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開議 午後１時２７分 
◎委員長あいさつ 

○委員長（村本照光君） 皆さんこんにちは。ここ何日かは秋晴れの良い天気が続いて

おりますし、また朝夕はめっきり冷え込んで、この寒暖の差が米の実入りには最高に

良い条件かなと思っているわけですけれども。 
  先ほど村上委員から、もう稲刈りをしているよという話を聞きましたけれども、今

金でも稲刈りが始まりまして、普及所の今年の作況調査では、平年作以上の集荷が期

待できる、そういうお話も聞いております。私個人としては、願わくば昨年並みの収

穫があればいいなと期待しているわけですけれども、どちらにしましても馬鈴薯にお

きましても、この天気の中でかなり収穫が進んでいるようでございます。 
  そんな中での、きょうの産業教育常任委員会です。第３回定例会に向けての委員会

でございますので、どうか宜しくお願いを申し上げます。 
  ちょっと会場蒸しますので、上着を脱いでひとつ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） それでは、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） こんにちは。第３回定例会に向けての産業教育常任委員会であ

りますけれども、一言あいさつをさせていただきます。 
  今委員長のほうからも季節のお話がありました。９月２３日でありますけれども、

この夏の記録的な高温のためによって、気象庁が今年の夏は異常気象だという見解を

示したところであります。そういうところは今金におきましても、まちづくり推進課

のほうで情報を出しておりますけれども、少なからずも被害があったわけであります。

報道されているような大きな被害が無かった、本当に安堵するべきでありますけれど

も、これからもまた台風の時期になりますので、きちんと情報等々捉えながら、また

適切に対応してまいりたいと考えておりました。 
  収穫の状況でありますけれども、秋撒小麦が順調で、今話題になりました早出馬鈴

薯につきましても、私がいろいろ聞いている段階では、１４．いくつという１４以上

いっているという情報を聞いて既に食しているわけでありますが、昨日、米の初出荷

がありました。吉本さんと村上議員さんのところであります。昨日、議会のほうで報

告してちょっと間違ったのですが、吉本さんは「ななつぼし」９トンを出荷されまし

て、肝心要の非常に品質の気になったところでありますけれども、６．８ということ

では、基準値を下回り、これは高品質という規格に類する素晴らしい品質であったと

ころであります。村上さんのところにおかれましては、昨日間違って言いましたけれ

ども「ゆめぴりか」が出荷されまして５トン。タンパク質でありますけれども、これ

もゆめぴりかの基準値が７．４以下ということを示されているわけでありますけれど

も、それをクリアしまして７．２という、素晴らしい品質の優れた成品が出荷された

わけであります。いろいろと情報を聞いても、去年よりも現況の天気はあまり良くな

い、少し早かったのではないかなと吉本さんも言われておりましたけれども、今委員

長のほうから去年並みとありましたが、去年はちょっとあまりにも天気が良すぎたの

で、去年並みは望めないのではないかなと、私はあちこち話をしておりますけれども、

いずれにいたしましても今後の天候に期待をしながら、実りある秋を迎えたいと思っ

ているところであります。 
  提出議案にかかわる事項について、何点かお話をさせていただきたいと思います。 
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  一点目は、平成２４年度の各会計決算につきまして監査委員の審査をいただきまし

たことから、決算の認定のご審議をお願いするところであります。 
  二点目でありますが、総合計画に基づきましてこの間、総合体育館の改修に向けて、

当初予算で調査設計委託料を予算化しておりましたが、耐震改修促進法がこの５月２

２日に参議院本会議で全会一致で可決され、法案が決定されました。このことにより

まして、不特定多数が利用する大規模施設などの施設に対し耐震診断を義務付け、そ

の結果を公表することになったわけであります。１，０００平方米以上の体育館に限

定しますと、特定建築物という形になります。今金町の総合体育館は３，０００平米

以上でありますから、明らかに特定建築物に入るわけでありますが、ただ今回のこの

法につきましては、２７年度までについては、５，０００平米以上のものについては

耐震診断を義務付け公表するという形になるわけでありますが、私も東京行ったつい

でに国交省の担当者のほうに伺いましたら、３，０００平米なんですがどうなんです

かと言ったら、その後はまだわかりません、まったく今言える状況にありませんとい

うことでありますけれども、道のほうと調整を図りながら今進めてきたわけでありま

すが、今金町で改修をしようとする計画でもって今行なっているわけでありますが、

約１億円の補助が受けれる補助制度を使って整備をしようという動きをしておりまし

た。ただ、この間のアドバイスを伺いまして、その１億円規模の補助事業につきまし

ては、耐震化をやる前にこの１億円を使って改修をした後に、その後に改修では使え

ません、耐震化法にはいきません。しかし逆に、耐震化法に基づく回収をした後に、

またこの１億円を使って改修することは可能だ、ということになります。加えて、道

と国のほうとも話をしているんですけれども、中途半端に何億もかけて改修費をやる、

でも結果的にはそれがすべてではないわけでありますから、逆にですよ、例えば選択

肢の中に思い切って、それにプラス同じ金額を足すとすれば、新しい施設ができると

すれば、改築というほうが当然望ましいわけですね、と。それはどなたも、それはそ

うですね、選択肢としてはそちらのほうが望ましいと思います、確実に耐震が可能な

施設になるわけでありますから。今やろうとしても引っかかっても、一部耐震法に基

づく処理しかできないわけですからという言葉をいただいたわけでありまして、その

辺の判断が現段階でできないということから、まずは耐力診断をさせていただきたい

ということで、設計をもっている予算につきましては、これをいわば方針変換をいた

しまして、そういう手続きをさせていただきたく考えたいと思っています。 
なお、耐震の結果をもちまして、この後どうするかということについて、具体的な総

合体育館についての対応を考えてまいりたいと考えておりますので、宜しくお願い申し

上げたいと思います。 
  もう一点ですが、この間ピリカスキー場につきましては、町長就任以来、多額な維

持費、改修費が生じた時点で事業廃止をするということの考え方を示してきていると

ころでありますが、この度今シーズンに向けて施設メンテナンスを含めて点検したと

ころです。特に、この度照明施設の整備等で、今直ぐ対応しなければならないという

部分、プラス様々な緊急を要する整備を考えた場合に、資料も出しておりますけれど

も約１億６千万ぐらいの概算額がはじき出されたわけであります。ご承知の通り、ス

キー場の改修・修繕計画という１０年間の計画をもってきたわけでありますけれども、

この２５年度でその計画が終わるわけであります。改めて作る状況になるわけであり

ますけれども、今この状況をもってもですね、なかなかこういうものを整備計画を立

てる状況にないという認識を私なりにもっているところでありまして、今の状況とし

ては、今シーズンでもってスキー場の事業を廃止することを前提に、まずは利用者の
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安全確保に限定した今シーズンの予算について提案をしておりますので、ご理解を願

いたいと思います。なお、この件を含めてクアプラザピリカにかかわる施設、あるい

は事業全体について、説明する機会をお願いしてまいりたいと考えておりますので、

宜しくお願いしたいと思います。 
  あと、国営緊急農地再編整備事業関係についてでありますけれども、９月１０日付

けをもちまして、開発局と北海道との直入協定が締結されたと報告を受けているとこ

ろであります。このことによりまして、開発による設計等の業務発注が行われること

になります。また、来年度予算につきましては概算要求でありますけれども１３億円

の要求をし、今後財務省の協議となるところであります。更には、それは新年度の予

算であるわけでありますけれども、既に今金は事業採択を受けていることから、今後

は補正予算も期待されるという状況になるわけであります。そうしますと、今は当面

は、今回の設計につきましては１年、２年くらいの設計の運営と思っているわけであ

りますけれども、次から次へと進捗率を高めるとすれば、早くにこの２年くらいでも

って南地区全体の設計を終えていかなければ、補正がきても対応できないという形に

なりますので、地元からもそういうお願いの声を出していきたいと考えているところ

であります。なお、期成会につきましては施行年度の区分設定の協議をしております。

このことにつきましても、情報きちんと持ちえましたら、議員の皆様にも後日情報を

提供してまいりたいと考えております。なお、この間、事業費負担ベースがルール化

されていることを既に話をしておりまして、地元負担が７％と、受益者負担が３％と

いう話をしてきたわけでありますが、今回ガイドラインが新たに設定されまして、道

がこれまで１８％負担していた部分を１８．３％になりました。このことから、地元

の自治体の４％は変わらないということになりますので、受益者負担が３％から２．

７％に軽減される。これも道を含めて私のほうで正式に確認をしました。基本的には

地元負担が軽減されたということよりも、受益者負担の軽減ということでよろしいで

すね、という確認をしましたところ、その承認等もいただきまして、間違いなく受益

者負担のほうが軽減されるという形になったことを、報告をさせていただきたいと思

います。なお、事務を行なう函館農業事務所の今金分庁舎は、１０月１日より業務を

開始されるわけでありますけれども、１０日に開所式が予定されているということで、

今のところ順調に推移していることを報告申し上げたいと思います。 
  その他、様々と案件がございますので。すみません、１０月９日でありました、開

所式を予定しているということでありますので、改めてまた町なり議会のほうにも案

内が来るかと思います。いろいろと案件がたくさんございますけれども、それぞれ所

管課のほうから説明をさせていただきたいと思いますで、ご審議賜りますよう宜しく

お願いいたします。 
 

◎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） ９月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。それでは、９月定例会に提案予定の事案につい

て説明を申し上げます。事案につきましては、１８件であります。 
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その内訳につきましては、同意案件が１件、条例の一部改正が３件、地方自治法の規

定により議会の議決をお願いするものが１件、平成２５年度の補正予算が５件、平成２

４年度の決算認定が８件、以上合計で１８件であります。 
それでは順次、同意案から説明をいたします。 
同意第１号は、今金町固定資産審査評価委員会の委員の選任についてであります。本

年１０月１６日をもって任期満了となります、今金町固定資産評価審査委員会の委員、

上野義則委員でありますが、この後任の選任について、地方自治法の規定に基づき提案

をお願いをするものであります。 
議案第１号については、町税条例の一部を改正する条例制定について、議案第２号に

ついては、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が、これ

ら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ので一括とさせていただき

ます。地方自治法施行令の一部を改正する政令および地方税法施行規則の一部を改正す

る省令が平成２５年６月１２日にそれぞれ公布されたことに伴いまして、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３号については、今金町の督促手数料及び延滞金徴収条例等の一部を改正する

条例制定についてであります。これも平成２５年３月３０日に公布されました、地方税

法の一部を改正する法律により、延滞金の割合にかかる特例の見直しが行われたことに

伴い、税の延滞金の額と均衡を失しないように処置するため、関係する五つの条例の一

部改正を一括提案しようとするものであります。五つの条例につきましては、督促手数

料及び延滞金徴収条例、道路占用料条例、水洗便所等改造資金貸付条例、介護保険条例、

後期高齢者医療に関する条例の５件であります。 
議案第４号につきましては、北海道後期高齢者医療広域連合規約の変更についてであ

ります。住民基本台帳簿の一部改正に伴いまして、広域連合に対し、構成市町村が負担

する共通経費の人口割にかかる規定を改める必要が生じたことから、地方自治法の規定

に基づき、議会の議決をお願いしようとするものであります。 
補正案、それから決算認定案については省略をさせていただきます。 
以上であります。どうぞ宜しくお願いをいたします。 

○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。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、次に進みます。 
 

◎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） こんにちは。産業振興課からは、配布の資料に基づき

まして、説明事項が１件、報告事項が５件ということで、それぞれ担当の課長補佐よ

り説明をさせていただきます。宜しくお願いいたします。 
○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） （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） ただ今の説明に対して、質疑があればお受けいたします。何

かございませんか。 
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○３番（向井孝一君） クアプラザの修繕計画の説明があったわけですが、今回は応急

処置といいますか、１，３２８万ほど計上されております。そんな中で、埋設照明ケ

ーブルについては、大変大きな金額が概算ということで数字があげられておりますけ

れども、これの今後における対応として、町長あいさつにもありましたし、前回３月・

６月定例議会に対してもクアプラザピリカについて質問をしています。そんな中で、

大きな金額がかかるときには大きな決断をするというようなことを言っておりますが、

今回それに取られるようなニュアンスの発言があったのですが、これはどういうふう

に理解していいのか。これもきちんとやっていこうとしているのかどうか、その辺の

考え方を教えていただきたい。 
○委員長（村本照光君） 町長、外崎君。 
○町長（外崎秀人君） 前段話しましたように、非常に当面する、今シーズンやるとい

う方針できておりますので、それについてはきちんと対応していかざるを得ないとい

う状況にあるという認識を持っています。加えて、別な予算のほうにもありますけれ

ども、ご承知と思いますけれども、スキー場なんとか運営のために役立てて下さいと

いう寄附もいただいている経過もあるんですね。そういう想いなんかも私は大事にし

たいなと思って、まずは今シーズン運営したいという思いをもっております。随分内

部でも調整したわけでありますけれども、私が言うところの今シーズンの金額も、決

して低い金額ではありません。この数字をもっても本来であればできないという状況

判断をするに足りる、大変な多額な金額であるわけでありますけれども、そういうこ

とからまずは今シーズンについては、様々な思いを含めて、きちんと整理するにして

もそれなりの対応をしていかなければいけないと。或いは利用団体等々含めて、この

間協力いただいた状況もありますので、シーズンを迎える中で今シーズンの意味合い

の重要性というものをきちんと謳いながら、今シーズンをもって私としては、スキー

場については運営することは叶わないということから、今シーズンをもって事業運営

については廃止をしたいという想いを持って、臨んでいきたいと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。 
  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） こんにちは、ご苦労様です。国営農地再編推

進室からは、説明事項１件、報告事項１件、これにつきましては次長よりご説明申し

上げます。どうぞ宜しくお願いいたします。 
○委員長（村本照光君） 国営農地再編推進室次長、住吉君。 
○国営農地再編推進室次長（住吉 淳君） （国営農地再編推進室次長朗読説明、記載

省略） 
○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。 
○１１番（村瀬 広君） 今説明があった中で、９月３日の南地区の愛護組合に行かれ

た際、私も参加しましたけれども、それぞれの意見を聞いた中で、町のほうで案をま

とめてですね、これは地区順番というか、工事順番というかそういうのを、そこでま

とめて受益者に知らせるのか、その点だけちょっとお知らせ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） ただ今のご質問ですが、今月中に各関係機関
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団体等のご理解を得ながら、今月下旬か１０月の頭くらいには、受益者そういったと

ころにも広く周知をしてまいりたいというふうに考えております。 
○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、国営農地再編推進室の質疑を終わりたいと

思います。 
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） （農業委員会事務局長朗読説明、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。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、以上で農業委員会の質疑を終わります。 
  ここで、会場の時計で５５分まで休憩いたします。 
 

休憩 午後２時４０分 
再開 午後２時５５分 

 
○委員長（村本照光君） 休憩を閉じ、会議いたします。 
  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） お願いでありますけれども、公営施設課の所管の説明の中で、

説明事項１の督促手数料及び延滞金徴収条例の一部を改正する条例案ということで２

件あげておりますが、これは総務財政課のほうから一括提案という形になっておりま

す。それで、合同委員会の中で説明をさせていただきたいというふうに考えておりま

して、昨日総務厚生常任委員会の中でもお願いいたしました。よって、本席において

の説明を省略させていただければ有り難いのでありますが、ご配慮を宜しくお願いい

たします。 
○委員長（村本照光君） それでは、今副町長のほうから説明がございました通り、説

明事項１については、合同委員会で説明をされるということですので省略いたします。 
引き続き、公営施設課長、成田君。 

○公営施設課長（成田光康君） 公営施設課の資料につきましては、説明事項３件と報

告事項２件となっております。説明事項１の条例の一部改正につきましては、今副町

長のほうからお願いいたしました合同委員会のほうで説明させていただきたいと思い

ますので、本委員会での説明は省略させていただきます。 
  それでは、資料説明に移らせていただきます。説明事項２以降につきましては、安

達課長補佐より説明をさせますので、宜しくお願いいたします。 
○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） 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。 
（「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。 
  次に、教育委員会より説明をお願いいたします。 
  始めに、中島教育長よりお願いいたします。 



 - 8 - 

○教育長（中島光弘君） ご苦労様です。私の方から前段報告をさせていただいて、そ

の後次長のほうから、報告等をさせていただきたいと思います。 
  冒頭ちょっと遅れて申し訳ありませんでした。きょう、１時半から今金中学校の芸

術鑑賞事業ということで、皆様もチラシご覧になったと思いますけれども、プロのピ

アニストだとか、札響のトランペッターとそれからヴァイオリニストをお招きをして

ということで開催をしました。いつも中学校でやるのですが、これから可能な場合は

町民センターで開催をして、一般町民の方にも来ていただこうという趣旨で開催をし

ました。一般の方も４０名から５０名近く来てくださっています。以前も学校で開催

をしてどうぞというんですが、なかなか学校のほうに一般の方が来るというのは大変

難しいものですから、これからも内容によっては町民の皆さんも併せて観賞できるよ

うな機会を作っていきたいというふうに思っております。 
  資料のほう提出しておりますけれども、一点目、教育委員の活動推進状況というこ

とで、これは添付をしておりますけれども、教育委員さんも年間の一応いろんな活動

計画を持った中で、現場の懇談であるとか調査研究視察等を実習しているということ

で、今回中間でもありますけれども参考資料ということで付けさせていただきました。

４ページはこれ毎月、前月の教育委員会のときに教育委員さんに配布をしているもの

です。というのは、どの事業にどの程度でるのかということもありますので、対応表

というところには二重丸、丸、三角というふうになっておりまして、二重丸は必ず出

てほしいと。丸については可能な委員の出席、それから対応等をお願いしますと。三

つ目が三角ということで、各委員の判断にお任せをしますということですので、ここ

はあやふやなところでほとんどの皆さん出てきてくれます。基本的には毎月こういう

確認をして、教育委員さんにもいろんな事業に出ていただいて、自分自身の研修にも

なりますし、それから特に参加をしている町民の皆さんだとか実際に運営をしている

皆さんに、教育委員さんの口から是非お礼やら激励をしてほしいということでやって

おります。 
  二点目の、平成２５年度の全国学力学習状況調査についてであります。先般新聞報

道でもありましたけれども、道教委としては来年度の全国調査で、北海道の平均まで、

全国平均にもっていきたいということで、今オール北海道で取り組んでいるという現

状です。ただ結果的には、今回も北海道については、小学校については４７都道府県

中４５位と。中学校については４７都道府県中３８位と。ここで全国平均が２３から

２４、それから２５位から２６位ですから、まだ下位のほうにあると。ただ、全体的

なの傾向として伸びてきているということであります。 
今金町はどうなんだということでありますが、中学生においては、いつも一部全国平

均を上回ったりということがあるのですけれども、今回については国語Ａは全国平均よ

り上でした。国語Ｂはほぼ全国平均。数学ＡＢは北海道平均よりやや低いと。これは年

度の学年によってもいろいろ差がありますが、ただ非常に私どもとしても励みになった

のは、今回今金小学校はすべて全国平均より上にいきました。数字だけ見ますと、全国

の秋田、福井の数値の間に入るぐらいの数字を出してくれました。ただこれは、今まで

例えば読書と作文であるとか、先生方が夏休み冬休みに講習をしたりとか、いろんな取

り組みをしている一つの方向の成果であるということで考えておりますが、これ全学年

に実施をしていないとはいえ、結果的にそういう上位のほうに成果が見えてきたという

ことで、関係者のほうは更に弱い部分の強化をしていきたいということで考えておりま

した。 
  三つ目、大学等教育関係機関との連携状況ということで、これは記載してある通り
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でありますので参考にしていただきたいと思います。ただ、（３）の情報発信というこ

とでは、今年の１１月３０日に札幌大学を会場にして、日本協同教育学会、国語関係

の全国学会でありますが、そこで今金町の読書と作文の町づくりの実践がシンポジウ

ムのメインテーマとして発表されることになっております。次のページにパネラーと

いうことでは、地域、学校、行政ということで、私も含めて３名のパネラーで対応す

ることになっております。指定討論というのは助言者のことでありますけれども、ク

スミ書房で有名な久住さんと、中京大学の杉江教授が助言者ということで入るという

ことになっております。この機会にあわせて、今ワーキングチームがありますので、

その研修にも位置付けて実習をしたいというふうに考えておりました。 
  四点目は、青年会議の東北被災地交流ということで、今年は７月２７日から２８日

に受け入れを行いました。交流をしている中で、石巻市の雄勝町の商工会青年部の親

子１９名が参加をしていただきまして、青年会議が中心に農業の体験であるとか、併

せて美利河自治会との交流会を開いていただいたり、それから特に２８日はピリカ夏

まつり、遺跡まつりにも参加をしていただきました。ただご存知の通り、この日はＧ

ＬＡＹのコンサートということで、実は２８日に函館の宿泊ということでしたので、

この辺が教育委員会のネットワークの良いところでですね、社会教育施設のほうが取

れましたので皆さん泊まっていただきました。ただもう、札幌から函館までほとんど

の宿泊施設が取れないという状況の中で、被災地の方については日程通り帰られたと

いうことで、お礼のご連絡もいただいておりました。青年会議中心にこれからどんな

交流をしていくかという辺りを支援をしてまいりたいというふうに思っております。 
  最後です。今金回想シリーズ人ということで、皆さんも既にご存知かと思いますが、

諸先輩のいろんな体験談をＤＶＤに収録して町民センターの図書室、それからひだま

りのほうに貸し出し可能な、視聴貸出ということで置かせていただいてます。今１４

名の皆さんの収録が終了しております。この間借りられる、勿論個人で借りる方もい

るのですけれども、例えばとしべつに入っている皆さんが皆で視聴したりだとか、そ

れから老人クラブの研修に活用したりということで、そこまであまり考えてなかった

のですけれども、そういうようなことでの生涯学習の一環としても活用されていると

いうことでありますので、今後についても重ねていきたいというふうに思っておりま

す。また、議員の皆さんからもこういう体験をされている貴重な方がいるというよう

な情報がありましたらお知らせいただければというふうに思っております。 
  この後、次長のほうから補正予算と報告事項について報告させますので、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） 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。何かございませんか。 
向井君。 

○３番（向井孝一君） ニュージーランドの派遣の状況の説明がございましたけれども、

今回は特に参加人数が少ないということでございまして。海外研修における体験とい

うのは、この素晴らしい研究というのは将来活かされるということは十分あるわけで

すけれども、参加人数の減少と共に、もうそろそろ次の検討段階に入った時期かなと

いうような感じは受けるわけですけれども、このまま続行しようとしているのか、そ

れとも何年かに方向転換をして別なことを模索しているのか、その辺の考え方ありま

したらちょっとお聞かせいただきたいと思います。 



 - 10 - 

○委員長（村本照光君） 教育長、中島君。 
○教育長（中島光弘君） 前にも若干触れたときがあったかと思うんですけれども、今

回人数が少ないということで、まずは検証をしようと。その検証については、子ども

たちの意向というものが多分あると思います。参加意識だとかいろんなものがありま

すのでそこの確認と、それから中学校がどの程度この事業をきちんと位置付けをした

いのか、しているのか、するのか。今後の方向も含めて検証をしたいということで、

少しちょっと時間をかけさせていただいて、内容を精査するべきなのか、それからこ

の事業そのものというのはかなりの年数をかけて、ニュージーランドのバーンサイド

高校との信頼関係だとかいろんなところと作り上げたものがありますので、そちらの

ほうの意向なんかも加味しなければなりませんので、時間的にはこれから１年くらい

かけて、来年の予算編成あるときには一定程度の方向と、その前には議会の皆さんの

ほうにもそれらの研修の結果を報告をして、ご意見をいただきたいというふうに考え

ておりますので、宜しくお願いします。 
○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、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、全体を通して何かございませんか。 
             （「なし」の声あり） 
○委員長（村本照光君） なければ、その他で何かありませんか。事務局のほう。 

理事者のほう何かありませんか。 
それでは、合同委員会について必要な案件について確認したいと思うんですけれども。 
委員の皆さんから、何か合同委員会についてございませんか。 

             （「なし」の声あり） 
○委員長（村本照光君） なければ、理事者側のほうから。 
  副町長、清水君。 
○副町長（清水 寛君） 合同委員会の開催をお願いしたいという部分につきましては、

先ほど公営施設課の部分でもお願い申し上げましたが、議案第３号の督促手数料及び

延滞金徴収条例の一部改正、これ５件ほどの条例を総務財政課のほうで一括提案させ

ていただこうとしておりますので、その中に産業教育常任委員会の部分も２件入って

ございますので、これを一緒にお願いをしたいと思っております。 
  それともう一点。実は今回スキー場の関係等について、町長からクアプラザの関係

について少し踏み込んだ発言もしておりますが、クアプラザの今後についてというこ

とで、一緒に合同委員会に付議させていただければ有り難いと思っております。ちな

みに、昨日総務厚生常任委員会でお願いした部分については、議案１号、今申し上げ

ました税条例の一部改正、それから議案２号の国保税条例の一部改正、それと議案３

号の督促手数料及び延滞金徴収条例の一部改正、それと住民訴訟の関係について、こ

れすべてまとまっておりますので、この点についてご報告を申し上げたいということ

でお願いをしております。 
以上であります。宜しくお願いいたします。 

○委員長（村本照光君） それでは、以上で各課説明事項について終わります。 
  理事者の皆さんには、出席ありがとうございました。 

ここで会場の時計で、４０分まで休憩いたします。 
 

休憩 午後３時２７分 
再開 午後３時２８分 
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○委員長（村本照光君） 休憩を閉じ、会議いたします。 
 
   ◎平成２５年 所管事務調査について 
○委員長（村本照光君） これより、平成２５年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） 所管事務調査のまとめにつきましては、中川係長より説明

をいたさせますので、宜しくお願いいたします。 
○事務局係長（中川真希君） （議会事務局係長朗読説明、記載省略） 
○委員長（村本照光君） 今事務局のほうから、案について朗読説明をいたしました。

これらについて、皆さんからのご意見をいただきながら内容を深めていきたいと思い

ますので、宜しくお願いします。 
  休憩の中で一つお願いしたいと思います。 
 

休憩 午後３時４８分 
再開 午後４時３２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。 
  所管事務調査のまとめについて、先ほど皆さん方からご意見、それから訂正や要望

がありました。それらを十分踏まえまして、事務局と委員長、副委員長で文面を作り

上げていきたいというふうに思っております。そういうことでご理解いただけますで

しょうか。 
             （「はい」の声あり） 
○委員長（村本照光君） それから、局長のほうから総務厚生常任員会との絡みもあっ

て、次回の委員会についての中身についてお願いいたします。 
○事務局長（柏田泰明君） それでは私のほうから。これは協議をしていただく形にな

りますけれども、昨日ですけれども総務厚生常任委員会、２６年度に向かっての行政

視察という部分が出ました。総務のほうの所管事務調査についても、議会が１２月に

開催されたときにこの報告、まとめが提出されるわけですけれども、その時までにま

とめをしっかり作成しながら。尚且つ、１２月ということは１１月の後半からもう新

年度の予算に着手していくわけであります。６月の常任委員会のときに道外視察なり、

道外道内にかかわらず、議員研修というのが一つテーマになったことがあります。こ

の部分で、今年度については取り止めをしたという経緯がありますけれども、今後常

任委員会として２６年度の予算に向かって行政視察を行なうのであれば、この時期に

協議をしないと予算の編成が間に合わないということになります。基本的には当初予

算に計上するというのが条件的なものになると思いますので、これは委員長のこれか

ら采配の中で１０月末で委員会を開催するのかどうなのかということと、視察の目的、

場所等々についても十分検討されていただきたいなというふうに思っております。 
○委員長（村本照光君） 今局長のほうからお話がありましたけれども、総務厚生のほ

うでは１０月末に、その研修についての委員会をまた持ちたいという話が出ておりま

す。私たち委員会としても、今年やるかどうかという話も前回していますし、１２月

までできなければ、３月いっぱいまで今期があるのでその中で間に合えばいいかなと
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いう話もありましたけれども、今局長のほうからお話ありました通り、次年度も視察

研修を行う場合においても、既に今から段取りをして当初予算に盛り込んでいかなき

ゃならないというようなこともありまして、十分この件については時間をかけて議論

をしなければならない問題かなと思いますので、きょうある程度といいますか、皆さ

んからご意見をいただきながら、できれば私も総務厚生と同じように１０月末くらい

に常任委員会を開いて、今後の委員会としての視察研修について方向性を出したとい

うふうに考えますけれども、皆さんから何かご意見ありませんか。 
  今言った方向でよろしいですか。どちらにしても、きちんとした目的と視察場所、

これをきちんとしなければ、また同じことを繰り返すことになりますので、是非それ

をこの次の委員会で決めれるような準備をして委員会に臨みたいなというふうに思う

のですけれども、その辺皆さんからの考えをお聞かせ願えますか。 
  向井委員。 
○３番（向井孝一君） 以前にも申し上げたのですけれども、私個人としては４年任期

の中で、道外道内一回ずつという理事者側の提案するあれというのは分かるんですよ。

しかしながら、議会の基本条例の中で、目的さえあればいつでもということなんだけ

れども。ただ、そのことを活かして最終年の年に視察研修をしてきて提言をしていく

というのは、私は物理的にちょっと問題があるような気がするので、できれば常任委

員会１０月末にやってその方向性を議論するのはいいんだけれども、そこで大した目

的もないのにやろうとするのであれば、私は敢えてやる必要はないんじゃないかなと

いう気はするんだけれども。 
○委員長（村本照光君） 村瀬委員、どうですか。 
○○１１番（村瀬 広君） 大体今、向井副委員長が言っているんですけれども、この

１０月にやるというのは、実施するしないも含めて一回はやるよということでいいん

ですか、そういうことですよね。そういうことであれば、私は常任委員会を開くのは

結構です。ただし、今向井委員さんが言われたように、任期最終年度に行なうという

ことは、相当中身の決したものでなければ私は無理があるかなと思いますので、そう

いうことも含めて何か良い案があれば別ですけれども、するかしないかも含めながら

の１０月の常任委員会を開くのであれば、それで結構だと思います。 
○委員長（村本照光君） 山崎委員どうですか。 
○２番（山崎 仁君） もとより行政視察というのは、議員のそれから常任委員会とし

て資質を高めていこうと。その高めた資質を使って政策提案ができないかということ

が発想ですから。私は最終年であっても、適時必要に応じて視察をしながら、それは

政策提案、議会側から理事者側にこういう政策を是非取り上げると、いうことがあれ

ば私は可能だと思いますし、そういう意味では最終年でも構わないと思います。です

から、要は目的、場所、それからそれが政策提案に繋がるかどうか。今金町として必

要な部分を研修できるかということだと思うんですよ。だから今委員長からのご発言

があるように、十分に皆さんで、それぞれがこういうことを検討しながら常任委員会

を開くのは、私は賛成です。 
○委員長（村本照光君） 川上委員、どうですか。 
○７番（川上絹子君） 半信半疑で。両方とも、なんか山崎さんの意見も最もだなと思

うし、向井さんが言いました意見も最もだなと思って、ちょっと今考え中です。 
○委員長（村本照光君） 村上委員はどうですか。感じたままでいいです。 
○１番（村上忠弘君） 今年するということが、要するにテーマだとかそういうものが

きちんとしてなくて駄目になったと。その時の今年のテーマ、目的は教育関係の話も
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あったんだけれども、それだったって提言できるようなことに繋がらなかったので、

そこら辺のきちんと経緯を煮詰めてやるというのであれば、私は賛成しますけれども。 
○委員長（村本照光君） どちらにしても、１０月末にもう一度委員会を開いて、今後

この行政視察をどうするかということについて、率直な時間をかけて議論をしたいと

思いますし、またやるということになれば早急に予算編成のこともありますので、や

はりきちんとした目的、場所等も決めて、そしてやはり理事者を説得できるような内

容にしなければならないと思いますので、ひとつ皆さんのご協力をお願いしたいと思

います。 
  それでは、結論として１０月末に私たちの委員会もこの行政視察についての委員会

を開くということで、皆さんご了解いただいたということ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） それでは、そのようにさせていただきます。 
あと他に、何か皆さん全体を通して何かご意見ありますか。 

（「なし」の声あり） 
○委員長（村本照光君） なければ、きょうの委員会閉じてよろしいですか。 

（「異議なし」の声あり） 
 

   ◎閉会の宣告 
○委員長（村本照光君） それでは、これをもちまして、きょう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４時４０分 
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