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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４回今金町議会定例会を開会いたし

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。 

 本日の会議録署名議員には、会議規則第１２７条の規定により、村瀬君、村上君

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１９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定期監査公表、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） 

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。 

  村上君の発言を許します。 

  



村上君。 

○１番（村上忠弘君）   クアプラザピリカの今後について、町長にお伺いいたしま

す。 

  クアプラザピリカは、まさに今金の観光の拠点であり、教育の場として他町の人

たちも心からお迎えできる唯一のおもてなし施設ととらえています。 

  スキー場においては、平成２年オープンから平成２５年度をもって閉鎖する方針

ですが、この間、多額の行政投資、加えて老朽化により安全性が保てない、さらな

る今後において大きな投資が必要という理由から、町長自ら、９月１３日、産業教

育常任委員会において、冒頭あいさつで、スキー場を平成２５年度をもって営業を

停止し、その後クアプラザ全体の事業を停止すると表明があり、９月１８日、合同

委員会において具体的説明で方針が示されました。 

  私にとって余りにも唐突な出来事に、心中驚きと残念な気持ちでいます。スキー

場利用者や自分も納得できず、次につながらない行為と思います。今後、次世代を

担う若者たちに夢と希望が持てる町づくりを考えるとき、余りにも拙速な判断では

ないでしょうか。もう一年前にこの話があれば、十分に関係団体と意見交換や創意

工夫、集客率を高める方法もあったのではないかと思われます。 

  本町の観光事業を本気で考え、実行に移さなければ、ますます魅力のない町にな

ると考えます。 

  そこで、平成２０年９月１８日、観光施設調査特別委員会報告において、条件付

存続という判断がされ、大胆な経営改善と営業努力が必要と提案されていますが、

今日までどのような取り組みをしたのかと、クアプラザピリカ施設の今後の利活用

について、どのように考えているかお伺いいたします。 

〇議長（徳田栄邦君） 村上君の質問に対し、理事者の答弁を求めます。 

  町長、外崎君。 

○町長（外崎秀人君） 村上議員からクアプラザピリカについての質問をいただきま

した。質問書に基づき答弁をさせていただきます。 

  まずは、質問の内容にありましたように、スキー場廃止は唐突な表明ではないか

ということについてでありますけれども、特に索道施設については、経年劣化を要

因とする脱輪の経験などを踏まえ、必要な修繕や維持管理を行いながら安全運行に

努めてきたところでありますが、設置以来２０年以上が経過し、耐用年数や抜本的

な対策を考慮すると、大規模修繕や更新を視野に入れざるを得ない状況にあること

は、以前から申し上げてきたところであります。 

  この間、今後多額な修繕を要する事態が生じたときには、その時点でスキー場運

営をやめたいという発言もしてきていることから、この度の廃止方針の表明は、決

して唐突なものではないということをご理解いただきたいと思うところでありま

すし、もう既に多額な費用を要する修繕が、この２５年度のシーズンを目前に迫っ

てあり、クアプラザ運営全体の町費負担がかさむ現状にあるということでもありま

す。 

  スキー場廃止は、次につながらない。次代の町づくりを考えたときに、拙速では



ないかということについてでありますけれども、全体として見れば、活動場所の縮

小は確かでありますが、学校教育でのスキー授業の継続やスキー振興対策は、関係

機関等々の協議やご協力をいただきながら、十分に対応していくことを明言してき

ているところであります。 

  また、将来ともにスキー場利用者の増加が見込めない情勢や、安全運行を担保す

るためには、施設設備の更新への多額な投資が必要であることを考えたとき、スキ

ー場運営の継続だけが、次世代の夢と希望ある町づくりにつながることではない

と、総合行政を担う者として熟慮した末の決断であり、財政が悪化し不安定な行政

運営とならないよう、町の運営者として考えた上での選択でもあります。 

  スキー場収支は、単年で１，０００万円以上の赤字であり、クアプラザ全体では

毎年６，０００万から７，０００万という町費の負担になっていることも踏まえる

と、町の支出には限度があり、スキー場へのこれ以上の支出は行えないとして廃止

を表明したところであります。 

  この厳しい窮状は、スキー場利用団体にも伝え、毎年相互に改善に向けた相談、

協議をしてきております。その中で、さまざまなアイディアやスキー団体の協力も

いただき進めてきていますが、残念ながら利用者の増加には至らず、赤字の解消に

なるような成果には結びついていないのが現状であります。 

  観光事業に関しても質問されていますが、来訪目的を観光とスキーなどに区分し

た詳細なデータはありませんが、クアプラザピリカ宿泊者となりますと、その部分

は少なく、最近では大半がビジネス客という状況にあると分析しています。 

  これまでの改善の取り組みは、既に経過報告として合同委員会資料等に示してい

ますので、参考にしていただきたいと思います。 

  クアプラザピリカの今後の利活用ということにつきましては、事業や施設運営に

町費をもって行うことはやめたいということであります。原則、事業を廃止する場

合は解体するということになりますが、改めて現有施設を利活用したいとする事業

者がおられましたら、お使いいただきたいと期待しております。そのためにも、情

報の発信と収集に努めてまいりたいと考えております。 

  以上を申し上げ、答弁とさせていただきます。 

〇議長（徳田栄邦君） 村上君の再質問を許します。 

  村上君。 

○１番（村上忠弘君） 町長の方針は固く、変わらないものと受けとめます。 

  今日までの営業方針については、一昨日の合同委員会に配付になったこの資料を

見てある程度理解をいたします。 

  一昨日の合同委員会において、町長は、スキー場利用団体の方から、民間業者か

ら照会があったと。そういったことで、その事業者と今後話を進めていきたいとい

うお話でございました。廃止後、選択肢として現状のままで使っていただける事業

者ということに私も賛同いたします。 

  当初、町長はスキー場は２５年度、それからクアプラザ本体については３年後を

めどとして廃止したいということでございましたが、事業者と今後話を進めるに当



たり、私は基本、ホテル、山の家も含めた施設全体を利活用で取り組んでいく方が

望ましいと思いますが、再度町長のお考えをお伺いいたします。 

〇議長（徳田栄邦君） 町長、外崎君。 

○町長（外崎秀人君） 再質問にお答えいたします。 

  議員の方から私の決意は変わらないということでありますけれども、変わらずこ

れからどうするんだという方向に、一緒に向かっていきたいと考えているわけであ

ります。 

  ご承知のとおり、スタートからそもそもの運営が赤字体制でまいったと。最初の

ころは、収支の予算でもってプラスになったときもありますけれども、当時は町職

員が全部４人、５人、６人と出ていましたので、人件費を持っていましたからプラ

スに見えましたけれども、基本的にはずっと赤字で来たと。 

  この間、町長にならせていただいてから、毎年、町長になる前からもそうであり

ますけれども、クアプラザピリカの運営について非常に懸念の声が示されていたわ

けでありまして、資料にも提示し、町民にも報告しておりますけれども、さまざま

不採算部門については、あれもやめこれもやめとほとんど廃止をさせていただいた

経過、これについても、町民や議会の皆さんに大変なご迷惑なり心労をかけたわけ

でありますけれども、今日まで協力をいただいたということであるわけでありま

す。改めて、この間の皆様に感謝を申し上げたいと思っています。 

  今回の今シーズンをもってということには、いろんな意味がありました。なぜか

と言いますと、一つは、新年度の計画、予算を立てる段階で、来年度さまざまな団

体さんが使っておりますので、そちらの方に早くに方針を出していかなければ次の

計画ができない、予算もつけられないということから、早くに言明をさせていただ

いたと。 

  加えて、今、質問がありましたように、これからどうするんだということについ

ては、私としてはまだ使える状況にある施設だとすれば、民間の方々に、町費は出

せません。民間の方に使っていただく手法を考えたい。そのために声を出すことに

よって、いろんな情報が来るだろうと。改めて、このことで今方向性として情報を

いただいております。その情報をいただいた生かし方としては、スキー場を例にと

りますと、スキー場のシーズンが終わったときに見てもらってもどうしようもない

ですね。実態がわからないわけです。そうすると、今シーズンをもって廃止すると

いう方針を出したことによって、あるところで仲介者がおりまして、その情報をい

ただきまして、私の方でぜひやっているシーズンを見てくださいと。そのシーズン

を見て、今金町のスキー場の、今もう私の方でプレゼンテーションする資料もつく

っておりますけれども、そういうことをアピールをしながら、現場を見てもらって

判断をしていただくという形が望ましいのではないかと。 

  実際、活動している方々もおります。協力していただけるさまざまな団体もある

わけでありますから、私どもは何がいいかと言いましたら、この今金町のスキー場、

いつも申し上げておりますけれども、ただ単に町が運営しているだけではないと。

それにかかわるスキー連盟、そしてパトロール、スキー学校等々、さまざまな方々



のスタッフ体制が十分に充足して初めて成り立っているわけでありますから、その

団体の、その方々の活動の場を見ていただくとすれば、やはりシーズンが望ましい

だろうと。 

  そういうことで、既に私の方でさまざまな情報をいただいておりますけれども、

まず一点、可能性のあるところについては、事前にその方と、社長とアポをとりま

して、ぜひシーズン中に見てくださいということで話をさせていただいております

が、議員おっしゃるとおりに、スキー場の話であるわけでありますけれども、願わ

くば議員がおっしゃるような形の中で、これは多くの方々も期待をされているとこ

ろでありますけれども、センターハウス含めた本体も含めて考えていただくような

提案を、プレゼンテーションをしていきながら、あの全体を生かしていく形をとっ

ていくことが私は最善の形になるのではないかなと思っておりますので、その部分

については努力してまいりたい。 

  あといろいろご意見をいただきましたけれども、スキー振興につきましては、こ

れからきちっと振興の窓口、教育委員会、とは言いながらも町長が方針を出してお

りますので、町と教育行政等々含めてきちっとした振興策について対応してまいり

たいと。それもシーズンを通じていろんな検討議論をしながら、これからどうする

んだということに向かうことが望ましいのではないかなと考えているところであ

ります。 

〇議長（徳田栄邦君） 再々質問ございますか。 

  村上君。 

○１番（村上忠弘君） 町長の方から、本体も含めた考えをしているということなん

ですけれども、これは山の家も含めてというふうにとらえてよろしいんですね。 

  要するに、このシーズン期間中に相手方に現地に来てもらうということについ

て、今、町長がおっしゃっられておりました、バックボーンとする、それからスキ

ーに携わる人方、それから従業員の職場の確保だとか、そういった部分のこともき

ちっと頭の中に入れておいていただきたいと思います。 

  これはこちらがやっぱり相手に意を尽くしていただくという姿勢が、これ大事か

なというふうに思います。そして、それが今シーズン終わってすぐ来シーズンにつ

ながるという形をとれればとっていただきたいわけです。継続を原則とした考え方

で、ぜひプレゼンテーションの中で、そういった部分で町長も相手方に誠意をもっ

て話をしていってもらえればいいかなというふうに思います。 

〇議長（徳田栄邦君） 町長、外崎君。 

○町長（外崎秀人君） クアプラザピリカに関する全体という部分でありますけれど

も、山の家につきましては、これは歴史がありまして、譲っていただいたという経

過のあるところであります。 

  加えて、私はあそこは本当に、秘境ということもありますけれども、今金の私は

宝だと思っております。これはどんな形ででも残していく必要があるだろうと。存

続するということについては、ぜひ努力してまいりたいと。それはあくまでも直営

であろうと何であろうと、山の家だけは何とか残していく方策を、これからあわせ



て講じてまいりたいと考えているところであります。 

  今、議員からおっしゃられましたこれからどうするんだという部分についてのさ

まざまな方々の対応についても、先ほど申しましたように、実際そこに出向くとい

う話も今しておりますけれども、その社長さんも改めてまた今金の方に来て、美利

河へ来て滑ってみたい。その中で考えたいという話をされておりますので、先ほど

言った関係するさまざまな方々と席を一緒にして、いろんな話を聞きながら、その

思いなんかも、私だけでなくてスキー関係者の思いもきちっと伝わるような場面を

設定して、何とか引き受けできるような環境をつくっていかなければいけないと。

そういうことをすることによって、より力強いプレゼンテーションになるのではな

いかなと考えておりますので、そういう部分の中では努力してまいりたいと思って

います。 

  いずれにいたしましても、何の事業もそうです。何の行事でもそうですけれども、

一回中止してしまうとなかなか難しい状況も出てきますので、継続できるような形

で全力投球するということが、私の基本ベースにありますので、そういうことから

考えますと、これからいろんな情報が、小さい情報が来ています。正式にアポをと

っている情報は今のところ１件ですけれども、私の耳にはさまざまな業者、業界の

名前が出てきているわけでありますけれども、すぐに休むことなくスキーができる

ような環境と、安定的に長いことやっていただけるような形のものをベースにしな

がら、これから取り組んでいかなければいけないかなと。そのための一定程度のリ

ストなんかもつくりながら進めてまいりたいと。 

  いずれにいたしましても、逐次議会の方にもその辺の経過報告をさせていただき

ながら、進めてまいらせていただきたいと思っています。 

〇議長（徳田栄邦君） 村上君。 

○１番（村上忠弘君） 私は、やっぱり山の家も含めて今回考えた方がベストかなと

いうふうに思うんですよね。山の家の部分は残したいという町長の思いはわからな

いわけではないけれども、どうせやるのなら、今、この美利河周辺の観光施設を考

えたときに、３月に山村留学もなくなり、山村留学とともに美利河小学校も閉校し

てしまい、そしてスキー場廃止という暗い話題の中で、やっぱりそういったことで、

今度新たな引き継ぐ業者が出てきたときには、やっぱりあそこの周辺一帯をすべて

お任せするという形をとった方が、今後、財政的にあそこの部分でかかる経費等を

見れば、今回一括した考え方を持った判断で進められた方が私はいいと思います。 

  いろんな、こちら、町側の条件だとかそういうものについて、これから多分準備

するのだろうと思うけれども、そのシーズン期間中に来るときにすべてそういうふ

うにしたお話ができるような条件整備だとか、そういうものをとってくださるの

か、それとも今もうできているのか、その辺どうでしょうか。 

〇議長（徳田栄邦君） 町長、外崎君。 

○町長（外崎秀人君） 最初、ごめんなさい、私の答弁の仕方がちょっと違っていた

と思います。クアプラザピリカ本体は本体で話を進めておりますけれども、そこと

は違った形で、山の家もやめるのかという判断をいただいたと思ったんですよ。山



の家はどうするんだというようなことで、別だと思ったんですけれども、私として

は、当然お願いする場合は一体としてお願いしていかなきゃいけないという認識を

持っています。 

  でも、センターハウス本体、スキー場はやめても山の家だけは何とか残すくらい

の気持ちはあるよという言葉で、述べたということでご理解をいただきたいと。い

ずれにしても、山の家は残したいということを考えたいということであります。 

  でも、今おっしゃったように、私も同じように総体的に考えていただくことが必

要ではないかなと。なぜかと言いますと、山の家も建物も相当傷んできて、補修で

は済まないような状況にも来ている状況も当然あるものですから、あわせて考えて

いくということも、ぜひ最前提としてしていきたいと考えております。 

  あともう一点は、情報というのは次から次へどんどんどんどん多分来ると思うん

ですね。それを全部が整理できるまで、交渉のテーブルとかさまざまならないかと

言ったら、そうはならないと。やっぱり優先順位を持ちながら進めていかなければ

ならないとすれば、今、議員がおっしゃるように、私の大きな予想の中では、全体

をどう見てくれるかということがまず一つ。 

  もう一点は、スキー場含めて次のシーズンも速やかに対応していただけるような

形をとってもらうところがどうなのかと。そのことが、長いこと安定的にやってい

ただけるということが、一定程度担保されるような状況を一つのベースとして考え

ていきたい。具体的には、さまざまな部分がある。引き渡しの関係がどういう形に

なるかどうかということについては、これから当然詰めていかなければいけない

し、こっちの思いもあるし、相手の思いもきちっと受けとめながら進めていかなけ

ればいけないと。それについては、一定程度内部の方でもきちっと、うちの役場の

内部だけでもさまざま関係するところがありますから、その辺の調整を図りながら

進めてまいりたい。 

  願わくば、先ほど言ったように、そういう中で実際利用されている、あるいは実

際に協力していただいている団体の声なんかも反映していただいて、その方々の活

躍の場面も本当に生かせるようなことができるのであれば、私はそちらの方にぜひ

向けていきたいなと考えているところであります。 

〇議長（徳田栄邦君） 村上君。 

○１番（村上忠弘君） 要するに今回民間企業が入るということは、過去には、言い

変えれば企業誘致だとかそういった部分で、企業誘致は今までは工場誘致の部分で

やってきましたよね。今回の部分については、それは工場誘致ではない部分につい

ては、これからそういった条例の改正だとか、そういうこともやっぱりしていかな

きゃならないですよね、これからは。 

  そこまで、企業誘致というふうに町長自体が考えていないのであれば、それはい

いですけれども、私はやっぱりそういった形の中で、相手に来てもらうんだという

ようなこちらの誠意を出して、きちっと町側が受け入れ態勢の準備を整えておくこ

とが大事だというふうに思います。 

  今、観光業界もこういった大変な時期で、薄利多売の中で、確かに手を出すのも



速いけれども、手を引くのも速いと思います。そういったことで、これから話の中

で来てもらえるかどうか、それが来てもらった時点の、その後の話なんですけれど

も、そういうふうにしてやっぱり来てもらった以上は、それなりに長く居着いても

らうような方針で、町長はこれから考えていただきたいと思います。廃止して企業

が入ってきたけれども、すぐ出て行ってしまったら、今度は町長の進退にもかかわ

ることですから、大事に考えていただきたいと思います。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） 基本的には、今こういうやりとりをしておりますけれども、

非常に建物の問題、土地の問題、更にスキー場そのものというのは、林野庁から借

りていて毎年賃貸料を７４万円くらい払っている。一時、私が町長になる前までは

１５０万円くらい払っていたんですけれども、売り上げが下がっているんですか

ら、赤字ですからまけてくださいと言ってまけてもらって、今はずっと７４万円の

計算式でやっていただいていますけれども。その場合に、やっぱり町も当然かかわ

っていかなければいけない。 

  今お願いしようとしているところについては、こういうケースで何カ所も受けて

いる実態がありますので、そういう参考事例なんかも上手にいただきながら、どう

いうことがポイントになるのかというようなことをきちっと受けとめながら対応

していくことが、私は必要でないかなと。 

  いずれにいたしましても、そこでどうのこうのという、儲けるとか何とかではな

くて、きちっと受けていただく、安定的に受けていただくことによって、議員がお

っしゃるように雇用の場にもつながっていくだとか、さまざまなところで、今まで

と変わらず何とか観光振興の拠点にもなったり、あるいは雇用の場にもなったりと

いうことにつながって、地域の経済のために、そして、より多くの方々が利用でき

るような形をとれるというスタイルを、第一義的に優先して目指していくというこ

とが、私の交渉の前提になるだろうと思っておりますので、きちっと向かい合って

まいりたいと考えております。いろいろな面でまたアドバイスをいただきたいと思

いますので、よろしくお願いいたします。 

〇議長（徳田栄邦君） 以上で、村上君の質問を終わります。 

  次に、加藤君の発言を許します。 

  加藤君。 

○４番（加藤三明君） 今後の学校配置と複式教育のあり方について、教育長にご質

問したいと思います。 

  日ごろの今金町教育の先進的な施策の推進と努力に対して、心から感謝を敬意を

表します。 

  中島教育長が就任以来、特別支援教育などに取り組み、全道の中でも注目されて

いる今日です。 

  また、町内の学校の統廃合が進み、現在、小学校２校、中学校１校となり、公立

の学校は３校が配置となっております。統廃合された各地域では、自治会や地域住



民が中心となり、スポーツ活動や生涯学習を推進しています。学校教育にかわり、

社会教育や関係行政が支援しているからです。これも本町の特徴的なことと認識し

ております。 

  さて、檜山管内でも先進的な特色ある教育活動を実践し、牽引役となっている今

金町です。そこで、今後の学校配置についてどのように考えているかお聞きします。 

  また、複式校は１校となりましたが、小規模校の特徴や地域の特性を生かした教

育活動はとても大切なことと考えております。少子化の現状を踏まえた複式教育の

今後のあり方について、教育長の考えをお伺いしたいと思います。 

〇議長（徳田栄邦君） 加藤君の質問に対し、理事者の答弁を求めます。 

  教育長、中島君。 

○教育長（中島光弘君） おはようございます。加藤議員の一般質問にお答えをした

いと思います。 

  議員ご指摘のとおり、現在の今金町の学校配置は、種川小学校、今金小学校、今

金中学校の３校で、種川小学校が唯一の複式校となっております。 

  檜山管内でも最も少ない学校数ですが、少ない配置ならではの取り組みも進めて

おります。 

  例えばですが、毎月定例で行われる校長会議も、本来の対象は３校ですが、不定

期ではありますが、道立の今金高等養護学校の校長や認定こども園いまかねの施設

長にも出席をいただいて、教育状況の共有や共通理解を図ったり、開催場所も、役

場だけではなく各学校で開催するなどの取り組みをしております。 

  さらに、今金町教育研究会が中心となり、教職員の段階でも小中学校の相互乗り

入れ事業を実施しております。今金中学校の先生が今金小学校や種川小学校で教え

たり、今金小学校の教諭が中学校で教えるなど、少ない学校配置ならではの取り組

みが、子供たちの学力や体力の向上に着実な成果を上げております。 

  また、議員が認識のとおり、閉校になった地域の支援につきましては、教育委員

会はもとより、役場関係課やサポーター制度などにより継続的な支援をしておりま

すが、最も大切なのは、地域住民の皆さんが地域を守り育てていくということです

ので、地域の自主性や意向が反映されるような支援に努めてまいりたいと思いま

す。 

  さて、ご質問の今後の学校配置と複式教育のあり方については、現状の３校配置

を維持することを基本とし、特に複式教育については、今金町における特色ある複

式教育のあり方を重点として、文部科学省が示している通学区域制度の弾力的な運

用の観点から、小規模な小学校で心身の健康増進を図り、豊かな人間性を培うため、

通学状況や生活指導面などの教育的な配慮の上、市街地に住んでいる児童が、通学

区域にかかわりなくだれでも自由に入学申し込みができる、小規模特認校制度の導

入に向け検討を進めてまいる所存でありますので、よろしくお願いをいたします。 

  以上申し上げまして、答弁とさせていただきます。 

〇議長（徳田栄邦君） 加藤君の再質問を許します。 

  加藤君。 



○４番（加藤三明君） 私の質問に対して、非常に前向きなお答えをいただきまして、

感謝とお礼を申し上げます。 

  今、現状の中では、学校数も非常に今金町の中では少なくなっているのはごもっ

ともですけれども、これも情勢の状況の流れで残念ながらやむを得ず３校というこ

とになっておりますけれども、それなりにいろいろな工夫をして、教育長がいろい

ろ努力していることに対して改めてお礼を申し上げますけれども、先日、私も複式

学校の学習の様子を学校にお願いをしまして、見学してきました。 

  その中で、私なりに感じたことが二、三点ございますけれども、非常に複式学級

方式でよさがあるなということを改めて私も感じてきました。そのことはどういう

ことかといいますと、非常に先生の取り組み方によって変わると思いますけれど

も、私の見ている中では、教員が子供に対して意見を述べるような雰囲気をつくる

学習をしておりました。 

  私も２０分ぐらい見学してきましたけれども、その間に１人の子供が３回程度も

問題に対して答えた。複式ですから、６人ぐらいの２学年の学習ではありましたけ

れども、非常に競争心、逆に多ければ多いなりのものはあると思いますけれども、

少なければ少ないなりの競争心が逆に出るのかなという感じがしてきました。そう

いう中で、先生の取り組み方の複式の学習の進め方について、非常に難しいものが

あるのかなと。だけれども、教員の努力によっては、それも十分できるのかなとい

うような感じ方はしてきました。 

  そこで、教育長の今のお答えからいきますと、複式学級は教育長もミニ校で学ん

だ一人でございますから、小さければ小さいなりの事情はよくわかると思いますけ

れども、存続するということを前提でいろいろな取り組みに取り組まれているよう

でございます。私には余り聞き慣れない取り組み方の中に、小規模特認校制度です

か、この制度を導入したいというようなことがありましたけれども、言わんとする

ことは大体わかりますけれども、その件について、もう少し詳しくご説明をしてい

ただきたいなというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。 

〇議長（徳田栄邦君） 教育長、中島君。 

○教育長（中島光弘君） 再質問いただきましたので、お答えをしたいと思います。 

  まず、最初に授業参観をしていただいたということでありますので、感謝を申し

上げたいというふうに思います。 

  複式校ですから、大きな学校も同じでありますが、子供たちの自主性をきちっと

尊重してあげるという教育は、どこの学校でも同じように今実施をされております

が、特に複式の場合は、一つの教室に二つの学年が存在をいたしますので、先生方

から言うと、かなり力を持たないと複式の先生というのはなかなか難しいという現

状はあります。 

  一方で、一つの学年を教えているときに、一つの学年の方は、基本的には自分た

ちでいろんなものを取り組むということになりますので、そういう工夫だとか、教

師自身の研鑚もかなり必要になってくるということがあります。 

  議員の方からご質問がありました小規模特認校制度については、全道というより



も、全国でもう既に実施をされております。簡単に言いますと、先ほども最初の答

弁で申し上げましたけれども、今金小学校と、今、種川小学校がありますけれども、

通常は今金小学校に入学をするという指定がありますけれども、この制度を導入す

ることによって、今金小学校の学校区の方が、保護者が希望すれば種川小学校の方

に入学ができるという、簡単に言うとそういうことであります。 

  ただ、このことを導入する前提にあっては、一番大切なのは、まず複式の教育が

きちっと確立をされて、しかも今金小学校に行くのも種川小学校も同じことであれ

ば、多分今金小学校の学校区の保護者の方というのは選択をしないというふうに思

っておりますので、そういう意味では、学校のあり方が問われたり、先生方の教育

方針が問われたり、もう一つは、地域の皆さんであるとか保護者の皆さんの協力な

くしては、この制度というのはなかなかうまくいきません。 

  教育委員会では、冒頭言いましたとおり、例えばこのままでいって、例えば複式

がなくなるということになると、小学校が１校、中学校が１校という学校配置にな

るのは、教育委員会としては望ましくないと。小学校はせめて複数校があった中で、

先生方の研鑚であるとか、子供たちの交流もするような形を今後もとっていきたい

ということで、ベースがそこにあります。教育委員も自ら、先進地ということで岩

見沢の導入をしているところに行って勉強もしたりしておりますが、今後につきま

しては、次年度に正式な検討委員会を立ち上げて、当然プロジェクトのような形も

とります。それから、保護者の皆さんからの意見や要望も聞かなければなりません

ので、一定の検討委員会の中で諮問をして、９月ぐらいまでに答申をいただいて、

議会、それから合同委員会の中にも報告をさせていただいて、環境が整えば２７年

の４月から導入ができるように進めたいというふうには思っております。 

  ただ、この間に実際に希望される皆さんには、説明会も当然でありますが、年間

を通じて、今、種川小学校が実施をしている、例えば運動会のあり方だとか、授業

だとか、いろんなものを見学もしてもらわないとわかりませんので、そういうよう

な機会もきちっとつくっていきたいということで、いずれにしましても、地域の皆

さん、それから種川小学校本体の教職員の熱意も必要でありますし、それから、今

金小学校の先生の皆さんの認識だとか考え方も必要でありますので、町全体できち

っと取り込むような丁寧な進め方をして、複式教育の特色ある学校を存続をしたい

ということが真意でありますので、よろしくお願いいたします。 

〇議長（徳田栄邦君） 加藤君。 

○４番（加藤三明君） 非常に教育長の取り組み方についてご理解しました。何とか

教育長の目的が達成することにエールを送りまして、質問を終わらせていただいま

す。大変どうもありがとうございました。 

〇議長（徳田栄邦君） 以上で、一般質問を終わります。 

  １１時１５分まで休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時０５分 

再開 午前１１時１５分 



 

〇議長（徳田栄邦君） 休憩を閉じ開議いたします。 

  なお、１１番村瀬議員の退席を許可しておりますのでご了承願いたいと思いま

す。 

 

    ◎日程第６ 調査報告 

〇議長（徳田栄邦君） 日程第６、これより調査報告を行います。 

  始めに総務厚生常任委員会所管事務調査報告についてを議題とし、総務厚生常任

委員長の報告を求めます。 

  総務厚生常任委員長、上村君。 

○総務厚生常任委員長（上村義雄君） 委員会調査報告。 

  本委員会所管事務のうち、下記の件について調査の結果を別紙のとおり決定した

ので、会議規則第７７条の規定により報告します。 

  所管事務調査項目は、１１にわたる調査項目を取り上げております。 

   １）一般会計の財政状況について。 

   ２）行政財産の管理状況について。 

   ３）行政改革の進捗状況について。 

   ４）総合計画（前期計画）の進捗状況について。 

   ５）公衆浴場等の管理運営状況について。 

   ６）生活改善センターの管理運営状況について。 

   ７）税及び税外収入の収納状況について。 

   ８）社会福祉施設及び団体の運営状況について。 

   ９）総合福祉施設の管理運営状況について。 

   １０）国保病院の管理運営状況について。 

   １１）障がい者の就農・生活支援に関する調査研究について。 

  以上、１１項目についての調査をいたしました。 

  調査目的、所管事務調査。 

  調査日程、平成２５年７月９日・１０日の２日間。 

  調査結果。 

   消防救急活動の状況、美利河生活館の状況、今金消防署花石分遣所の状況、町

有施設の管理状況、災害備蓄品の管理状況、障害者支援施設ひかりの里改築状況、

グループホームすえひろ「温」等の管理運営状況、豊寿園の運営状況に対し、現

地に出向き調査し、所管事務調査項目に挙げた１１項目については、さらに提出

された資料により調査した。 

   数字等については割愛させていただき、意見のみ朗読いたします。 

   意見。 

   長期的に安定した町づくりを進めていくために、厳しい財政状況下にあって効

率的な行政運営をどう構築していくか、町民サービスの満足度をどう高めていく

のか、長年続けてきて事務事業の見直しや拠出金額の抑制を図りながら、減量政



策に取り組んできたところである。 

   本町においては、平成２４年度決算について、各種基金積立金１０．１５％の

増、備荒資金組合積立金８．６５％の増、地方債残高は３．１２％の減となって

おり、自治体を取り巻く環境が厳しさを増している状況下、魅力ある町づくりを

推進するとともに、広域的連携強化と調整機能を発揮し、効率化を図ることが必

要と考えます。 

   町有財産の管理については、適切な維持管理はもとより、定期的な使用貸借状

況把握と管理をすることで、十分な有効活用が図られるよう望みます。 

   行政改革推進状況については、行政改革推進委員会での「情報提供と収集のあ

り方」が意見具申されたところであり、さらに今後２年間での「まちづくり人材

～地域における人の育成」をテーマに審議が行われるなど、具体的な取り組みに

期待するものであります。 

   第５次今金町総合計画については、基本計画に基づき着実に実施計画が推進さ

れるよう望みます。 

   各地域における生活改善センターについては、これまで廃校校舎を利活用して

進めてきたところであるが、今後においても地域の意見を反映した有効活用と、

既に廃校となっている施設については、地域の防災計画における避難所の機能を

担保する施設であることも踏まえ、その位置づけについても再考する時期に来て

いると考えます。 

   消防の救急活動における高規格救急自動車の設備状況の説明を受け、心肺蘇生

器により模擬訓練実技を体験することができました。救急救命士の確保について

も、計画どおり設置される中、住民の命を守る最前線にあり、ますます修練され、

安全・安心を守る職務遂行のため期待するものであります。 

   町税等の収納率については、長引く景気低迷の中、それぞれ努力されていると

ころであり、平成２４年度の決算においては、平成２３年度と比較して普通税０．

０９％減、町営住宅使用料２．３６％増、国民健康保険税０．６３％減となって

います。このことは、住民の負担の公平と自主財源の確保を図る上からも、新規

滞納者の発生防止への取り組みや渡島・檜山地方税滞納整理機構による大口滞納

事案など、計画的に引き続き振興局との連携や、税務住民課を中心として関係各

課との連携を図りながら徴収に努力されたい。 

   ひかりの里については、著しい老朽化と利用者の高齢化による入所者の生活改

善を図る必要から、平成２４年度より施設整備に着手し、本年度完成したところ

であります。 

   また、障がいのある方が地域での生活が求められていることことから、今後、

今金市街地に新たなグループホームやケアホームなど、交流施設整備が予定され

ており、地域に開かれた施設となるよう努めてほしい。 

   豊寿園は、利用者の生活改善を図ることから、多床室解消のため一部改修がさ

れたところであります。 

   本町においても、超高齢社会の現状からかんがみ、ますます必要とされる施設



であり、入所者の年齢構成の８０％以上が８０歳以上と年々平均年齢が上昇して

いる。多様化するサービスと年齢構成の上昇により、介護職員等のマンパワー不

足が深刻化している中、その確保対策には、関係機関と連携をしながら取り組む

喫緊の課題であり、憂慮する事態となっていることから対策を講ずる必要がある。 

   介護老人保健施設については、施設利用者が大幅に減少した結果となっており

ますが、介護職員の充足されている中で、施設入所待機者がある状況から、高ま

る入所・利用者需要に対応する取り組みについて関係機関との連携に一層努めら

れたい。 

   国保病院については、地域医療を取り巻く環境は依然として厳しい状況にあり

ます。今年度より配置された医療相談業務により、より一層の医療分野と介護分

野の相互連携、訪問診療の拡大などを実施、本町の中心医療機関として良質な医

療提供に努めるとともに、地域住民の信頼と期待にこたえられる病院を目指すよ

う望みます。また、看護職員など医療技術職員の確保についても、道南圏全ての

医療機関において不足状況にあることから、さらなる確保に向けた対策の構築に

向けた協議が必要と考えます。 

  以上、意見を述べまして委員会調査報告を終わります。 

〇議長（徳田栄邦君） 次に、産業教育常任委員会所管事務調査報告についてを議題

とし、産業教育常任委員長の報告を求めます。 

  産業教育常任委員長、村本君。 

○産業教育常任委員長（村本照光君） 委員会調査報告。 

  本委員会所管事務のうち、下記の件について調査の結果を別紙のとおり決定した

ので、会議規則第７７条の規定により報告いたします。 

記 

 所管事務調査項目。  

  １）農林業振興対策事業について。 

  ２）農作物の生育状況及び気象状況について。 

  ３）商工観光振興対策事業について。 

  ４）産業振興課所管事業進捗状況調書。 

  ５）産業後継者就業実態対策について。 

  ６）国営緊急農地再編整備事業の進捗状況について。 

  ７）農業後継者就業実態について。 

  ８）中央通線交付金工事について。 

  ９）建設工事の進捗状況について。 

  １０）簡易水道施設の管理状況について。 

  １１）浄化センターの利活用について。 

  １２）各学校の管理状況について。 

  １３）保育所等事業関係について。 

  １４）教育委員会所管施設の管理運営状況について。 

 調査目的、所管事務調査のため。 



 調査日程、平成２５年７月２３日・２４日の２日間であります。 

 調査結果について。 

   現地調査については、水稲奨励品種決定現地圃場、水稲乾田直播、森林管理道

光台・鈴岡線開設工事の進捗状況、町道花里線崩落箇所の状況、学童保育所の運

営状況、中央通線工事の進捗状況、総合体育館前倉庫及び周辺駐車場整備、大和

公園整備状況、車両格納庫の状況について、それぞれ目的をもって調査した。 

   所管事務調査項目に掲げた１４項目については、さらに提出された資料により

調査した。 

 意見。 

   本年の農作物の生育状況は、４月から５月にかけて気温が低く日照時間も少な

い状況にありましたが、その後順調に生育し、米は檜山全体で作況指数１０６と

なり、道内全体平均１０５を上回ったことが喜ばしい限りであります。 

   畑作に関しましては、降雨の影響で、収穫作業が一部遅れたものもありますが、

ほぼ平年並みの収穫を得られました。 

   水田乾田直播に関しては、今後規模拡大していく上での省力化において有効で

あると考えるが、まだ取り組みの期間が短いため、今後も経過を注視していきた

い。 

   産業振興課所管の住宅リフォーム助成事業は、町内全体にも一定の経済効果が

認められますので、２カ年の事業期間ではありますが、今後の希望者数と事業予

算の兼ね合いを含めて注目していきたい。 

   クアプラザピリカは、９月定例会において平成２６年度からのスキー場閉鎖を

表明されました。不採算部門は過去に整理をしてきた経過もありますが、冬期間

の主要部門の閉鎖であり、根本的な経営基盤が見直されると考えますので、スキ

ー場利用者への周知徹底と、施設の新たな方向性を示されることに注目していき

たい。 

   国営緊急農地再編整備事業は、本年より南地区の測量・設計が始まりましたが、

北地区に関しては、平成２７年度の採択に向けて万全の体制を整えていただきた

い。事業推進はもとより、受益区域の方々の理解を求めつつ、事業への参画が円

滑に進むよう取り組みをいただきたい。 

   公営施設課所管の町道中央線工事及び旧今金町幼稚園跡地の駐車場整備に当

たっては、近隣に認定こども園、学童保育所等もあるので、安全対策を十分に配

慮し工事を進めていただきたい。 

   町道花石線は、現在崩落により通行止めの措置を行っているが、道路の横を流

れる後志利別川が、増水により洗掘され、現在通行止めを行っている状況にあり

ます。河川を管理している函館開発建設部では、改修予定はないとのこともあり、

地域間交通の利用頻度や費用対効果、国道の迂回路等、必要度合いにもかんがみ、

その活用の是非について、地域、耕作者とも十分協議のもと検討されたい。 

   さらには、オオシュブンナイの滝の観光として位置づけを再考するなどを含

め、町道シブンナイ線の安全確保の措置を講ずる必要があると考えます。 



   大和公園整備事業に関しては、地域の方々の心が休まり、憩いの場として定着

するよう、今後の維持管理に努めていただきたい。 

   車両格納庫建設に当たり、出動に迅速な対応がなされることに町民は期待を寄

せているところでありますので、町民のライフラインの一つである町道除雪に万

全となる体制を整え、基幹センターとしての役割を十分に発揮され、運行の安全

に配慮されたい。 

   簡易水道施設は管理に万全を期され、全町的に安定した生活用水の供給に努め

ていただきたい。 

   公共下水道は、引き続き積極的な加入促進及び啓蒙活動に期待するとともに、

加入者が快適な生活を営めるよう、浄化センターも含めた施設管理を行っていた

だくことを望みます。 

   教育関係については、養護学校卒業生の就労支援が円滑に進められ、この政策

が順調に軌道に乗り、発展していくことを期待します。 

   学童保育所は、新しい施設で充実した環境となった中、利用者の要望を聞きな

がら、適切な運営に万全を期するよう望みます。今後も子供たちが安全で安心に

過ごせる場となることを期待いたします。 

   総合体育館は、国の耐震化基準を見きわめながら、その対応に万全を期された

い。改修に至るまでの間も、引き続き維持管理・運営について十分配慮されたい。 

  以上、報告といたします。 

〇議長（徳田栄邦君） 以上で、調査報告を終わります。 

 

    ◎日程第７ 諮問第１号 

〇議長（徳田栄邦君） 日程第７、諮問第１号を議題といたします。 

  人権擁護委員候補者の推薦について、理事者の説明を求めます。 

  副町長、清水君。 

○副町長（清水 寛君） ご説明をいたします。 

  諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦について、提案理由を申し上げます。 

  平成２６年３月３１日をもって任期満了となります、辻知子委員につきまして、

再度推薦をいたしたく、人権擁護委員法第６条第３項の規定に基づき意見を求める

ものであります。 

  諮問案につきましては、総務財政課長が朗読説明いたします。 

  ご審議いただき推薦に同意を賜りますよう、よろしくお願いをいたします。 

〇議長（徳田栄邦君） 総務財政課長、北見君。 

○総務財政課長（北見伸夫君） （諮問第１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。 

  本案は人事案件につき、本町議会運用例に基づき討論を省略し採決を行います。 

  本案は、原案のとおり同意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、原案同意と決します。 



 

    ◎日程第８ 議案第１号 

〇議長（徳田栄邦君） 日程第８、議案第１号を議題といたします。 

  今金町定住自立圏形成協定の議決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１号 今金町定住自立圏形成協定の議決に関する条

例制定について、提案理由を申し上げます。 

  渡島・檜山管内の全１８の市と町で取り組みを進めている永住自立圏構想につい

て、その形成協定の締結に際して、国の定める要綱に従ってそれらの協定の締結も

しくは変更、またはこれを廃止する旨の通告について、地方自治法第９６条第２項

の規定に基づく議会の議決事件とするため、条例を制定しようとするものでありま

す。 

  ご審議いただき議決賜りますよう、よろしくお願いをいたします。 

〇議長（徳田栄邦君） 説明が終わりました。 

  これより、質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） 質疑を終わります。 

  質疑を打ち切り、討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） 討論を終わります。 

  討論を打ち切り、日程第８、議案第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１号は原案のとおり可決いたしま

す。 

 

    ◎日程第９ 議案第２号 

〇議長（徳田栄邦君） 日程第９、議案第２号を議題といたします。 

  今金町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例制定について、理事者の

説明を求めます。 

  副町長、清水君。 

○副町長（清水 寛君） 議案第２号 今金町職員の定年等に関する条例の一部を改

正する条例制定について、提案理由を申し上げます。 

  雇用と年金との連携を図るために、定年後に引き続き雇用する再任用制度が本格

的な運用となるため、再任用制度との整合性を図るために、現行の定年制度に定め

られております一般職は６０年、用務員、調理員については定年が６３年、そして

医師等については６５年とありますものを、医師については引き続き６５年を定年

としながらも、その他の職員については６０年を定年とするために、本条例の一部



を改正しようとするものであります。 

  ご審議いただき議決賜りますよう、よろしくお願いをいたします。 

〇議長（徳田栄邦君） 説明が終わりました。 

  これより、質疑を行います。 

  山崎君。 

○２番（山崎 仁君） 条例の提案理由の中であったように、再任用制度の本格運用

が想定をされるということであります。再任用においては、考え方でありますけれ

ども、定数内職員、定数外職員、このいずれも該当するものなのか、そうでないも

のなのか。 

  それから、定数内、定数外、これの、今、特に定数外についてはどのくらいの方

が勤務されているのか。 

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） 再任用制度につきましては、定数内職員、正職員と

いうことでとらえていただければと思います。 

  今、定数外職員の人数がどれくらいいるかということですが、いわゆる準職員と

してとらえている職員が８名。臨時職員、これは嘱託職員も含めてでございますが、

常勤ということ、年雇用というとらえをしますと４９名ということになりますの

で、ご理解をお願いいたします。 

〇議長（徳田栄邦君） 山崎君。 

○２番（山崎 仁君） 再任用制度、これを条例化したのが平成１３年、今から十数

年前なんですけれども、当時もいろいろな議論がありました。特に、公務員だけな

のかという話もありました。いわゆる６０歳を過ぎてから、元の職場に使っていた

だくという。いろんな議論があった中では、今、印象に残っているのは、若年層の

雇用の機会が奪われるのではないか、いわゆる若い人の就職の場がなくなるのでは

ないか。それから、定年を過ぎてから同じ職場に勤務するということで、職場内の

いろんな意味での調整がうまくとれるのかという、いろんな話が出ました。 

  その中で、なかなか運用ができてこなかったというのは、皆さんそれぞれ慎重に

取り組んだことなのかなというふうに思います。 

  ここに来てから、本格的に再任用制度が運用されるようになるということを考え

たとき、同じ町をつくる、同じ仕事、職種、形態等は違うことではあっても、今金

町で職員として服務しているわけですよね。定員内職員が、今、再任用制度をもっ

て６５歳まで、いわゆる雇用と年金の関係で再任用制度を活用すると。それでは、

準職員はどうなんだという話が、これいつの機会か出てくると思うんですよ。同じ

ように今金町職員として活躍をしているということを考えれば、やはり私はこれか

らそこの部分も、これはケース・バイ・ケース、いろいろあるかもわかりませんけ

れども、それらを想定しながら、今後準職員についても再任用もしくはいろいろな

ことを考えていく必要があると思うんですけれども、その辺はいかがですか。 

〇議長（徳田栄邦君） 総務財政課長、北見君。 

○総務財政課長（北見伸夫君） まず制度的な問題がございまして、準職員につきま



しては定数外職員ということになりまして、原則１年雇用でございます。その中で、

問題がなければ継続ということで、共済組合あるいは退職共済にも加入していると

いうことでございます。 

  その中で、今現在定数外職員の中で、準職員については定年６０歳という規定が

ございます。再任用制度につきましては、正職員ということで、この正職員という

意味合いは、再任用されるとフルタイムでは定員の中で数えられるという問題もご

ざいます。定員の中である程度調整しながら、今後運営していくことにはなろうか

と思います。 

  準職員につきましては、定年６０歳とされておりますことから、６０歳が一つの

区切りではあると思いますが、ケース・バイ・ケースという話もありますけれども、

準職員であれば、嘱託への移行だとか、そういうことも十分考えられる事項でもご

ざいますので、その点も考慮しながら進めていきたいなとは考えております。 

  以上でございます。 

〇議長（徳田栄邦君） 山崎君。 

○２番（山崎 仁君） さっきもちょっと言ったんですけれども、若年層の雇用を奪

うんじゃないかという話がありながら、今は退職後の話をしていますから、これは

別なことであります。 

  退職後、いわゆる定数内職員と定数外職員、いわゆる正職員と、それから臨時、

さらに準職員、同じような内容の仕事をしている。特に思うのは、技術系の職員と

いうのは、それなりに経験を積んできているという。この技術を伝承しなきゃなら

ないわけですよね。これが時期的にうまくできていればいいかもしれないけれど

も、持った技術はやっぱり生かしてもらうというのも、一つの方法だというふうに

思います。 

  ですから、そういうところでは、職員だけ退職してから再任用で使って、いわゆ

る雇用という話だけなのか、それとも準職員まで少し考えながらやっていくのか。

該当者がいるときにこのことを協議すると、大変難しい問題もあると思うんです。

今のこの条例に出てきた定年の変更、これについても、今のところ該当者がいない

という案件のようですので、これは今議論ができると思うんですけれども、できる

だけそういうことを考えながら、町としては、一緒に仕事をして、仕事が終わった

らということまで考えてあげる必要があると思います。もう一度答弁いただけれ

ば。 

〇議長（徳田栄邦君） 総務財政課長、北見君。 

○総務財政課長（北見伸夫君） まず、第一に、再任用制度というものが、民間で言

う再雇用の制度につきましても、まず正職員ということはご理解いただきたいと思

います。 

  準職員等の技術系につきましては、一応６０歳定年ということになりますが、そ

の点はケース・バイ・ケースをもって考慮していきたいなと考えているところでご

ざいます。まだ、具体的にそのような準職員で定年が近い方がおりませんので、今

後検討してまいりたいと思います。 



  以上でございます。 

〇議長（徳田栄邦君） 他にございませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） 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、日程第９、議案第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２号は原案のとおり可決いたしま

す。 

 

    ◎日程第１０ 議案第３号 

〇議長（徳田栄邦君） 日程第１０、議案第３号を議題といたします。 

  今金町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例

制定について、理事者の説明を求めます。 

  副町長、清水君。 

○副町長（清水 寛君） 議案第３号 今金町職員の給与に関する条例等の一部を改

正する条例の、ここまでは附則の部分でございますが、それ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。 

  人事院の給与等に関する報告に基づく給与構造改革においてなされました給与

抑制の措置について、人事院報告に従って回復するための附則の改正を行おうとす

るものであります。   

  このことは、平成２６年４月１日に４５歳未満の職員のうち、調整の必要がある

職員を最大１号俸上位の号俸に調整しようとするものであります。 

  ご審議いただき議決賜りますよう、よろしくお願いをいたします。 

〇議長（徳田栄邦君） 説明が終わりました。 

  これより、質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） 質疑を終わります。 

  質疑を打ち切り、討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） 討論を終わります。 

  討論を打ち切り、日程第１０、議案第３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３号は原案のとおり可決いたしま

す。 



  昼食のため、午後１時まで休憩といたします。 

 

休憩 午前１１時５０分 

再開 午後 １時００分 

 

〇議長（徳田栄邦君） 休憩を閉じ開議いたします。 

  村瀬君より、午後から欠席の届出がございます。 

  会議録署名議員の追加を行います。 

  本日の会議録署名議員に、山崎君を追加いたします。 

 

    ◎日程第１１ 議案第４号 

〇議長（徳田栄邦君） 日程第１１、議案第４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４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４号 平成２５年度今金町一般会計補正予算（第４

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２，８７

３万１，０００円を減額し、予算の総額を歳入歳出それぞれ４８億５，７２７万６，

０００円にしようとするものであります。 

  補正の概要について、歳入より主なものを申し上げます。１ページです。 

  ９款地方交付税において３億５１５万４，０００円の追加は、交付に伴って留保

していたものを財源充当するものであります。 

  １３款国庫支出金において８，６７０万９，０００円の追加は、地域の元気臨時

交付金の追加が主であります。 

  １４款道支出金において６６９万４，０００円の減額は、換地事業委託金等の減

額が主であります。 

  １５款財産収入において１，４６０万２，０００円の追加は、土地及び物品売払

収入の追加が主であります。 

  １７款繰入金において２億７，４７２万６，０００円の減額は、財源調整による

減債基金、公共施設整備基金、地域福祉基金等の繰入金の減額が主であります。 

  １９款諸収入において１億４，９７７万３，０００円の減額は、財源調整による

北海道備荒資金組合積立金支消交付金の減額が主であります。 

  次に、歳出は２ページです。 

    ２款総務費において１，３０７万１，０００円の減額は、臨時特例による給与の

減額措置に係るものが主であります。 

  ３款民生費において１，４５７万円の減額は、障がい者支援施設ひかりの里改築

事業補助金及び障がい者特別対策費における扶助費の精査等による減額と、児童福

祉費における扶助費の追加などであります。 



  ４款衛生費において８８５万７，０００円の追加は、国保施設勘定繰出金の追加

が主であります。 

  ６款農林水産業費において５７２万９，０００円の追加は、国営緊急農地再編整

備事業推進費での委託料と林業振興費における未来につなぐ森づくり推進事業補

助金の追加が主であります。 

  ８款土木費において１，４２８万５，０００円の減額は、道路新設改良費及び都

市公園管理費におけるそれぞれ工事請負費の精査減額が主であります。 

  １０款教育費において１７７万円の減額は、国際国内交流事業補助金の精査減額

が主であります。 

  次に、地方債の補正について申し上げます。４ページです。 

  起債の限度額の変更でありまして、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す。 

  起債の目的、限度額の補正について申し上げます。 

  起債の目的は、八束高台線交付金事業債においては、限度額を４７０万円から３

９０万円に、神丘１０号線交付金事業債では限度額を１，１４０万円から９１０万

円にそれぞれ改めようとするものであります。このことにより、合計は２億７，４

００万円から２億７，０９０万円となるものであります。 

  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、よろしくお願いをいたします。 

〇議長（徳田栄邦君） 説明が終わりました。 

  これより、質疑を行います。 

  質疑は、歳出より款ごとに行います。 

  １款議会費の質疑を行います。２０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。２１ページから２９ページです。 

  向井君。 

○３番（向井孝一君） 総務費の２４ページの生活交通路線の維持運営費ということ

で７１万６，０００円減額しておりますが、これは今年度試験的に八束白石地区を

１カ月間運行して、それぞれ利用した人たちに意見をお聞きしましたら、大変便利

だという人と、それから、今まで定時に、それから定域で運行されてきたというこ

とから、家族のサポートがないとなかなかうまくいかないという人も実際におりま

した。そういう中で、また来年の２月ですか、新たな運行の実施を予定しているよ

うでございますけれども、これは地域はどこの地域を限定してやるのかということ

と。 

  それから、さらに心配されたのは、行くときは家族が見送って出すんですけれど

も、帰りにどこに連絡していいかわからない人がいて、たまたま一緒になった仲間

の人に教えられて帰ってきたと、そんな例がありますので、連絡をする、例えば東

ハイヤーさんに帰りは何時にどこどこに迎えにきてくれというふうに言えばいい



のですが、なかなかそれを認知されない人も中にいるということで、その辺の対応

も今後どういうふうに考えているのかお聞きしたい。 

〇議長（徳田栄邦君） 向井君、２４ページに出ている生活交通路線維持運営費の欠

損というのは、函館バスの方ですので、地域交通システムは科目が違いますので。 

○３番（向井孝一君） わかりました。すみません。訂正して質問をし直します。 

〇議長（徳田栄邦君） ほかにございますか。 

（何事か言う声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） いいです。それじゃ、補正予算に載っていないので、ここの

関連で答弁させます。 

  まちづくり推進課長、山田君。 

○まちづくり推進課長（山田 薫君） ２３ページの需用費で８万８，０００円消耗

品費を追加しておりますが、こちらの方で地域交通実証調査に係る消耗品を追加し

ております。この内容といたしましては、各バスに料金箱を設置しますので、その

簡易料金箱を今回追加をさせていただきました。 

  また、この実証調査をしている期間中、９月の１カ月間やりましたが、先ほどご

質問あったとおり、大変好評なご意見ももらっておりますし、アンケート調査にも

いろいろなご意見もいただきました。 

  次、２月にも予定をしているということのご質問でありますが、２月にも同じ場

所、八束白石地区を実証調査場所といたしまして、９月は夏場の実証実験、２月は

冬場の実証実験という形の中で、どれだけの利用者人数とかニーズがあるのかとい

うのを、夏場と冬場ということで検証したいということで２回年内にやっておりま

す。 

  帰りの電話先がわからないというご指摘もありましたが、原則、こちらの方で委

託をしておりますのが東ハイヤーでございますので、実証調査のこういう地域交通

を利用したいというふうな電話予約を、３０分前に電話予約をしていただければ、

こちらの方の東ハイヤーの方で手配をいたしまして、帰りは最寄りの施設にお迎え

に行って各地区にお送りするという形になっておりますので、よろしくお願いしま

す。 

  また、２月にもございますので、１月に入りましたら、また各地区の説明会に入

りまして、老人クラブ等々のご説明も再度いたしたいと思いますので、その辺でご

理解をお願いいたします。 

〇議長（徳田栄邦君） 向井君。 

○３番（向井孝一君） それで、学校のスクールバスも並行して乗れるということで、

これについては、時間帯がちょっと早いなという点も聞かされました。 

  それで、生徒さん方の同じバスに乗るということに対しての何か問題とか、ある

いは不満だとかという、そういうものはなかったですか。 

〇議長（徳田栄邦君） まちづくり推進課長、山田君。 

○まちづくり推進課長（山田 薫君） 事前に教育委員会とも協議をさせていただき

ましたし、各小学校、中学校も行きましたし、あとＰＴＡの関連の役員の方にもご



説明に伺いました。特段ご意見等はなくて、すばらしい事業なのでどんどん進めて

ほしいという前向きなご意見をいただきましたので、今後もスクールバスの方も一

般混乗化に向けて制度設計をしていただきたいと思います。 

  また、児童生徒を送るスクールバスの行きの部分ですが、朝の便ですが、これは

原則スクールバスでございますので、登校時間がありますので、それに合わせると

いう形で、スクールバスの方は生徒優先、児童優先というようなダイヤのもと運行

しておりますので、その辺でご理解をお願いいたします。 

〇議長（徳田栄邦君） 他にございませんか。 

  山崎君。 

○２番（山崎 仁君） ２４ページ、災害扶助費があります。これ３０万円追加補正

をされているんですけれども、この中身をお知らせいただきたい。 

〇議長（徳田栄邦君） まちづくり推進課長、山田君。 

○まちづくり推進課長（山田 薫君） お答えをいたします。 

  この予算につきましては、今金町災害見舞金贈呈内規というものを持っておりま

して、火災ですとか災害で住家に、主に住宅ですが、損失があった場合、また、そ

れから残念なことにお亡くなりになられた方に対して、見舞金と弔慰金を支給する

というものでございまして、今回、災害が１１月に２件発生しておりますので、そ

の分３０万円支出をしております。 

  今後、この災害扶助費というのは予想ができませんので、毎年一定程度の予算を

お願いしておりますので、その分を補てんをするという形で、今後何かあった場合

に即座に対応したいというふうな。 

（何事か言う声あり） 

〇まちづくり推進課長（山田 薫君） 内訳ですね。１０月に南町で発生した火災が、

全焼という形なので２０万円支出しております。 

  また、１１月に光台で火災がありました。これは半焼という報告がありましたの

で、これは１０万円の支給をしておりますので、よろしくお願いいたします。 

〇議長（徳田栄邦君） 山崎君。 

○２番（山崎 仁君） 今の支給をされるということ、罹災をされた方には大変お気

の毒ということでは、了解、理解をするわけですが、これ内規ですよね。住家の場

合にということで、今、おおむねの金額が示されています。しかし、１条において

は、町長において必要と認めた場合にはという、町長の裁量権を大きく認めている

わけですよ。 

  最近ですけれども、これは牛舎が全焼した経過があります。前２件に関しては、

それぞれ住家ということで、この内規の３条に乗って出しているようですけれど

も、町長、どうですか、これ生産の主たる拠点になる施設ですよ。この罹災者が所

属をする組合も、見舞金を贈ったということではお話を聞いているんですけれど

も、その組合においても住家の場合にはということで内規があるようですけれど

も、今回の生産の拠点ということを考えた場合には、住家に匹敵するくらいの見舞

金を出すというふうに聞いております。今金町も、町長、これは町長の裁量権の中



でどのようにお考えになるか。あくまでもこの内規のとおりだということになるの

か、その辺の考えをお知らせください。 

〇議長（徳田栄邦君） 副町長、清水君。 

○副町長（清水 寛君） 基本的に、今まで進めてきている中においては、災害の罹

災の部分については、居住関係のその部分を最優先に考えた中での見舞金という形

で構築をしてきています。 

  今、議員のおっしゃる部分については、新しい視点の中、当然そのようなことも

検討されるべきであろうという部分でのご指摘だろうと受けとめております。 

  今、提案をいただきまして、即刻即答のできる状況ではありません。今後に向け

て、いろいろと検討を重ねながら、今まで進めてきた部分もありますので、検討を

重ねながらこれらについては考えていきたいなと思っております。 

  以上です。 

〇議長（徳田栄邦君） 山崎君。 

○２番（山崎 仁君） これから検討していただくのはいいんです。参考までに、以

前、ＢＳＥが町内で初めて発生をしました。そのときにも、私の記憶違いでなけれ

ば、見舞金を贈っているような経過がたしかあったと思います。いわゆる町長の裁

量権の中でお見舞いをするということは可能になっているわけですから、法的にど

うだとかということを飛び越えた中で、ぜひやさしい気持ちをもって取り組んでい

ただければと思いますので。どうですか。 

〇議長（徳田栄邦君） 副町長、清水君。 

○副町長（清水 寛君） いずれにいたしましても、今、議員の方から提案されたの

が初めてのことであります。初めて今私たち耳にしているわけでありまして、もっ

と早くから思いをいたせという部分が言われれば申しわけない部分でありますけ

れども、これらを参考にしながら、必要性、その他いろいろな部分、当然公平性も

必要になってまいりますので、一定のそれなりの基準をつくらないと、私どももＡ

さんにはお見舞いを差し上げました。Ｂさんには行っていませんと。それらの、じ

ゃ、基準はどこに持っているんだということが当然言われますので、それらを十分

考えながら、これらのことについて、今、貴重な提案をいただいたと思っておりま

すので、これについては検討を加えることを一つ答弁をさせていただいておきま

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） 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。３０ページから３４ページです。 

  上村君。 

○６番（上村義雄君） ３１ページの老人福祉費の工事請負費の部分で減額が載って

いますけれども、この老人福祉センターについては、長年学童保育の場として老人

福祉センターの老人の方々の利用度が制限される中でずっとやってきて、学童保育

所が新設され、そして、今この工事を終えて、老人福祉センターの利用している人



方にすれば、大変使いやすくよくなったという、行政のこの老人福祉センターの改

装の部分では好評を得ているわけでございます。 

  特にこういう部分で、今後は年寄りがだんだんふえてきて、そして、元気なお年

寄りがこういう施設を大いに利用しながら、町の活性化につなげていける方向にな

っていけば大変いいことだなというふうに思っております。町長の行政報告でも、

この部分で載っておりましたけれども、今後ともこういう施設の利用度を高めてい

く、そして、町民に喜ばれる施設、施策をやっていただけるという面では、非常に

この工事がよかったなということでの評価としての思いです。 

  これは幾らか、２８万円ほど残でありますけれども、工事終了後でこれだけ余っ

たという考え方でよろしいのかどうかお聞きします。 

〇議長（徳田栄邦君） 保健福祉課長、成田君。 

○保健福祉課長（成田光康君） ただいま議員の方から質問のありましたように、工

事の完了に伴っての執行残ということで。ただ、年度途中で、工事を行っている工

期途中に設計変更等も行って、追加補正等も行わせていただいておりますので、そ

の分で最終的な精査という形で、今回執行残の部分を落とさせていただいておりま

す。 

〇議長（徳田栄邦君） 町長、外崎君。 

○町長（外崎秀人君） 議員の方からもお言葉をいただいたわけでありますけれども、

学童保育所、プレハブで横に併設をして始めて、あいている時間帯にホールの方を

お貸しいただきたいということから、当初スタートした経過があるわけでありま

す。 

  その後にプレハブが立ち行かなくなりまして、解体した後も、早くに戻しますか

らという話で今日まで来たわけでありますけれども、そういう中から、いろいろご

意見をいただきながら、再度ご意見を聞いて、プラス地域の方々にもお話を伺いな

がら設計変更をして、今の形にしたわけでありますけれども、完成後に老人クラブ、

第１、第２、第３があるんですけれども、会長さん方、私の方にあいさつに来ると

言いましたので、それは違うと。私の方から、この間待たせたおわびとこれからの

活用についてのあいさつをさせていただきたいということで、私の方から出向きま

すということで、今のところ第１と第３に出向いて、２時間くらいいろんなそのほ

かの行政の話をしたり、さまざま質問に答えたりしてきています。 

  １月に残っている第２老人クラブの方にも顔を出しまして、そちらの方で今まで

お待たせした、それから協力いただいたことの感謝の気持ちをきちっと伝えなが

ら、有効に使っていただくためのさまざまなお話をさせていただければなと思って

いました。 

  非常に安全確保を含めて、使い勝手がいいという評価で、一番頭を抱えていた床

暖房もきちっと整備されたことから、非常にこれからまた冬の間の使い方も、使い

方というのは、非常にメニューが広がってくる可能性もあるだろうと。お願いも、

一時しました。いろんな経過の中で、昔の旧今金高校の校舎の一部を高美町の会館

として使っていた経過がありましたと。ご存じかと思います。そういうことから、



当時さまざま会館の議論になったときに、高美町については、体育館だとか、ある

いは老人クラブだとか、支障のない範囲内でぜひ会館を会合なんかに使ってくださ

いという話をした経過があるんですよと。そういうことから踏まえますと、今回老

人クラブも使っている経過もありますので、高美町内会のご意見なんかも伺いなが

ら、厨房をちょっと広げるだとか、そういうアイディアをいただいて設計変更しな

がら今日を迎えたということから、地域を含めて多くの利用をお願い申し上げたい

という話をさせていただいています。 

  これからも、今いろいろな団体、ベースは老人福祉センターでありますけれども、

さまざまなところで使われている部分がありますので、調整を図りながら、これか

らも有効活用していただくように取り組んでまいりたいと思っています。ありがと

うございます。 

〇議長（徳田栄邦君） 他にございませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） 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。３５ページです。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） 衛生費の質疑を終わります。 

  ５款労働費の質疑を行います。３６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。３７ページから４０ページです。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） 農林水産業費の質疑を終わります。 

  ８款土木費の質疑を行います。４１ページから４４ページです。 

  上村君。 

○６番（上村義雄君） ４１ページの道路維持費で、委託料で出ているわけですけれ

ども、これは今までの維持管理の中で、夏場の部分での部分だろうとは思いますけ

れども、これから冬期間に入り、非常に今年の場合はドカ雪が今までに２回も降っ

ております。これは冬期間、これから住民の足を確保するという部分では、今まで

においても除雪等については非常に努力してくださっております。足りない重機の

燃料費の高騰等もあるので、厳しい状況にはなるかと思いますが、この維持費の中

で、今後冬期間で住民の足確保、そして安全、安心を維持するためにも、除雪の対

策、そういうのを、これは町内を横断的に、年寄りなんかの多いところの部分だと

か、そういうところとも横断的に協議しながら、住民の安心・安全を確保する意味

で、今後の部分で力を注いでいただきたいと思うわけでありますけれども。 

  維持管理の委託料で４万３，０００円減額になっているということは、今までの

部分での執行の中で出てきているのかなとは思うけれども、そこらあたりを考慮し

ながら、最後、冬期間においてどういう体制でいくのかを教えていただければと思

います。 



〇議長（徳田栄邦君） 公営施設課長、安達君。 

○公営施設課長（安達雄一君） ただいまの質問にお答えします。 

  委託料の減額は、今、議員がおっしゃった道路維持管理委託料というのは、夏期

間の維持の執行残でございます。 

  また、冬期間の除雪はこれから実施されるわけですけれども、今おっしゃったよ

うに、住民の安全確保のために努力していくつもりでございますので、これからよ

ろしくお願いいたします。 

〇議長（徳田栄邦君） 他にございませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） 土木費の質疑を終わります。 

  ９款消防費の質疑を行います。４５ページです。 

  山崎君。 

○２番（山崎 仁君） 先ほど、災害扶助費の中でもお聞きをしました。火災が発生

をして、今年の秋口には３件発生しました。火災が発生するたびに思うんですけれ

ども、これ水が大変なんですよね。いわゆる水槽車を２台持ち、それから、それぞ

れ消火栓をもってということで対応しているんですけれども、たまたま１１月の

末、２０日にあった火災においても、水が非常に長い距離をホースで引っ張った。

それから水槽車が２台ですけれども、足りなくて近隣町から応援をいただいたとい

う実態があるようであります。 

  これから冬期間になって、町内の消火栓の管理というのは、これは当然今までも

やってきているでありましょうけれども、地方において、いわゆる水をどこでくん

で、水をどう供給していくのかということなんですけれども、その辺のところで考

えてみると、水槽車２台の体制よりも、いわゆるくんで走って放水をするというこ

とを考えれば、水槽車２台ではどうなのかなという気もするんですけれども、そう

いうところの協議ってされたことはないんですか。 

〇議長（徳田栄邦君） 副町長、清水君。 

○副町長（清水 寛君） お答えをします。水槽車の２台という体制で、私ども過去

から想定している部分は、２台あると大体初期消火はほぼ賄えるだろうというのが

踏んでいた部分であります。 

  ただ、今回のたまたま１１月にありました牛舎の火災等については、非常に水利

の悪いところであったということがいろいろと教訓になったようであります。 

  地区によっては、それなりの一定の間隔なり、それらの中で消火栓等を配置しな

がら、それらについての予防も講じてきておりますが、しかし、状況に合わせた中

で、そういうどちらかと言うと十分に賄え切れないような部分がないのかどうかと

いうことについては、今ご指摘のとおり、今回の火災を教訓にしながら、また点検

をしていかなければならないということは、これもまた消防の方とも詰めていかな

ければならないものと思っております。 

  ただ、水槽体制につきましても、じゃ、２台が３台がという形になかなかなりま

せん。今回、せたな町にもお願いをした中で進めてやりました。あとは初期消火に



係る部分の車の誘導、その他いろんな部分が今回も反省事項に上がっているようで

ありますので、そういうこと、いろんなことを踏まえながら、大きな火事にならな

いように、そして、いかに初期の段階でくい止めるかということを最前提にしなが

ら進めてまいりたいと思っておりますので、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。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） 消防費の質疑を終わります。 

  １０款教育費の質疑を行います。４６ページから５１ページです。 

  向井君。 

○３番（向井孝一君） ５０ページの国際国内交流事業の減額についてなんですが、

今回、残念ながら募集した定員に足りなかったということで、私も今金中学校の方

にこの報告会を聞きに行ったんですが、残念ながら、体育館でやって音響が悪くて、

正直言って中身がちょっとわからなかった部分も多々あったんですが、行った人た

ちは、人生にとって最大の経験をしたというように思います。 

  そんな中で、残念ながらこのように２８０万円の減額をせざるを得なかったとい

うことで、今後については、この事業をやめるということにはならないと思うんで

すが、多くの皆さんが参加できるような、例えば国を変えるだとか、ここに、ニュ

ージーランドに限ってこういうふうに、ずっと歴史もあることですからそう簡単に

は行かないとは思うんですけれども、それらも含めて、今回のように少ない人数じ

ゃなくて、予定した人数を達成できるような、そういう環境づくりというのを、教

育長、どのように考えているのか、ちょっと教えていただきたいと思います。 

〇議長（徳田栄邦君） 教育長、中島君。 

○教育長（中島光弘君） ご質問いただきましたので、お答えをしたいと思います。 

  １点目の報告会、音響が悪くてという話で、私も同感であります。ちょっと学校

の方が聞こえ方の感覚が私と違うのか、今回もかなり事前には、子供たち、いろん

ないい報告だとかいいお話を受けても、やっぱり音響って大切なんですよね。きち

っと伝わらない。それで、ただ、学校の体育館というのは、そういう音響のために

つくられている施設ではないので、往々にして聞きづらいということがあるもので

すから、例えば教育委員会の方にも別の音響設備というのを持っておりますので、

これは学校の方に指示をいたしました。これからいろんなことがあるときに、遠慮

しないで教育委員会の方に申し出てほしいと。セッティングができないのであれ

ば、教育委員会の方でするというようなお話もしております。 

  次に、今回の事業の関係でありますけれども、ごらんいただいたように、子供た

ちは本当に大きな勉強をしてきて、その以後も学校内全体で共有をしたりですと

か、今金町の総合文化祭でも展示をしたりだとか、自分たちの文化祭でも展示をし

たりとかいうことで、非常に大きな効果はあるというふうに思っています。 

  ただ、当初２０名が７名の申し込みだったということで、これの原因がどこにあ

るんだろうかということで、私たちの段階でもいろいろ今検討しておりますが、来

年は、翌年の予算を構成する前にそれぞれの段階で検証をしようということで、今、



学校も含めて共通理解に立っています。 

  どういうことかと言うと、例えば学校として、この事業をどういうふうに位置づ

けてこれからもやっていくのかということがあります。それから、子供たちがこう

いう事業をどうとらえていくかというのもあります。それから、子供たちを支えて

いる保護者の皆さんがどういうかかわりを持つかというのもありますし、それか

ら、行政がどういうこれから考え方を持っていくかというあたりを、それぞれまず

は検討をしていきたいというふうに思っています。 

  温かい今ご意見で、やめるわけにはいかないというのは非常に現場にとってはあ

りがたいんですが、ただ、やっぱり一度きちっと検証をして、今までの成果はこう

こうこういうことで、これからこういう観点で進めていきたい。例えば、募集の仕

方についてもそうでしょうし、それから、定員の設定も昔と同じ設定をしておりま

す。子供たちが減っているにもかかわらずですから、そういうことも検討の一つに

入ると思いますし、それから、相手先に関してですけれども、ここが一番難しいと

ころで、子供たちはやっぱり一番大きいのは、ホームステイをして、それから現地

の高校なり中学校との交流をするというのが、一番大きな学習の、勉強の材料なん

ですが、これを新たに構築するというのはかなり難しいんですね。というのは、例

えば、道が持っている黒竜江省だとかカナダとかというのもあるんですが、こうい

うところをいうのは、案外こちらのいろんな意向というのが入りにくい。それから、

始めても首長さんが変わると考え方が変わるだとかということがあって、非常に継

続もそうなんですが、中身が非常に難しいと。このニュージーランドに関しては、

もう２０年以上やっていますので、実は細かい打ち合わせは今ほとんどしなくて

も、お互いの信頼関係の中でホームステイ先の受け入れ家庭のお世話であるとか、

いろんなプログラムを組んでくれたりということでやっていますので、この事業の

ニュージーランドのバーンサイド高校の中心にある信頼関係というのは、非常に大

きなものがあるんですけれども。ただ、そのことも踏まえて、検討の一つには入れ

たいというふうに思っています。 

  やはり、オセアニアの方は高いです。１人行くのに２５万円から３０万円という

予算になりますので、安ければいいという話になるともっと安いところはたくさん

あります。ただ、問題はそういう教育的な効果と検証をして、改めて議員の皆さん

にその報告をさせていただいて、ご意見をいただいて、一定の方向を出したいと。

来年度はそういう年にしたいというふうに思っていますし、来年、受け入れの年で

予算も新年度計上いたしますけれども、そういうことで、相手のところともその辺

の話も少ししてみたいなというふうに思っておりますので、ご理解いただきたいと

いうふうに思います。 

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） 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。 

  歳出全般についての質疑漏れございませんか。 



  向井君。 

○３番（向井孝一君） ３９ページの農林水産業費の国営事業の換地委員の報酬につ

いてちょっとお聞きします。 

  これ、非常に減額された金額も大きいんですけれども、実際にこれ何名の換地委

員さんで、実際に支払われた額、それをちょっと教えていただきたいと思います。 

〇議長（徳田栄邦君） 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） ただいまの向井議員のご質問にお答えいた

したいと思います。 

  換地関係、換地業務につきましては、行政報告でも申し上げましたとおり、国か

ら北海道、そして北海道から地元今金町へという形での業務委託の形をとります。

その契約行為が、今現在、北海道と今金町の中で進められておりまして、めど的に

は今月下旬には業務委託の契約が締結される予定です。 

  ご質問の部分で、換地委員さんの動きという形なんですけれども、その契約が締

結した後に、実際に業務が開始できるということになりますので、今のこちらの予

定では、年明け早々に換地委員の委嘱をして、それからの活動という形になります

ので、今現在、今年度の活動歴はございませんので、その点で。 

  それで、ご質問の部分、委員の数としては２０名という形で配置をする予定でご

ざいます。 

〇議長（徳田栄邦君） 他にございませんか。 

  芳賀君。 

○５番（芳賀芳夫君） 委員会で説明をしていただければよかったと思いますけれど

も、３０ページの扶助費、福祉灯油の関係でありますが、追加で５７万３，０００

円となっておりますが、これの支給基準についておしらせ願いたいと思います。 

〇議長（徳田栄邦君） 保健福祉課長、成田君。 

○保健福祉課長（成田光康君） ただいまのご質問ですが、基準につきましては、ま

ず基本６５歳以上の単身世帯、そのほかに、高齢者の夫婦世帯、それと寡婦、その

ほかに障がい者も要件には入りますが、所得要件としては年収１５０万円以下とい

う要件がございまして、それらの方々が対象となっております。 

〇議長（徳田栄邦君） 他にございませんか。 

（「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漏れを終わります。 

  次に、歳入の質疑を款ごとに行います。 

  ９款地方交付税の質疑を行います。５ページです。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） 地方交付税の質疑を終わります。 

  １１款分担金及び負担金の質疑を行います。６ページです。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） 分担金及び負担金の質疑を終わります。 

  １２款使用料及び手数料の質疑を行います。７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。８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） 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。１１ページから１３ページです。 

（「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。 

  １５款財産収入の質疑を行います。１４ページから１５ページです。 

  村上君。 

○１番（村上忠弘君） 不動産と、それから物品の売払収入ということで、中身につ

いてお知らせください。 

〇議長（徳田栄邦君） 総務財政課長、北見君。 

○総務財政課長（北見伸夫君） まず、土地売払収入の関係でございますが３２５万

円の追加でございます。これにつきましては、あったか団地の売り払いの収入、１

区画でございます。 

  その次に、物品の売払収入につきましては、これは昨年度町有林を伐採いたしま

して、体質強化事業に伴う疎水材としてのチップの原材料確保の目的で、平成２４

年度に町有林を伐採してございます。この物品売払収入につきましては、その原木

の売り払いの収入ということになります。 

  以上でございます。 

〇議長（徳田栄邦君） 向井君。 

○３番（向井孝一君） 今の同僚議員からの質問に重なるんですが、あったか団地に

ついては、宅地化してから、これを５年で処分したいという当初の計画がありまし

たけれども、今現在で何区画くらい残っているのか。 

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） 今回の売り払いを含めまして２６区画中１３区画が

売れたということになります。 

  以上で、ございます。半分です。 

〇議長（徳田栄邦君） 向井君。 

○３番（向井孝一君） 実は、これまだ半分も残っているという言い方はちょっと言

い過ぎかもしれませんけれども、将来的にこれを処分するのに、例えばあと５年も

６年もかかるよといったときに、価格を、坪単価を下げて処分するという、そうい

う考えはないですかね。 

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） 現実的に、坪単価を下げるという話になりますと、

従前購入された人との不公平感も生じると。現実問題、今年１件売れているという

状況で、売れない期間が相当数発生したときには考えなければならない状況になる

かもしれませんけれども、売れている限り、何年もたたないうちに価格の差が出る



というのは好ましくないことかなとは、今現在考えているところでございます。 

  以上です。 

〇議長（徳田栄邦君） 向井君。 

○３番（向井孝一君） 先ほどの質問で、物品の売り払いの部分で、収入の中に原木

という言葉が出てきたんですが、それはどこの部分で、例えば面積的にどのぐらい

の面積だったのか。 

〇議長（徳田栄邦君） 総務財政課長、北見君。 

○総務財政課長（北見伸夫君） これにつきましては、鈴岡地区の町有林ということ

で、その面積的には８ヘクタールほどを伐採したということでございます。 

  売却いたしました原木につきましては、２，６００立米ほどということでござい

ます。 

  ちなみに、今回原木を売り払った金額が１，１２０万７，０００円程度ですけれ

ども、平成２４年度の森林組合にお願いした工事費、伐採に係る事業費につきまし

ては１，９３６万８，０００円という状況になってございます。 

  以上でございます。 

〇議長（徳田栄邦君） 他にございませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） 財産収入の質疑を終わります。 

  １６款寄附金の質疑を行います。１６ページです。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） 寄附金の質疑を終わります。 

  １７款繰入金の質疑を行います。１７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。 

  １９款諸収入の質疑を行います。１８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。１９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） 

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、日程第１１、議案第４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４号は原案のとおり可決いたしま

す。 

 

    ◎日程第１２ 議案第５号 

〇議長（徳田栄邦君） 日程第１２、議案第５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３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５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３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４８万３，

０００円を減額し、補正後の額をそれぞれ１０億９２６万９，０００円にしようと

するものであります。 

  補正の概要について、歳入より主なものを申し上げます。１ページです。 

  ９款繰入金において７６万７，０００円の減額は、一般会計繰入金においては保

険基盤安定繰入金等の追加でありまして、基金繰入金においては、財政調整基金繰

入金の減額、これらが主であります。 

  １１款諸収入において１３万４，０００円の追加は、渡島・檜山地方税滞納整理

機構負担金の精算金還付金であります。 

  次、歳出は２ページであります。 

  １款総務費において６１万９，０００円の減額は、臨時特例による給与の減額に

よるものが主でありまして、８款保健事業費において１３万６，０００円の追加は、

特定健康診査等の事業費であります。 

  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、よろしくお願いをいたします。 

〇議長（徳田栄邦君） 説明が終わりました。 

  これより、質疑を行います。 

  質疑は、歳出・歳入全般について行います。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、歳出・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、日程第１２、議案第５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５号は原案のとおり可決いたしま

す。 

 

    ◎日程第１３ 議案第６号 

〇議長（徳田栄邦君） 日程第１３、議案第６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年度今金町後期高齢者医療特別会計

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１０３万

２，０００円を減額し、補正後の額をそれぞれ７，６５２万５，０００円にしよう

とするものであります。 

  補正の概要について、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１０３万８，０００円の減額は、一般会計繰入金であります。 

  次に、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１０３万９，０００円の減額で

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、よろしくお願いをいたします。 

〇議長（徳田栄邦君） 説明が終わりました。 

  これより、質疑を行います。 

  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、日程第１３、議案第６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号は原案のとおり可決いたしま

す。 

  ２時１５分まで休憩いたします。 

 



休憩 午後 １時５９分 

再開 午後 ２時１５分 

 

〇議長（徳田栄邦君） 休憩を閉じ開議いたします。 

 

    ◎日程第１４ 議案第７号 

〇議長（徳田栄邦君） 日程第１４、議案第７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３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年度今金町介護保険特別会計補正予

算（第３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、既定の歳入歳出予算の総額

にそれぞれ１５１万４，０００円を追加し、補正後の額をそれぞれ７億１，５７５

万７，０００円にしようとするものであり、サービス事業勘定では、予算の総額か

らそれぞれ１４万４，０００円を減額し、補正後の額をそれぞれ７８４万円にしよ

うとするものであります。 

  補正の概要について、保険事業勘定の歳入より申し上げます。１ページです。 

  ４款国庫支出金において４２万８，０００円の追加は、介護給付費負担金の追加

が主であります。 

  ５款支払基金交付金において５５万６，０００円の追加は、介護給付費交付金で

あります。 

  ６款道支出金において２９万１，０００円の追加は、道の介護給付費負担金であ

ります。 

  ８款の繰入金において２３万２，０００円の追加は、介護保険基金繰入金が主で

あります。 

  次、歳出は２ページです。 

  １款総務費において２９万２，０００円の減額は、臨時特例による給与の減額措

置によるものであります。 

  ２款保険給付費において１９１万７，０００円の追加は、高額介護サービス費及

び特定入所者介護サービス費の追加であります。 

  ４款地域支援事業費で１１万８，０００円の減額は、総合相談事業費及び包括的

継続的ケアマネジメント支援事業費の人件費の臨時特例による減額措置が主であ

ります。 

  サービス事業勘定については、３ページであります。 

  歳入であります。 

  ２款繰入金において１４万４，０００円の減額は、一般会計繰入金であります。 

  歳出は４ページです。 

  １款サービス事業費において１４万４，０００円の減額は、人件費の臨時特例に



よるものであります。 

  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、よろしくお願いをいたします。 

〇議長（徳田栄邦君） 説明が終わりました。 

  これより、質疑を行います。 

  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

１６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、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） 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。１７ページから１

８ページです。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） サービス事業勘定、歳出・歳入全般についての質疑を終わり

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） 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、日程第１４、議案第７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号は原案のとおり可決いたしま

す。 

 

    ◎日程第１５ 議案第８号 

〇議長（徳田栄邦君） 日程第１５、議案第８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８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、収益的収支において、既定の予算の総額から３４５

万３，０００円を減額し、予算の総額をそれぞれ３億５，５２３万５，０００円に

しようとするものであり、いずれも事業の精査による追加、減額であります。業務

の予定量についての変更はいたしておりません。 

  また、資本的収支につきましては変更がございません。 

  収益的収支の予算の概要について申し上げます。 

  収入。１款施設運営事業収益において３４５万３，０００円の減額であり、内訳

は事業収益において１１７万４，０００円の追加、事業外収益においては４６２万

７，０００円の減額であります。 

  支出、１款施設運営事業費用において３４５万３，０００円の減額は、事業費用

で３４３万５，０００円、事業外費用で１万８，０００円、それぞれ減額でありま

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、よろしくお願いをいたします。 

〇議長（徳田栄邦君） 説明が終わりました。 

  これより、質疑を行います。 

  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５ページです。 

  山本君。 

○１０番（山本 豊君） かつてない事業収益を、中身では費用が減って収益がふえ

たと。簡単なことですが、結果としてどんな要因があったのかお知らせを願います。

すごいことだと思っているんですよ。 

〇議長（徳田栄邦君） 介護老人保健施設事務長、太田越君。 

○介護老人保健施設事務長（太田越宜晴君） このたびの収益の増に関しましては、

短期療養費用の増額でございます。 

  昨年は非常に短期入所が少なかったのですが、今年はかなり短期入所の方、現況

としては待機者がかなりおりますので、短期入所者の奨励を行ったところかなり増

員がなされまして収益につながったものと考えております。よろしくお願いいたし

ます。 

〇議長（徳田栄邦君） 山本君。 

○１０番（山本 豊君） 何年ぶりかの収益増だというふうに思っています。今でも

そうなんですけれども、待機者というのは依然としているんですね。同時にまた、

これは施設どこでもそうなんですが、施設の充足というのは結構できていますよ、

我が町ばかりでなくて、各町においてもできています。しかも、現実には、今まで

手を差し伸べたのでしょうけれども、利用者がそこに気づかなかったというのでし

ょうかね。 

  今回、利用者数を暦年でずっと見てみました。つくづく思うんですが、やっぱり

努力をすれば、利用者は求めに応じてくれる。努力という表現は変ですが、どうぞ

皆さん方、そんなに悪く斜めに、施設に入っても、もともとショートですから、健

康になったらお帰りくださいですから、一回経験をしていただく、そのことが将来



の施設入所の不安払拭にもつながったのかなと。これは勝手にですよ、勝手に思っ

ています。 

  同時に、包括の支援センターのそういうような、だから全体が、医療と福祉全体

が結びついて、そういう仕組みをつくることが行政措置として大事なのかなと、私

は勝手にこんなふうに理解しました。 

  どこがどうしたかということは、ちょっと精査できておりません。今おっしゃっ

たように、特にどこの部分がよかったのでしょうか。お知らせを願います。 

〇議長（徳田栄邦君） 介護老人保健施設事務長、太田越君。 

○介護老人保健施設事務長（太田越宜晴君） 日ごろから、介護事業に関しては、で

きるだけ入所者、利用者の意向に沿うように、私ども心がけておりますけれども、

この度の増収といいますか、増員におきましては、待機者が２年ほど前からは７０

名、現在は５０名になっております。これは先ほども言いましたけれども、短期入

所者がかなり利用していただくよう心がけ、少しでも、入所はすぐにはできないも

のですから、短期入所だけでもということで、そのような奨励をしたことによって

減ってきております。おかげで入所利用者がふえてきて、収入がふえたものと考え

ております。 

  また、実質上の待機者の中で、切実に入所を望んでいる方は、在宅待機というふ

うに私どもは見込んでおりますけれども、在宅待機の方が大体二、三年前は３０名

ほどいたんですけれども、現在は１１名となって、この辺が大きな要因でないかな

と考えておりますので、ご理解のほど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。 

（「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） 以上で、収益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、日程第１５、議案第８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号は原案のとおり可決いたしま

す。 

 

    ◎日程第１６ 議案第９号 

〇議長（徳田栄邦君） 日程第１６、議案第９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３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年度今金町国民健康保険特別会計施

設勘定補正予算（第３号）について、提案理由を申し上げます。 

  今回の補正は、収益的収支において既定の収入・支出予算の総額から、それぞれ

２，１２４万９，０００円を減額し、補正後の額を収入・支出それぞれ７億６，４

７２万３，０００円にしようとするものであります。 

  業務の予定量の変更につきましては、入院においては１日平均入院患者見込数を

２５人から２１．５人に、年間患者見込数を９，１２５人から７，８３３人に改め、

外来においては、１日平均外来患者見込数を１２２人から１０６．４人に、年間患

者見込数を２万９，８９０人から２万６，０５９人にそれぞれ減じて改めるもので

あります。 

  また、資本的収支については補正をいたしておりません。 

  収益的収支の補正概要について申し上げます。 

  収入、１款の第１項の医業収益で２，７７１万８，０００円の減額は、業務の予

定量を減じ精査したことによるものが主であります。 

  第２項の医業外収益で６４６万９，０００円の追加は、一般会計負担金の追加が

主であります。 

  支出、１款の第１項医業費用で２，１１３万２，０００円の減額は、臨時特例に

よる給与費の減額が主であります。また、材料費、経費で、精査による減額となっ

ております。 

  第２項の医業外費用で１１万７，０００円の減額は、患者外給食材料費の精査減

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、よろしくお願いをいたします。 

〇議長（徳田栄邦君） 説明が終わりました。 

   これより、質疑を行います。 

   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５ページで

す。 

  向井君。 

○３番（向井孝一君） １ページの外来収益についてお尋ねいたしますけれども、定

期的に私も病院にお世話になっているところですが、９月の時点で、看護師が４人

も一気にやめてしまって、その後の対応というのが非常におくれていたなというよ

うな感じがしますが、今日の町長の行政報告で１２月に入ってようやく不足した分

がそろったということなんですが、それも期限つきの勤務というようなお話でござ

いまして、やはり長期的に考えると、派遣会社ではなくて看護学校との接触の中で

そういうものをきちっと職員の数を整えるというようなことが今の現状でどうな

のか、その辺をちょっとお知らせいただきたいと思うんですが。 



〇議長（徳田栄邦君） 国保病院事務長、杉山君。 

○国保病院事務長（杉山輝希君） 向井議員のご質問にお答えいたします。 

  議員の言葉にあったように、この１２月までに何とか不足しておりました看護師

４名につきまして、短期間雇用であったり派遣であったりという形で確保ができて

おります。 

  しかし、それぞれ６カ月というような期限つきでございますので、長期的に考え

たときには、やはり正職員としての採用を今後も真剣に考えていかなければならな

いというところでございます。 

  そのような中で、とりあえず来年に向けてですけれども、今、１名の本採用のめ

どが立ってございます。 

  それから、今現在奨学金を貸与しながら学校に行かれている方が１名いらっしゃ

います。その辺につきましても、今後当院の方に継続してお勤めいただけるよう、

継続的な働きかけをしていきたいと思っております。 

  また、看護学校等へのアプローチの部分でございますが、これは毎年、道内すべ

ての看護学校の方に求人票のお送りをしたりだとか、直接的に問い合わせをしたり

だとかということで努力はしているつもりではございますが、なかなか当院の方に

就職を希望される方がいないという状況でございます。今後も積極的にそういった

ところの努力をしてまいりたいというふうに考えておりますので、よろしくお願い

いたします。 

〇議長（徳田栄邦君） 向井君。 

○３番（向井孝一君） 過去に私も一般質問で看護学生に対する奨学資金の増額をし

たらどうだというような質問をした経過があるんですけれども、なかなか現況とし

ては、若い人方というのは大きな病院に就職したがるという傾向もあるのは理解で

きますけれども、特に何かの原因があるような気がしてならないんですけれども。

それは、いろんな要因があると思うんです。この小さい町ですから、地元出身の人

っていうのは、地元の病院に勤めるということ自体が、何と言うか、嫌っていると

いうか、そういう傾向にあるように思いますけれども、さらには、道南全体でも函

館と、江差の病院はまだ看護学校がありますよね、道立の。やはりそういうところ

に、もう少し積極的に働きかけをしながらやっていくということ、もう少し積極性

があってもいいんじゃないかと思うんですけれども、再度そのお考えをお聞きした

いと思います。 

〇議長（徳田栄邦君） 町長、外崎君。 

○町長（外崎秀人君） 今、事務長から状況をお話しをしましたけれども、改めて私

の方からもこういう情報が入ったんですよ。厳しさというのは、当然理解していつ

も答弁しているわけでありますけれども、この前、看護師を養成する学校の先生な

んですが、「町長、今はね、町長言うよりもっとすごいんだよ」と。この前、１年

生だそうです。リクルートスーツを着て、どうしたんだと聞くと、もう就職活動し

ていますと。１年生からもういろんな病院に行って、働きたいと。それは多分奨学

金の問題とかさまざまあるんですけれども、今までにはそういうケースがなかった



んですけれども、もう１年生の段階からどこの病院に次は勤めるかということで動

いていると。これはもう私としてはびっくりです。そこまでは、多分２年、３年に

なってから、卒業間近になってからそういう動きをするのかなと思ったわけであり

ますけれども、もう１年生がぞろぞろとリクルートスーツを着て就活をしているな

んていう話を聞いたときは、とにかく驚いたわけでありますけれども、そのくらい、

目はやはりそういうところに向いているということでは、残念でたまりませんと。 

  檜山北高の進学進路の状況を見ても、看護師さん、その学校に行く方も、１人数

字としては出ておりましたけれども、そういう方々とて、今言ったように。さてそ

うすれば、金額の問題であれば金額の中で対応できるわけでありますけれども、そ

こまでのまだ十分な、本当に希望したい人と直に会って、具体的な願いなんかも聞

きながら突き合わせしていかなければいけないという状況にあるわけであります

けれども、ただ、町としては、一定の基準を定めなきゃいけないわけでありますか

ら、そういう面では、これからも少しく考える余地は、当然いなければ困るわけで

ありますから、情報を踏まえながら。 

  加えて町民の方々にも協力をいただいて、親戚なりさまざまな方々、知り合いの

中で看護師を希望される方がいたらぜひお願い申し上げたいと。今金の病院の実態

を考えますと、退職された方についても、また改めて力添えをいただいているとい

う実態にあるわけでありますから、議員おっしゃるとおり、今は派遣で何とか保っ

ているわけでありますけれども、これも期限がありますので、そこのところが成り

立っていかない要素があります。とにかくいろんな情報を駆使しながら、確保に向

けた努力をこれからもしてまいりたいと思っています。 

  以上、参考にそういう状況になっているということもご理解いただきたいと思い

ます。 

〇議長（徳田栄邦君） 他にございませんか。 

（「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） 収益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、日程第１６、議案第９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号は原案のとおり可決いたしま

す。 

 



    ◎日程第１７ 議案第１０号 

〇議長（徳田栄邦君） 日程第１７、議案第１０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３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年度今金町簡易水道事業特別会計

補正予算（第３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３００万

円を減額し、補正後の額を歳入歳出それぞれ１億３，１７５万７，０００円にしよ

うとするものであります。 

  補正の概要につきまして、歳入、１ページをお願いいたします。 

  １款使用料及び手数料において３００万円の減額は、水道使用料です。 

  歳出につきましては、２ページです。 

  １款総務費において１３２万円の減額は、臨時特例による給与の減額措置と公課

費の減であります。 

  ２款維持費において１６８万円の減額は、維持管理費であります。 

  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、よろしくお願いをいたします。 

〇議長（徳田栄邦君） 説明が終わりました。 

  これより、質疑を行います。 

  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。 

（「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、日程第１７、議案第１０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号は原案のとおり可決いたし

ます。 

 

    ◎日程第１８ 議案第１１号 

〇議長（徳田栄邦君） 日程第１８、議案第１１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１１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５８万４，

０００円を減額し、補正後の額を歳入歳出それぞれ２億２，３７７万２，０００円

にしようとするものであります。 

  補正の概要につきまして、歳入、１ページをお願いします。 

  １款分担金及び負担金において２１万円の追加は、受益者負担金であります。 

  ２款使用料及び手数料において５１万６，０００円の追加は、下水道使用料が主

であります。 

  ３款繰入金において１３１万円の減額は、一般会計繰入金であります。 

  歳出につきましては、２ページであります。  

  １款総務費において９万６，０００円の減額は、臨時特例による給与の減額措置

であります。 

  ２款維持費において４８万８，０００円の減額は、処理場維持管理費であります。 

  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、よろしくお願いをいたします。 

〇議長（徳田栄邦君） 説明が終わりました。 

  これより、質疑を行います。 

  質疑は、歳出・歳入全般について行います。３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） 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） 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、日程第１８、議案第１１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．檜山管内町村議長会議員研修会。 

  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。 



 

    ◎日程第２０ 意見案第１号 

〇議長（徳田栄邦君） 日程第２０、意見案第１号を議題といたします。 

  森林・林業・木材産業施策の積極的な展開に関する意見書について、提出議員の

説明を求めます。 

  上村君。 

○６番（上村義雄君） 森林・林業・木材産業施策の積極的な展開に関する意見書。 

  近年、地球温暖化が深刻な環境問題となっている中で、二酸化炭素を吸収・固定

する森林、木材に対し、大きな関心と期待が寄せられているが、我が国においては、

化石燃料への依存度が高まっており、森林や木材が果たす役割は、これまで以上に

重要となっているところである。 

  しかしながら、本道の森林・林業・木材産業を取り巻く状況は、依然として厳し

く、山村地域の存続が困難となることが懸念されるとともに、森林が有する水源の

かん養や国土、生態系の保全など公益的機能の低下への影響が危惧されている。 

  このような中、地域の特性に応じた森林の整備・保全を着実に進めるとともに、

林業・木材産業の振興を図り、山村地域を活性化していくためには、森林・林業を

国家戦略と位置づけて、国の「森林・林業基本計画」等に基づき、森林施業の集約

化、路網の整備、人材の育成等を積極的に進めるととにも、国産材の利用や木質バ

イオマスのエネルギー利用を促進するなど、森林資源の循環利用による、森林・林

業の再生を推進することが重要である。 

  また、東日本大震災の被災地において本格的な復興を早期に図るため、復興に必

要な木材を安定的に供給できるよう取り組むことが必要である。 

  よって、国においては次の事項を実現するよう強く要望する。 

記 

 １．地球温暖化防止、特に、森林吸収量の算入上限値３．５％の確保のための森林

吸収源対策の推進や木材利用促進を図るため、「地球温暖化対策のための税」の

使途に森林吸収源対策を追加するなど、安定的な財源を確保すること。 

 ２．森林資源の環境利用による森林・林業の再生を推進するため、森林整備加速化、

林業再生基金のような地域の実情に合わせて柔軟に対応できる予算の仕組みを継

続するとともに、必要な予算を確保すること。 

 ３．環境貢献に着目した木材利用を推進するため、木造公共施設の整備や商業施設

等の民間施設の木造化・木質化への支援の強化、木材利用ポイント制度の延長・

充実、さらには木質バイオマスのエネルギー利用を促進するための施策の充実を

図ること。 

 ４．安定的な林業経営の確立に向け、林業生産の基盤となる路網整備の推進、林業

機械による効率的な作業システムの普及、コンテナ苗による植栽など低コスト技

術の開発の推進、フォレスターや現場技術者の等の人材の育成確保、さらには地

域の実情に応じたエゾシカ森林被害対策の拡充・強化を図ること。 

 ５．復興予算（森林整備加速化・林業再生事業）の使途の厳格化に伴い基金の返還



が求められていることから、東日本大震災により被災を受けた住宅等の復興をは

じめとした全国的な木材の安定供給に支障が生じないよう、必要な予算措置を講

じること。 

 ６．地域の安全・安心の確保のため、津波対策等も踏まえた海岸防災林の整備を促

進するとともに、施設の老朽化対策など治山事業を推進すること。 

 ７．国有林の一般的な管理経営を通じた公益的機能の発揮のための事業実施、木材

の安定供給等の取り組みの推進、森林・林業再生に向けた民有林との連携強化を

図ること。 

  以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

  平成２５年９月２５日。 

  よろしくお願いします。 

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、日程第２０、意見案第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、意見案第１号は原案のとおり可決いたし

ます。 

 

    ◎日程第２１ 意見案第２号 

〇議長（徳田栄邦君） 日程第２１、意見案第２号を議題といたします。 

  日本型直接支払制度の創設及び経営所得安定対策等の見直しに関する要望意見

書について、提出議員の説明を求めます。 

  山崎君。 

○２番（山崎 仁君） 意見案第２号 日本型直接支払制度の創設及び経営所得安定

対策等の見直しに関する要望意見書。 

  今回、政府が示した「農政改革」において、農業・農村が果たしている多面的機

能に対する支払制度が創設されたことは、環境保全や地球政策を重視する世界的な

農政の潮流に即したものです。しかし、地域共同活動の交付要件、地方自治体の財

政負担、都府県に比べて低い北海道の交付単価などの課題も残されており、来年の

通常国会での法制化に向けて、より一層の拡充が求められています。 

  一方、経営所得安定対策及び生産調整見直しでは、５年後の生産数量目標の配分

廃止をはじめ、米直接支払交付金の大幅削減、米価変動補填交付金の廃止などが強

行され、生産現場に大きな混乱をもたらしています。今回の見直しは、関税撤廃を



原則とするＴＰＰ交渉の年内妥結を前提とし、生産現場の実態や米計画生産の達成

状況などが反映されておらず、生産者の不安を招いています。 

  価格と需給安定の要となる米直接支払交付金の半減は、米価暴落などで米の安定

供給を危うくし、本道など主業的な水田農家の所得減少を招くとともに、地域経済

や関連産業等にも極めて深刻な打撃を与えることが危惧されます。 

  農業・農村地域の担い手である家族農業経営が将来にわたり安定して営農が続け

られるよう、下記事項について十分配慮するよう求めます。 

記 

 １．日本型直接支払（多面的機能支払）制度における、地方自治体の財政負担を改

め、全額国費で実施すること。 

 ２．我が国の水田農業の持続的発展を期すため、米の適切な国境措置の堅持、国に

よる需給調整の実施、水田農家の所得確保などに十分に配慮すること。 

 ３．国民の主食である米の価格と需給の安定を図るため、主要食糧法の趣旨を踏ま

え、生産調整など適切な需給調整対策の実施などの政府責任を果たすこと。 

  以上、地方自治法第９９条の規定により提出する。 

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、日程第２１、意見案第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、意見案第２号は原案のとおり可決いたし

ます。 

 

    ◎日程第２２ 意見案第３号 

〇議長（徳田栄邦君） 日程第２２、意見案第３号を議題といたします。 

  平成２６年度畜産物価格決定等に関する要望意見書について、提出議員の説明を

求めます。 

  山崎君。 

○２番（山崎 仁君） 意見案第３号 平成２６年度畜産物価格決定等に関する要望

意見書。 

  北海道の酪農・畜産は、厳しい気象・地理的条件の下で、専業経営を主体に展開

し、安全・安心な畜産物を供給するとともに、国土・環境保全など多面的機能の発

揮に重要な役割を果たしております。また、乳業など関連企業とともに地域経済・ 

社会・雇用等を支える基幹産業として重要な役割を果たしています。 



  こうしたもと、国は「攻めの農林水産業」など農業・農村の発展と所得倍増など

を目指し、各種施策の実施や検討がなされています。 

  しかしながら、酪農・畜産の経営をめぐっては、長引く畜産物需要の減少と価格

の低迷、配合飼料価格の高止まりと価格安定基金の財源問題、さらに燃油・石油製

品や電気料金など生産コストの増大による経営の悪化と生産基盤の縮小など危機

的な状況に瀕しています。 

  加えて、日本が例外なき関税撤廃を原則とするＴＰＰ交渉に参加したことから、

酪農・畜産農家は迫りくる市場開放の動きに大変な不安と危機感を抱いています。 

  ついては、国民の基礎的食料の安定供給及び地域経済・社会を支える酪農・畜産

の持続的な発展と、家族経営体を核とする多様な担い手の育成と経営の安定に向け

て、明日につながる２６年度畜産物価格の決定と総合的な酪農・畜産政策を推進さ

れますよう、下記事項を添えて強く要望いたします。 

記 

 １．例外なき関税撤廃を原則とするＴＰＰ協定交渉において、農産物重要５品目な

どの「聖域」を守るとした国会決議を断固堅持するとともに、それができないと

判断した場合は、交渉から脱退すること。 

   あわせて、日豪などとのＥＰＡ/ＦＴＡ交渉において、わが国の基礎的食料で

ある乳製品や牛肉、米や小麦、澱粉、砂糖等の重要品目を関税撤廃の対象から除

外するなど、現行の国境措置を維持すること。 

 ２．平成２６年度加工原料乳生産者補給単価については、配合飼料価格や燃油価格

の上昇、電気料金の値上げなど生産コストの実態を十分に踏まえ、かつ適正な家

族労働報酬が得られるよう、算定方法の弾力的な運用・見直しを図り、再生産確

保と経営の安定に資する単価水準に引き上げること。 

   また、限度数量については、国産乳製品の安定供給・需要の確保に向けた生乳

生産基盤の維持・拡大の観点にたって、適正な水準を確保すること。 

 ３．平成２６年度の牛肉及び豚肉の安定価格、肉用子牛保障基準価格等については、

配合飼料価格の高騰など畜種ごとの生産コストの実態を適切に反映し、畜産経営

の安定と再生産の確保が図られる水準に引き上げること。 

 ４．多種多様な畜産経営において、政策価格だけでは経営安定を図ることは困難な

ことから、現行の酪農経営安定対策や肉用牛・養豚経営安定対策等について、充

実・強化を図ること。 

 ５．自給飼料基盤に立脚した酪農・畜産経営を加速的に推進する観点から、地域の

特性を踏まえた自給飼料増産対策を推進すること。あわせて、配合飼料価格安定

制度の再構築を図ること。 

 ６．家族酪農経営における専従者の労働軽減や休日の確保、地域での雇用創出や担

い手の育成強化などの観点から、傷病時利用事業の継続拡充や、専任ヘルパー要

員の確保・育成・定着（就労環境の充実）への支援など、酪農ヘルパー利用組合

の円滑な運営を図るための支援事業を継続強化すること。 

 ７．意欲ある酪農・畜産の担い手が、安全・良質な畜産物の安定供給と多面的機能



の発揮に向け、安心して経営に取り組めるよう、再生産の確保（生産コスト割れ

の全額補てん）と所得の安定を図る新たな直接支払制度・経営所得安定対策を確

立すること。 

  以上、地方自治法第９９条の規定により提出をする。 

  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、日程第２２、意見案第３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、意見案第３号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） 異議がないので、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４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 ３時０４分 
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