並べて国が１００に落とした場合に削減

率が７．８％落としていかないと困るという話でありますが、基本はその率７．８％を

落とせということではありません。あくまでも国はラスパイレス１００をしたので各自

治体も１００にして下さい、ということがベースになっているということから、今金町

におきましても１００にすることで職員組合に提示をしまして現在交渉しているとこ

ろでございます。町長としてはいかんともし難い不本意な思いを持ちつつ、苦渋の決断

で特別職、管理職を含めた職員給与の削減を謳いたく調整を図っておりますので、追加

議案として提案したく準備を進めておりますことにつきまして、まず事前に報告をさせ

ていただきたいと思います。 
今回の定例会に対する様々な提案事項につきましては、それぞれの各課から提案説明

をさせていただきますので、ご審議賜りますよう宜しくお願い申し上げます。 
○委員長（村本照光君） ６月１日から９月３０日までクールビズということで実施を

しておりますので、本委員会においてもそのようにしたいと思っております。暑いよ

うであれば上着を脱いで結構ですので、そのようにお願いしたいと思います。 
  それでは早速、会議に入りたいと思います。 
 

◎開会の宣言 
○委員長（村本照光君） ただいまの出席委員は６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） ６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） おはようございます。 
  平成２５年第２回定例会に提案を予定しております議案につきましては、１３件で

あります。 
その内訳につきましては、新たに条例を制定しようとするものが１件、条例の一部を

改正しようとするものが１件、地方自治法ほか法の規定により議会の議決をお願いする

ものが３件、それと平成２５年度の一般会計を始め各特別会計での補正予算が８件であ

ります。それでは、議案１より順次提案理由を申し上げます。 



 - 5 - 

議案第１号、今金町子ども・子育て会議条例制定についてでありますが、子ども子育

て支援の新制度が制定され、平成２７年４月から施行されることとなっております。本

町においても制度施行に向けて、平成２６年度中には制度運営の根幹となる本町の子ど

も子育て支援事業計画の策定が必要となることから、今金町に適した実効性の高い計画

とするため保護者それから保育事業関係者、識見者、労働者等からなる意見等を幅広く

反映させることが重要であることを踏まえ、子ども子育て会議を設置するため本条例を

制定しようとするものであります。 
議案第２号であります。今金町国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定につい

てであります。平成２５年度の国保税率の決定につきまして、国保の運営協議会から答

申をいただいたところであります。現況としては、基準総所得が増高していない状況の

中で医療費の増高、国の調整交付金との減少、介護納付金・後期高齢者支援金との増加

などなど、現行税率では歳入不足が生じる試算となっております。がしかし、現状の厳

しい社会情勢をかんがみて、医療給付費及び介護納付分の税率を据え置き、増高の著し

い後期高齢者支援分の税率の引き上げをするということで答申をいただいております

ので、それに沿いまして本条例の一部改正について提案をするものであります。 
議案第３号、北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更について。 
議案第４号、北海道市町村総合事務組合規約の変更について。 
本２件の議案につきましては、提案の趣旨が同様であります。それぞれの組合の組織

に北空知圏学校給食組合が新規加入することに伴う規約の変更について、地方自治法の

規定に基づき構成市町村の議会の議決を求めるものであります。 
議案第５号では、今金町過疎地域自立市町村計画の変更であります。住宅リフォーム

助成事業をこの計画に登載して過疎債充当事業とするため、過疎地域自立特別措置法第

６条の規定に基づき議決をお願いするものであります。 
議案第６号以下は補正であります。 
議案第６号は、一般会計補正予算第２号であります。１億２，１７８万２千円の減額

補正をお願いしようとしています。この時期にして大きな補正でありますが、３月の時

点でもお願いしておりましたが、国の緊急経済対策に伴いまして平成２４年度に前倒し

て繰越明許事業としていたものが４件ございます。これは重複計上となっていた部分が、

稲穂支線、八束高台線、中央通線そして雪寒機械の購入事業であります。これら４件を

併せまして１億５，５６０万ほどございます。これら重複計上しているものを今回減額

をさせていただく部分が大きな要因であります。 
議案第７号は、国保の事業勘定補正予算第１号であります。５０８万９千円の追加補

正をお願いしようとしております。 
議案第８号では、後期高齢者医療の特別会計補正予算第１号であります。９万７千円

の追加補正をお願いしようとしております。 
議案第９号は、介護保険特別会計補正予算第１号であります。保健事業勘定では１３

万６千円の減額補正、サービス事業勘定では５万１千円の追加補正をお願いしようとし

ております。 
議案第１０号では、介護老人保健施設特別会計補正予算第１号であります。収益的収

支において、１，１８８万９千円の減額補正をお願いしようとしております。 
議案第１１号では、国保の施設勘定補正予算第１号であります。収益的収支において

８８万２千円の減額補正、資本的収支においては７１０万４千円の追加補正をお願いし

ようとしております。 
議案第１２号では、度簡易水道事業の特別会計補正予算第１号であります。８万７千
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円の追加補正をお願いしようとしております。 
議案第１３号では、公共下水道事業特別会計補正予算第１号であります。２５４万７

千円の減額補正をお願いしようとしております。 
以上でありますが、補正概要とそれぞれの所管における提案事項の詳細につきまして

は、所管課毎に説明をいたさせますので、どうぞ宜しくお願いをいたします。 
○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。 
（「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、森君。 
○産業振興課長（森 朋彦君） （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） 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。 
  向井君。 
○３番（向井孝一君） ３ページの林業の間伐材の搬出事業なんですけれども、元来心

配されておりました暗渠の疎水材の確保ということで、大変な面積等、２５万㎥とも

いわれるそのチップの確保というのは、大変難しい現実だというふうに思っておりま

した。この事業があるということを間接的に聞きまして、大変良いことだなとは思い

ますけれども、もう少し額面が多ければ効果的にはあるのかなというふうに思うのだ

けれども。 
この間伐材の搬出というのは、一般、例えばいきなり全部の山を切って搬出をすると

いうのは業者からいわせると凄くやり易いわけですよね。しかし間伐材を搬出するとい

うのは、非常に手間と余計な労力がかかると思うんです。そんな中で、実際にこの事業

を利用してやるという業者が何百くらいあるのかなと、ちょっとその辺も心配なのです

けれども、その辺は業者の見積りだとか或いはこの事業計画に対する森林組合等の意見

というのは、もう既に聞いておられるのでしょうか。 
○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） 今議員おっしゃるように、非常にこれだけの量を

出すことが果たして可能なのかというような心配も、当然私達のほうとしてもしてお

りました。この事業を立ち上げるにあたって振興局及び森林組合。森林組合につきま

しては今金町の森林組合と、それと同じく北部桧山森林組合、せたな町でございます

けれどもその森林組合も一緒に入った中で協議をしてきました。 
それぞれ今この事業による搬出として、１，６００㎥を予定しておりました。２町に
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いたしますと概ね３，２００㎥くらいの搬出を予定しております。まず原木、今１，６

００㎥併せて３，２００㎥なんですけれども、チップの量にすると大体この原木の量の

３倍程度といわれております。ですからこの３，２００㎥の原木を出すことによって、

約１万㎥くらいのチップが作れるというような形になります。先ほど議員おっしゃった

ように、ではその１，６００㎥の間伐を果たして民間が出来るのかということでござい

ますけれども、せたな町と今金町の森林組合の多少の違いはありますけれども、１，６

００㎥はちょっと厳しいけれども頑張って出来ない数字ではないよというような形で、

森林組合と話は今のところはついてございます。ですからこのような形でなんとか事業

を進めていきたいというような形で考えておりますので、宜しくお願いいたします。 
○委員長（村本照光君） 他にありませんか。 
  向井君。 
○３番（向井孝一君） 次にクアプラザピリカの収支状況の中で、２５年度の今年度の

計画の数字に載せてきたのですが、これを見る限り私も３月定例会にも質問した経過

があるのですけれども、どの部分がどういうふうに改善されてというのが見えてこな

いですよね。この売り上げ実績から見ると、売上計画の数字というのは大変厳しい数

字かなと思っているんですけれども。 
やはり株主総会も先日の下旬に終えたということなんですけれども、その株主の皆さ

ん方で、こういう点は改善しよう或いはこういう点については見直しをしようとかって

いう部分が無かったのかどうか、その辺があればちょっと説明をいただきたいと思いま

す。 
○委員長（村本照光君） 産業振興課長、森君。 
○産業振興課長（森 朋彦君） クアプラザの経営につきましては今までも様々な議論

をされてきた中で、それ相応の見直しも進めてきたという経過がございます。やるべ

きことはやってきたのかなという想いがありつつ、まだまだ不十分な部分もあるんだ

ろうということでそれぞれ問題提起をされつつ、株主総会こちらのほうも進めてきた

ところであります。この度、実は専門的な検知から経営診断、こういったことの取り

組みも今年度行いましょうといことで、総会のメンバーにも承認をいただきながら取

り組みを今進めているところであります。 
早速でありますが、先日その診断にあたられる先生がクアプラザのほうを訪問いたし

まして、こちらのほうの現状の把握をしていただいたところでありまして、この後も２

回、３回ほどになりますでしょうか、現地、様々なことを検証しながら今後の方向性、

どういったことがあるかということも含めて診断をいただくことになっております。そ

の結果を踏まえつつ、方向性を見定めていくことになるのかなというふうに考えており

ますので、宜しくお願いいたします。 
○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） ２ページですね、住宅リフォームの部分について町長のほうか

ら冒頭のあいさつの中で、４７件で８，８５０万ということなんですけれども、これ

はこの４７戸についての１千万の追加ということなのか、それともこれからまだまだ

受付をしていく形を取るのか、２点についてお願いいたします。 
○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） 先ほど町長のあいさつの中で、現在４７件の申請

がありますというようなお話がありました。実は４４件の段階で補助金が既に９９３

万５千円ということになりましたので、今実際は３件、これを入れてしまうと予算が
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オーバーしてしまうものですから、申請をまだ受け付けていないという状況になりま

す。その３件につきましては、もし補正でもって予算が承認されれば、随時また受け

付けていくというような状況でございますので、そういった中でご理解願いたいと思

います。 
○委員長（村本照光君） 村上君。 
○１番（村上忠弘君） 要するに、これはでは年度内はずっと受付をするという形なん

ですか。 
○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） そのような形で現在考えております。 
○委員長（村本照光君） 他にありませんか。 
  山崎君。 
○２番（山崎 仁君） １点お願いします。今協議会を設置されるということでありま

した。この協議会が今考えている鳥獣被害、これは有害という言い方で今までは対応

してきたのですけれども、この鳥獣被害というのは相手はどれに限定をするのか、若

しくは限定をしないのか。鹿、熊、カラスとかいろいろあるのですけれども、限定を

するのかしないのか。 
○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） この防止計画の対象鳥獣ということで決まってお

りまして、いま鳥獣の種類といたしましてはヒグマ、エゾシカ、キツネ、タヌキ、そ

れとカラス類、カモメ類といった部分が対象としております。 
○委員長（村本照光君） 山崎君。 
○２番（山崎 仁君） 当初から限定をしながら進むのか、それとも限定をせずに進む

のか。今答弁の中に無かったものが、例えばアライグマだとかいろんなものが想定さ

れてくると。ですから当初からそれらを対象にしておくのか、しておかないのか、こ

の辺。限定するということでいいのですか。 
○委員長（村本照光君） 産業振興課長、森君。 
○産業振興課長（森 朋彦君） まず防止計画の成り立ちとしまして対象鳥獣を定める

ことになっておりますので、この度策定を予定するものについては今津山補佐のほう

からあったものに限定をいたします。ここの選定につきましては先ほども説明であり

ましたが、実際に被害が発生しているもの、それから被害は無いけれども目撃情報が

ある、被害が想定されるということで、早急に対処が必要なものということでありま

す。今例で上げておりましたアライグマにつきましては、まだそこの段階には至って

いないという今の判断でありますので、この度の計画につきましては先ほど申し上げ

たものに限定をすると。この後新たに目撃がされるですとか、被害が予見されるよう

な状況になれば、その時点で、計画の見直し時点で中に対象鳥獣として加えていくと

いう作業になろうかと思います。 
○委員長（村本照光君） 山崎君。 
○２番（山崎 仁君） それは分かりました。それで自治体なのですけれども、具体的

にライフル等ということでありますけれども、ここに箱罠があります。この箱罠の資

格というのは猟友会に任せるのか、それとも新規に箱罠の資格を一般に、一般という

か例えば農業者だとか農協職員だとか役場職員だとか、そういうところまで考えてい

るのかどうなのか。 
○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） 先ほど説明をいたしました、この自治体のメンバ
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ーといたしまして、猟友会のハンターさんがそのままこちらのほうに移行していくと

いうような形で説明をさせていただきました。箱罠についてもこれは当然資格が無け

ればできないものでございまして、今現在、今金猟友クラブのハンターさんがそうい

った資格を持っているものですから、そのままこちらのほうで実施をしていただくと

いうような形になろうかと思います。 
今言われたように、例えば農協さん或いは町の職員についてはどうなんだということ

につきましては、これは将来的には資格を取っていくのかということについても、検討

はしていかなければならないというふうには考えております。以上でございます。 
○委員長（村本照光君） 他ございませんか。 

村瀬君。 
○１１番（村瀬 広君） ２ページの観光協会の補助手当の事務職員を予定していたけ

ども、いろいろとあり見つからなかったということですけれども、そういった場合、

観光費用の浮き沈みに影響を受けると思いますがそれをどう補っていくのかというこ

とが１つと。例えば、あくまでもこれからも探して、年度途中でも、いればその時に

また予算を付けるのかどうか、その辺も併せて。 
○委員長（村本照光君） 産業振興課長、森君。 
○産業振興課長（森 朋彦君） ただ今の質問でありますが、ご存じの通りに観光協会

の事務局体制については商工会のほうに委託をするという形の中で進めております。

観光協会の取り組みの中で、平成２４年度の中盤以降かと思いますが、理事会を中心

にしながら今後の観光協会の在り方、それから事業の進め方ということで、課題を持

ちながら検討をしてきた経過があるというふうに伺っております。そういった動きに

呼応しまして事務局体制も当然として話題になるだろうということを踏まえながら、

当初早い時期であれば２５年度からということで進めてきた経過がありますが、まだ

その協議がしっかりと整わないということと、当然その事務局体制を専任でというこ

とになりますと、そこのところが将来の方向性を見定めた中でしっかりとした位置付

けの中で進めていかなければならないということ、そういったことからこのたび残念

ながら予算のほうは減額させていただくということになります。そういった協議が整

うということが前提になろうかと思いますので、それが整って区切りの良い時、年度

の始めからということで、今後については無いのではないかなということを想定をし

ております。 
○委員長（村本照光君） 他にございませんか。 

（「なし」の声あり） 
○委員長（村本照光君） なければ、以上で産業振興課の質疑を終わります。 
 ここで１０分ほど休憩に入りたいと思います。 
この時計で１０時１０分まで休憩いたします。 

・ 
休憩 午前 ９時５９分 
再開 午前１０時１０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、勝山君。 
○農業委員会事務局長（勝山英敏君） （農業委員会朗読説明、記載省略） 
○委員長（村本照光君） 以上で農業委員会の説明が終わりました。皆さんから何かご

意見ご質問ございませんか。 
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 向井君。 
○３番（向井孝一君） 農地流動化の推移について、公社買い上げと個人の価格設定が

非常に価格差があるのでちょっとびっくりしたのですが、先ほどの説明を聞いてほぼ

納得しましたけれども、公社買い上げの中で例えば水田の平均単価、その上中下とい

うのはあると思うのですが、それと畑作の売買の価格というのをちょっとお知らせい

ただきたい。 
○委員長（村本照光君） 農業委員会事務局長、勝山君。 
○農業委員会事務局長（勝山英敏君） 申し訳ございませんでした。田につきましては、

上中下ということで概ねではございますが、一番高いところで３０万、中で２５万、

下で２０万でございます。畑につきましても３０万から２０万、１０万というような

ことで、これが概ねでございますけれども、その後状況によって変わるというような

ことで考えております。 
○委員長（村本照光君） 向井君。 
○３番（向井孝一君） 今農業委員会は、土地の賃貸という部分については介入してい

ますか、していないのですか。昨年度のアレを見ると産地交付金の中で処理されてき

ている流れなんですけれども、委員会としては賃貸料に対しての権限というのか或い

は仲介するということは、今はどういう状況になっているのですか。 
○委員長（村本照光君） 農業委員会事務局長、勝山君。 
○農業委員会事務局長（勝山英敏君） 賃貸の部分につきましては、介入という分の中

では当然、相対でございますので、誰がどうするこうするということはなっておりま

せん。当然今までやっている方については継続でやる場合もございますし、そういっ

た分ではあくまでも両者の申出ということで行っております。 
ただ金額につきましても、以前は金額を設定しながら行っていたようですが、今はそ

れは無く、基本的には両者間で金額を決めて契約をするということで行っております。

以上でございます。 
○委員長（村本照光君） よろしいですか。他にございませんか。 
  川上君。 
○７番（川上絹子君） 土地の売買をする時に、建物が建っているか建っていないか確

認をしないで許可を出すということはあるのでしょうか。もうそういうことが実際に

起こっているということと、あとは一部なのですが良くそういう話を聞くのですが、

本人が知らないのに山林の名義が他の人に変わっているとか、そういうことが実際に

起こっているので、そういう部分の対処はどういうふうにしているのでしょうか。 
○委員長（村本照光君） 農業委員会事務局長、勝山君。 
○農業委員会事務局長（勝山英敏君） ただ今のご質問でございますが、農業委員会の

部分につきましては農地という部分が基本になってございます。まずそういったこと

で申し出があった場合には、どこの何番地の土地かというものを確認させていただい

て、それを今地図情報ということでそれを確認することができます。それで地番と現

状把握しながら、当然農地の部分については農業委員会がそういう売りたいという申

出があった場合には、斡旋という形を基本にして行っております。 
そこにもし、農地以外の住宅が建っていたり或いはそれ以外のところということにな

りますと当然農地ではございませんので、農業委員会でのそういう売買の部分に入る範

疇の中からは当然お話をしながらそれの部分は除外をして進めるというようなことを

しております。 
○委員長（村本照光君） 川上君。 
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○７番（川上絹子君） それから土地の売買の時に斡旋委員会がありますけれども、そ

の斡旋委員会がその地域地域で問題があるのかもしれませんけれども、全然斡旋委員

会の話し合いがなされないで売買されていて、最終的に買い受けをしている人が、そ

の役職にあたっている人が買っているという問題が再三、最近聞かれるのですけれど

も、そういう点もちょっとお聞きしたいなと思いまして。 
○委員長（村本照光君） 農業委員会事務局長、勝山君。 
○農業委員会事務局長（勝山英敏君） 斡旋委員会につきましては、そういう斡旋に出

た土地の周辺の農業委員さん３名の方にお願いをして基本的に行います。その場合に

当然農業委員会の総会で斡旋委員さんを指名いたしまして、その中で中心になる委員

さんが意見調整をしながら進めるというようなことになります。また、その中でたま

たま農業委員さんの中でもやっぱり希望がある場合もありますから、そういう部分で

事前にもし分かった場合については、斡旋委員から外れていただいて行うというよう

なことで進めております。斡旋委員会を開いてどうしてもその情報が分からない場合

については、その方を除いた中で、２名の方で行うというようなケースもあるという

ことでは承知をしております。以上です。 
○委員長（村本照光君） 川上君。 
○７番（川上絹子君） 理想的にはそうなんですけれど、実際がそうなされていないこ

とが結構あるので、これから農業委員会さんとして立ち会う時には、その点に良く配

慮して気を付けて立ち会っていただきたいなと思います。 
○委員長（村本照光君） 農業委員会事務局長、勝山君。 
○農業委員会事務局長（勝山英敏君） 当然そのようなことがもしあるとするならば、

そういうことが無いように配慮しながら進めてまいりたいというふうに思います。 
○委員長（村本照光君） 他にございませんか。 
  暫時休憩いたします。 
 

休憩 午前１０時２４分 
再開 午前１０時２６分 

 
○委員長（村本照光君） それでは休憩を閉じ、会議を再開し、再度、局長より答弁を

求めます。 
○２番（山崎 仁君） こういうことがあるからという具体的なものを出して、それが

あったのか無いのかということにしないと、あると言っているんだから。 
○委員長（村本照光君） 暫時休憩いたします。 
 

休憩 午前１０時２６分 
再開 午前１０時２９分 

 
○委員長（村本照光君） それでは休憩を閉じ、再度農業委員会局長、勝山君より答弁

を願います。 
○農業委員会事務局長（勝山英敏君） 先ほどの川上委員の質問の中での答弁が若干漏

れていたという部分がございまして、いろいろそういう周りに誤解を招くような行為

があったのではないかという質問がございました。私が知り得る範疇の中ではそうい

ったことは承知しておりません。ただ、そういう意見もあったということで今後農業

委員会の中では、そういう誤解を招かれるようなことは慎むといいますか、注意して

いただくということで促していきたいと思っておりますので、宜しくお願いしたいと
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思います。 
○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、農業委員会の質疑を終わります。 
  次に、国営農地再編推進室より説明をお願いいたします。 
  国営農地再編推進室長、宮本君。 
○国営農地再編推進室長（宮本 彰君） （国営農地再編推進室長朗読説明、記載省略） 
○委員長（村本照光君） 説明が終わりました。ただ今の説明に対して、質疑があれば

お受けいたします。 
  向井君。 
○３番（向井孝一君） 事業計画設定の段階で聞きますと、各労賃が上がってきている

ということと。それから２６年４月から消費税ありますよね、それらに対する対応と

併せて、当初予定額よりも事業費というのは膨らんでくると想定されるわけですけれ

ども、具体的にはそれが何％くらいの事業計画の増になるのか。そしてそのことの説

明というのは、もう受益者に説明済みなのかどうか、これらについてちょっとお聞か

せいただきたい。 
○委員長（村本照光君） 国営農地再編推進室長、宮本君。 
○国営農地再編推進室長（宮本 彰君） 向井委員のご質問でございますが、消費税の

税率が上がる、また現段階での工事関係の労務賃の上昇という部分の中では、具体的

な形での見通しがまだついてございませんし、私共とまた主体となる開発のほうでも

その事業費的な増高の割合というのはまだ弾いていないのが実態でございます。非常

に不確定的な要素があるものですのでそういった部分、分かり次第ある程度見通しが

つく中では、ご説明をしていきたいと思いますが、現在南地区１８０億という、事業

期間における事業費がございますのでそういった部分、分かるある程度の数字が出た

段階で皆さんや受益者のほうにもお知らせをしていきたいというふうに考えてござい

ますので、宜しくお願いいたします。 
○委員長（村本照光君） 村上君。 
○１番（村上忠弘君） 計画の中で、今年は測量もやるという話だったのですが、測量

というのは、ではいつからか。 
○委員長（村本照光君） 国営農地再編推進室長、宮本君。 
○国営農地再編推進室長（宮本 彰君） 測量の開始時期はというご質問でございます

が、先ほど申し上げました直入協定というのが資料の中では表現的にはございません

が、概ね直入協定が７月末から８月頭という形の中で進むだろうというふうに説明を

受けてございます。その直入協定が済み次第、道と開発のほうで協議等調整をしなが

ら、９月の部分では事業的な形で測量並びに設計のほうが動けるというような形で今

予定が組まれているということでご理解いただきたいと思います。 
○委員長（村本照光君） 他にございませんか。 
  山崎君。 
○２番（山崎 仁君） スケジュール案でありますけれども、同意徴集が２５年６月６

日までという。このスケジュールを作成したのが６月３日現在ということでは、今６

月１３日です。この同意徴集はもう既に確定をしたというふうに考えていいのですか。

それとも、具体的に何件該当者がいて何件徴集という数字まで分かるのですか。 
○委員長（村本照光君） 国営農地再編推進室長、宮本君。 
○国営農地再編推進室長（宮本 彰君） 昨日、６月１２日現在でございますが、先ほ
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ど言いました１１９件の対象者のうち、既に同意が徴集されてございますのが１１４

件でございます。まだ５名の分での同意徴集が残ってございますので、期成会と共に

その徴集の形を行っているという現状にございます。 
○委員長（村本照光君） 山崎君。 
○２番（山崎 仁君） 今金北地区の進捗が分かれば教えていただきたいと思います。 
○委員長（村本照光君） 国営農地再編推進室長、宮本君。 
○国営農地再編推進室長（宮本 彰君） 北地区の推進状況という形でございますが、

北地区につきましては平成２４年の早い段階で南地区との分割という形で地区調査自

体が非常に滞っていた状況でございました。しかしながらこの４月から北地区につい

ても地区調査の部分を進めるという形で、今回、昨日６月１２日より北地区対象者区

域の受益者の方々に国営での整備要望等の要望聞き取り又課題等の徴集、そういった

部分を行ってございまして、これにつきましても早期にその要望等の取りまとめ集約

を行いながら、受益区域また受益事業の内容そういった部分を進めていくという状況

でございます。以上です。 
○委員長（村本照光君） よろしいですか。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、国営農地再編推進室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。 

公営施設課長、成田君。 
○公営施設課長（成田光康君） 公営施設課の常任委員会資料につきましては、説明事

項３件と、報告事項４件となっています。資料につきましては、始めに課長補佐より

説明をさせます。 
○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） 公営施設課主幹、由浅君。 
○公営施設課主幹（由浅和正君） （公営施設課長主幹朗読説明、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。なにかございませんか。 
  村上君。 
○１番（村上忠弘君） 今の橋りょうの部分で１５ページの町道路線の廃止、この６橋

については国営絡みでやるということなのですか。 
○委員長（村本照光君） 公営施設課長、成田君。 
○公営施設課長（成田光康君） この６橋の部分につきましては、あくまでも国営の事

業採択のために町道から農道に変更したものでありまして、あくまでも橋りょうの修

繕計画につきましては町道を対象とするということで、この計画の中からは除いてお

ります。 
○委員長（村本照光君） ただ今の答弁でよろしいですか。 
  副町長、清水君。 
○副町長（清水 寛君） 今公営施設課長のほうから答弁をさせましたけれども、現況

は国営で拾っていただきたいというのが最優先であります。町道的な部分も、換地そ

の他いろんな部分を含めて、町道を農道に移してそしてということで昨年ですか進め

ておりますが、それらにかかっている分ですから一緒に国営の中に拾っていただきた

いと思います。しかしそれらの部分が現実的に例えば適わなくなった段階では、では

どうするのかということになりますと、それについては再度町道に戻した段階で、ま
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た修繕計画の中に折り込みせざるを得ないのかなと思っております。 
○委員長（村本照光君） 他にございませんか。 

（「なし」の声あり） 
○委員長（村本照光君） ないようですので、以上で公営施設課の質疑を終わります。 
  ここで、この時計で１１時１５分まで休憩をいたします。 
 

休憩 午前１１時０５分 
再開 午前１１時１６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） こんにちは。ご苦労様です。日頃から学校教育、社会教育全

般に渡りましてご理解とご助言いただきまして感謝を申し上げたいと思います。 
  私のほうから五点説明を申し上げたいと思います。 
  一点目ですけれども、昨年度北海道教育大学の函館校が申請通りいきますと、教職

を取れなくなるというお話をさせていただきました。それで、渡島管内それから特に

檜山管内については町村会、教委連等で署名運動等をいたしました経過がありました。

この度、新聞や報道で皆さんもご覧の通り、最終的には教職課程を残すということに

大学のほうが表明をいたしまして、これから大学のほうは文科省に申請をするという

運びになりましたので、ご報告を申し上げたいと思います。 
  二点目は、本年度のニュージーランドの中学生の派遣事業であります。今年度で子

供達の派遣については１８年を迎えるわけでありますけれども、これまで１７２名の

子供達が派遣をしております。逆にニュージーランドからも高校生のほうが来ている

ということでありますけれども、先般最終の派遣者の面接を実施して８名ということ

になりました。今回大幅に子供達が少ないものですから、実施については予定通りい

たしますけれども長く続けてまいりましたけれども、この機会に一回検証したいとい

うふうに思っております。それについては予算の関係であるとか場所の問題であると

か保護者のほう、それから子供達、学校等々にアンケートも含めた形で、来年幸い受

け入れの年でありますので少しこの事業について精査をして、一定の方向を出したい

なということで。最終的には国際交流実行委員会という組織がありますので、そちら

のほうにお願いを申し上げてですね、研修をしていきたいというふうに思っておりま

す。宜しくお願いをしたいと思います。 
  それから三点目の、児童生徒の学力向上施策の推進状況でありますけれども、北海

道教育委員会は来年度の学力学習状況調査で全国平均以上ということでこの数年取り

組んでまいりました。今金町においても読書と作文の町構想に基づきまして、ここ３

年間継続的に実施をしてまいりました。まだ公表になってはおりませんけれども今回

の結果については今金町については、かなり上のほうにあるという情報をいただきま

した。まだ正式公表にはなっておりませんので後ほど正確なものが出ましたらお知ら

せをしたいと思いますけれども、いずれにしても子供達の頑張りであるとか、教職員、

保護者、地域を含めて今進めているものが形として表れてきたのかなということで、

公表の結果を待っているという状況でありますので、宜しくお願いをしたいと思いま

す。 
  四番、五番の案件については、個人情報に配慮が必要なことから、各説明終了後、

休憩中に説明を申し上げたいというふうに思っておりますので、ご配慮のほう宜しく
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お願いをしたいと思います。 
この後は説明事項と報告事項、事務局のほうからさせていただきたいと思いますので、 
どうぞ宜しくお願いいたします。 

○委員長（村本照光君） 教育委員会事務局長、尾崎君。 
○教育委員会事務局長（尾崎克之君） （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） 以上で、教育委員会からの説明を終わらせていただきます。 

皆さん方からなにか質疑があればお受けいたします。何かございませんか。 
村瀬君。 

○１１番（村瀬 広君） 質問とは違うのですけれども、１１ぺージの右下のへき地保

育所運営に関するとありますけれども、年度が違っているので訂正したほうがいいか

と思います。最後の参考資料はきちんとなっておりますけれども。 
○教育委員会事務局次長（寺崎康史君） 誠に申し訳ありません。右下の、これまでの

経緯の部分につきまして訂正させていただきたいと思います。その中の中段です。こ

れまでのルール上で運営していくと、今回、種川が平成２５年４月は８名の入所です

ので、平成２６年度の入所見込みが１０名を割った場合には、将来の事業運営に関す

る協議が必要、ということに訂正させていただきたいと思います。誠に失礼いたしま

した。 
○委員長（村本照光君） 他にありませんか。 

村上君。 
○１番（村上忠弘君） ニュージーランド派遣の部分でまだ２０名のところ８名しか申

し込みが無いと。これは自己負担の部分がネックになってのことと考えられるのかな

と思うのですが、その辺はどうですか。 
○委員長（村本照光君） 教育長、中島君。 
○教育長（中島光弘君） それも一つの要素があるかなとは思いますけれども、時期的

に例えば中体連の全道と重なる時期というようなことがあって、子ども達にとっては

例えばその選択をするというようなこともあります。 
今回、実際には申込書を持って行った子供達が１５名というふうに聞いております。

そして最終的に正式な申し込みが８名ということでありましたので、参加料の金額のこ

とも一つの要素であると思いますし、それから先ほど申し上げた通り、他に例えば期間

の問題なのか、それから子ども達の浸透度の問題なのか、学校を含めた取り組みの問題

なのか等々、原因というのは他にもあると考えますのでそういうものを一回精査をした

いというふうに思っております。 
○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、教育委員会の質疑を終わります。 

以上で各課からの説明が終わりましたが、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、全体を通して無いようですので、その他でなにか

ありませんか。 
  村上君。 
○１番（村上忠弘君） 一つちょっとお聞きしたいのは、平成２２年１２月２４日から
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平成２３年１月１４日の申し込みということで国営事業絡みで町有地の払い下げとい

う部分で公示がありました。今日まで一切その部分について説明が無いということで、

何箇所その町有地の払い下げがあって、その金額がいかほどだったのかという部分に

ついてお知らせをいただきたいと。できれば書面で報告していただきたいと思います。 
○委員長（村本照光君） 副町長、清水君。 
○副町長（清水 寛君） ２２年からその国営の関係、実は総務厚生常任委員会におい

ても、２２年度から２４年の３年間の町有地の売買の実績等について報告をしてくれ

ということで、これは３月の段階でありました。それは出しておりますし、昨日もそ

の案件についていろいろとお話をされているのですが、その資料で宜しければ今お渡

しすることも可能だと思っておりますが。 
○１番（村上忠弘君） 場所と金額だけでいいです。 
○委員長（村本照光君） では資料の提出ということで。 

暫時休憩いたします。 
 

休憩 午前１１時３９分 
再開 午前１１時４３分 

 
○委員長（村本照光君） 休憩を閉じ、会議します。 
  先ほどの質問にありました書類について、今手元に届いたと思います。これでよろ

しいでしょうか。 
  村上君。 
○１番（村上忠弘君） 町条例の中では一切説明する必要のなかったから、きょうまで

その報告が無かったのかなと判断するわけですけれども、一部ここの神丘の部分で、

歴史と文化の利別教会という建物があります。あそこは町のシンボルとしてここ何年

間は町外からの見学だとかそういうものの来られる古い教会として知られているわけ

でございます。あの教会については明治３１年、当時笹ぶきの教会から始まって、き

ょうまで１１５年余り経過した教会でございます。そういった歴史のある教会は、自

然の森林に囲まれた風光明美な中にある教会として凄く親しみを感じられたところと

いうふうに信者の人から聞いております。 
そういった部分でそういう教会のある隣接した部分を、今回町有地として払い下げを

したという部分についてですね、そういう古い教会があるということも考慮しながらの

配慮した払い下げをしたのかどうか、その辺をお聞きしたいと思います。 
○委員長（村本照光君） 副町長、清水君。 
○副町長（清水 寛君） 一点、その神丘の地、そして教会の関係ということで申され

ましたけれども、私たちはこれを進めるにあたっては議会のほうにも当然説明し報告

をしてそして進めてきたと思っております。最終的な結果の部分、当日でもそれなり

の概略では説明を申し上げていたと思いますし、理解はいただいているものと思って

おります。 
一点、今言われましたこの部分について、教会の関係等に配慮したかという部分であ

りますけれども、現況進めるにあたっては、国営農地の整備を進めるその部分があって、

隣接地を要望される部分について払い下げをすることを良しとするという部分で進め

ておりましたので、特別支障が有る無いという部分の認識には至っていなかったという

ことでご理解をいただきたいと思っております。 
○委員長（村本照光君） 村上君。 
○１番（村上忠弘君） 配慮していなかったということなんですけども、配慮すべきじ
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ゃなかったかと私は思うんです。その地域の人方から、要するにどうなっているんだ

と聞かれます。結局一切そういう説明を我々受けてないものだから、説明が出来ない

と。今もらった資料の中には町有地がたくさんありますけれど、そういった部分で今

回その神丘のその部分については、大きなその何ていうのかしこりを残してしまうよ

うな気がするわけです。希望者がいたからそういうふうにして今回売買になったわけ

ですけれども、当然その隣接する教会の関係者等の話し合いはもたれなかったという

ことなんですね、では。もたないで今回は町有地の払い下げとしてやったということ

で。 
  わかりました。 
○委員長（村本照光君） 向井君。 
○３番（向井孝一君） ただ今の同僚議員の質問に関連することなのですが、我々とし

ていろんな町民の方に今回の件を含めて質問をされるわけです。しかしながら、情報

が公開されていない部分といろんな部分で、年月も経過してしまっているという部分

もあったものですから、なかなか我々の勉強不足もありまして説明に至らなかったと。

そして知らされている部分から又聞きしてあれすると、大変我々としても理解に苦し

むような点が出てきているというのも事実なんです。 
そういう中において一つまず最初に聞きたいのは、土地改良事業法それから農地法と

いう部分について、国営の関連した事業の中で町有財産の処分をやったわけです。この

ことというのは、地方自治法の財務省が示す売り払いの自治法よりも上なのか、先行し

てできるのですか。その辺ちょっとお聞きしたいと思います。 
○委員長（村本照光君） 副町長、清水君。 
○副町長（清水 寛君） 実は昨日の常任委員会においても、そのような趣旨の質問を

いただきました。国が進めていく中においては、国公有地等の売却もしくは取得する

その部分については大義名分がなければなりませんので、土地改良法なり何なりのそ

の部分の縛りが発生するのかなと私達は思っております。 
この事業につきましては昨日も前段少し経過をご説明しましたけれども、これは財務

省所管等の国公有地の払い下げ等についても、この間進めていく中で出ておりましたし、

町長も積極的に進めて道のほうにも要請もしました道河川敷地等の払い下げ等につい

ても、これらも要請をいたしました。最終的には換地処分等が終わった段階での清算と

なるという部分でありましょうが、それらを受けて、平成２２年１１月に国営農地再編

整備事業促進期成会のほうから会長名で、町有地についても同様に隣接し未利用地であ

って今後利用する予定のないものについては、積極的に払い下げについて検討を願いた

いという部分がありました。これを受けて、私達もこれを是とするか否かということで

検討いたしましたけれども、受益者からの希望カ所聞き取りをまず行いまして、それで

払い下げが可能かどうかを検討した後に決定をするということで、平成２２年１２月２

２日付けで受益者全員に通知を出しております。受付期間は先ほど上村委員が言いまし

たけれども、平成２２年１２月２４日から平成２３年１月１４日までということで進め

ました。最終的に取りまとめをして、１月１１日にリストをまとめた結果、１５件２３

筆の要望がありました。それらは調整の後に最終的には４件５筆ということで払い下げ

を決定したという経過であります。 
この払い下げをするしないのその部分については、常任委員会等それから農林業振興

会議等、それらの中でいろんな中で情報は発信をさせていただいております。ですから

こちらが独断的にやったという部分ではないという認識をしております。それと本件に

つきましては、町長が町有地を要望に沿った中でこの事業を進めていく、そのより効果
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的になる部分に繋げていきたいということで配慮をもって払い下げをしたいという部

分でありますので、いま向井委員がおっしゃるように土地改良法なり何なりというその

部分とリンクさせる部分には、私はならないのかなというふうに認識をいたしておりま

す。以上です。 
○委員長（村本照光君） 向井君。 
○３番（向井孝一君） 町有地の部分で有効活用するというのは私も賛成なんですよ。

しかし手続き上でやっぱり法に準じてやるというのが行政の仕事だと思うので、やっ

ぱり疑問に思われるような行動というものは、私は慎重にすべきではなかったのかな

という気がしております。 
そこでもう一つだけお伺いいたします。今参考資料をもらいましたけれども、３０万

超える金額が三３件ありますよね。自治法の随契の中で３０万を超える部分については

競売にしなさい、ということになっておりますけれども、これら３件が随契に至った経

緯をちょっとお聞かせいただきたいと思います。 
○委員長（村本照光君） 副町長、清水君。 
○副町長（清水 寛君） 随意契約で相手を指定してやる部分については、これは私達

がよくやる手法であります。ただ、別のことも想定されます。 
例えばこの役場の敷地で空いている部分をＡという人間が借りたいという部分で来

たとします。それに沿うためには、一般町民に知らせてそして競売に付す。これが一番

妥当な方法だと思います。しかし今回については目的があくまでも特定されておりまし

た。特に隣接地等についてそれらについて払い下げをするという部分で取り扱っており

ますので、そういう競争に付させるという形には考えてございませんでした。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、最後に合同委員会の関係で確認したいと思います。

皆さんから何か合同委員会に関してご意見ございませんか。 
  なければ理事者側のほうから、合同委員会について案件ございますか。 
  副町長、清水君。 
○副町長（清水 寛君） 本常任委員会に係わる部分ではございませんが参考までに、

昨日総務厚生常任委員会でお願いをいたしております議案第１号の、今金町子ども・

子育て会議条例制定、これは新条例でございますので趣旨等の説明、予算も伴ってお

りますのでお願いをしたいということ。それと議案第２号であります、今金町の国保

の税条例の一部改正であります。これは今回運営協議会に諮問し答申をいただいた、

その答申に沿って税条例の一部改正をお願いしようとしておりますので、その内訳に

ついてご説明を申し上げたいと思っております。 
それともう一点ございます。町長が冒頭の挨拶で申し上げましたが、実は今職員の給

与削減について組合のほうと交渉をいたしております。非常に不本意と言いながらも、

これらについて私達も踏み込まざるを得ない部分かなと。ただ、今まだ交渉中でござい

まして、それがまとまるのはおそらく来週にならなければなりません。まとまった段階

では追加議案でお願いしようとしておりますが、それらの部分を、まとまれば更にその

後一点も追加をさせていただきたいと思っておりますので、こういうことで昨日総務厚

生常任委員会でお話をしております。以上です。 
○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。 
  では理事者の皆さん、出席ありがとうございました。 

暫時休憩いたします。 
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休憩 午前１１時５６分 
再開 午後１２時１０分 

 
○委員長（村本照光君） 休憩を閉じ、会議いたします。 

時間が経過しておりますけれども、皆さんから了解を得ましたので、引き続き進めた

いと思いますので宜しくお願いいたします。 
 
   ◎平成２５年 所管事務調査について 
○委員長（村本照光君） それでは、続きまして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、柏田君。 
○事務局長（柏田泰明君） （議会事務局長朗読説明、記載省略） 
○委員長（村本照光君） それでは、所管事務調査について、前回項目を１０項目上げ

て行うこととしておりますけれども、これをまず項目一覧１０項目について、皆さん

からご意見をいただきたいと思います。 
  具体的には調査箇所も含めて、皆さんからご意見をいただければと思います。 
  話も分かりやすいと思うので、一つずつやりますか。 
             （「異議なし」の声あり） 
○委員長（村本照光君） まず、それでは農林業振興対策事業について、この件につい

てこの項目で、具体的に調査する項目を上げていただきたいと思いますけれども。 
○３番（向井孝一君） これは場所ですか。 
○事務局長（柏田泰明君） 場所です。 
○委員長（村本照光君） 局長、これは振興課から何か、特にこういうところを見てほ

しいという要望は無いのですか。 
○事務局長（柏田泰明君） それぞれのほうからはございません。今後につきましては

現課と協議しなければならない部分あると思いますけれども、まず議員の皆さん方の

行きたい箇所、という部分でお願いをしたいと思います。 
○委員長（村本照光君） 前年度までの分についてはそれぞれ載っておりますけれども、

どうしますか。昨年は浄化センター、し尿処理状況を見ておりますけれども。 
 特にございませんか。 

  暫時休憩いたします。 
 

休憩 午後１２時１４分 
再開 午後１２時２７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。 
  平成２５年度の現地調査につきましては、先ほど１０項目を挙げましたけれども、

中身については新規事業等も入れながら、それから学童保育という言葉もありました

ので、こちらで所管と相談をしながら、委員長、副委員長それから局長と相談させて

いただいて、行程含めて決めさせていただきたいということの了解でよろしいでしょ

うか。 
（「異議なし」の声あり） 

○委員長（村本照光君） それから日程ですけれども、７月２３～２４日という提案を

しておりますけれども、委員の方の都合も出ておりますので、それらを含めて、日程



 - 20 - 

等も委員長、副委員長それから局長という中で再度煮詰めさせていただきたい。その

決定には従っていただくということで、了解をいただきたいと思いますけれどもよろ

しいでしょうか。 
（「異議なし」の声あり） 

○委員長（村本照光君） はい、ありがとうございました。 
  それでは、事務調査についてはこれで終わって、その他について何かありませんか。 

（「なし」の声あり） 
 

   ◎閉会の宣告 
○委員長（村本照光君） その他も無いようですので、以上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１２時２９分 


