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開会 午前１０時００分 

    ◎開会の宣告 

〇議長（徳田栄邦君） ただいまの出席議員は１２名で、定足数に達しておりますので、

本日をもって招集されました平成２５年第２回今金町議会定例会を開会いたします。 

  なお、村瀬副議長より午後から欠席の届出がございます。 

 

    ◎開議の宣告 

〇議長（徳田栄邦君） これより、本日の会議を開きます。 

 

    ◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

〇議長（徳田栄邦君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本日の署名議員は、川上君、日置君を指名いたします。 

 

    ◎日程第２ 会期の決定 

〇議長（徳田栄邦君） 日程第２、会期の決定を議題といたします。 

  お諮りいたします。 

  本定例会の会期は、本日から２１日までの２日間といたしたいのでありますが、こ

れにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） ご異議がないので、以上のとおり決定いたします。 

 

    ◎日程第３ 諸般の報告 

〇議長（徳田栄邦君） 日程第３、諸般の報告を行います。 

  会務報告、監査委員の検査報告及び繰越明許費繰越計算書は、別紙配付のとおりで

あります。 

  また、地方自治法第２４３条の３第２項の規定により、光の里・豊寿園・クアプラ

ザピリカから平成２４年度事業報告書が提出されておりますので、別紙のとおり報告

いたします。 

  さらに、平成２４年度今金町情報公開条例及び平成２４年度今金町個人情報保護条

例の運用状況並びに請願の例により処理する必要がないと認める陳情については、別

紙配付のとおりであります。 

  以上で、諸般の報告を終わります。 

 

    ◎日程第４ 行政報告 

〇議長（徳田栄邦君） 日程第４、行政報告を行います。 

  町長より行政報告があります。 

  町長、外崎君。 

○町長（外崎秀人君） （行政報告朗読、記載省略） 
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〇議長（徳田栄邦君） 以上で、行政報告を終わります。 

 

    ◎日程第５ 一般質問 

〇議長（徳田栄邦君） 日程第５、これより一般質問を行います。 

  上村君の発言を許します。 

  上村君。 

○６番（上村義雄君） 第２回定例会に当たり、議長より一般質問の機会をいただきま

したので、私からは障がい者の就労について全体ビジョンづくりをという表題で一般

質問をさせていただきます。 

  一昨年１１月７日から１０日までの総務厚生常任委員会で、福井県のあわら市、滋

賀県の高島市、三重県の名張市、３県４施設の先進事例を視察してまいりました。 

  議会での委員会報告や町民への議会報告会で説明してまいりましたが、障がいを持

つ人たちの働く場の提供、地域農業の担い手としての育成指導や、障がい者の就労体

験をサポートする農業ジョブトレーナーを育成し、有償ボランティアとしてきめ細や

かな支援を行っており、双方の負担軽減に大きな効果を発揮していました。 

  今、今金町在住の障がい者の就労状況は３０名で、うち１２名が今金高等養護学校

の出身者のようであります。 

  檜山北部職親会での事業所は、現在１４事業所があります。今年より町独自の障が

い者雇用促進補助事業が実施となりました。雇用促進につながればと期待していると

ころであります。 

  そこで、さらに障がい者就労支援へ、ジョブコーチ、ジョブトレーナーの養成が大

切と考えます。有償ボランティアの人材を確保しつつ、障がい者の就労について全体

ビジョンをつくり、行政が積極的に行っていくことが必要と考えますが、町長の考え

をお聞かせいただきたいと思います。よろしくお願いします。 

〇議長（徳田栄邦君） 上村君の質問に対する理事者の答弁を求めます。 

  町長、外崎君。 

○町長（外崎秀人君） 上村議員の一般質問にお答えをいたします。 

  障がい者就労支援に対するジョブコーチ、農業ジョブトレーナー、あわせて有償ボ

ランティアを含めた人材育成に対する町の考え、障がい者就労への全体ビジョンへの

必要性に関して、町長の考えをということで質問をいただきました。 

  議員からの質問にもありますが、今金町内では多くの障がい者が本町に居住し、町

内外で就労しております。そんな中、働く側、雇用する側から多くの悩みや相談事例

があることを認識しております。 

  その声の一部を紹介いたしますと、コミュニケーションがうまくとれず、職場内で

障がい者が孤立してしまった。仕事に慣れて手を抜くようになってしまった。周りが

注意しても受け入れず、仕事に来なくなってしまった。居住するグループホームで、

利用者間のトラブルにより心と体の調子を崩して、退職をしてしまったなどなど、た

くさんの事例があるわけでありますが、職場間において、働く側も雇用する側にもと
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もに課題があるのが事実であります。 

  働く障がい者、その家族と雇用する事業者の間に入り、職場適応に関し、つなぎ支

援するジョブコーチの存在は、重要な役割を持つことは理解をしております。 

  現実に、今金町においては、第２期今金町障がい者計画に、障がい者就労への一貫、

一連した支援と、総合相談については、就労サポートセンター的な機能を有する相談

支援事業所ひかりを設置し、相談支援員がその任に当たっています。 

  光の里においての地域支援担当職員、そして、高等養護学校指導教員により、きめ

細かな対応も行われているところであります。 

  社会福祉法人光の里が現在進めています居住サービス、就労支援、日中活動系サー

ビスは、その具体的な活動でありますし、現在進めている施設整備計画との連動も必

要となります。 

  質問の農業ジョブトレーナーについては、農業分野に特化した人の育成ということ

になります。その役割は、障がい者の就農実習や雇用につながるように支援をしたり、

実際の実習・雇用において、仕事適応の指導を行うことになると考えます。就労機会

を農業に求めていくということでは、既に農協・商工会・福祉関係者等で構成してお

ります今金町地域自立支援協議会の中で、必要性や有効性が議論されております。 

  『このまちで暮らそう、…障害のある人もない人も、みんなで力と知恵を出し合い、

しあわせな生活、人生を送ることができるまち』というビジョンをかかげた計画が策

定されていますが、その実現に向けた中での障がい者就労の最優先課題は、就労に向

けた環境づくりと雇用の場の確保にあるとしているところであります。 

  自立支援のシステム構築もしていますので、自治体の役割を認識し、光の里、高等

養護学校等の関係機関と連携しながら、今金町に最も適した障がい者就労の対応に努

めてまいります。 

〇議長（徳田栄邦君） 上村君の再質問を許します。 

  上村君。 

○６番（上村義雄君） 今、町長より回答をいただきました。町長もこの中では、ジョ

ブコーチ、ジョブトレーナーの必要性は実感しているという部分であり、それのサポ

ートセンター的な就労支援の相談員ひかりを設置してあると。これも事実私も承知し

ているし、そこにも行ってみて、相談等の状況等も聞いております。 

  また、今金町地域自立支援協議会、これは１９年に設立されておりますが、今年、

その事業者に対しての一部助成という実施の部分が、一歩進んだかなというふうに私

も質問の中でも評価し、期待しているところでございます。 

  いずれにしましても、ビジョン、計画はあるけれども、実際にその実現に向けてい

くためには、行動、その部分が重要だということを、これは町長の答弁でも認めてい

るわけです。実現していく、その行動の分野で、じゃ、どういうことができるのかと。 

  現在、２３年に、これは名寄地方職親会での、道内では初めてですけれども、障が

い者支援へのジョブコーチ養成講座を設立して、実施しております。このように、行

政が率先してそういう中間的、そして働く側、その働くところを受け入れる側の、そ



7 

 

の中間的、相談的役割、これは高等養護学校であれば、先生が実習の中に入って行わ

れているところもあります。 

  また、光の里の部分でも、現在、実際に人員が足りないんですね。１人で１０名を

見るというような状況。これ障がいがあってそういう仕事をする場合には、１人で１

０名を見るというのは、これは到底、厳しい状況です。なかなか全部見れる状況には

ないということだと。ですから、私は地域の人方、要するに現役、退職した人方、ま

たは農業の第一線から退いた方でも、まだ元気な方が、この有償的なボランティアを

養成していく、ジョブトレーナー、ジョブコーチの養成をしていく、この役割をきち

っとやっていけば、まだ、１人で１０名を見るというような状況ではなくて、一人で

もって三、四人を、何か問題があったときはすぐ駆けつけていけるような体制を整え

ていく。 

  しかし、財源が限られているわけですから、これは実際に委員会で視察してきた中

で、三重県の名張市のその農業ジョブトレーナーの状況では、有償ボランティア、１

日最大、１時間１，０００円で３時間までしか見れないと。だから３，０００円まで。

それは１日いっぱいいても、３時間までしか見ないと。また、ちょっと行って帰って

くる、解決できる部分もあるでしょうから、そういうときには時間的で、いずれにし

ても、有償の中でもってボランティアでやっていただく、そういう方向をとっており

ました。 

  非常に好評で、そのトレーナーのあれによって理解できるし、事業者の方もわから

なかったことがわかる。働く方も、そういう部分で理解できる。そして、就労にきち

っとつながっていくという状況がありました。 

  そういう面では、北海道で名寄地方の職親会が道内で初めて２３年に養成講座を開

いたという事例がありますが、私は農業の町、そして福祉の町というこの今金でも、

そういう養成講座を開いて、そしてトレーナーの養成を、コーチの養成をしていくこ

とが、町民の理解を得ながら、そして、これから農業分野においても非常に農業の人

口が減ってくる、農業を行う世帯がだんだん減ってくる。しかし、面積は維持してい

かなければならない。そうなったときには、そのサポート的には、障がい者の農業就

労ということも、非常に大事になってくるんだろうというふうに思います。 

  そういう意味では、この農業ジョブトレーナー、ジョブコーチの養成講座を今金町

で開いて、そして、その連携を図っていくという状況をとれないものかどうか、さら

に町長にお伺いしたいと思います。 

〇議長（徳田栄邦君） 町長、外崎君。 

○町長（外崎秀人君） 再質問にお答えしたいと思います。 

  基本的には、障がい等々含めて、そういう役割を果たす人は必要だという認識はし

ているわけであります。 

  先ほど来申し上げておりますように、議員もおっしゃったように、今金町にはさま

ざまな計画があって、今そこで整理されている部分につきましては、まずそのことよ

りも、今度はジョブトレーナー、ジョブコーチ、さまざまな意味合いがあるんですけ
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れども、そもそも先ほど言ったように、議員は農業に特化したジョブコーチ、ジョブ

トレーナーの話をしておりますけれども、本来は福祉のものでありまして、これは職

場の適応を支援するという、日本語に解釈すると、２００２年に日本にも導入された

と。職場の支援に適応するように応援しようじゃないかと。 

  そもそも設置するのは、町とかどこかではなくて、あくまでもこれは決まっている

んですね。設置型等、設置型というのは国の行政の機関です。 

  １号型というのは、就労を期待する、就労を予定している福祉の団体、福祉の施設

に置きなさいと、施設の職員じゃなきゃできないんですよ。 

  もう一つの２号型というのは、働く会社、働くところに置いてくださいというのが、

このジョブコーチ、ジョブトレーナーの意味合いであって、役場だとかさまざまそう

いう分野ではないと。 

  その中間に入る方を養成をして、働く側の、働く方の身になって、働く場所にも、

あるいは派遣される施設の方にも、いろいろフォローしていくという役割を持ってい

る。中立的な立場でもって支援していくということが、大きな役割であったわけであ

ります。 

  それを特化して、視察されたところもそうでしょうけれども、あくまでも、働く方

の農業実習をするために、一緒にお手伝いをするということが役割なんです。特に、

そこに問題、課題があったら、施設の方にも話をするという役割であるわけでありま

す。 

  ただ、今金町、ご存じのように今金町の総合計画を含めたベースにして、地域福祉

計画、障がい者計画、障がい者福祉計画があるわけであります。それが議員の言って

いるところのビジョンであるわけであります。今金町はちゃんとビジョンは持ってい

るわけであります。その具体的な計画も、障がい者福祉計画という形で、具体的なビ

ジョンも出させてもらっています。 

  すべてに通じる課題の中で、大きな問題、これは総合計画にも通じます。地域福祉

計画全体でも通じるわけでありますけれども、今一番困っているのが、障がい者の部

分の中では、働くことだけではないんですけれども、まず働く場所を確保しようとい

うのが、今金町の最大の課題になっております。まず働くことを確保しようと。働く

ことを確保しなければ、今言ったジョブトレーナー、ジョブコーチについても、やっ

ぱり役割を果たす場所がないと。 

  名張市でありますけれども、私も議員さん方が視察に行ってまいりましたので、私

も自分で勉強をするために、直接電話をし、担当者にいろいろ勉強させてもらいまし

た。このジョブコーチ、ジョブトレーナーは、あくまでも職探しはできないわけであ

ります。できないんです。あくまでもフォローなんです。作業の、実習なり仕事のフ

ォローをする方なんですね。そうすると、今、今金町で求められている部分の中には、

まずは職場を確保しようということが、これは光の里も含めて連携体制をとっていま

すので、私も逐次そういうやりとりをしておりますけれども、最大の課題は何かと言

ったらそこにあると。 
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  加えて、今、質問されているジョブコーチ、ジョブトレーナーみたいに中間に入っ

ていろいろやっていただく方が必要だということについては、認識、理解も、光の里

等々含めて持っておりますけれども、今のところは、地域支援の担当職員が２名いま

す、光の里には。その方々が対応をきちっとしている。仕事探しも含めて、きちっと

対応していただいていると。 

  あと今金町で受託をしております、お金を出して設置しているセンターの方で、専

門職が対応していただいているというやり方をしています。 

  名張市もそうでありますけれども、その就労に向けた農業のジョブコーチ、トレー

ナーの就労に向けた最大の対象者は何かといったら、今金と同じ高等養護学校の卒業

生なんです、限定しているんですよ。一般の方々ではないんですね。どうしてもその

つなぎがなかなか難しいことだということで、今金町については、高等養護学校の先

生方が、一生懸命職場探し、そして、さまざまなきめ細かい支援もしております。 

  ご存じのように、この議員の中にも、その実習を受け入れていただいて、作業をき

ちっと見守っている方もこの議員の中にもおられるわけです。私も実際そういう場面

を見ておりますけれども、そういう今の今金町の部分の中では、光の里、そして中心

的な役割を果たす相談所、そして高等養護学校がきちっとフォローをしていただいて

いる状況は、今のところあるわけでありますけれども、次のステップ、これからどん

どんどんどん議員がおっしゃるように就労する方々がふえてくると、なかなか手が回

らない状況になるので、そういう節にはきちっとした体制をとらなきゃいけないだろ

うと。 

  この課題の一つは、なぜ、ジョブコーチ、ジョブトレーナーというのは、基本的に

はそういう資格ではないんですけれども、国の、先ほど議員がおっしゃった財源を確

保するために、助成金制度があります。この講習を受けなければその助成金が当たら

ないということが、福祉の場面であるわけであります。ただ、農業に関しても、国の

さまざまな農業支援の補助金がありますから、そのために認定をして、登録された方

について支援をしていくという形をとるわけでありますから、このジョブコーチ、ジ

ョブトレーナーに幾ばくかの報償費を払うとすれば、町としては町独自に考えるかと。 

  ただ、財源を確保するために、国の支援制度を適用するかどうかという課題もあり

ますけれども、いずれにいたしましても、必要性というものについては十分私なりに

理解をするところでありますけれども、現状では、町長もさまざまな機関、団体を含

めても、最優先課題はまずその方々を生かすためにも、就労の場所、働く場所を確保

しようということを大きな声をかけて呼びかけているところでありますので、ご理解

いただきたいと思います。 

〇議長（徳田栄邦君） 上村君。 

○６番（上村義雄君） ３回目の質問でありますけれども、これは卵が先か鶏が先かと

同じ状況です。そういう中間的な相談を受けられる場所がきちっとありますよ、安心

して雇用する方も相談できるよ、働く方も行ったことのないところにいきなりぼんと

行って、どうなるかというのは心配です。そのときに付き添いながら、その仕事ぶり、
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仕事の内容等もきちっと見ていくという状況、これを進めていけば、新たな、ああ、

それであればうちでもちょっと頼んでみるかなと。 

  どうしても垣根をつくってしまうんですね。障がい者を雇用する、頼んで仕事をし

てもらうといったときに、経験がないし状況がわからないから、やっぱり心配だから

という形で頼むのを抑えてしまう。 

  実は私も、そういう面では光の里から応援をいただいて、この仕事をあれしれもら

っています。非常に来てくれている人方は、まじめに真剣にやってくれます。だから、

こっちの方で、もうこんな暑い時期ですから、要するに休養をとったり水分をとった

りする部分では、これは配慮しなきゃならないと思って、気をつけてそうやって手当

てをしてやっています。そういうようなときの、やはり受け入れ側も安心して、ちょ

っとあれしたら、何かあれだなと思うんだけれども、直接光の里に、光の里もそうい

う相談する窓口があってできることにはなっていますけれども、光の里の方も、現状

は１人で１０名のそのあれを見なければならない、人員が足りないんだということを

話を聞いております。 

  特に、高等養護学校の学校なんかでも、園生と先生で、それの周りのサポートする

人方の声と、非常に１人対１０人という状況ではないんですよね。ですから、光の相

談員の、光の今のあるところにしても、これは今金町だけではないんです。せたな町

も、ですから、時によっては大成までも行くという状況にあるわけですから、やはり

１人でもってそれを全部、問題が生じたときにすぐ対応できるという状況にはないと

いうことです。これは現実、現状です。 

  ですから、町長の行政報告にもありましたように、市民後見人という、今年から講

座が開始されている。それと同じような感じで、私は障がい者のこの支援に向けたジ

ョブコーチ、ジョブトレーナーの養成講座を開催する。そして、そういう町民に何人

かのそういうサポートできる人をつくっていくと。それがすそ野を広げていく、就労

の場であり、その環境づくりであり、町長の言う雇用の場が大事だという、雇用の場

をつくっていく、就労に向けた環境をつくっていくということには、私はそういうこ

とも視野に入れながらやらなければ、この農業と福祉の町という部分のつなぎをして

いく部分では、大いにこの分野が重要になってくるだろうと思うんです。 

  そういう意味で、今後においてそういう検討をし、実施に向けたトレーナーづくり

をしていけるような方向、意志があるかどうか、再度求めて終わります。 

〇議長（徳田栄邦君） 町長、外崎君。 

○町長（外崎秀人君） なぜ就労につながらないか、とりわけ農業に例をとってみても、

私も十分承知しているわけでありますけれども、農業者が障がい者に対してどういう

作業が的確かということが、なかなかやってみなければわからないと。即につながら

ないというのが、一点当然あるわけであります。 

  施設関係、あるいは障がい者そのものも、逆のパターンがまたあると。本当にでき

るのかどうかという心配事があると。 

  最終的には、使っていただく方が重要なものですから、使っていただく方々、雇用
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しようとしている方々にとって、障がい者を雇用することによってのメリットがどう

いうことがあるのかということについて、理解度がお互いないわけですから、私は就

労につながっていかない要素があるだろうと。 

  そういうことでは、大きな課題としてとらえて、今金町保健福祉計画、先ほど言っ

たこの計画、これを私は町長として諮問をし、答申をいただいて、このことを明確に

しながら実現性に向けて努力をしているわけであります。ここでも、障がい者福祉計

画でも、最終的にはいろいろと就労の問題、これからどういう就労に向けた努力をす

るかということで進めているわけでありますが、結果的には、雇用の場をまずもって

確保しようということが最優先課題だという理解をいただいておりますし、さまざま

な事業につきましても、支援協議会の方にお諮りをしながら、いろいろご意見をいた

だきながら、今回も制度化したという部分があるわけであります。 

  いずれにいたしましても、そのことを決して否定する何物もないわけであります。

ただ、現状的には、どう考えても、光の里的にも、私もいろいろ話をしておりますけ

れども、ジョブコーチ、ジョブトレーナー的な役割は、今のところ地域支援担当員で

賄っていける状況にあるので、そういう形の中では、今、急な必要性というものは感

じられないという話も伺っている。それは何かといいましたら、高等養護学校の先生

方の努力、それと先ほど申しましたように、私の方で委託しております支援事業所の

光の方の専門指導員の方々の指導によりまして、今のところは何とか成り立っている

と。 

  ただ、将来はどうかといいましたら、先ほどから申し上げますけれども、雇用の場

がどんどんどんどん広がることによって、議員がおっしゃるような形の農業の作業に

特化した役割という方々が、重要視されるだろうと思っています。 

  ただ、もう一点ご理解いただきたいのは、あくまでもジョブトレーナー、コーチと

いうのは、私はどちらかというと農作業に、やっぱりその実習に、雇用に結びつく働

き方に、さまざまなご支援をいただける方ではないかなという認識を持ってます。 

  ただ、今、障がい者の就労という形の中間に入った場合については、重要なのは、

これも少なからずも、福祉本来のジョブトレーナー、ジョブコーチもきちっとした研

修を行います。この名張市も、このためのいわば研修もやっているわけであります。

勉強もしているわけです。何を勉強、研修しているかと言ったら、福祉の制度そのも

の、サービスがどうあるべきか、法律がどうだとかということもきちっと承知しなけ

れば、ただ単なる右左に振るということはなかなか難しいのではないかと。そういう

ことから、きちっとしたやはり養成行動を起こしながら、有償というボランティアで

ありますけれども、そういう活躍をいただいているという部分で、十分私も承知して

いるわけでありますから、何とかそういう方向に結びつきたいということについては、

私もぜひそういう期待も希望もしているわけでありますが、そのためにも、何度も申

し上げます、以前にも障がい者福祉関係の就労についての質問にもお話し申し上げま

したけれども、みんなでまず就労に結びつく実習地をまず確保し、実習地で少し勉強

しながら、就労に結びつく努力をさせていただければうれしく思うわけであります。 
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  今、今金町は、雇用契約をしないで働いている方がいるんですよ。雇用契約をしな

い。雇用契約まで結びつかない方が結構いるんですね。それもこの計画書に載ってい

るわけでありますけれども、何とか雇用契約に結びつくように、名張市も事例があり

ました。一定程度やったんだけれども、やっぱりやめてしまいました。そこで、農業

ジョブトレーナーの活躍でもって、１カ月でも２カ月でもいいからびっちり張りつい

て、もう一回戻ってくれということの努力をしているという話も私なりに伺っている

わけでありますから、そういう役割を発揮する、私はこれから必要な新しい人材だと

いう意味合いを持っておりますので、今後そういう視点を持ちながら努めてまいりた

いと思っています。 

○６番（上村義雄君） 最終的な、町長も状況がわかった上で何とか将来に向けた行動

ということを考えていきたいということでございます。こういう協議会、また計画を

策定できていても。 

〇議長（徳田栄邦君） 上村議員、時間ですのでまとめてください。 

○６番（上村義雄君） 画竜点睛を欠かないような、せっかくビジョンをつくり、計画

をつくり、実践する中で、ただつくっただけで終わるんじゃなくて、画竜点睛を欠か

ない、今金はきちっと対応したことを実践していただきたい。 

  以上で終わります。 

〇議長（徳田栄邦君） 以上で、一般質問を終わります。 

 

    ◎日程第６ 議案第１号 

〇議長（徳田栄邦君） 日程第６、議案第１号を議題といたします。 

  今金町子ども・子育て会議条例制定について。 

  理事者の説明を求めます。 

  副町長、清水君。 

○副町長（清水 寛君） ご説明いたします。 

  議案第１号 今金町子ども・子育て会議条例制定について提案理由を申し上げます。 

  子ども・子育て支援の新制度が制定され、平成２７年４月から施行されようとして

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

となる市町村子ども・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

した実行性の高い計画とするため、保護者や保育事業関係者、見識者、労働者等から

の意見等を幅広く反映させることが重要であるとしております。 

  このために、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。 

  以上、概要を申し上げました。 

  ご審議いただき議決賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

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） 
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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 今金町子ども・子育て会議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１号 今金町子ども・子育て会議条

例制定については、原案のとおり可決いたします。 

  １１時１０分まで休憩といたします。 

 

休憩 午前１１時００分 

再開 午前１１時０９分 

 

〇議長（徳田栄邦君） 休憩を閉じ、開議いたします。 

 

    ◎日程第８ 議案第２号 

〇議長（徳田栄邦君） 日程第８、議案第２号を議題といたします。 

  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、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、提案理由を申し上げます。 

  平成２５年度の国保税率の決定について、国民健康保険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、基準総所得が微増という状況の中、医療費の増大、国の調整交付金

等の減少、介護納付金、後期高齢者支援金の増加に伴い、現行税率では、歳入不足が

生じる試算となっております。 

  しかし、現下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、増嵩の著しい後期高齢者支援分の税率を引き上げることといたしたく、本

条例の一部改正について提案をするものであります。 

  以上、概要を申し上げました 

  ご審議いただき議決賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

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） 今回、国民健康保険税の条例改正で、一部値上げをして、世帯
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数平均で、正確な数字はちょっとわかりませんけれども一万二、三千円くらいという

ことなんですが、これは限度額は据え置きすると、最高限度額ですね、納付の。とこ

ろが、これによって中間層といいますか、構成する中間層の値上げ幅というのは相当

な額になるのじゃないかなと思うんですが、高い基準に合わせた世帯数が幾らぐらい

で、どれくらいの１戸当たりの値上げになるのか、お知らせいただきたいと思います。 

〇議長（徳田栄邦君） 保健福祉課長、小林君。 

○保健福祉課長（小林洋伸君） 中間層につきましては、常任委員会の中でも合同委員

会の中でも少し説明させていただきましたが、今明確にどの位置にどういう方がいる

ということをなかなか答えづらいという状況があります。 

  ただ、やはり先日もその分析をしておりますという中では、課題として大きいとこ

ろは、所得がなくて世帯の人員が多いというところについては、その負担が大きいと

いうところで、明確に出てきているところです。 

  特に一つの例を言いますと、医療分で６人世帯の家庭がございます。この方が、所

得についてはゼロという状況でございますけれども、その６人世帯で６人分の均等割

がまずかかるということと、資産税の分が少しく数字が出てきているということで、

こういう例でも既に５１万円の限度額まで行ってしまっているというようなケース

もございますので、これらについてもう少し分析をしていきたいということで、きょ

う、その具体的な件数ですとか状況については、分析中ということで理解をいただき

たいと思います。 

〇議長（徳田栄邦君） 向井君。 

○３番（向井孝一君） 国民健康保険税に加入している町民の数が３２～３％というこ

とで、大変少ないということもあって、一般会計からの繰り入れも大変難しい状況に

あるという、以前町長もそういうお話もございましたけれども、大変微増ではありま

すけれども、毎年このように改正をしなければならない理由には、レセプトの中で個

人のベストテンの医療費、費用額というものが出ておりますけれども、このことにつ

いて、最高で言うと５７８万円、ベストテンの最後で２１６万円という、そういう高

額医療というものが、じゃ、それをだめですよということにはならないので、やはり

いろんな医療機器だとか高度医療が発達すればするほど、人間としてはどうしてもそ

ういうところにかかるというのは常ですよね。 

  やはり、そういうことも踏まえながら、多分今金町も、先ほど行政報告にもござい

ました、健康増進計画策定というのが急務であるという町長の行政報告なんですが、

このこととどうリンクして、加入者の皆さんに理解をしていただくかということが、

ちょっと心配なところがあるんですけれども。といいますのは、ややもすると、高度

医療を受けるなというようにとられるようなことにもなりかねないような気がする

ので、その辺の説明、あるいは、これからどうしてそれを理解させるかということに

ついてちょっとお聞きしたいと思います。 

〇議長（徳田栄邦君） 保健福祉課長、小林君。 

○保健福祉課長（小林洋伸君） 議員のおっしゃるとおりでございまして、医療費の増
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嵩の原因としましては、長寿社会、高齢者の増加がまずございます。あわせて、食生

活の乱れなどによりまして、生活習慣病から来る、今申しました高額の医療につなが

るということと、あわせて、それに対応するための近代医療の発達の手術のために、

費用がかさむということがございます。 

  当然、保健福祉課としましても、医療にかかるなという話はしません。かからない

ような状態を長く維持しましょうということで、これからさまざまな取り組みをして

いきたいというふうに考えているところです。 

  そのための、まず町民説明をこれからしていきたいと。この現状をまず理解をいた

だかなければならないということを、第一優先に考えているところです。 

  町民とも、健康教育ですとか健康相談ですとか、先ほどもありましたけれども、検

診後の事後指導なども含めて、先ほど申したとおり医療にかからない健康な体づくり

をしていきましょうと、そういうことで、町民の方にはアプローチをしていきたいと

いうふうに考えているところです。 

〇議長（徳田栄邦君） 向井君。 

○３番（向井孝一君） それから、町税の滞納額で第一位を占めているのが、常にこの

国民健康保険税の滞納額なんですが、これらが条例改正によってさらに増えるような

ことも考えられると。しかしながら、これらも収支のバランスを見るとやっていかざ

るを得ないという部分があるんですけれども、心配される行政サービス制限条例を策

定して、それらに引っかかるような事案があったのかどうかも含めて、この対応につ

いて説明をいただきたいと思います。 

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） 税の徴収に当たる者としまして、国保税については、

税の公平を守る観点からしても、滞納額を増やさないように、まず現年課税に努めま

す。そして、収納未済額の圧縮や新規滞納の防止に努めまして、各課との情報連携を

図りながら、少しでも滞納額をふやさないように徴収に努力してまいりたいと思いま

す。 

  あと行政サービス関する例としては、５月末現在については、そういう該当者はお

りません。 

  以上であります。よろしくお願いします。 

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） 税率改定によって、値下げならいいんですけれども、また値上

げですよね。当然ご負担をお願いしていくということでは、国保事業全体の中で３，

９００万円歳入欠陥が起きる。２，０００万円を基金繰り入れ、残りを負担いただき

たいと。どうして３，９００万円の歳入欠陥が起きるかというと、今説明があったよ

うなことです。これは理解します。事業全体で歳入欠陥が起きないように、費用の軽

減、かかる費用をいかに下げていくか、この検討をなさっているのかどうか。 

  例えば、今金町独自に、これはどこでもそうですけれども国保事業を運営している
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と。これは例えば広域でやりながら、費用として税率改定に影響を及ぼす、いわゆる

なるべく値上げにならないようにするという、こういう努力というのはしているんで

すか。 

〇議長（徳田栄邦君） 保健福祉課長、小林君。 

○保健福祉課長（小林洋伸君） 医療費の抑制のまず努力は、保険事業を通じながらし

ているというお答えになるかと思います。 

  ただ、なかなかその効果がまだ見えていないということから、今後さらにそれを継

続して充実していきたいということでございます。 

  あわせまして、今回の当初の３，９００万円の歳入不足につきましては、医療費の

増嵩もございますが、国から入ってくる調整交付金、この額が、実は東日本大震災の

影響で、そちらの方に多く配分をされているという現実が発生しております。具体的

に２４年度の決算数値でいきますと、当初予定よりも２，０００万円程度少なく入っ

てきてしまったということから、その補てんを、税率ではなくて保有している基金で

したという経過もございます。 

  いずれにしても、歳入をきちんと獲得することはもちろんですけれども、山崎議員

からありました医療費の抑制対策については、今後国保運営協議会の中でもしっかり

と協議をしていきたいということと、あわせて、その医療費の抑制のための保険事業

にかかわっての事務事業なんかも、一度再検討していきたいということで考えている

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） いろんな手法があると思うんです。国保事業の一本化という話

が前にありました。これは北海道が一本化をしながら取り組んでいくと。残念ながら

地方では逆の効果が出るような話もあったようですけれども、北渡島檜山、いわゆる

長万部、八雲、今金、せたな、広域で連携してやっていきましょうという協定を結ん

で動いてきているようであります。さまざまな分野で話し合いがされていると聞いて

いるんですけれども、これちょっと介護保険の話になると議題外かもしれませんけれ

ども、介護保険の広域連合をつくったことによって、保険料が非常に安くおさまった

ことがあった。同じことが国保事業でも考えられるとすれば、今の広域の中で、連携

の中で考えて進んでいけるものなのかどうか。また、考えていっているのか。その辺

はいかがですか。 

〇議長（徳田栄邦君） 保健福祉課長、小林君。 

○保健福祉課長（小林洋伸君） 今申されたことにつきましては、既に大きな課題とし

てさまざまな話し合いが出ているというのは現実でございます。 

  今現在のところ、北海道が一つの保険者となりまして、広域連合制度をつくること

が望ましいのではないかという検討が、進められているというところでございます。 

〇議長（徳田栄邦君） 副町長、清水君。 

○副町長（清水 寛君） 北渡島檜山北部４町連携のその部分でございますが、話の中

で、糸口としては、将来に向かってそういう域にまで達することができれば理想とする
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ことで、この会議は進めていきたいというのが話としては出ています。ただ、現況、ま

だそれに取りかかるだけの状況には至っておりません。 

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２号 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は、原案のとおり可決いたします。 

 

    ◎日程第８ 議案第３号 

〇議長（徳田栄邦君） 日程第８、議案第３号を議題といたします。 

  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、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 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、提案理由を申し上げます。 

  北海道町村議会議員公務災害補償等組合に北空知圏学校給食組合、これは深川市、

妹背牛町、秩父別町、北竜町、沼田町の１市４町で構成されました学校給食を共同処

理するための組合でありますが、これが加入申請がありました。これらの新規加入す

ることに伴う規約の変更について、地方自治法第２８６条第１項の規定に基づき、構

成市町村の議会の議決をお願いするものであります。 

  以上、概要を申し上げました。 

  ご審議いただき議決賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

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 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更

についての採決を行います。 
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  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 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は、原案のとおり可決いたします。 

 

    ◎日程第９ 議案第４号 

〇議長（徳田栄邦君） 日程第９、議案第４号を議題といたします。 

  北海道市町村総合事務組合規約の変更について、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４号 北海道市町村総合事務組合規約の変更について、

提案理由を申し上げます。 

  本議案につきましても、議案第３号と同趣旨であります。 

  北海道市町村総合事務組合について、北空知圏学校給食組合から加入申請があった

ことから、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お願いするものであります。 

  以上、概要を申し上げました。 

  ご審議いただき議決賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

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４号 北海道市町村総合事務組合規約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４号 北海道市町村総合事務組合規

約の変更については、原案のとおり可決いたします。 

 

    ◎日程第１０ 議案第５号 

〇議長（徳田栄邦君） 日程第１０、議案第５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５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。 

  過疎対策事業債充当事業として、住宅リフォーム助成事業の計画登載について、過
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疎地域自立促進特別措置法第６条第７項の規定に基づき議決をお願いするものであ

ります。 

  以上、概要を申し上げました。 

  ご審議いただき議決賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

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５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１１ 議案第６号 

〇議長（徳田栄邦君） 日程第１１、議案第６号を議題といたします。 

  平成２５年度今金町一般会計補正予算（第２号）について、理事者の説明を求めま

す。 

  副町長、清水君。 

○副町長（清水 寛君） 議案第６号 平成２５年度今金町一般会計補正予算（第２号）

について、提案理由を申し上げます。 

  今回の補正につきましては、既定の歳入歳出予算の総額から、それぞれ１億２，１

７８万２，０００円を減額し、予算の総額を歳入歳出それぞれ４７億２，２９６万６，

０００円にしようとするものであります。 

  今回の補正の主な要因につきましては、平成２４年において、国の緊急経済対策に

伴うことで２４年、２５年と重複計上となっておりました四つの事業を削減すること

が大きな要因であります。 

  この中身は、稲穂支線開設事業、八束高台線、中央通線、そして雪寒機械の購入事

業、この４件を合わせて約１億５，５６０万円あります。これが大きな要因でありま

す。 

  それでは、補正の主なものについて歳入より申し上げます。１ページからです。 

  １３款国庫支出金４，８１２万４，０００円の減額は、ただいま申し上げました国

の経済対策に沿って、２４年度事業として重複計上としておりました八束高台線、中

央通線、それぞれの交付金事業と雪寒機械購入事業などの減額、また、教育費国庫補
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助金では、学校施設環境改善交付金の追加となっております。 

  １４款道支出金で１，４０３万９，０００円の減額は、１３款同様の内容でありま

す。それと林業専用道の開設事業の減額が主であります。 

  １７款の繰入金で１，８３１万７，０００円の減額は、財政調整基金繰入金であり

ます。 

  １８款繰越金で１，１４８万８，０００円の追加は、前年度繰越金であります。 

  ２０款町債で５，３８０万円の減額は、さきに申し上げました国の経済対策に沿っ

た２４年度との重複計上の４件の事業のそれぞれ予定していた起債の減額、それと教

員住宅建設事業債の減額、そして、新たに浄化槽設置整備事業債と住宅リフォーム助

成事業債の追加となっております。 

  次に、歳出は２ページであります。 

  ２款総務費で１，７５６万１，０００円の追加は、人件費補正が主であります。 

  ４款衛生費で１，５１８万７，０００円の追加は、健康増進計画策定業務委託、浄

化槽設置整備事業補助、公衆浴場費の落雷、雷被害に伴う復旧修繕費の追加が主であ

ります。 

  ６款農林水産業費で２，８０５万４，０００円の減額は、歳入で申し上げました２

４年度との重複計上の部分の減額が主であります。 

  ７款商工費で９７９万６，０００円の追加は、住宅リフォーム助成事業費補助金の

追加が主であります。 

  ８款土木費で１億２，２３２万４，０００円の減額は、先ほど申し上げました２４

年度との重複計上の部分の八束高台線、中央通線、雪寒機械購入の３件の事業の減額

が主であります。 

  １０款教育費で９８３万６，０００円の減額は、人件費補正であります。 

  ４ページをお願いします。 

  第２表の地方債の補正であります。 

  １項の変更について。起債の方法、利率、償還の方法については、変更がありませ

んので説明を省略させていただきまして、起債の目的、限度額の補正について申し上

げます。 

  林道専用道稲穂支線開設事業債１，６５０万円をゼロに、雪寒機械購入事業債１，

５００万円をゼロに、八束高台線交付金事業債１，１７０万円を４７０万円に、中央

通線交付金事業債２，１９０万円を４６０万円に、種川小学校教員住宅建設事業債５，

１８０万円を２，１１０万円に、計３億３，４８０万円を２億４，８３０万円にそれ

ぞれ改めるものであります。 

  ２項追加につきましては、５ページをお願いします。 

  起債の目的及び限度額は、浄化槽設置整備事業債が１，３７０万円、住宅リフォー

ム助成事業債が１，９００万円であり、いずれも、起債の方法については普通貸借ま

たは証券発行であり、利率は年５％以内、償還の方法は、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。 
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  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、または繰上償還もし

くは低利に借りかえすることができるとしております。 

  以上、概要を申し上げました。 

  ご審議いただき議決賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

〇議長（徳田栄邦君） 説明が終わりました。 

  これより、質疑を行います。 

  質疑は、歳出より款ごとに行います。 

  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。１６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。１７ページから１９ページです。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） 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。２０ページから２３ページです。 

  上村君。 

○６番（上村義雄君） ２０ページの子ども・子育て支援事業計画策定業務委託で出て

おりますが、これはさっき条例を制定した、それに伴っての部分だろうと思います。 

  この中で、この事業に直接にはかかわらないんですけれども、補正の中でここでし

か取り上げることができないかなと思って取り上げるわけですけれども、３月のとき

に、学童保育が新しく建築できました。外の外構等もでき上がってきているのかなと

いうふうに思いますけれども、３月に私が町の施設の新築したことを、議員の視察、

要するに現地の状況を見ることができないのかということであれしたら、実際に学童

で授業をやっているその中でもって見てもらった方がいいかなという答弁でありま

した。 

  この子育て事業の分では、福祉の部分で条例は制定し、所管は福祉の部分でやるわ

けですけれども、学童保育の部分での実際の動きというか、状況では、これは教育委

員会が所管する中でやるのだろうというふうに理解するわけですけれども、その中で、

学童保育の部分の時間の要するに預かり時間ですね。夜、夕方６時まで預かる。 

〇議長（徳田栄邦君） 上村議員、学童保育所については教育費の中ですので、できれ

ば質疑漏れか何かでお願いできないでしょうか。 

○６番（上村義雄君） では、質疑漏れの中でやります。 

〇議長（徳田栄邦君） 他に民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） 民生費の質疑を終わります。 

  ４款衛生費の質疑を行います。２４ページから２６ページです。 

（「なし」の声あり） 
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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。２７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。２８ページから３０ページです。 

  村瀬君。 

○１１番（村瀬 広君） 農業振興費に絡んで、３月の定例会に、当時のＴＰＰの問題

がございまして、当時の課長にＴＰＰによる影響額、今金の農業に関してでも結構で

すのでできませんかと言ったところ、当時の課長からつくりますという答弁をいただ

いたんですけれども、大変難しいかなと思っていたんですけれども、その後引き継ぎ

等があって、その辺どのようになっているのかお聞かせいただきたいと思います。 

〇議長（徳田栄邦君） 産業振興課長、森君。 

○産業振興課長（森 朋彦君） ＴＰＰの交渉参加にかかわっての影響額ということで

すが、非常に試算の仕方が難しいということでご承知をいただけるかと思います。 

  影響を及ぼす割合といいましょうか、そういうものも、幾つかのところでそれぞれ

試算されていますが違います。そのことを前提にして、今金に置きかえてみた場合に

どうなるかということをお知らせをしたいと思います。 

  それで、一つが農林水産省で平成２４年の１１月に試算をしたものです。それから、

もう一つが平成２５年の３月に政府が発表した試算。それから、三つ目が平成２５年

の 同じく３月ですが、北海道が発表した試算であります。 

  それで、そこにつきましては、全国的に共通して影響があるであろう作物に限定を

されておりますので、そのことを踏まえながらということでお願いをいたします。 

  作物については、米、小麦、てん菜、小豆、生乳、肉用牛ということでお願いした

いと思いますが。 

  まず一つ目です。平成２４年の１１月に農林水産省が試算をしたものでありますが、

米につきましては、影響割合が９０％という試算でありまして、今金町の平成２４年

の生産額に置きかえてお知らせをしますが、生産額１８億２，６００万相当に関しま

して、これの影響割合が９割ですので１６億４，４００万円程度ということになりま

す。それから、平成２５年の３月の政府発表でいきますと、米の影響割合が３２％。

これで試算をしますと５億８，４００万円程度。平成２５年３月の北海道の試算によ

りますと、影響割合が５０％ということで９億１，３００万円程度。 

  小麦であります。これが２４年の生産額が４，０００万円ほどになっておりますの

で、農水の試算でいきますと、影響割合が１００％で同額の４，０００万円。平成２

５年３月の政府発表試算で９９％の影響割合で、ほぼ同額の４，０００万円、同じく

道の発表も９９％という影響割合ですので、同じく４，０００万円程度ということに

なります。 

  てん菜でありますが、平成２４年の生産額で７，３００万円程度であります。これ

に対しての、農水、それから政府の発表とも１００％の試算でありますので７，３０
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０万円、北海道も同様であります。 

  小豆でありますが、平成２４年の生産額が１億７，９００万円、農水の方は試算を

しておりません。政府発表では７１％の影響割合で１億２，７００万円程度。北海道

の試算では８０％で１億４，３００万円程度。 

  生乳であります。２４年の生産額が７億２００万円でありますので、農水の試算で

は７２％の影響割合で５億６００万円程度。政府発表の試算が、４５％の影響割合で

３億１，６００万円、北海道の試算が、同じく４５％で３億１，６００万円。 

  肉用牛であります。生産額が４億７，７００万円ほどでありますので、農水の試算

が８２％の影響割合で３億９，１００万円程度、政府発表の試算が６８％、３億２，

４００万円程度。北海道の発表試算が７８％で、３億７，２００万円程度というよう

な推計の数字になります。 

  いずれもさまざまな要因を勘案しておりまして、その影響割合というのはすごく差

異がありますので、あくまでも参考程度ということでお願いをしたいですし、今金町

が正確にその影響割合を今はかり得ることができませんので、そのことをも踏まえつ

つお知らせをしたいと思います。 

  以上であります。 

〇議長（徳田栄邦君） 村瀬君。 

○１１番（村瀬 広君） 総額は教えないのですか。今の数字で結構ですから、積み重

ねで。 

〇議長（徳田栄邦君） 産業振興課長、森君。 

○産業振興課長（森 朋彦君） ただいまの品目で、合計が３２億９，９００万円の生

産額に対しまして、農水の試算では２６億５，５００万円、政府発表では１４億６，

６００万円、北海道発表では１８億５，８００万円程度とそれぞれなります。 

  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。 

  向井君。 

○３番（向井孝一君） ３０ページの林業振興費の関係なんですが、常任委員会の席上

でも説明を受けたわけですけれども、この５００万円という未利用地の間伐材のモデ

ル事業ということなんですが、３，０００立米を目標として間伐材を搬出したいとい

うことなんですが、それで生まれるチップにすると、約１万立米ぐらいが確保できる

と。そして、この事業の体質強化事業というのが今年度いっぱいで終わりなんですけ

れども、これに沿ってきちっと間に合う事業なのか、その辺の説明をお願いしたいと

思うんですけれども。 

〇議長（徳田栄邦君） 産業振興課長、森君。 

○産業振興課長（森 朋彦君） まず、目標としている集材の量３，０００立米という

のが、これはせたな町でも同様の事業を行いますので、２町でその数値を目標にした

いということでありますので、今金町についてはその半分程度ということでお願いを

したいと思います。 
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  それで、これから取りかかる事業でありますので、今のご質問にありました体質強

化の事業での、そこに今間に合うかどうかということについては、ここでは明言はで

きないのでありますけれども、そのことも踏まえてということと、それから、ご承知

のように、国営の農地再編事業では、暗渠疎水材としてチップの活用が望まれている

という実態もございますので、そういった比較的事業については長期で、大規模な事

業がありますので、そこへの安定供給も観点として今進めさせていただきたいという

ことでありますので、よろしくお願いいたします。 

〇議長（徳田栄邦君） 向井君。 

○３番（向井孝一君） そうですよね。せたな町と合わせて３，０００立米ということ

の説明でしたよね。それで、せたな町さんの方には、例えば今国営事業で今金町が取

り組むだろうということでの要請というのはしているんですか。 

〇議長（徳田栄邦君） 産業振興課長、森君。 

○産業振興課長（森 朋彦君） このことにつきましては、今年に入って、２月ですが、

木質チップの生産連絡協議会というものが、せたな町と、それから檜山振興局も交え

て立ち上がった経過がありまして、そちらの方でも話題となっていたということで伺

っております。 

  それで、今回のこのモデル事業については、道の地域づくり総合交付金を活用させ

ていただきますけれども、そこでも振興局、それからせたな町の方も同様のこととい

うことで、共同の事業ということで取り進める運びとなっておりますし、実際に材を

受け入れてチップに加工するに当たっては、地元の事業者の協力もいただかなければ

ならないということで、その受け入れ体制と、それから搬出する側の打ち合わせも行

っておりますが、そこでもせたな町も一緒に入っていただいているということであり

ますので、協議としては同時進行で進んでいるということであります。 

〇議長（徳田栄邦君） 他にございませんか。 

  村本君。 

○９番（村本照光君） 先ほど同僚議員の村瀬議員の質問に関してでありますけれども、

関連でちょっと質問させていただきます。 

  先ほど数字挙がりましたけれども、非常にこの数字を見ると、基幹産業の今金町と

しても壊滅的な打撃を受けると。 

  政府試算では、ＧＤＰ３．２兆円、農業分野で３兆円のマイナスというような数字

も出されたわけですけれども、大学の教授方が試算した数字は、ＧＤＰもマイナスに

なると、それから農業関連予算も関連産業をひっくるめると３兆円を優に超えるとい

うような実態があります。 

  そういうことで、全国的に危機的な状況の中で運動も広げられておりますけれども、

うちの今金町については、前にもお願いしましたけれども、のぼり等をお願いして今

それぞれ各団体の事務所等に立っているわけですけれども、まだまだ今金町として、

町民の皆さんにも知っていただくような機会って余りありません。道路を通っても、

ＴＰＰの旗一つ、余り見えません。そんなことで、非常に危機的な状況にある中で、
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今金町として、これに対してこれからどのような運動を展開しようとしているのか。 

  また、その以前に、先ほどの数字を聞いてどのような感想を持っておられるのか、

その辺をお伺いしたいと思います。 

〇議長（徳田栄邦君） 町長、外崎君。 

○町長（外崎秀人君） 先ほどの行政報告の中にもきちっと私の考えを示させていただ

いていますけれども、終始、この間変わらぬスタンスを持っているわけであります。 

  先ほどの数字も含めて、この間ずっと私もいろいろなところの情報を得ながら進め

てきておりますが、残念ながら、先ほど国も、あるいは道もさまざまな試算をしてい

る、ベースが違うんですね。なぜかと言いますと、一定程度のロットの数の多いとこ

ろを足切りをして、そこで数字を出しています。今金の男爵は入っていないとか。作

物体系全部に合わせると、もっともっとすごい、非常な数字になるわけでありますけ

れども、一定程度の作物体系のレベルを、何百トンだとか何千トンだとか、そういう

足切りをして、その上のたくさんの生産量がある部分だけで一応とりあえず試算して

みたということが、それぞれのかかわりの中でやっている数字であるわけでありまし

て、その何％ベース、９割が影響するか何が影響するかということについても、さま

ざまに視点があるわけであります。そういうことから、きちっとした形がとれるか。 

  加えて、町長として重要なのは、農畜産物の現物の部分の生の販売高の問題なのか、

それに関連するかかわりの、農業に関連する製造だとかさまざまな部分にまでも関連

した数字として置きかえていくのかということは、非常に難しい要素があるわけであ

ります。 

  十勝のある町長ともいろいろ議論して、そういうこれからの動きなんかについても

情報交換しているわけでありますが、ある大学の先生が帯広市の試算をしたと。６割、

７でもって６割５分、完璧に落ちますよという数字を出されたと。それにしても、一

定程度のベースがあって、なかなか全体像が見えないという話であります。 

  さて、次に、これからのスタンスをどうするかという部分でありますけれども、こ

れ非常に国のレベルの中でも、国会議員の中のレベルの中でも、与野党問わずその部

分のレベルの中でも非常に困惑していることは、ＴＰＰに参加するという方向でもう

動いているわけであります。交渉事なんですね。交渉事というのは、どんどんこうし

ますから、ああしますから、こういうことをもって戦いますから、こういう情報をも

って、この私の考えを持って行ってきますからなんていう話ができるかといったら、

交渉事はそんなことはできないと。あくまでも表に出さないで、ぼんと打ち出してそ

こで議論して戦っていくのが交渉事だと。言われればそうなんです。 

  ですから、我々にも、町長たりとも、あるいはいろんな方々にも、国会議員にも情

報が入ってこないというのはそこだと。それに非常に大きな問題があるから、皆さん

疑心暗鬼しているわけであります。 

  でも、それがはっきりわからないければ、何について反対か、その根拠は何かとい

うこともなかなか私ども言えない状況にあるわけであります。でも、明らかに、どう

あろうとも影響があることは確かだと。それは大きな声として出てきておりますから、
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そこに思いを委ねて、それであれば困るよねということを、町長としてのスタンスと

してきちっと訴えていかなきゃいけない。 

  ただ、あくまでも農業のみならず、これもいろんな方々の、識者の見解があるわけ

でありますけれども、交渉事というのは、農業にとらわれずさまざまな分野にあるわ

けであります。そちらの方が、金額的には大きな影響があるだろうということが言わ

れております。それぞれに、交渉は国がやっているわけでありますけれども、それに

かかわるさまざまな省庁でも大きな問題を抱えています。 

  先週の土曜日でありますけれども、経済産業省の幹部の方と勉強会をやって、懇親

もして、いろいろな話をさせてもらいましたけれども、経産省は経産省のスタンスが

当然あるわけであります。そういうことで、基準、ベースが全然まちまちで、私ども

に具体的に、町長がこの町はこの部分についてどうなんだということが言える状況に

あるかといったら、ないということもぜひご理解いただければなと。 

  ただ、北海道的には、すべての組織を挙げて大きな影響をするので、これについて

は真っ向から向かっていこうという話をしておりますけれども、その矛先を何にとい

うことが明確でないことは、私自身も少しく感じている部分があるわけであります。 

  残念ながら、一定程度の示された方向性が出て、その影響をきちっとはかるという

ことが、この町にとってどういう数字として出てくるかということしか承知できない

状況にあるのではないかなと。非常に答弁にならないような言葉でありますけれども、

そういう心配事があります。 

  しかし、きちっとした形の中で、ＴＰＰ、そういう内容がわからないだけに余計不

安要素もあるわけでありますから、私どもとしては、そういう安易に全権を委ねると

いうことはできませんという姿勢を打ち出すしかないのかなという感じです。 

  あと、庁内でもＴＰＰの勉強をどうする、こうするという議論をしておりますけれ

ども、さて、今の部分の中で何を問題にして、何をテーマにして、今金町独自の勉強

なり取り組みなりやろうかと言っても、その何をという部分がなかなか明確に見えな

い部分の中で、ちょっと議論も研修もできないのかなと。非常に町長としても、足踏

みをしている状態であるわけであります。 

  それだからこそ、余計にいろんなところに出向いた際には、少しでも、確固たると

いうことにはなかなか難しいんですけれども、一定程度の情報をいただけるようにこ

れからも努力してまいりますし、そのことを知り得たときには、議会含めてさまざま

なところにもきちっと情報を出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） 村本君。 

○９番（村本照光君） 一町村、一町長、一議員、それでは何もできないというふうに

なって無力感も感じるわけですけれども、しかしながら、今のいろんな世論調査を含

め、それから、それぞれの情報、それぞれ皆さんテレビや新聞報道でも聞いていると

思いますけれども、先ほど町長言われたように、大変な問題があるわけです。まして

基幹産業である今金町にとっては、私は参加したらもう、参加してからではもう遅い
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という感じを受けています。 

  私たちは、農協なども言っていますけれども、条件闘争じゃなくて、参加すること

に対して断固反対すると。内容が伴わなければ、辞退をするというようなところまで

もやっているわけですけれども、やはり私たちは私たちのできること、一町村で、私

たち一町民ができることをやっぱり精いっぱいやる必要があるというふうに考えま

す。 

  そんなことでは、どうか町内全体にアピールできるような、そういうＴＰＰ反対の

行動を、やはり行政が先頭になって私は取り組むべきだと。何ができるかは十分検討

していただきたいと思いますけれども、そういうやっぱり強い気持ちを、意思表示を

していただきたいと思いますけれども、町長、もう一度お願いいたします。 

〇議長（徳田栄邦君） 町長、外崎君。 

○町長（外崎秀人君） あくまでもこういう不安な、他に不信感を委ねるような状況の

中でのＴＰＰ交渉の参加については、私は反対の姿勢を持っているわけであります。 

  それはそれとして、もう一方では、町長の立場では、ＴＰＰをやろうがなかろうが、

きちっとした将来を見据えた行政運営、とりわけ今質問にあるような農業をどうする

かということについては、そのスタンスをきちっと持ちながら、ＴＰＰをした結果を

見て待つのか、ＴＰＰの判断を見てから農業政策をとるのかということには決してな

らないと。ですから、もう一方では、ＴＰＰをやろうがなかろうが、この地域の産業

をどうするかというようなことのスタンスをきちっと持ちながら進めていく覚悟は

持たなきゃいけない。 

  このことについては、いろいろ情報をたくさん持っている農協の組合長なんかとも、

そういう情報の交換なんかしているわけでありますけれども、私的なスタンスは、大

上段にはＴＰＰ、当然反対の姿勢を持っているわけでありますけれども、そうは言い

ながらも、ＴＰＰをやろうがなかろうが、この地域、この町がどうしていくかという

ことについては、粛々とさまざまな計画を持ちながら進めていく。 

  とりわけ今重要なのが、ご存じのように農協の中期経営計画の策定の年、加えてそ

れをベースにした町の農業振興計画の作成の年であるわけでありますから、その辺の

意味合いなんかもきちっと加味しながら、将来に向けた地域産業のあり方について、

計画策定に臨んでまいりたいと考えております。 

〇議長（徳田栄邦君） 昼食のため、午後１時まで休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時４５分 

再開 午前１１時００分 

 

〇議長（徳田栄邦君） 休憩を閉じ、開議いたします。 

  ６款農林水産業費の質疑を続けます。 

  質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 



28 

 

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。３１ページです。 

  日置君。 

○８番（日置紳一君） 常任委員会でもちょっと質問させていただいたんですけれども、

所管外だったということで再度お伺いします。 

  当初の９００万円がもう底をついて１，０００万円の補正を組まれようとしている

わけですけれども、町民の皆さんにとっても地元業者の方々にとっても、大変効果の

ある事業だというふうに考えています。 

  それで、これ今年度と来年度の２年間の事業ということですけれども、この１，０

００万円の補正がもしなくなったときというか、応募が多くてなくなったときに、来

年に回ってもらうのか、今年度また補正を組んででも今年応募した人はなんたかった

今年やるというような考えなのかどうか、ちょっとお聞かせください。 

〇議長（徳田栄邦君） 産業振興課長、森君。 

○産業振興課長（森 朋彦君） ただいまのご質問でありますが、住宅リフォーム事業

の関係かと思います。今回１，０００万円を追加をさせていただいておりますが、も

う既に当初の予算を上回る見込みがありますので、あくまでも想定でありますが、１，

０００万円ということで今回追加をさせていただいたという経過であります。 

  このことが、例えば今年度の事業の予算の満了をもって事業が終わるかということ

につきましては、そういうことにはならないのではないかというふうに現課の方は考

えておりますので、当然必要があれば、一定程度見込みを持って財政当局の方にも相

談させていただきながら行っていくということであります。 

  ２年間ということで事業を区切っておりますので、予算額の増減は思っていないと

いうことでご理解をお願いしたいと思います。 

〇議長（徳田栄邦君） 他にございませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） 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。３２ページから３４ページです。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） 土木費の質疑を終わります。 

  １０款教育費の質疑を行います。３５ページから３９ページです。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） 教育費の質疑を終わります。 

  以上で、歳出の質疑を終わります。 

  歳出全般について、質疑漏れございませんか。 

  上村君。 

○６番（上村義雄君） 先ほどの部分でございますけれども、子ども・子育て支援事業

計画の中に、当然この子育ての部分の中には、説明資料の中でも学童保育の部分につ

いてもこの計画の中にあるというふうに思っておりますが、その計画等の中で、要す
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るに学童の保育の時間帯、これは夕方６時まで通常は保育を受けているわけですけれ

ども、夏休み期間、そういう学校が閉鎖している時間帯は５時までという感じで保育

を、それで５時になったら迎えに来なきゃならないという。これは特に今、男女共働

きが当然あって、それの部分での学童保育という部分であるわけですから、それのい

ろいろな部分でのそういう要望が、５時過ぎても６時まで保育をしてほしいという要

望があるわけですね。それがこの中でもって、再度計画等の中でもって、時間的なこ

とも協議いただけるのかどうなのかという部分をまず一つ聞きたいのと。 

  それから、先ほど３月のときに言った部分が、議会１２名の新築でできたところを、

なかなか３月のときにはでき上がって現実にやっているところを視察、見に行くとい

う話でしたけれども、それが実施されていないので、実施するのかどうかという部分

が聞きたかった部分でございます。まず、一つお願いします。 

〇議長（徳田栄邦君） 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） お答えいたします。 

  前段の質問に関しては、主に学童保育の１日保育の時間の延長のことかと思います

が、その件については、そのような要望もあると聞いておりまして、学童保育には父

母会というのも組織されておりまして、そこから正式に上げてほしいということで、

今お願いしている最中でございます。 

  それを受けまして、内容の精査等いたしまして、当然人件費等にもはね返る部分も

あろうかと思いますし、財政当局、町部局と協議をさせていただきたいと思います。

その上で、どのような形になるかということを決めさせていただ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） 教育長、中島君。 

○教育長（中島光弘君） 一部補足をしたいと思いますが、３月の議会のときに、学童

が新しくなっての視察といいますか、見学会といいますか、その話が出たときに説明

をいたしましたのは、例えば何とか議員さんを対象にしてとか、何とか委員さんをと

いうことではやりませんと。なぜかというと、実際に利用しているときの３日間、一

般開放の日にちをつくりました。これは一般の人も来ておりますので、そのときに、

ぜひ子供たちの元気なようすだとか、先生方の対応なんかも含めて見ていただきたい

ということで実施をしますということでしたので、議会の皆さんに改めて機会をつく

るというふうには私説明を多分していなかった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。 

〇議長（徳田栄邦君） ほかに質疑漏れありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） 補足ですか。教育長、中島君。 

○教育長（中島光弘君） すみません。前段のニーズのところで、私からもちょっとお

話をしていきたいと思うんですが、今、福祉の部門で、子育て支援計画という大きな

計画が出ていますよね。２７年からということで。これは、もともと年で言うと大き



30 

 

な待機児童対策になります。待機児童の対策になりますし、それから、その中には、

教育と保育の連携とかそういうことも含まれている施策の一つなんですよね。もとも

と今金町は、町長の施策の一つの中で、３年前から教育と保育を一体にして教育委員

会が所管をするということでスタートをしていますので、そういう意味では、ほかの

町よりは実践をしております。 

  ただ、今回の計画を策定をする段階で、多分それぞれの就学前の教育施設の中で、

ニーズ調査とかというのも多分計画段階で出てくると思うんですね。その中で、先ほ

ど言われたような要望であるとか、ただ、今回の要望については、局長の方で先ほど

答弁したとおり、個別よりは保護者会ということで今要望を上げてくださいというお

願いをしておりますけれども、このほかに季節保育所だとか、いろんな就学前の施設

ありますよね。ここをトータルをした計画ということで、福祉が中心になりますけれ

ども、教育委員会の方も今連携をして、この計画の中でいろんな洗い出しができたり、

それから、今まで３年間やってきた中のさらなる連携の推進であるとか、ステップア

ップが、今金町の場合は図られやすいというふうに私は思っておりますので、そうい

う意味でもご理解をいただければなというふうに思っておりますので、ちょっと補足

をさせていただきました。すみません。 

〇議長（徳田栄邦君） 以上で、歳出全般についての質疑漏れを終わります。 

  次に、歳入の質疑を款ごとに行います。  

  １２款使用料及び手数料の質疑を行います。６ページです。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） 使用料及び手数料の質疑を終わります。 

  １３款国庫支出金の質疑を行います。７ページから８ページです。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） 国庫支出金の質疑を終わります。 

  １４款道支出金の質疑を行います。９ページから１０ページです。 

  向井君。 

○３番（向井孝一君） 衛生費の道補助金の中で、子宮頸がんのワクチンの減額がある

んですけれども、最近の新聞の中で、国の方で子宮頸がんのワクチンについては中止

するというような報道があったんですが、このことに対して、最近の情報を、これは

継続性があってのワクチン投与だというふうに我々認識したんですが、残念ながら国

の方では予算の関係なのか何の関係なのか、中止するというようなことなんですが、

その辺の正しい情報をお知らせ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、小林君。 

○保健福祉課長（小林洋伸君） まず、子宮頸がんワクチンの接種の緊急促進臨時特例

交付金が減額になった理由ですけれども、これまで任意での接種だったことから、こ

の補助金がついていました。これが今年度から定期接種ということになりましたので、

補助金ではなくて地方交付税の中でその歳入は見込まれるというための減額でござ

います。 
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  あと新聞報道なんですけれども、議員のおっしゃるとおり、非常に国の方のレベル

がぐらついているといいますか、そういうような状況があります。２２年度当初は、

まだ任意でしたけれども積極的にワクチン接種をしなさいと。ただ、その中で全国的

に少し死亡事例があったりとかしたというような経過の中で、今現在の国の考え方は、

中止ではなくてあくまでも定期接種を積極的に勧奨すべきではないという表現でご

ざいます。 

  ですから、正直なことを言いますと、現場でもちょっと困惑しているというような

ことがあります。接種しなさいではなくて、積極的に勧奨はしませんよという表現の

レベルでとまっているというところです。 

  参考までに、当然マスコミ報道もありましたので、今金町でも接種をしている方、

保護者などにその通知をしております。１件だけ、相談ではなくて、報道に出たので

大丈夫でしょうかという程度の相談事例があるということもあわせて報告させてい

ただきます。 

〇議長（徳田栄邦君） 向井君。 

○３番（向井孝一君） その国の、今説明の中では、理解しがたいような言葉なんです

が。これはあれですか、例えば本人が希望して、継続してワクチン投与をやりたいと

言ったときには、国からの助成というのはあるんですか。 

〇議長（徳田栄邦君） 保健福祉課長、小林君。 

○保健福祉課長（小林洋伸君） あくまでも自治体に入ってくる地方交付税の中で歳入

が見込まれると、個人に対してはございません。 

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） 道支出金の質疑を終わります。 

  １７款繰入金の質疑を行います。１１ページです。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） 繰入金の質疑を終わります。 

  １８款繰越金の質疑を行います。１２ページです。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） 繰越金の質疑を終わります。 

  １９款諸収入の質疑を行います。１３ページから１４ページです。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） 諸収入の質疑を終わります。 

  ２０款町債の質疑を行います。１５ページです。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） 町債の質疑を終わります。 

  以上で、歳入の質疑を終わります。 

  歳入全般について、質疑漏れございませんか。 

（「なし」の声あり） 
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〇議長（徳田栄邦君） 以上で、歳入全般についての質疑漏れを終わります。 

  質疑を打ち切り、討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） 討論を終わります。 

  討論を打ち切り、議案第６号 平成２５年度今金町一般会計補正予算（第２号）に

ついての採決を行います。 

  本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） ご異議がないので、議案第６号 平成２５年度今金町一般会計

補正予算（第２号）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７号 

〇議長（徳田栄邦君） 日程第１２、議案第７号を議題といたします。 

  平成２５年度今金町国民健康保険特別会計事業勘定補正予算（第１号）について、

理事者の説明を求めます。 

  副町長、清水君。 

○副町長（清水 寛君） 議案第７号 平成２５年度今金町国民健康保険特別会計事業

勘定補正予算（第１号）について、提案理由を申し上げます。 

  今回の補正につきましては、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ５０８万９，０

００円を追加し、予算の総額をそれぞれ１０億６２１万２，０００円にしようとする

ものであります。 

  補正の主なものについて、歳入より申し上げます。１ページをお願いします。 

  １款国民健康保険税において１，０６９万５，０００円の追加であります。  

  ２款国庫支出金において８３７万１，０００円の減額は、療養給付費等負担金であ

ります。 

  ４款療養給付費交付金においては８０９万４，０００円の減額であります。 

  ９款繰入金１，０５７万７，０００円の追加は、一般会計及び基金からの繰入金で

あります。 

  １０款繰越金において４９万９，０００円の追加は、前年度繰越金であります。 

  続いて、歳出は２ページをお願いします。 

  １款総務費において２１９万９，０００円の追加は、一般管理費であります。 

  ２款保険給付費において６００万円の減額は、療養諸費であります。 

  １１款諸支出金において９４９万７，０００円の追加は、国庫負担金等精算返納金

であります。 

  以上、概要を申し上げました。 

  ご審議いただき議決賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

〇議長（徳田栄邦君） 説明が終わりました。 

  これより、質疑を行います。 
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  質疑は、歳出、歳入全般について行いますが、始めに歳出全般について行います。

１１ページから１８ページです。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） 以上で、歳出全般についての質疑を終わります。 

  次に、歳入全般についての質疑を行います。３ページから１０ページです。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） 以上で、歳入全般についての質疑を終わります。 

  歳出、歳入全般について、質疑漏れございませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） 以上で、歳出、歳入全般についての質疑漏れを終わります。 

  質疑を打ち切り、討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） 討論を終わります。 

  討論を打ち切り、議案第７号 平成２５年度今金町国民健康保険特別会計事業勘定

補正予算（第１号）についての採決を行います。 

  本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） ご異議がないので、議案第７号 平成２５年度今金町国民健康

保険特別会計事業勘定補正予算（第１号）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８号 

〇議長（徳田栄邦君） 日程第１３、議案第８号を議題といたします。 

  平成２５年度今金町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）について、理事者

の説明を求めます。 

  副町長、清水君。 

○副町長（清水 寛君） 議案第８号 平成２５年度今金町後期高齢者医療特別会計補

正予算（第１号）について、提案理由を申し上げます。 

  今回の補正につきましては、既定の歳入歳出予算の総額に、それぞれ９万７，００

０円を追加し、補正後の額をそれぞれ７，７５５万７，０００円にしようとするもの

であります。 

  補正の主なものについて、歳入より申し上げます。１ページです。 

  ２款繰入金において１万２，０００円の減額は、一般会計繰入金であります。 

  ３款繰越金において６万円の追加は、前年度繰越金であります。 

  ４款諸収入において４万９，０００円の追加は、保険料還付金であります。 

  続いて、歳出は２ページです。 

  ２款後期高齢者医療広域連合納付金においては５万６，０００円の追加であります。 

  ３款諸支出金において４万１，０００円の追加は、保険料還付金であります。 

  以上、概要を申し上げました。 
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  ご審議いただき議決賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

〇議長（徳田栄邦君） 説明が終わりました。 

  これより、質疑を行います。 

  質疑は、歳出、歳入全般について行います。３ページから７ページです。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） 以上で、歳出、歳入全般についての質疑を終わります。 

  歳入、歳出全般についての質疑漏れございませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） 以上で、歳出、歳入全般についての質疑漏れを終わります。 

  質疑を打ち切り、討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） 討論を終わります。 

  討論を打ち切り、議案第８号 平成２５年度今金町後期高齢者医療特別会計補正予

算（第１号）についての採決を行います。 

  本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） ご異議がないので、議案第８号 平成２５年度今金町後期高齢

者医療特別会計補正予算（第１号）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９号   

〇議長（徳田栄邦君） 日程第１４、議案第９号を議題といたします。 

  平成２５年度今金町介護保険特別会計補正予算（第１号）について、理事者の説明

を求めます。 

  副町長、清水君。 

○副町長（清水 寛君） 議案第９号 平成２５年度今金町介護保険特別会計補正予算

（第１号）について、提案理由を申し上げます。 

  今回の補正につきましては、保険事業勘定において、既定の予算の総額からそれぞ

れ１３万６，０００円を減額し、予算の総額をそれぞれ７億３１５万３，０００円に

しようとするものであります。 

  なお、サービス事業勘定においては、既定の予算の総額にそれぞれ５万１，０００

円を追加し、予算の総額をそれぞれ７９８万４，０００円にしようとするものであり

ます。 

  補正の主なものについて、保険事業勘定より申し上げます。 

  歳入は、１ページです。 

  ８款繰入金で９０万１，０００円の減額は、一般会計繰入金であります。 

  ９款繰越金で７６万５，０００円の追加は、前年度繰越金であります。 

  続いて、歳出は２ページです。 

  １款総務費で８万２，０００円の減額は、共済費等の人件費補正であります。 
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  ４款地域支援事業費で５万４，０００円の減額も同様であります。 

  次に、サービス事業勘定歳入は、３ページをお願いします。 

  ２款繰入金で５万円の減額は、一般会計繰入金であります。 

  ３款繰越金で１０万１，０００円の追加は、前年度繰越金であります。 

  歳出は、４ページをお願いします。 

  １款サービス事業費において５万１，０００円の追加は、消耗品費及びその他手数

料であります。 

  以上、概要を申し上げました。 

  ご審議いただき議決賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

〇議長（徳田栄邦君） 説明が終わりました。 

  これより、質疑を行います。 

  質疑は、始めに保険事業勘定、歳出、歳入全般について行います。５ページから９

ページです。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） 以上で、保険事業勘定、歳出、歳入全般についての質疑を終わ

ります。 

  保険事業勘定、歳出、歳入全般についての質疑漏れございませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） 

  以上で、保険事業勘定、歳出、歳入全般についての質疑漏れを終わります。 

  次に、サービス事業勘定、歳出、歳入全般について行います。１０ページから１２

ページです。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） 質疑を終わります。 

  サービス事業勘定、歳出、歳入全般について、質疑漏れございませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） 以上で、サービス事業勘定、歳出、歳入全般についての質疑漏

れを終わります。 

  質疑を打ち切り、討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） 討論を終わります。 

  討論を打ち切り、議案第９号 平成２５年度今金町介護保険特別会計補正予算（第

１号）についての採決を行います。 

  本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） ご異議がないので、議案第９号 平成２５年度今金町介護保険

特別会計補正予算（第１号）については、原案のとおり可決いたします。 
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    ◎日程第１５ 議案第１０号 

〇議長（徳田栄邦君） 日程第１５、議案第１０号を議題といたします。 

  平成２５年度今金町介護老人保健施設特別会計補正予算（第１号）について、理事

者の説明を求めます。 

  副町長、清水君。 

○副町長（清水 寛君） 議案第１０号 平成２５年度今金町介護老人保健施設特別会

計補正予算（第１号）について、提案理由を申し上げます。 

  今回の補正につきましては、収益的収入及び支出において、既定の予算の総額から、

収入支出それぞれ１，１８８万９，０００円を減額し、予算の総額を収入支出それぞ

れ３億５，８６８万８，０００円にしようとするものです。 

  資本的収支については、補正はございません。 

  補正の概要について申し上げます。 

  業務の予定量について変更いたしておりませんが、支出では、人事異動等に伴う人

件費補正が主であり、収入では、主に一般会計補助金をもって収支のバランスを図っ

ているものであります。 

  以上のことから、第２条について申し上げます。 

  収入１款の施設運営事業収益において１，１８８万９，０００円の減額は、一般会

計補助金等の減額であります。 

  支出１款の施設運営事業費用で１，１８８万９，０００円の減額は、給与費等の減

額であります。 

  以上、概要を申し上げました。 

  ご審議いただき議決賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

〇議長（徳田栄邦君） 説明が終わりました。 

  これより、質疑を行います。 

  質疑は、収益的収入及び支出全般について行います。１ページから３ページです。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） 以上で、収益的収入及び支出全般についての質疑を終わります。 

  収益的収入及び支出全般について、質疑漏れございませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） 質疑漏れを終わります。 

  質疑を打ち切り、討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） 討論を終わります。 

  討論を打ち切り、議案第１０号 平成２５年度今金町介護老人保健施設特別会計補

正予算（第１号）についての採決を行います。 

  本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） ご異議がないので、議案第１０号 平成２５年度今金町介護老
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人保健施設特別会計補正予算（第１号）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１１号 

〇議長（徳田栄邦君） 日程第１６、議案第１１号を議題といたします。 

  平成２５年度今金町国民健康保険特別会計施設勘定補正予算（第１号）について、

理事者の説明を求めます。 

  副町長、清水君。 

○副町長（清水 寛君） 本会計の補正予算の提案の前段でおわびを申し上げます。 

  議案の一部に不適切があったため、本会議の前段において議案の差しかえをさせて

いただいております。誠に申しわけございませんでした。今後十分気をつけてまいり

ますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

  議案第１１号 平成２５年度今金町国民健康保険特別会計施設勘定補正予算（第１

号）について、提案理由を申し上げます。 

  今回の補正につきましては、収益的収入及び支出において、既定の予算の総額から、

収入、支出それぞれ８８万２，０００円を減額し、予算の総額をそれぞれ７億７，１

７５万９，０００円にしようとするものであります。 

  また、資本的収入及び支出につきましては、支出において７１０万４，０００円を

追加し、予算の総額を３，２０３万２，０００円にしようとするものであり、このこ

とにより、内部留保資金により補てんする財源を２，４２０万８，０００円から３，

１３１万２，０００円に改めるものであります。 

  以上のことから、第３条について申し上げます。 

  収入からです。 

  収入、１款病院事業収益において８８万２，０００円の減額は、一般会計からの補

助金の減額、それと負担金の追加となっております。 

  次に、支出でありますが、支出、１款の病院事業費用において８８万２，０００円

の減額は、医業費用において２３２万２，０００円の減額、特別損失において１４４

万円の追加となっております。 

  次に、第４条資本的支出について申し上げます。 

  １款資本的支出７１０万４，０００円の追加は、医療用機械器具購入費と奨学金貸

付金の追加となっております。 

  以上、概要を申し上げました。 

  ご審議いただき議決賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

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。 

  質疑は、収益的収入及び支出、資本的収入及び支出全般について行います。１ペー

ジから５ページです。 
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（「なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） 以上で、収益的収入及び支出、資本的収入及び支出全般につい

ての質疑を終わります。 

  収益的収入及び支出、資本的収入及び支出全般についての質疑漏れございませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） 収益的収入及び支出、資本的収入及び支出全般についての質疑

漏れを終わります。 

  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 平成２５年度今金町国民健康保険特別会計施設勘

定補正予算（第１号）についての採決を行います。 

  本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） ご異議がないので、議案第１１号 平成２５年度今金町国民健

康保険特別会計施設勘定補正予算（第１号）については、原案のとおり可決いたしま

す。 

 

    ◎日程第１７ 議案第１２号 

〇議長（徳田栄邦君） 日程第１７、議案第１２号を議題といたします。 

  平成２５年度今金町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）について、理事者の

説明を求めます。 

  副町長、清水君。 

○副町長（清水 寛君） 議案第１２号 平成２５年度今金町簡易水道事業特別会計補

正予算（第１号）について、提案理由を申し上げます。 

  今回の補正につきましては、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ８万７，０００

円を追加し、予算の総額をそれぞれ１億３，４７４万５，０００円にしようとするも

のであります。 

  補正の主なものについて、歳入より申し上げます。１ページです。 

  ４款繰越金において８万７，０００円の追加は、前年度繰越金であります。 

  続いて、歳出は２ページです。 

  １款総務費において８万円の追加は、一般管理費であります。 

  ２款維持費で７，０００円の追加は、修繕料であります。 

  以上、概要を申し上げました。 

  ご審議いただき議決賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

〇議長（徳田栄邦君） 説明が終わりました。 

  これより、質疑を行います。 

  質疑は、歳出、歳入全般について行います。３ページから５ページです。 
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（「なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） 質疑を終わります。 

  歳入、歳出全般についての質疑漏れございませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） 歳入、歳出全般についての質疑漏れを終わります。 

  質疑を打ち切り、討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） 討論を終わります。 

  討論を打ち切り、議案第１２号 平成２５年度今金町簡易水道事業特別会計補正予

算（第１号）についての採決を行います。 

  本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） ご異議がないので、議案第１２号 平成２５年度今金町簡易水

道事業特別会計補正予算（第１号）については、原案のとおり可決いたします。 

 

    ◎日程第１８ 議案第１３号 

〇議長（徳田栄邦君） 日程第１８、議案第１３号を議題といたします。 

  平成２５年度今金町公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）について、理事者

の説明を求めます。 

  副町長、清水君。 

○副町長（清水 寛君） 議案第１３号 平成２５年度今金町公共下水道事業特別会計

補正予算（第１号）について、提案理由を申し上げます。 

  今回の補正につきましては、既定の歳入歳出予算の総額から、それぞれ２５４万７，

０００円を減額し、予算の総額をそれぞれ２億２，４３５万６，０００円にしようと

するものであります。 

  補正の主なものについて、歳入から、１ページをお願いします。 

  １款分担金及び負担金で６４万５，０００円の減額は、し尿処理負担金であります。 

  ３款繰入金において１９７万６，０００円の減額は、一般会計繰入金であります。 

  ４款繰越金において７万４，０００円の追加は、前年度繰越金です。   

  次、歳出は２ページをお願いします。 

  １款総務費において２万７，０００円の減額は、一般管理費であります。 

  ２款維持費において２５２万円の減額は、処理場維持管理業務委託料であります。 

  以上、概要を申し上げました。 

  ご審議いただき議決賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

〇議長（徳田栄邦君） 説明が終わりました。 

  これより、質疑を行います。 

  質疑は、歳出、歳入全般について行います。３ページから７ページです。 

（「なし」の声あり） 
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〇議長（徳田栄邦君） 質疑を終わります。 

  歳入、歳出全般についての質疑漏れございませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） 歳入、歳出全般についての質疑漏れを終わります。 

  質疑を打ち切り、討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） 討論を終わります。 

  討論を打ち切り、議案第１３号 平成２５年度今金町公共下水道事業特別会計補正

予算（第１号）についての採決を行います。 

  本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） ご異議がないので、議案第１３号 平成２５年度今金町公共下

水道事業特別会計補正予算（第１号）については、原案のとおり可決いたします。 

 

    ◎日程第１９ 議員の派遣について 

〇議長（徳田栄邦君） 日程第１９、議員の派遣についてを議題といたします。 

  次のとおり議員を派遣する。 

  １．全道町村議会議員研修会。 

  ２．全道議会広報研修会。 

  なお、目的、場所、期間、派遣議員は、別紙配付のとおりであります。 

 

    ◎議長発議 議員定数等調査特別委員会の設置について 

〇議長（徳田栄邦君） お諮りいたします。 

  議員定数、報酬、政務活動費等について、さらに協議が望ましいことから、議長を

除く全員で構成する議員定数等調査特別委員会を設置し、これに付託の上、調査研究

が終了するまで閉会中の継続審査といたしたいのでありますが、これにご異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議員定数、報酬、政務活動費等の調査研究について、議長を除く全員

で構成する議員定数等調査特別委員会を設置し、これに付託の上、調査研究が終了す

るまで閉会中の継続審査をすることに決定いたしました。 

  委員会条例第７条第３項に基づき、委員会を開催し、正副委員長の互選を行ってく

ださい。 

  正副委員長互選のため、午後２時まで休憩いたします。 

 

休憩 午後 １時４２分 

再開 午後 １時５８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。 

  休憩中の委員会において正副委員長の互選が行われ、その結果が議長の手元にまい

りました。 

  委員長には山崎君、副委員長には向井君、以上のとおり互選されましたので、ご報

告申し上げます。 

  お諮りいたします。 

  ただいま、町長から議案第１４号 今金町職員等の給与の臨時特例に関する条例制

定についてが提出されました。 

  この際、これを日程に追加し議題といたしたいのでありますが、これにご異議ござ

いませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） 異議なしと認めます。 

  よって、本案を日程に追加し、議題とすることに決定いたしました。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 ２時００分 

再開 午後 ２時０１分 

 

〇議長（徳田栄邦君） 休憩を打ち切り、開議いたします。 

 

    ◎追加日程第１ 議案第１４号 

〇議長（徳田栄邦君） 追加日程第１、議案第１４号を議題といたします。 

  今金町職員等の給与の臨時特例に関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 今金町職員等の給与の臨時特例に関する条例

制定について、提案理由を申し上げます。 

  国の要請による地方公務員の給与削減につきましては、地方交付税が削減されてい

る状況を考慮し、地方経済への影響なども勘案し、町長、副町長、教育長及び医師を

除く職員について、給与のみの４％削減を本年度７月から明年３月まで実施すること

といたしたく提案をするものであります。 

  以上、概要を申し上げました。 

  議案の概要につきましては、総務財政課長に説明をいたさせます。 

  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） 総務財政課長、北見君。 

○総務財政課長（北見伸夫君） （議案第１４号朗読説明、記載省略） 

〇議長（徳田栄邦君） 説明が終わりました。 
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  これより、質疑を行います。 

  加藤君。 

○４番（加藤三明君） 先日の合同委員会の中で説明がありましたけれども、労使との

話し合いが合意に達していないという説明がありましたけれども、今現在はいかがな

のでしょうか。 

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） 今金町職員組合との交渉につきましては、５月の２０

日、５月の３０日、これは事前の交渉をしてございます。 

  ６月７日、そして６月１７日に、理事者を交えて交渉をしたところでございますが、

妥結には至っておりません。 

  以上で、説明を終わらせていただきます。 

  現在も妥結には至っておりません。以上です。 

〇議長（徳田栄邦君） 加藤君。 

○４番（加藤三明君） 今報告で聞きましたけれども、これからともに仕事をやる仲で

すから、できれば早いうちに合意に達した仲で今後仕事に臨んでもらいたいなという

思いがございますけれども、その後どのようにするか、もし考えがありましたらお願

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） 私たちもできる限り合意をいただけるように、国の要

請は給料及び諸手当も含めての削減ということが示されているところですが、私たち

といたしましても、影響額を少しでも抑えたいということで、給料額のみということ

で提案をし、交渉をしてきた経過でございますが、やはり地方交付税の性格というも

のが、給料自体は地方で決めるというのが筋でありまして、地方交付税についても地

方の何にでも使える財源ということで、国が一方的に削減をするという事態でござい

まして、３月の町長の行政報告の中にも、それは遺憾なことであるという見解も示し

ております。 

  また、議会の中でも、３月に交付税に関する意見書も提出していただいた中でござ

いますが、やはり最終的に町長が、政策と申しますか、町長が決定したことでござい

ますので、影響額を最小限に抑えつつ、やはりそういう決断に至ったということで、

ご理解をいただ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） 山本君。 

○１０番（山本 豊君） 私どもの思いとしては、釈然としないという状況です。 

  過日も申し上げたんですが、町村会あるいは議長会も含めて、そのことをよしとし

ないという、そういう上申書という言い方がいいか悪いか知りませんが、そのような

経過を経た中で、閣議決定、いわゆる政府が一方的にそうしてくださいよと。 

  今、通常で考えると、世の中は俗に言うアベノミクスか何か存じませんが、景気が

上向いていると。それは１年間たってみなければ、税収に結びつかないというのはわ
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かるんですが、ただし、国の財政事情というのは、決してよくはなっていない。各国

に比べても最低限というくらい財政状況が悪いと。そのことをよしとしながらも、一

番手をつけやすい手法で、うんと言わなければ、ほかの、圧力とは言いませんが、そ

ういう手法をもって自治体に言うことをきいてくれよという、そういう手法で、私ど

もも議決するわけですから、町民にまるっきり質疑も疑義もなかったのかと言われる

のはつらい思いです。 

  当然ながら、私も含めて、いわゆる町長や、それから副町長も、それに準じたと。

これは心が痛む思いがします。同じく報酬審議会にかけて決めていただいた立場だか

らです。 

  でも、少しだけ違うということを町民にわかってほしいと思いますから、今申し上

げています。なぜかというと、北海道で、道南圏と言ったらいいのでしょうかね。そ

れから留萌ですとか道北というのは、全国でも一番、私たちの職責があるものという

のは安いんですよ。これは職員の皆さん方はわかっていますけれども、町民はなかな

かそのことが理解していない。何で同調しておれたちはしなかったんだという声が、

ややもするとあるかという思いがあります。しかし、そのことを町民と分かち合って

いただきながら、わかっていただけますかねということを、もちろんそういう思いも、

町長も執行者としてその思いを、どこか公の場所で言わなきゃならないというふうに

思うんですね。 

  ですから、あえて私がここでその町長としての責務の場所も含めて、町民に向けて

説明するいい場所だと思ったから、今ここでこういう質疑の仕方をせざるを得ない。

そういう共通認識を持たなければ、自分たちだけで議決行為をすると言われればつら

いんですね。ですから、認識を一つにしながら、そういう同意をしたいと思うからで

すが、いかがですか。 

〇議長（徳田栄邦君） 副町長、清水君。 

○副町長（清水 寛君） 本条例の提案の趣旨等につきましては、総務財政課長の方か

らるる説明をさせていただきました。 

  組合の交渉経過についても申し上げていますが、あえて私の方からも、重なる部分

がございますが申し上げさせていただきます。 

  本来、私たちの給料は、自ら定める部分ということがあります。しかし、今金町は、

従前から人事院勧告に沿った中で、それを粛々とやってまいりました。時にプラスも

あり、時にマイナスもありということで、すべて人勧に沿う、その中で一部的にこの

地域になじまないもの、例えば管理職手当等の部分とか、そういうものについては除

外をしているものはございますが、しかし、すべて人勧に沿ってやってきたというの

が現実であります。 

  ですから、国が今、震災復興等のために２カ年にわたって７．８％という、それは

国の施策でありましょう。ラスパイレスに限って言いますと、現実的には９６％台で

ありますから、本来の数字からいきますと１００には満たっておりません。しかし、

国が７．８％をやったことによって４．１％を超えましたよという、そういう理屈で
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あります。 

  一番我慢がならないのは、それを交付税に向けて、既に交付税を減額し、それが大

まかな仮試算で示された部分では３，９００万円程度減額になると。それを自らの血

をもってあがなえというこの施策であります。 

  しかし、これを私たちが自分たちの町の財政が、まあ、何とか皆様方のご指導、そ

して職員の努力で、比較的何とか頑張ってやっていける状況にあるというところにあ

ぐらをかいて、それをやらないで、人勧を私たちは尊重していきますという姿勢を町

民に向かってなかなか説明ができないというのが、今回の苦渋の決断になった部分で

あります。 

  現実的に、その約４，０００万円相当になる部分の穴埋めを、お前たちは何も考え

なかったのかということを言われますと、これは私たちとしては非常につらい。その

一点をもって、組合にはお願いをしました。 

  組合は当然として、自らの生活を守る部分がありますから、当然として、今まで人

勧に沿って協力をしてきた私たちの立場を理解をしてほしいということで、これにつ

いては、これも私たちは十分理解をするものであります。 

  しかし、お互いに立ち位置もございます。本当であれば、組合員の生活を守ってや

るという部分を一面に立てて、これについてノーと言える強い姿勢を持てればよかっ

たのでありますが、しかし、管内、その他いろんな近隣の状況、その他を勘案します

と、私たちとしても非常につらい選択をしなければならなかったという、この一点で

ご理解を賜りたいと思っております。 

  組合にもそのようなことで、申しわけございませんが、時間もございませんと。そ

ういうことでありますので、見切りで進めさせてもらうということで最終交渉を終え

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。 

（「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 今金町職員等の給与の臨時特例に関する条例制定

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 今金町職員等の給与の臨時

特例に関する条例制定については、原案のとおり可決いたします。 

  お諮りいたします。 

  本定例会の会議に付された事件は、すべて終了いたしました。 

  したがいまして、会議規則第７条の規定により、本日をもって閉会といたしたいの
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でありますが、これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） 異議なしと認めます。 

  よって、本定例会は、本日をもって閉会することに決定いたしました。 

 

    ◎閉会の宣告 

〇議長（徳田栄邦君） これで、本日の会議を閉じます。 

  平成２５年第２回今金町議会定例会を閉会いたします。 

  ご苦労さまでございました。 

閉会 午後 ２時１６分 
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