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平成２５年 今金町産業教育常任委員会 
 
平成２５年１２月１２日（木） 
 
〇議事日程 
  １ 委員長あいさつ 
  ２ 町長あいさつ 
  ３ 定例会提案案件の説明 
  ４ 各課説明事項について 
   １）教育委員会 
   ２）産業振興課 
   ３）国営農地再編推進室 
   ４）農業委員会 
   ５）公営施設課 
  ５ 平成２５年 所管事務調査について 
  ６ その他 
 
〇出席委員（７名） 
 委員長 ９番 村 本 照 光 君   副委員長  ３番 向 井 孝 一 君 
     ２番 山 崎   仁 君        １１番 村 瀬   広 君 
     ７番 川 上 絹 子 君         １番 村 上 忠 弘 君 
    （議長 徳 田 栄 邦 君） 
 
〇欠席委員（０名） 
 
〇出席説明員 
    町     長            外 崎 秀 人 君 

副  町  長            清 水   寛 君 
産業振興課長兼結婚相談所長      森   明 彦 君 
産業振興課長補佐兼結婚相談所次長   川 平 秀 明 君 
産業振興課長補佐           津 山 泰 彦 君 
国営農地再編推進室長         宮 本   彰 君 
国営農地再編推進室次長        住 吉   淳 君 
農業委員会事務局長          勝 山 英 敏 君 
公営施設課長             成 田 光 康 君 
公営施設課長補佐           安 達 雄 一 君 
教  育  長            中 島 光 弘 君 
教育委員会事務局長          尾 崎 克 之 君 
教育委員会事務局次長         寺 崎 康 史 君 
子ども発達支援センター長       館 野 道 子 君 
 

〇出席事務局職員 
    議会事務局長             柏 田 泰 明 君 
    議会事務局係長            中 川 真 希 君 
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開議 午後１時２７分 
    ◎委員長あいさつ 
〇委員長（村本照光君） 師走を迎えて何かと忙しい中ですけども、本日の委員会に出席

ご苦労様でございます。早速ですけども第４回の定例会に向けた、産業教育常任委員会を

開催させて頂きますので、よろしくお願い致します。 
 
    ◎町長あいさつ 
〇委員長（村本照光君） 町長が出席しておりますので、開議に先立ちごあいさつをお願

い申し上げます。町長、外崎君。 
〇町長（外崎秀人君） こんにちは。平成２５年度第４回定例会に向けての産業教育常任

委員会に当りまして、あいさつを申し上げたいと思います。行政報告におきまして、諸般

の様々な状況について述べているところでありますけども、何点か私のほうから補則を含

めてあいさつをしたいと思います。 
１点目でありますが、昨日の朝刊に特別交付税の１２月分の交付情報が出ました。今金

町は前年対比で１１．８％の減と。１１．８％というと、すごい見た目の減少率が非常に

高いなと、大きいなというようなことを、思われたと思いますけども、額にして、前年度

対比１千万円の減である訳であります。内容についてでありますけども、ご存じ、特別交

付税というのは、既存するその時々の情勢・状況に応じて国の方で基準を作って配布をさ

れるところでありますけども、今回、いろいろ分析した中では、今金町の減少１千万円の

内容である訳でありますが、去年まで学童保育所だとか、あるいは教員住宅等々含めて、

様々な建物の建設をする際に、地質調査だとかあるいは測量調査を実施している訳ですけ

ども、その辺も加味されてきたということから、その分が約４００万円くらい減少してお

ります。残りの６００万円でありますが、これもですね、全道、全国的な流れも含めてそ

うですけども、審査対応という流れの中で、それなりの災害があったり、風水害等含めて

でありますけども、少しく加味をされていた部分がある訳であります。とりわけ、今金は

大きな災害がなかった訳でありますけども、その分等々含めて約６００万円の減少要因に

なっていると。その他につきましては、大体同じような流れできている訳であります。ち

なみに、今回総額は少なかった訳でありますけども、その中でも、札幌市は２億２千万円、

士別では１億４千万円、町村では平取が９６００万円くらいの減額と。大きな減額をして

いると。逆に増加はどうかといいましたら、檜山も大きいところは、２千万円くらいの増

加したところもある訳でありますけども、北海道で一番増加しているところについては、

７千万円ということで長沼町、赤平の５千万円。減少率はすごく高いんですけども、増加

率はそんなに大きくないという流れの内容である訳であります。今日も午前中議長とも話

したんですが、今日出ていた情報につきましては、まだ具体的な内容はきておりませんの

で、きた段階でまた逐次情報を流していきたいと思っております。 
現在、２６年度から３１年度に向けての、第７次の今金町農業振興計画が、今金町農林

振興会議を中心にして、作成作業が行われている訳でありますけども、計画の進行方針が、

今後の農業振興の基本となる。その中では行政の役割もきちんと整備されてくるものと、

理解しておりますので、更なる策定に向けて関わりを持って参りたいと考えているところ

であります。 
国の様々な政策を含めた動きがあった訳であります。きょうは、農業関係につきまして

は、別冊で特別に私のほうから、町長提供資料ということで２冊出させて頂きました。１

冊目は、私が副会長をやっております、北海道市町村農業農村振興対策協議会、これの要

請活動をしております。 
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どういう要請をしているか、町村レベルの様相としてどういうことをしているかというこ

との内容と、その私の手持ち資料の参考のものを付けております。 
そういう流れで、町村については、北海道はこういう流れで要請をしているということ

を、ご承知頂ければなと思います。一番最後には、全国の農協組織はどういうような要請

をしているか、ということでは、これもホームページから取ったんですが、プレスリリー

ス版を出しております。ＪＡの思いなんかも出ておりますので、参考に見て頂ければと思

います。もう１点は、今後もそうでありますけども、町の方から様々な情報、いろいろな

団体、議会を含めて提供する訳でありますけども、様々な動きがある、逐次情報提供とい

うことがならないこともある訳であります。それは、情勢が動く訳でありますから、町の

方からしっかりとした情報を出すとしたら、閣議決定され、その情報もしくは国会を経た

情報、もしくは様々なホームページに正式に記載されたものを以って、私共が頂いた情報

ということで、議会を含めていろいろな所に出させて頂ければと思っている訳であります。

そういうことから、まだ正式にない流れについて、こういう情勢にあります、状況に合わ

せて言葉を使いますけども、正式な情報を出すとしたらこのような活字で、逐次必要な部

分につきましては流していきたいと考えておりますので、よろしくお願いを申し上げたい

と思います。 
 あと、国営事業の農地再編整備事業につきましては、順調に事務が進められている訳で

あります。逐次、期成会、受益者との調整を図りながら現在も取り組んでおります。なお、

先般、４団体長によりますところの、概算要求の満額確保の要請を行わせて頂きました。 
新年度予算確保に向けて、事業受益者のこれからは青年層、そして女性層の声を反映す

ることで、より効果的な要請ということで、アドバイスも受けていることから、期成会、

農協と調整を図りながら、そういう段階の動きをして参りたいと考えております。 
 今日、午前１０時から、議長、副議長、村本委員長を始め、スキー関係者、森林管理者

の出席を頂きまして、スキー場の安全祈願祭を行ったところであります。 
今シーズンを以って、町費を投入しての運営をすることを止めたいという方針を示して、

その報告と内容説明につきましては、この間周知をしてきているところでありますけども、

先の合同委員会にて、表明をした後の状況については、改めて合同委員会開催を要請させ

て頂き、報告説明をしたいと考えておりますことから、本所管常任委員会におけるお諮ら

いを、お願い申し上げたいと思っているところであります。 
 さて、昨年の除雪の初出動は、１１月１９日、光台地区への出動でありました。１２月

の７日に根雪という状況にあった訳であります。今年は、今日も朝テレビでやっておりま

したけれども、例年含めて、昨年の札幌市の雪の状況は、昨年の今日は積雪１２センチで

あったと。今は０だという状況である訳でありますが、今金町におきましては、今年の初

出動が１１月１２日でありました。日進、神丘、光台地区への初出動。２回目は１１月２

９日の除雪の状況があった訳でありますけれども、現在、今日も少し降っておりますけれ

ども、まだそこまでいっていないということでありますが、ただ、私が知っている情報の

中では、この冬が雪が多いという予報も出ていることから、除雪排雪体制につきましては、

これまでの経験を活かしつつ、国との関係機関との緊密な連携を以って、取り組みたいと

考えているところであります。最後になりますけども、この度、１２月１日付をもちまし

て、人事異動を行わせて頂きました。公営施設課で安達課長、小西課長補佐の体制で事務

を進めることに致しました。なお、前任の成田課長につきましては、保健福祉課長の任を

担って頂くこととなりましたので、どうぞよろしくお願いを申し上げたいと思います。 
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    ◎開会の宣言 
〇委員長（村本照光君） ただ今の出席委員は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致します。 
 
    ◎定例会提案案件の説明 
〇委員長（村本照光君） それでは、１２月の定例会に提案予定の案件について、副町長

より説明があります。副町長、清水君。 
〇副町長（清水 寛君） こんにちは、１２月定例会に提案を予定しております事案につ

きましては、１２件であります。 
人事案件で、候補者の推薦を諮問させて頂くものが諮問第１号で、人権擁護委員候補者

の推薦についてであります。 
次、新たに条例を制定しようとするものが１件。条例の一部を改正しようとするものが

２件。平成２５年度の一般会計を始め、各特別会計での補正予算が８件ということで、合

計１２件であります。 
それでは、諮問案件以下、議案の提案理由を順次ご説明を致します。 
諮問第１号で、人権擁護委員の推薦であります。平成２６年の３月３１日を以って任期

満了となります、同委員の後任候補者の推薦について、人権擁護委員法の規定に基づきま

して、議会の意見を求めるものであります。 
議案第１号では、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でありま

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、定住自立圏構想につきま

しては、その形成協定の締結等に際して、国の定める要項に従って、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。 
議案第２号では、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

であります。雇用と年金等の連携を図るため、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、町が持っている定年の規定に

ついて、医師については、引き続き６５歳を定年とし、その他の職員は６０歳を定年とす

るため、本条例の一部を改正するものであります。ちなみに、この６０歳以上の部分につ

いては、現在は用務員、調理委員が現在６３歳の定年になっておりますので、これらを６

０歳に改めようとするものであります。 
議案第３号では、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。この部分ま

では平成２３年１１月２８日改正の部分でありますが、これの一部を改正する条例制定に

ついてであります。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成されま

した、給与の抑制の処置につきまして、人事院報告に従って回復するため、附則の改正を

行うものであります。このことは平成２６年４月１日に４５歳未満の職員の内、調整の必

要のある職員を、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。 
議案第４号では、平成２５年度の一般会計の補正予算第４号であります。規定の歳入歳

出予算の総額から２８７３万１千円を減額して、補正後の額を４８億５７２７万６千円に

しようとするものです。 
議案第５号では、国保の事業勘定の補正予算第３号です。予算の総額から４８万３千円

を減額して、補正後の額を１０億９２６万９千円にしようとするものです。 
議案第６号では、後期高齢者医療特別会計の補正予算第２号です。予算の総額から１０

３万２千円を減額して、補正後の額を７６５２万５千円にしようとするものです。 
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議案第７号では、介護保険特別会計の補正予算第３号です。保険事業勘定においては、

予算の総額に１５１万４千円を追加し、補正後の額を７億１５７５万７千円に。サービス

事業勘定では、総額から１４万４千円を減額して、７８４万円にしようとするものであり

ます。 
議案第８号では、介護老人保健施設特別会計の補正予算第２号であります。収入支出予

算の総額から３４５万３千円を減額し、補正後の額をそれぞれ３億５５２３万５千円にし

ようとするものです。 
 議案第９号では、国保の施設勘定の補正予算第３号です。収入支出予算の総額から２

１２４万９千円を減額して、補正後の額を７億６４７２万３千円にしようとするものです。 
 議案第１０号では、簡易水道事業特別会計の補正予算第３号です。予算の総額から３０

０万円を減額して、補正後の額を１億３１７５万７千円にしようとするものです。 
議案第１１号では、公共下水道事業特別会計補正予算第２号です。予算の総額から５４

万８千円を減額して、補正後の額を２億２３７７万２千円にしようとするものであります。 
以上であります。どうぞよろしくお願いを致します。 

〇委員長（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

け致します。ございませんか。 
（なしの声あり） 

○委員長（村本照光君） それではないようですので、これより各課説明事項についてを

議題と致します。なお、教育委員会につきましては、所管の会議を招集しておりますので、

終了次第退席致しますので、ご了承願います。 
 
    ◎各課説明事項 
〇委員長（村本照光君） それでは教育委員会より説明をお願い致します。始めに、中島

教育長からお願い致します。教育長、中島君。 
〇教育長（中島光弘君） ありがとうございます。ご配慮頂きまして、委員長並びに各委

員の皆さんにお礼を申し上げたいと思います。私の方から、報告とそれから今回の補正予

算、それから報告事項については、資料を添付させて頂いておりますので、また、議員の

皆さんにも出席を頂いた行事等もございますので、後ほど確認を頂ければと思いますので、

どうぞよろしくお願いを致します。 
なお、先般、中学生議会で大変子供たちに貴重な機会を頂戴致しました。心から感謝を

申し上げたいというふうに思います。 
それでは、資料に従って行いたいと思いますが、１ページ目でありますが、１点目は、

今金町高等養護学校卒業生就労支援事業の経過報告ということで、現在２年目を迎えまし

た、高等学校の卒業生女子１名が、教育委員会で勤務をしておりますが、この１１月２５

日から１２月の２０日までの２０日間に渡りまして、現在、せたな町役場での研修に入っ

ております。この人につきましては、せたな町の北桧山区に在住をされて、親御さんが居

られますので、将来、北桧山区での勤務を希望されているということで、今回、町長にも

お願いを致しまして、せたな町での研修が実現致しました。こののち、町内に戻りまして、

１月の下旬から３月の上旬までの間に、町内の福祉関係及び、一般商店でのスキルアップ

研修を行う予定でおります。この間、町長と私のほうで１１月の１８、２５日にかけまし

て、これらの趣旨を含めて、せたな町の町長、副町長、教育長のほうにお願いをしてきて

いるという状況でありますので、よろしくお願いを致します。 
２点目の、全国学力学習状況調査。これは、本年４月２４日に実施を致しました。資料

を、ちょっと小さいですが付けておりますけれども、管内の正答率で申し上げますと、 
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石狩、上川などの上位層と、日高、宗谷などの下位層などの差が、昨年よりも広がって

おります。まぁ２極化が顕著になっているという状況であります。また、上位層ほど家庭

学習の時間が長く、テレビゲームなどの時間が短い傾向にあるという状況の精査をされて

おります。渡島・檜山管内で言いますと、渡島の小学算数のＡ、檜山の小学算数のＡＢと

国語のＡの計４科目で、全道平均を上回っております。この内、檜山の小学算数Ａは学力

テストが始まった２００７年度以降、両管内の全分野等通じて初めて、全国平均以上を上

回りました。 
今金町でございますけれども、今金町小学校については、国語ＡＢ、数学ＡＢとも全て、

全国平均を上回りました。中学校においては、国語Ａで全国平均を上回り、国語Ｂは全道

を上回り、全国よりやや下位、数学ＡＢは全道と同様に全国平均を下回っております。こ

れらの結果から、読書と作文の町施策や、現在小中学校の教員が、例えば中学校の先生が

小学校で授業したり、小学校の先生が中学校で授業したりということで、小中の連携であ

るとか、各学校の改善プランに基づいた、放課後の学習、夏季冬季の学習等、または、習

熟度別の取り組みだとか着実な成果が挙げられているということで、ご報告を申し上げた

いというふうに思います。 
道教員の方は来年全国平均を、北海道全体でという大きな目標を抱えておりますので、

今金町においては、今年は本当に良い結果が出まして、現場もですね、非常に今までの成

果が実ってきたということで、これからも頑張りたいということでありますが、ただ一概

に、毎年、毎年ですね、今のように上がっていくかというと、その学年によっていろいろ

な差があるんですけども、ただ、取り組みとしては、確実な成果を挙げているということ

で、ご報告をさせて頂きたいというふうに思います。この後、事務局から一般会計の補正

予算の説明、それから、報告事項については先ほど申し上げました、後ほど確認を頂きた

い部分がございますので、どうぞよろしくお願いを致します。 
〇委員長（村本照光君） 次に事務局より説明をお願い致します。事務局長、尾崎君。 
〇教育委員会事務局長（尾崎克之君） はい。教育委員会所管事項につきましては、事務

局次長のほうから、説明をさせて頂きます。 
〇委員長（村本照光君） はい、事務局次長、寺崎君。 
〇教育委員会事務局次長（寺崎康史君） それでは、私の方から、説明事項の１番を説明

させて頂きます。 
２ページをご覧ください。平成２５年度一般会計補正予算第４号の概要についてであり

ます。歳入です。１３款、国庫支出金、１項、国庫負担金、１目、民生費国庫負担金で５

２５万５千円の追加は、認定こども園いまかねにおいて、０歳児から２歳児の入所が、当

初の推定よりも増加したことに伴うものです。１３款、国庫支出金、２項、国庫補助金、

１目、民生費国庫補助金で５５７万８千円の追加は、子育て交付金が、子育て支援対策事

業費補助金と名称が変更になったことに伴いまして、子育て交付金を全額減額致しまして、

新たに設けられた子育て支援対策事業費補助金、１３１５万６千円を追加しようとするも

のです。新たな事業につきましては、歳出のところでご説明したいと考えます。１４款、

道支出金、１項、道負担金、１目、民生費道負担金で２６２万８千円の追加は、国庫負担

金と同様の理由によるものです。１９款、諸収入、４項、雑入、１目、納付金で９万３千

円の追加は、学校給食納付金の滞納繰越分です。 
３ページです。以下、歳出です。３款、民生費、１項、社会福祉費、７目、子ども発達

支援センター費、委託料で４万５千円の減額は、給付費請求用システムの移行に伴う委託

料の追加と、送迎業務委託料の実績見込みによる減額です。使用料及び賃借料につきまし

ては、１万５千円の追加です。 
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これは、上に書かれています、給付費請求用システムに伴うパソコンの入れ替えに伴う増

額でございます。５年間のリースとなっております。３款、民生費、２項、児童福祉費、

１目、児童福祉費、総務費職員手当８万６千円の増額は、準職員の超過勤務手当です。こ

れは、種川へき地保育所の準職員の分です。同じく、賃金１２０万８千円の減額は、臨時

保育士の退職に伴う減額です。２目、学童保育所費で９０万５千円の追加は賃金で、学童

保育所は当初指導員１日平均６．２人の運営を想定しておりましたが、実際には７名の指

導体制が必要となっていることから、これに伴いまして、この額が今後も必要になってく

るということの増額です。５目、就学前子育て支援施設運営支援費で委託料２１０万円の

追加は、保育料システム改修業務委託料です。 
６ページをご覧ください。平成２７年度から、子ども子育て支援新制度というのが開始

される予定になっております。これに伴いまして、今金町としても、保育の必要性の認定

や、施設、事業者の確認、給付費の審査、支払等を行うこととなりまして、全国統一のシ

ステムが必要となりました。それによりまして、各表徴または各情報の電子データ化が求

められておりまして、現行の保育料システムをベースとしまして、今金町に必要な機能を

追加して、平成２７年度からの新制度に対応しようとするものです。 
また、元に戻りまして、同じく、負担金補助及び交付金で２０７万８千円の追加は、保

育士等処遇改善臨時特例事業補助金です。これにつきましても７ページをご覧ください。

本事業は、保育所運営費の民間施設給与等改善費を基礎に、保育士等の処遇改善費用を私

立保育所に公布致しまして、保育士を確保することが目的であります。現在、認定こども

園いまかねに在籍しています、保育士１５名、保育士以外の職員４名、計１９名を対象に、

賃金改善所要見込み額２０９万円の内、２０７万８千円を認定こども園に対して交付しよ

うとするものであります。 
続きまして、またお戻りください。扶助費です。扶助費で１０５５万円の追加は、認定

こども園いまかねにおける、０から２歳児の入所増加に伴い措置児童扶助費が、増額とな

ったためです。 
４ページです。１０款、教育費、１項、教育総務費、２目、事務局費で２０２万６千円

の減額は、給料及び共済費では、給与の臨時特例による減額。職員手当では実績に伴う減

額であります。１０款、教育費、２項、小学校費、１目、学校管理費で１４１万２千円の

追加は需用費で、今金小学校の電気料金が１０月３１日より改定され、１１．９％の値上

げがありましたことが、大きな要因でございます。１９款３項、中学校費、１目、学校管

理費で７８万９千円の追加は需用費で、今金中学校の燃料費、Ａ重油ですが、当初１キロ

リットル８９円で見込んでおりましたが、現在１０２円と、その差額が１３円ありまして、

今後の見込み８万８千キロリットルの差額分相当を補正するものです。 
５ページです。１９款、４項、社会教育総務費で２７４万５千円の減額は、主に、負担

金補助及び交付金で、国際交流事業費の確定、これはニュージーランド中学生派遣事業で、

定員２０名の派遣予定者が９名に留まったことによるものです。需用費で８万円の追加は、

今年度の社会教育関係車両の走行距離が増加していることと、燃料単価が上昇しているこ

とによるものです。１９款、５項、保健体育費、２目、体育施設費で９０万円の追加は需

用費で、総合体育館の燃料、Ａ重油ですが、先ほどの中学校の理由と同様になります。３

目、学校給食費で１０万円の減額は、学校給食米納入単価が、学校給食会の納入単価より

安価となり、納入業者への差額助成が不要となったためです。１９款と申しましたが１０

款の間違いでした。訂正してお詫び申し上げます。 
教育長からもありましたように、報告事項につきましては、ご覧の通りとなっておりま

すので、後ほどお目通し願いたいと思います。以上です。 
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〇委員長（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

受け致します。 
ございませんか。向井君。 

〇３番（向井孝一君） ３ページのですね、３款民生費２項の中で、扶助費１５５０万円

と大きなものですが、内容を見ますと、０から２歳児の入所の増加に伴うということです

が、具体的に何名が増加して、どういう費用がどうやって、こうなったかを教えて頂きた

い。 
〇委員長（村本照光君） 事務局次長、寺崎君。 
〇教育委員会事務局次長（寺崎康史君） 現在、今金保育所の小百合保育園の在籍児童数

なんですが、当初では、０歳児の年間の見込み合計が、６０名で想定しておりましたが、

実績見込み合計では、１０６名の児童数となっておりまして、その分、４６名が増加して

いるということで、この０歳児の保育単価というのが、一人当たり１７万１３３０円掛か

っておりまして、これの差額が一番大きい訳なんですが。一番大きな理由というのがそこ

の０歳児の見込みと実績が、数が増加したということが一番大きな要因となっております。 
〇委員長（村本照光君） 向井君。 
〇３番（向井孝一君） 一人当たりの、１７万１３３０円というのは年間通しての金額で

すか。それとも月当たりですか。 
〇委員長（村本照光君） 事務局次長、寺崎君。 
〇教育委員会事務局次長（寺崎康史君） これは月額です。 
〇委員長（村本照光君） よろしいですか。他ございませんか。 
ございませんか。村瀬君。 

〇１１番（村瀬 広君） 村瀬です。昨年の定例会で、私が一般質問で、弁当の日を設け

てはどうかということでは、中身はちょっと私と違いますけども、積極的に取り組んでい

くということでしたが、その後どういう取り組みを行ってきたかをお知らせ頂きたい。 
〇委員長（村本照光君） 事務局長、尾崎君。 
〇給食センター長（尾崎克之君） 今年においては、まず、１１月２２日にふるさとの恵

みと微笑みに感謝する日に合わせまして、今金中学校の１年生、おにぎり作りの体験を実

施しております。今のところそのような状況でございます。以上です。 
〇委員長（村本照光君） 村瀬君。 
〇１１番（村瀬 広君） ふるさとの恵みと微笑みに感謝する日につきましては、今、お

にぎり作りと、これは確か、１年前からもう既にやっていますね。私が質問したときには、

もう少し違う形の中で、積極的に取り組んでいくということであったんですけども、それ

を答弁だとするとちょっと、違うのかな、取り組みがちょっと弱いのかなと思って言いま

した。 
〇委員長（村本照光君） 教育長、中島君。 
〇教育長（中島光弘君） 中学校の方と、給食センターの方で、考えておりますのは、１

年生については、一番初歩的なことでありますから、まず、おにぎり作りから、子どもた

ちについては体験しようと。で、最終的には３年生がお弁当作りという流れにしようとい

うことでやっています。で、学年でいうと２年生については、食事のマナーだとか、その

ものも勉強をしようということをやっていますし、それから、一方ではもう一つはですね、

ＰＴＡにも、今、働き掛けをしています。やっぱり親子でいろいろな体験をしたり、実習

をしたりということが必要でありますので、うちの方の栄養士と栄養教諭だけではなくて、

栄養士ネットワークという組織もできましたので、そこでもいろいろ力を貸してもらいな

がらということで、学校の教科程とリンクしたものと、 
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それからＰＴＡと一緒にやるものということで、今、計画作りをしているということであ

ります。で、当初もそうだったんですけども、給食を辞めて弁当を持ってくるということ

ではなくてですね、それがだんだん積み上げた中では、そういう実習も必要なんですけど

も、徐々にやっていきたいというのが一つと、それから、冒頭言いました保護者の皆様に

もそういう意識を持ってもらうと。それから今年もおにぎり作りましたけども、実際作り

始めたら、ご飯が足りなくなったんですね。というのは、非常に大きなおにぎりを皆作り

始めるものですから、そういうことも、一番最初の導入の段階としては、子どもたちがす

ごく勉強になることでありますので、どうしても中学校の場合、教科程という大きな問題

がありますけども、そことの兼ね合いを図りながらですね、一般質問でも頂きましたので、

これ、タイトルとしてはもう全道に響き渡っているんですね。今金中学校を卒業したら弁

当を作れるぞということで、とにかく、中学校を３年間卒業したときにはですね、料理、

それからお弁当とかという作ることに関しては、あまり抵抗がなくて、自分でご飯も炊け

たりというような子どもを育てたいというのが一番の趣旨でありますので、どうぞ今後と

もいろいろな面でご指導やら、ご助言を頂きたいと思います。よろしくお願い致します。 
〇委員長（村本照光君） 村瀬君。 
〇１１番（村瀬 広君） 今の件につきましては、更に積極的な取り組みをお願いしたい

と。もう１点、小学校費に関連してお伺い致しますけども、前にも質問致しましたけども、

種川小学校の教員住宅２棟が完成したようですけども、 
その予算に関連して、この資料にもありますけども、今のへき地保育所の種川の人数等を

見ますと、将来は小学校の児童数は、減少になっていると思いますけども、当時の質問の

中で教育長は、やはり今金小学校があって、少人数とは言い、種小も残した中で、更に子

供たちの教育・交流に繋がる取り組みをしていくのだということでございましたけども、

その辺でですね、将来的に種川小学校をどう位置付けていくのか、考え方をちょっとお聞

きしたいなと思っているんですけども、今日でなくてもよろしいですけども、本会議辺り

にでももし、将来的なものについてあるのであれば、お聞きしたいと思います。 
〇委員長（村本照光君） はい、教育長、中島君。 
〇教育長（中島光弘君） 前にも、ご質問頂いた部分かと思いますが、例えば、保育所の

人数から言うと、来年、ちょっと増加を致します。ですから一概に減っていくということ

ではないんですけども、ただ、種川小学校の児童数の推移を見ると、減少傾向にあること

は間違いありません。それで、前にもちょっとお話しましたが、教育委員会としては、今

金町の学校配置が、中学校１校、小学校１校というのは、教育的にもどうなんだろうとい

うことで、複式教育というのは残して行きたいというのが、教育委員さんも含めて大前提

で考えております。ただ、残していきたいというだけではですね、普通に減っていってし

まいますので、きちんとした方向なり施策なり研究等も必要だなということで、実は今年

も、学校選択制それから、小規模特認校を実施している岩見沢市の教育委員会のほうに教

育委員さんと勉強に行って参りました。それぞれの町でいろんな事情は違いますけれども、

先ほど言った方針で言うと、複式校は残していきたいというのが、教育委員会としては大

前提の考え方でおりますので、よろしくお願い致します。 
〇委員長（村本照光君） 他ご意見ございませんか。村上君。 
〇１番（村上忠弘君） 村上です。２ページの１９款の部分で、滞納繰越分ですか。これ

ですね、前回、９月のときの金額から変わっていない部分なのか、それともそれが更に発

生した金額が上乗せになっているのか、その辺お聞かせ下さい。 
〇委員長（村本照光君） 尾崎君。 
〇給食センター長（尾崎克之君） それ以降に、入金等になったものでございます。 
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〇委員長（村本照光君） 村上君。 
〇１番（村上忠弘君） 新たに発生した分ではないということでよろしいですか。新たに

滞納がそれから増えたことではないということですね。 
〇委員長（村本照光君） 尾崎君。 
〇給食センター長（尾崎克之君） ここの歳入のところは、あくまで歳入ですので、入っ

てきた分でございますので、これから入ってくる部分ではございません。あくまで入って

きた部分を調定といいますか、計上しているということでございます。 
〇委員長（村本照光君） 村上君。 
〇１番（村上忠弘君） すみません、勘違いしていました。では、これで滞納分はなくな

ったということですか。 
〇委員長（村本照光君） 尾崎君。 
〇給食センター長（尾崎克之君） 今現在ですね、この９万３千円を納入してもらって、

あとまだ、３４万８１０６円残っているという現状でございます。その内訳と言いますか、

件数としては、８件。で、世帯にしては４世帯のみでございます。現在も連絡等取り合い

ながら招集等を進めていまして、ほとんどの方は少額ながらも払って頂いたりして、納入

に努めて頂いております。以上です。 
〇委員長（村本照光君） 他ございませんか。 

（なしの声あり） 
なければ以上で教育委員会の質疑を終わります。 
次に、産業振興課より説明をお願いします。産業振興課長、森君。 

〇産業振興課長（森 明彦君） こんにちは。産業振興課からは、説明事項で、今回の補

正予算として計上しておりますもので１件。報告事項につきましては４件ということであ

ります。資料の方は、本編の資料と、別冊で第７次の農業振興計画案を、提出をさせて頂

いておりますので、こちらに基づきまして、担当の両課長補佐より、説明をさせて頂きま

す。よろしくお願いを致します。 
〇産業振興課長補佐（川平秀明君） それでは、産業振興課所管について説明事項の１件

と、報告事項４件について説明致します。 
まず、説明事項の１、平成２５年度一般会計補正予算第４号の概要について説明致しま

す。 
１ページからになります。歳入からになります。１１款１項４目、農林水産業費負担金

１１万２千円の減額。これは１節の農業費負担金の減額であります。内容につきましては、

中里地区維持管理事業受益者負担金の１０万６千円の減額。関連しまして土地改良事業負

担金６千円の減額であります。これは共に、中里地区の中里頭首工の、基幹水利施設管理

事業によるもので、事業費が確定したことによる減額であります。続きまして歳入で、１

４款２項４目、農林水産業費道補助金７９万円の減額。これは、１款の農業費補助金で２

９万２千円の減額と、２節の林業費補助金の４９万８千円の減額となっております。１節

の農業費負担金の減額につきましては、強い農業作り交付金１２万４千円の減額。これは

経営体育成支援事業の事業費が確定したことによる減額であります。これは、後ほど歳出

のほうにも出てきます。基幹水利施設管理事業補助金１６万８千円の減額。これは中里頭

首工の基幹水利施設管理事業によるもので、事業費が確定したことによる減額であります。

２節の林業費補助金４９万８千円の減額。これは、森林整備加速化林業再生事業補助金３

０４万３千円の減額であります。これは、飢饉干ばつ事業でありましたが、事業が休止し

たことにより、減額するものであります。 
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未来につなぐ森づくり推進事業補助金２５４万５千円の追加。これは、民有林の新植事

業であります。事業費が追加、需要量が増えたことにより、採択されたことにより追加す

るものであります。 
続いて、歳出になりますが、一番下段になりますが、５款、１項、１目、労働諸費７０

万円の追加。これは、原材料費の追加でありますが、機動職業訓練に使用する原材料の購

入費であります。 
続いて２ページになります。６款、１項、２目、農業振興費２８万円の追加。これは、

１節の報償費３６万８千円の追加と、９節の旅費の１万８千円の追加であります。共に、

農林業振興会議に伴います委員報酬と費用弁償であります。１９節負担金補助及び交付金

の１２万４千円の減額。これは、強い農業づくり交付金の減額でありまして、経営体育成

支援事業の事業費確定による減額であります。続きまして一番下になりますが、６款２項

１目、農林水産業費林業振興費４０５万円の追加。これは、１９節の負担金補助及び交付

金の追加でありまして、育成林下取り推進事業補助金８万７千円の減額。これは、民有林

の下取りに対する補助金で、事業費の確定によるものであります。それと未来につなぐ森

づくり推進事業補助金４１３万７千円の追加。これは、事業費が確定したことにより、追

加になったことによる追加であります。 
次から報告事項になります。報告事項の１、第７次今金町農業振興計画案についてとい

うことで、別冊で１冊、希望の大地というものがありますので、これについて説明させて

頂きたいと思います。これにつきましては、現在、振興会議の方で内容について揉んでお

りまして、１１月の振興会議で原案として提出し、それを修正したものが今回提出してい

るものになります。内容について簡単に説明させて頂きますが、まず１ページになります

が、今金町における農業の概要ということで、中段にありますが、今金町農業の動向とい

うことで、（１）農家戸数につきましては、平成２年に６１６戸から、平成２３年には３

０５戸と、毎年減少しているということが分かりました。それからその下にあります。専

業・兼業別農家数の推移につきましても、総農家数が減少しておりますので、全てにおい

て減少しておりますが、２ページを見て頂きたいのですが、上の方に表がありますが、そ

の右のほう専業・兼業別農家割合で見ますと、青色の専業農家の比率が、だんだん増えて

いっているということが、増加している状況にあるということが分かります。 
 続いて（２）経営耕地規模別農家数、これにつきましては、１０ヘクタール未満の農家

数が毎年減少してきていることが分かります。これに対しまして、３０ヘクタール以上の

農家数が、平成１２年度は１７戸、２２年の農業センサスでは５１戸へと増加しており、

大規模化が進んでいるということが分かります。 
３ページになります。（３）農畜産物販売金額・農家戸数、これにつきましては、農家

割合で比較致しますと、５００万未満のものが減少し、１千万以上のものが若干なり微増

しているということが分かります。これも先ほどと関連致しますが、大規模農家の割合が

高くなったこと、施設園芸や高収益野菜を導入したことなどが、その理由として考えられ

ます。 
 その下のほうになりますが、（４）農業就農人口について。これは、農家人口が減少し

ておりますので、それと比例して減少していることが分かります。 
 次のページになりますが、上の方にありますが、農業就農者年齢階層別割合ということ

で見て頂くと、これも右側の青いところが年々増えていっていると。６０歳以上の割合が

増加しているということが分かります。 
 その下ですが、３、営農状況調査で、（１）主要作物作付状況ということで、主要作物

を４ページから５ページの上段に付けて、３年間の比較を載せております。 
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増加している作物と致しましては、面積が増加しているものは小麦、てんさい、それから

５ページのほうになりますが、人参、牧草。この４品目については、面積が若干増加して

いるということが分かります。（２）主要家畜飼養状況、乳用牛の飼養農家数につきまし

ては、平成１２年が４６戸、２２年は３５戸と減少しております。全体の頭数についても

若干減少傾向にありますが、１戸当たりの飼養頭数については、平成１２年は４４頭２２

年には５６頭と、約１．３倍に増加しております。肉用牛につきましては、飼養農家数に

つきましては、平成１２年が５２戸、２２年が５０戸と、ほぼ横ばい状態にありますが、

全体の飼養頭数につきましては、大きく伸びております。ですから、戸当たりの頭数につ

きましても、平成１２年は２２頭、２２年では３７頭と、約１．７倍の増加となっており

ます。 
続いて６ページになります。４、耕地面積の推移ということで、平成２２年の耕地面積

ですが、５２９１ヘクタール。田が２６７１ヘクタール。畑が２６２０ヘクタールと、ほ

ぼ同比率となっていることが分かります。農家戸数が減少しておりますので、戸当たりの

耕地面積につきましては、平成１２年が１３．１ヘクタールから、２２年１７．３ヘクタ

ールと、約１．３倍に増加しているものであります。以上が今金町の農業の概要でありま

す。 
続いて７ページになりますが、２、第６次今金町農業振興計画の検証ということで、若

干説明させて頂きますが、農業を巡る情勢、第６次農業振興計画は、本町農業の課題を踏

まえ、現状からの脱却と将来農業の在るべき姿を示し、効率的かつ安定的な農業経営の実

現を目指すため、農業者自らがこれまで以上に将来の農業について考え、営農を改善する

ため、経営転換することに重点を置き、今金農業の目指す姿も具現化に向けて取り組みを

行ってきました。 
その後、国の情勢等を書いてありますが、その下になりますが、こうした状況の中で、本

町では国の施策と補助金を利用しながら、飼養振興方策に従って、様々な施策が行なわれ

ました。ということで、下から、農業振興方策の検証ということで載っておりますが、こ

れについては、朗読を省略させて頂きたいと思いますので、後ほど、お目通しをお願い致

します。 
 続いて１１ページになります。今金農業の目指す姿、農業振興方策。これからの目指す

姿ということでありますので、説明させて頂きます。第７次今金町農業振興計画は、効率

的かつ安定的な農業経営の実現を目指すため、本町農業の現状と課題を踏まえ、将来農業

の在るべき姿を樹立するものです。農業を取り巻く環境は米政策の大転換により、大きく

変動し、更にはＴＰＰ等の外的な要因も加わり、産地としての競争が一層激しくなる中で、

農業者自らがこれまで以上に厳しい条件の中で、営農を続けなければなりません。農業情

勢の行先不安から、現状維持の意向が強い風潮にありますが、このままでは経営が危うい

状況になることが想定されます。将来に渡り、農業経営を続けるためには、農業者自身が

将来について考え、経営改善を図ることが重要となりますが、それらを実現するために、

何をしなければならないのか、営農地区内での話し合いを強化すると共に、その課題につ

いて整理し、農業者・関係団体・行政が一体となり推進するため、下記の５項目の農業振

興方策を樹立します。次から５項目あることになります。 
１、農業経営体質強化の推進方策。 
（１）今金型地域複合経営の推進。農業を取り巻く環境は一層の厳しさを増している中、

当町農業を発展させるための農業者の意識改革が益々必要となっております。将来に渡り

その営農を続けるためには、早急な経営の改善を図ることが必要であり、その具体策とし

て、今金型地域複合経営を提案します。 



- 13 - 
 

その下に、今金型地域複合経営とは、とありますが、規模拡大型と集約型の２つのスタイ

ルを示しております。何行か飛びますが、規模拡大型とは、担い手集約と土地利用作物の

営農を主体とし、規模拡大を行い、国の政策支援を有効活用して所得確保を目指します。

農地の受け手となると共に、栽培品目を減らして機械コストの削減を図ります。耕畜連

携・交換策・ブロックローテーション等により地域内で適正な輪作体系を組み、生産力を

確保します。酪農畜産についても、粗飼料生産部門・育成部門・搾乳部門の分離による、

効率化を図ります。もう１つが、集約型であります。農地の出し手となり、大規模な施設

野菜に特化することにより、機械コストの削減を目指します。全道トップクラスの品質を

誇るミニトマト、軟白長ネギ等を推進し、自由化の農業情勢に左右されない作付体系を目

指します。 
この２つの今金型がメインになって、今回この計画が作られております。 
（２）営農地区内での合意形成。 
今金型複合経営を実践するためには、農業者自身が判断すると共に、営農地区内での話

し合いによる地域全体の合意形成が必要となります。人・農地プランを作成し、１８営農

地区内での話し合いを強化し、営農地区の現状の把握、担い手の明確化、農地の利用、作

業体系を話し合い、営農地区内での合意形成を図り、互いに支える農業経営を推進します。 
営農地区につきましては、現状の１８地区から、更に集約した５営農地区を目指します。

（３）担い手対策。 
担い手対策につきましては、既に、経営主になっている認定農業者や、後継者である農

家指定等を中心に担い手対策を実施します。 
また、相談窓口や受け入れ態勢を整備し、担い手や新規就農者が相談できる態勢を整備

します。 
農業政策や生産技術等、学習会や各種講習会を開催し、人材育成を図ると共に、認定農

業者のフォローアップに努め、所得の向上を図ります。 
（４）農作業支援体制の整備。 
生産意欲のある農業者を支える構造体としては、地域内での合意形成に基づき５地区機

械利用組合を中心とした、作業受委託組織、あるいは共同作業、非農業者や高齢者の雇用

等を活用し、営農が安定的に継続できるシステムを創設し、それを支援すると共に、可能

であれば、その一部から法人化を目指していきたいと考えております。 
また将来的に、地域で支え合うことが難しくなることも想定されることから、それらを

担う農業センター、仮称でありますが、これ等の創設についても検討を行います。 
（５）土作り対策ですが、土作り対策については、基本的には基盤整備を推進します。

または連作障害を回避するために、輪作体系の確立と堆肥の斡旋及び投入を図ります。 
 それから大項目の２、安全・安心への取り組みと付加価値の創造。 
（１）ですが、安全安心への取り組みと付加価値の創造。 
今金型地域複合経営の具体的な経営体としての、先ほど説明しましたが、規模拡大型の

農業経営体と、集約型の農業経営体。この２つの農業経営体を育成し、支援致します。 
安全・安心への取り組みとして、生産履歴記帳、ＧＡＰの高度化、環境に配慮した生産

手法の導入を前進させると共に、講習会や学習会を通じて農産物ブランドの重要性につい

て再認識し、更に価値を高めます。 
３、農畜産物の販売強化。 
（１）農畜産物の販路の拡大。 
ＴＰＰの影響等、益々、産地間競争が激化することが予想されますので、いかにして、

今金産としての売り場の確保ができるかが重要となっております。 
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従来の販路をベースに、更に有利販売につなげるために、販売の拡大や今金男爵の取引

先への複数品目の供給を提案し、有利販売につなげます。 
また、栽培品目の集約化を進め、ロットの拡大を図ります。また、ロットの拡大におい

ては、輸送コストの低減につながり、今金町だけではなくて、近隣のＪＡとの連携を取り、

販路の拡大、ロットの拡大、輸送コストの低減に努めます。 
酪農については、実需者との連携を強化し、ニーズに対応した生乳生産に対応し、有利

販売に努めます。また、畜産については市場性の高い牛作りを推進し、有利販売に努めま

す。また、今金和牛についても、生産力の拡大を図り、有利販売に努力致します。 
４、効率的な農地利用の推進方策。 
（１）農地流動化対策。 
農地の集積については、将来的には受け手の居ない耕作放棄地や遊休地になることが懸

念されておりますので、人・農地プランによる営農地区ごとの合意形成に基づき、農業委

員会、今金町農地利用集積円滑化団体等が、共通した情報を持ち耕作放棄地防止に努め、

担い手への円滑な農地集積を図ります。 
５、土地基盤整備の推進方策。 
（１）区画整理事業。 
本町は、用排水路が錯綜し小規格ほ場が大半を占めています。更に、条件不利地や未整

備地が農地の分散により、非効率的な営農状態が続いております。このことから、これら

を解決するために、国営緊急農地再編整備事業を実施し、効率的な営農体系の構築を推進

します。 
（２）土地基盤整備。 
本町の農業は、泥炭地や粘性土が大半を占め、透水性の悪いほ場が多くあります。これ

らの解決のためには、土地基盤整備が必要不可欠でありまして、そのためには、国営緊急

農地再編整備事業や、農業基盤整備促進事業を推進致します。これらの事業により、地下

水の低下、大型機械化の導入により、作業時間の短縮、水田の汎用化等、生産性及び生産

効率の向上を目指します。 
（３）土地改良施設の維持管理。 
土地改良施設については、支線用水・排水については、国営緊急農地再編整備事業等の

施行により、改修を行います。また、頭首工、揚水機場等の点的な施設及び用排水路の改

修については、必要に応じて地元水路愛護組合と協議していきます。中里頭首工につきま

しては、基幹水利施設管理事業の活用により、受益者の負担軽減に努めます。以上が、目

指す姿ということで、農業振興方策となっております。 
１４ページになりますが、４、主要振興対策ということで、これは今の５つの方策を実

現するために、具体的に書いてきているものがあります。１４ページが表となっているも

のであります。これが１５ページからは、その具体的な表がありまして、２２ページまで

ありますので、この辺は後ほど、お目通しをお願い致します。 
 ２３ページからは、年次別農業生産粗生産計画であります。これは前期分だけとなって

おりますが、２３ページには２４年度の実績、それから次のページは２５年度の見込み、

それから２５ページからは、２６年、２７年、２８年の粗生産の計画となってございます。

なお、これらにつきましては、農協が作っております、第１０次の中期経営計画と整合性

を持った数字になってございます。 
 続きまして、１番最後になりますが、２８ページになります。今回の計画も、前回もそ

うですが、今金町農林業振興会議で作成しておりますので、 
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その振興会議とは何かということと、そのときの名簿を付けております。 
以上で、振興計画の説明を終わらせて頂きます。 
また、資料に戻って頂きまして、報告事項の２、平成２５年度農作物作付面積及び実績

収量等について、ということで３ページになります。これにつきましては、１１月２０日

現在の、農協調べということですので、最終的な結果にはならないというふうに思います。

また、下段のほうには、水稲の稲作品種別作付実績が記載されております。これについて

は、後ほど、お目通しをお願い致します。 
 続きまして、報告事項の３と４につきましては、津山課長補佐のほうから、説明があり

ます。 
〇委員長（村本照光君） はい、産業振興課長補佐、津山君。 
〇産業振興課長補佐（津山泰彦君） 私からは、報告事項の３と４について、ご報告を申

し上げます。 
まず始めに、３、今金町新ご当地グルメ今金男爵ポテサラごはんの、取り組み状況につ

いてご説明を申し上げます。資料の１番最後のページになります。３月３１日のデビュー

以来、およそ８カ月が経過を致しましたけれども、提供する５店舗での、月別販売食数を

掲載しております。合計でいきますと、現在１１月３０日現在ではございますけども、３

１１７食が提供をされています。まぁ、概ね、月平均でいきますと、３００から４００食

程度になるのかな、というふうに思っております。 
次に、町外でのイベントにも参加しておりまして、まず１つ目として、函館グルメサー

カス、これは９月７日、８日の２日間でございますけども、こちらのほうに参加を致しま

して、２日間で１１０食を販売を致しました。これにつきましては、多少物足りない数で

はありましたけれども、次に、札幌オータムフェスト、これは９月２４日から２９日まで

の６日間で、１５８２食を販売をしております。これにつきましては、初出店としてはま

ずまず健闘した数字かな、というふうに思っております。また月別に戻りますけども、１

１月が１４６食ということで、多少落ち込みが見られます。で、ここまで、８カ月経過を

致しまして、多少の課題等々も見受けられてきましたので、来年度に向けては、更に工夫

をしながら、提供をしていきたいというふうに、考えているところでございます。 
続きまして、報告事項の４、今金町住宅リフォーム助成事業の実施状況について、ご説

明を申し上げます。同じ資料の下段のほうになります。これも１１月末現在の数字でござ

いますけども、件数と致しましては、９２件の申請がございました。工事費総額でいきま

すと、１億５４５０万円程度。内助成対象金額と致しましては、１億４７７０万円程度の

申請がきております。これに対しまして、助成金額として、２１１９万３千円を助成をし

ているところでございます。助成の内訳につきましては、下段の表にありますようになっ

ております。冬期間を迎えまして、外回りの工事はもう今年度につきましては、概ね、申

請はこれから無いものかと思いますけども、まだ、内装工事につきましては、まだ、ある

のかなというふうには予想をしております。で、工事総額でいきますと、１億５千万円と

いう、非常に多額の金額が町内を回って歩いたということで、町内の活性化には多少では

ありますけども、刺激になったのかなというふうに考えております。 
以上で説明を終わらせて頂きます。 
〇委員長（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

受け致します。村上君。 
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〇１番（村上忠弘君） 村上です。今、ご当地グルメのポテサラごはんの説明がありまし

た。この月別の集計を見ると、だんだん右肩下がりでちょっと先行きが危惧されるような

状況の中で、今後課題を整理していくというお話でございます。で、要するにその、私も

その５店舗全てを食べた訳ではないが、３店舗食べてみました。１番思ったことがですね、

その店によって、使っているものは一緒なんだけども、ちょっと味だとか差があるのかな

と、それがその店の特徴だと言えば、それまでなんですけども。で、実際のところ、量が

ですね、それだけ食べてしまうと、他のものが入らないくらい、ただそれだけ食べてしま

って帰ってくる訳にはいかないので、他のものを食べたいなと思っても、やはりボリュー

ム的にあるような感じがします。で、その１千円という価格も、ちょっと高いのかなとい

う。町外イベントで確か６００円ですよね。で、すごく人気があって量が出たという部分

で、その価格の部分も、お手頃価格という部分も今後検討して頂ければなというふうに思

っているんですけども、各店舗毎月集まって会議開いているんですけども、そこら辺各店

舗のご意見等がもし何かあれば、お聞かせ下さい。 
〇委員長（村本照光君） 産業振興課長、森君。 
〇産業振興課長（森 明彦君） 貴重なご意見ありがとうございます。今、課長補佐のほ

うから説明があった通り、飲食店とも定期的に協議をするというか、今後の改善に向けて

それぞれ打ち合わせをしながら、進めているようなところであります。今、ご指摘のあっ

た件につきましても、中でも話題になっている部分もありますので、改めてまたお伝えを

したいと思いますが、いずれにしても、イベントでの提供のメニューと、実際お店のほう

で出しているメニュー、これは全く別と言っていいような、イベント用の商品を開発した

というようなこともありますし、それから、今、提供しているものが、未来永劫というの

でしょうか、留め続くということではなくて、常に次のメニューということで、新しい展

開を考えていくということで、スタートをしていったこともありますので、今、踏まえた

ボリューム感のこと、それからお値頃感のこと、それから体裁的なことですね、お店ごと

の特徴づけの部分。そういったことも含めて、またお伝えをして、次の改善につなげてい

きたいというふうに思いますので、よろしくお願いを致します。 
〇委員長（村本照光君） 他ございませんか。村瀬君。 
〇１１番（村瀬 広君） 村瀬です。農業振興費に関連して、１点お伺いしたいんですけ

ども、昨年まで行ってきた、農業共済の助成、最後は畑作についてお伺いしたいんだけど

も、今年から止めた訳ですよね。それで、今年の調査で、助成が無くなった１年目の畑作

共済の加入的な状況はどうなっているんですか。 
〇委員長（村本照光君） 産業振興課長、森君。 
〇産業振興課長（森 明彦君） 大変申し訳ございません、今、手元の方にデータがござ

いません。共済組合の方に確認をさせて頂かなければ、正確なところが分かりませんので。

すぐ照会を掛けますが、本日間に合えば委員会中で報告をさせて頂きたいと思います。も

し、間に合わないようであれば、後日改めてということでご了承お願いしたいと思います。 
〇委員長（村本照光君） 村瀬君。 
〇１１番（村瀬 広君） 長年の町長政策の中で、生産者、農家自ら共済加入の意思を高

めるという目的で行ってきたのですから、止めた１年目の状況、変化があるのかどうかを

ちょっと調べて頂きたいと思いますので、よろしくお願いします。 
〇委員長（村本照光君） 産業振興課長、森君。 
〇産業振興課長（森 明彦君） ご指摘の事も踏まえまして、改めてそちらの精査をさせ

て頂きたいと思います。 
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〇委員長（村本照光君） 他ございませんか。なければ。以上で産業振興課の質疑を終わ

ります。ここで、１０分程休憩致します。この時計で２時５０分まで休憩致します。 
休憩 ２時４０分 
開議 ２時５０分 

〇委員長（村本照光君） 休憩を閉じ、開議致します。次に国営農地再編推進室より説明

をお願い致します。室長、宮本君。 
〇国営農地再編推進室（宮本 彰君） こんにちは、国営農地再編推進室からは、説明事

項１件、報告事項２件について、ご説明申し上げます。説明に当っては、推進室次長住吉

より、ご報告させて頂きます。 
〇委員長（村本照光君） 推進室次長、住吉君。 
〇国営農地再編推進室次長（住吉 淳君） それでは、私のほうから、説明をさせて頂き

ます。 
 まず、説明事項。平成２５年度一般会計補正予算第４号の概要についてです。１ページ

をお開き願います。一般会計補正予算第４号についてですが、主な補正予算につきまして

は、換地業務に係る補正となっております。この換地業務につきましては、国から北海道、

北海道から市町村へ委託される業務でございまして、今回、大きく減額となっている要因

につきましては、国と北海道との換地委託業務が遅れていることから、当初予定しており

ました業務の量が、大幅に変更になったということによりまして減額されるものです。ま

た、換地業務の内容につきましては、報告事項の中で改めて説明させて頂きますので、よ

ろしくお願い致します。 
 それでは、まず歳入です。１３款、国庫支出金、３項、委託金、３目、農林水産業費委

託金の１万１千円の減額につきましては、事業の確定による減額となっております。続い

て、１４款、道支出金、３項、委託金、３目、農林水産業費委託金につきましては、換地

業務委託金となっておりまして、今金南地区の換地事業に係る委託金ということで、業務

量の変更による減額という形になっております。減額は１１６５万円の減額ということに

なります。 
 次に、歳出です。６款、農林水産業費、１項、農業費、７目、国営緊急農地再編整備事

業推進費、補正額１８３万６千円の追加となっております。内訳につきましては、報酬２

９３万円の減額は、換地委員の報酬の減額です。この換地委員の報酬につきましても、換

地業務の事業量の変更によるものとなっております。９目、旅費につきましては、４５万

１千円の減額で、同じく換地委員に係る費用弁償及び研修旅費を見ておりましたので、そ

の分の減額となっております。続いて、委託料です。５２４万８千円の追加になっており

ますが、当初、計上しておりました、換地業務委託料を全て減額し、換地原型図作成業務

委託料３４１万３千円を追加、また、今金北地区における、無地番地の地区編入に係る求

積図等を作成する業務と致しまして、国公有地地区編入申請作成業務委託料２８３万５千

円を追加するものです。続いて、使用料及び賃借料の３万１千円の減額は、事務機器借り

上げ料として、６万１千円の減額。これにつきましては、当初１２台見込んでおりました、

パソコンの借り上げ料です。１０台ということになりましたので、２台分を減額するもの

です。新規としまして、ソフトウェアの使用料ということで、３万円を追加しております

が、このソフトにつきましては、図面等の作成に使う、グラフィックソフトということに

なりまして、函館開発建設部、及び函館農業事務所今金分庁舎におきましても、 
このソフトを使いながら、図面を作成しているという部分でございます。このことから、

推進本部においても、このソフトを導入しながら、お互い連携を取って、修正やデータの

共有を図るために導入したいということでございますので、よろしくお願い致します。 
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 次のページをお願い致します。報告事項の１と致しまして、換地業務についてです。換

地業務につきましては、函館開発建設部と檜山振興局農村整備課と、協議調整をしながら、

当初予算においては、９月頃を北海道と契約するということで予定をして、資料の２ペー

ジ目にありますが、当初５つの項目について事業を実施するという予定でおりました。し

かしながら、法手続きの遅れ、国と北海道の契約が遅れているという部分もございまして、

今回、今金町と北海道の契約が１２月末から１月上旬になる見込みとなっております。こ

のため、５つの業務を予定しておりましたが、今年度につきましては、上段の２つ。従前

図調整と、従前地再調査の２つの業務について執り行うことと致しまして、今回の補正に

より減額となっております。 
それでは、資料の上段から説明させて頂きます。従前図調整につきましては、業務内容

と致しまして、換地工区の従前地、まぁ現状について、法務局が証明する公図を基に、地

番・地目・地区界等を確認し、原形図を作成する業務となっております。当初予算につき

ましては、２３３万２千円程度を見込んでおりました。１２月補正後におきましては、３

９７万５千円ということで、ここの部分につきましては増加となっておりますが、この理

由と致しましては、当初、４４７．７ヘクタールという面積規模を予定しておりましたが、

今回８０５．８ヘクタールと、大幅に増加したことによりまして、予算額も増という形に

なっております。 
続いて従前地再調査です。上記業務により作成した原形図を基に、現地確認を行い利用

権等の調査、登記簿の照合などにより、台帳の作成、調書の作成を行います。当初予算に

つきましては３４７万７千円。１２月補正後には４３７万５千円ということで、これも同

じように業務量、面積の増加という部分で増えている形になっております。 
下の３つにつきましては、当初予定しておりました部分となりますが、それぞれ、１６

４万５千円、７７４万１千円、４８０万５千円ということで、当初２千万円の歳入を見込

んでおりましたが、１２月補正後においては、８３５万円という形になります。下の３項

目につきましては、それぞれ、業務は今年度は行わないという形で減額という形になりま

す。 
当初予算につきましては、檜山振興局の産業振興部農村整備課とも調整しておりました

が、今回更に函館開発建設部農業事務所と、檜山振興局とも調整して今回はこの２つの業

務を執り行っていこうという形で終わっております。 
次のページをご覧ください。国営緊急農地再編整備事業の進捗状況についてということ

で、今金南地区の区画整理設計業務の区域を示しております。今金南地区につきましては、

現在、次年度の工事着工に向けた区画整理設計業務が３本発注されております。資料の通

り、下のほうに発注内容を記載しておりますが、青の①の部分につきましては、２６年度

に工事を着工する区域でありまして、面積が６３．７ヘクタールということになっており

ます。また、②と③につきましては、国の予算状況に応じて対応できるよう設計業務を、

発注しているというところになっております。また、この他に、今金南地区地形図等作成

業務、今金南地区土取り場設計等業務、今金南地区用水計画概定業務の３本の発注がされ

ておりますので、併せて報告させて頂きます。現在においては、工事着工区域の受益者と

協議調整を随時実施しているところでありますので、併せて報告させて頂きます。 
次のページをご覧ください。４ページには、今金南地区における標準区画というものの、

基本的な考え方について、記載されております。 
今回の事業における、標準区画の基本的な考え方につきましては、既存の道路や農業施設、

用排水路等に囲まれた区域を言いますけれども、その範囲をブロックとした中で、地区の

標準区画を基本配置することとしています。 
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ただし、この地域におかれましては、現状が不定形な形とか、標準区画の配置が難しい区

域等が出てくる恐れがありますので、そういう部分については、地形状況等を勘棄して関

係者と十分協議を行いながら、区画を決めて事業を実施して参るということとなっており

ます。左の図面の方をご覧いただきたいのですが、まず、外枠の灰色の部分が、既設の道

路、町道という形になります。内側のオレンジ色の部分が農道。赤色の所が用水路。真ん

中にある、青っぽい色のところが排水路となっておりまして、中にある、上下４枚ずつ田

んぼがあるという絵になっております。ほ場の大きさなんですが、短辺を６５メートル、

長辺を１７０メートルとして、ほ場面積田１枚当たり１．１ヘクタールを基本とするよう

に設計されております。また、町道等により長短辺が制約を受ける場合には、現地の状況

によりほ場の大きさが異なります。更に田２枚を均平区という形で、２枚で２．２ヘクタ

ールになりますが、中畔で他を２枚に分けるという基本的な設計となっております。 
続いて、給水栓の配置なんですが、田の片側に配置し、片落ちとします。給水栓の数は、

ほ場の大きさや水量により異なりますが、１．１ヘクタール当たり２箇所を基本とします。

同様に、落ち口の配置につきましては、田の排水路側に配置し給水栓の数、ほ場の大きさ

や水量により、同様に異なるのですけれども、１．１ヘクタール当たり２箇所を基本とい

う形になります。 
道路配置なんですが、田の短辺両側、農道を配置と考えております。農道はせり幅４メ

ートル、路片０．５メートル、道路の幅５メートルとし、道路用地の幅は６メートルを基

本とします。同様に地形条件等により、極端に長辺等が短い場合など、片側のみの配置と

いうことも考えられます。 
次に、用水路の配置なんですが、用水路はタイプラインを基本とし、水圧が十分に取れ

ない区域では、ブロック単位で開水路タイプとする場合もあります。田の短辺側に接する

ようにブロック単位で、用水路分派線等を配置します。農道に付帯する形を基本と致しま

して、用水路の用地幅は１．５メートルから２．５メートル程度を基本とします。排水路

の設置についてですが、排水路は開水路タイプとし、排水断面が大きくなる場合は柵渠タ

イプとします。用水の反対側の田の短辺側に接するよう配置することを基本としておりま

す。畦畔の遮水シートということで、地下干害システムを導入する場合、横浸透の発生す

る箇所には、畦畔遮水シートにより遮水します。この図面の中では、２枚を均平区として

おりますので、その真ん中部分ということで、ご理解して頂ければと思います。以上が区

画整理による標準図ということになります。 
また、今金北地区の件に関しましては、平成２７年度事業着手に向け、地区調査、地域

受益者との協議調整を、現在行っているところであります。また、１０月末日から１１月

上旬にかけまして、換地に係るアンケート、それと農業経営に関する課題調査ということ

で、各受益者の方々にお会いしながら、設問しながら対話をして、聞き取りをした中で、

調査を実施致しました。現段階におきましては、外枠を決定するために受益地域との調整

を行っているところであります。以上で、報告事項の説明を終わらせて頂きます。 
〇委員長（村本照光君） 説明が終わりました。ただ今の説明に対し質疑があればお受け

致します。村瀬君。 
〇１１番（村瀬 広君） 村瀬です。２ページの換地業務の記載している中で、上の段、

業務量の変更で４４７．７から８０５．８に変更になっているんですけども、４４７．７

というのは、どの地区であって、更に増えるのはどの地区なのか、お聞かせ下さい。 
〇委員長（村本照光君） 推進室長、宮本君。 
〇国営農地再編推進室長（宮本 彰君） ただ今のご質問についてでございますが、当初

４４７．７ヘクタールにつきましては、鈴金・豊田地区を概ね想定してございました。 
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ただ、国、そして北海道との換地業務の関係を調整をした中でですね、第一換地区、八鈴

地区、そして金原地区。これらの箇所についても併せて業務を行うよう調整がつきました

ので、今回変更になったということであります。 
〇委員長（村本照光君） 他ございませんか。ないようですので、以上で、国営農地再編

推進室の質疑を終わります。 
〇委員長（村本照光君） 次に農業委員会より説明をお願い致します。農業委員会事務局

長、勝山君。 
〇農業委員会事務局長（勝山英敏君） それでは、私の方から説明事項１件、それから報

告事項２件について説明をさせて頂きます。資料をまず、めくって頂きたいと思います。 
 １ページ目でございます。平成２５年度一般会計補正予算第４号の概要についてでござ

います。歳出のみでございます。６款農林水産業費、５項農業費、１目農業委員会費で３

０万１千円の減額は、給料で２４万８千円、共済費で５万３千円、それぞれ減額でありま

す。これにつきましては、給与の臨時特例による減額でございます。 
 続きまして、報告事項に入りたいと思います。めくって頂きまして２ページ目でござい

ます。１つ目につきましては、贈与税納税猶予、一般的には、生前一括贈与と言われてお

りますが、その実態について説明をさせて頂きたいと思います。この制度は、要件につき

ましては、下段の通りとなっておりますが、現状では、１番古い方で、昭和５２年に手続

きを行ったもので３６年の経過。それから、新しいものでは平成１１年で１４年経過をし

ているというような状況でございます。この制度につきましては、ご存知かと思いますが、

賃貸や売買については一定の要件の制約等があることから、なかなか農地の流動化が進ま

ないということで、大きな要因でもございました。しかし、昨年の４月から税制改正によ

りまして、特定貸付制度というものが始まりまして、一定の要件を満たした場合には、貸

付することが可能ということで、現在まで３名この制度を活用した方が居られます。それ

では、表の方の説明をさせて頂きたいと思いますが、１の対象者数でございますが、平成

１８年と平成２５年の比較ということで載せておりますが、総体の人数につきましては、

１８年と２５年の比較では４１名の減と。ちなみに、前年度との比較では８名の減という

ふうになっております。以下の詳細については、ご覧頂きたいと思います。 
 ２の金額関係につきましてですが、猶予税額総額につきましては、１８年と平成１５年

の比較では、約６３００万円の減。前年度との比較では、約９００万円の減というふうに

なっております。 
 また、３の面積関係につきましては、納税猶予総面積につきましては、平成１８年と２

５年の比較では、約３２１ヘクタールの減。ちなみに昨年との比較につきましては、７０

ヘクタールの減ということになっております。経過年数につきましては、以下の通りでご

ざいます。 
 続きまして、右側の２つ目の、相続時精算課税制度の実態について説明をさせて頂きま

す。この制度につきましても、下段にあります通り、平成１５年度の税制改正によりまし

て、生前贈与分と相続財産を、一括して相続時に課税する制度として創設されました。以

前は、生前一括贈与というようなことでの、農業者の方の申出がございましたが、現在に

おいては、この制度も１０年程経過していることから、特段そういうことはございません

が、ただ、来庁された農業者の方につきましては、両制度について説明を行いまして、ど

ちらを選択するかということで、行なっております。平成１５年度からスタートしたこの

事業につきましても、平成２５年１１月末現在で３６件。 
面積では、約２１０ヘクタールということになっております。今後は確実に増えてくるこ

とが予想されます。 
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この制度と生前一括贈与との大きな違いは、一定程度の要件を満たせば、賃貸や売買が容

易にできるというメリットがございまして、今後、農地流動化の妨げにはならないのでは

ないかというようなことで、有効な制度であるというふうに考えております。また、これ

らにつきましても、特別控除が２５００万円ということがございまして、今まで、３６件

ほどございますが、今までこれの金額を超えたというような事例はございません。以上で、

農業委員会からの説明を終わらせて頂きます。よろしくお願い致します。 
〇委員長（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

受け致します。ございませんか。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。 
〇委員長（村本照光君） 次に、公営施設課より説明をお願いします。公営施設課長、安

達君。 
〇公営施設課長（安達雄一君） 公営施設課所管は、説明事項３件、報告事項１件につい

てであります。私から、資料に基づいて、ご説明致します。 
 １ページをお開きください。説明事項の１、平成２５年度一般会計補正予算第４号の概

要について、ご説明致します。浄化槽対策についてであります。歳出において、４款衛生

費、７目浄化槽対策推進費で１万７千円の減額は、委託料で、今金町生活排水処理基本計

画業務委託料の、執行残であります。次に、肥培用水施設についてであります。歳入にお

いて、１２款使用料及び手数料、４目農林水産業使用料で２０万円の減額は、肥培用水使

用料で、使用水量の減によるものであります。歳出において、６款農林水産業費、５目肥

培用水施設管理費で３万１千円の減額は、給料で５万１千円の減額、需用費で電気料の単

価上昇及び実績精査により１８万円の追加、役務費で実績精査により、水質検査手数料１

７万８千円の減額。 
 ２ページをお開きください。委託料で、ろ過池の状況により、清掃の必要がなかったこ

とから、ろ過地清掃業務委託料６万６千円の減額、同じく委託料で、取水口に堆積した土

砂などの除去を行い、飲料水の衛生確保のため、取水口及び着水井除泥業務委託料１８万

４千円の追加。原材料費で執行残により、メーター器他１０万円の減額によるものでもの

であります。土木費についてであります。歳入において、１３款国庫支出金、３目土木費

国庫補助金で４７７万円の減額は、八束・高台線交付金事業他、２事業で、補正前の交付

金の合計３４６０万円の要望をしましたが、国費の削減等を理由に約１４％を削減され、

補正後の交付金の合計配分額が２９８３万円となったためであります。歳出において、８

款土木費、１目道路維持費で２０万７千円の追加は、需用費で、グレーダー及びタイヤシ

ョベル等の、タイヤ購入の執行残により、消耗品費８０万円の減額。３ページをご覧くだ

さい。委託料で執行残により９万３千円の減額。使用料及び賃借料で、夏期間に使用した

重機借り上げ分を、冬期間の除排雪のため当面の見込みにより、重機借り上げ料１１０万

円の追加によるものであります。重機借り上げ料の夏期間での使用の主なものは、除排雪

による雪捨て場や押し込み箇所の雪割りや排雪で、春先に行ったものでありますが、特に

４月７日の雪融けと降雨とが重なったことにより、利別川が増水したことを受けて、河川

占用をしております、田代川流域の雪捨て場の雪割りでの使用と、市街地での押し込み箇

所の排雪で、使用したものが主なものであります。続いて、２目道路新設改良費で７９９

万２千円の減額は、委託料で執行残により、神丘１０号線調査委託料１２６万３千円の減

額。工事請負費で執行残により、八束・高台線交付金工事２１０万５千円の減額。国費要

望額の減により、神丘１０号線交付金工事４５８万２千円の減額が、主なものでございま

す。 
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 ４ページをお開きください。４項土地計画費、２目都市公園管理費で４０３万７千円の

減額は、工事請負費で、耐震改修促進法の改正に伴い、総合体育館の耐震診断を実施する

こととなり、その結果により改修や建て替えが検討される予定であることから、高見公園

の建設候補地としての可能性があるため、経費の無駄にならないよう後年へ先送りしたい

ことから、高見公園安全柵改修工事４００万円の減額が主なものであります。３目下水道

事業費で１３１万円の減額は、公共下水道事業特別会計繰出し金であります。 
 ５ページをご覧ください。説明事項の２、平成２５年度簡易水道事業特別会計補正予算

第３号の概要について、ご説明致します。歳入において、１款使用料及び手数料、１目簡

易水道使用料で３００万円の減額は、使用水量の減によるものであります。歳出において、

１款総務費、１目一般管理費で１３２万円の減額は、給料等の人件費補正で３２万円の減

額、公課費で額の確定により消費税１００万円の減額によるものであります。２款維持費、

１目簡易水道施設管理維持費で１６８万円の減額は、需用費で、電気料の単価上昇及び実

績により、光熱水費５０万円の追加と、財源調整により、修繕料２１８万円の減額による

ものであります。 
６ページをお開き下さい。説明事項の３、平成２５年度公共下水道事業特別会計補正予

算第２号の概要について、ご説明致します。歳入において、１款分担金及び負担金、１目

下水道事業受益者負担金で２１万円の追加は、公共下水道事業受益者負担金で実績による

ものであります。２款使用料及び手数料、１目下水道使用料で５０万円の追加は実績によ

るものであります。３款繰入金、１目一般会計繰入金で１３１万円の減額は、一般会計繰

入金であります。 
７ページをご覧ください。歳出において、１款総務費、１目一般管理費で９万６千円の

減額は、人件費補正であります。２款維持費、２目処理場維持管理費で４８万８千円の減

額は、需用費で、し尿収集量の減少により、消臭剤等薬品の使用量が減少したため、実績

を精査し、消耗品費３０万円の減額、同じく需用費で、電気料の単価上昇及び実績精査に

より、光熱水費２０万円の追加、役務費で脱水汚泥処理量が減少したため、実績を精査し、

手数料１９万７千円の減額、委託料で脱水汚泥運搬量が減少したため、実績を精査し、汚

泥運搬業務委託料１９万１千円の減額によるものであります。 
８ページをお開きください。報告事項の１、建設工事の進捗状況について、ご説明致し

ます。平成２４年度繰越明許中央通線交付金工事、同じくその２工事と、今年度通常分の

八束・高台線交付金工事は、予定通り工期内に工事を完了しております。今年度通常分の

中央通線交付金工事は、１１月３０日現在の進捗率が７０％となっておりますが、現在工

事は全て完了し、供与開始しております。神丘１０号線交付金工事は１１月１９日に入札

が執行され、外山建設株式会社が落札し、現在準備を進めているところであります。また、

資料では、神丘１０号線交付金工事の工事完了が、平成２６年１月３０日となっておりま

すが、交付金事業の執行残により、設置延長の拡大設計変更を行い、防雪策設置は国道側

の住宅地先から、６７メートルの設置を予定し、平成２６年２月２８日の完了を予定して

おります。中央緑地改修工事は現在工事は全て完了しております。取水口取水調整ブロッ

ク設置撤去工事は、４月１日の流雪溝運営開始に備えた、水位調整ブロック設置が完了し

たため、進捗率は５０％となっております。神丘１０号線豊田線他防雪柵設置撤去工事他

４工事の、仮設型防雪柵設置撤去工事は、１１月３０日現在の進捗率は１０％となってお

りますが、来週末には設置完了致したく、現在作業を進めているところであります。なお、

現在施行中の工事においては、引き続き安全管理、工程管理、品質管理等を徹底し、無事

故・無災害で工期内に完成するよう努めて参ります。 
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９ページをご覧ください。業務委託量の進捗状況でありますが、１１月３０日現在を以

って、全て工期内に完了しております。 
最後になりますが、資料につけておりませんが、３月定例会において議決頂きました、

平成２４年度繰越明許雪寒機械購入についてご報告致します。雪寒機械除雪トラック購入

につきましては、４月１１日に入札を執行し、４月１５日の臨時会において、財産の取得

について議決を頂いたところであります。当初、東日本大震災の影響等により、納車まで

１０カ月程度要するとのことから、納期を２６年２月２８日としておりましたが、契約後、

受注者との協議によりご理解を頂き、予定より３カ月早い１１月２５日に納車を完了し、

除雪体制を整えることができましたことを、ご報告致します。また、除排雪作業にあたっ

ては、作業の交通安全と、歩行者や利用者の交通安全を徹底し、無事故・無災害で交通確

保するよう努めて参ります。以上で説明を終わらせて頂きます。よろしくお願い致します。 
〇委員長（村本照光君） 説明が終わりました。ただ今の説明に対し、質疑があればお受

け致します。何かございませんか。無いようですので、以上で、公営施設課の質疑を終わ

ります。以上で、各課からの説明が終わりました。全体を通して何かございませんか。そ

れでは、その他で何かございませんか。 
    ◎合同委員会について 
◎委員長（村本照光君） では、最後に合同委員会が必要となる案件についてを、確認致

します。委員会の皆さんから、何か合同委員会についての提案ありますか。無いようです

ので、理事者側から何か提案ありますか。はい、副町長、清水君。 
〇副町長（清水 寛君） それでは、合同委員会の開催をお願いしている部分ですが、ま

ず、開催の前段で、本日町長もあいさつの中で申し上げておりますが、１２月１日に人事

異動を実施しておりますので、それをまず、前段でご報告をさせて頂きたいと思っており

ます。その後、産業教育常任委員会において、お願いしたい部分につきましては、冒頭、

町長が挨拶の中で申してました、９月定例会において表明しました、クアプラザピリカの

スキー場の次年度からの廃止に向けた、９月の定例会以後の動向について、説明をさせて

頂きたいと思っております。ちなみに、昨日の、総務厚生常任委員会の席上でお願いを致

しましたのは、議案の第１号の、定住自立圏の形成協定の議決に関する条例。議案第２号

の、職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例。それと、議案第３号の、職員の給

与に関する条例等の一部改正、これ附の改正ですから、その更に一部を改正する条例制定。

この３件の議案と、再任用制度が、次年度から運用していかなければならない状況になっ

てきておりますので、再任用制度の内容について、ご説明をさせて頂きたいという、４件

を総務厚生常任委員会ではお願いを致しました。以上であります。 
〇委員長（村本照光君） 以上で、各課説明事項についてを終わります。理事者の皆さん

には、ご出席ありがとうございました。それでは、協議事項ありますけれども、この時計

で３時４５分まで、休憩と致します。 
休憩 ３時２８分 
開議 ３時４５分 

    ◎平成２５年度、所管事務調査について 
〇委員長（村本照光君） 休憩を閉じ、開議致します。これより、平成２５年度の本委員

会の所管事務調査についてを議題と致します。内容については、先の本常任委員会におい

て、修正箇所等について協議を頂いております。このまとめについてですね、出来上がっ

たものについて、再度、局長より説明を致させます。局長、柏田君。 
〇議会事務局長（柏田泰明君） それでは、所管事務調査のまとめについてを、説明を致

します。 
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４番目の意見というところでありますが、まず始めに、今金町の作況指数等を盛り込むよ

うにという、前回の委員会の話でございましたけれども、農政事務所、あるいは檜山支庁

等々において、出している数字以外、今金町の数字を産業振興課の方では出せないという

ことであります。で、農協に確認を致しまして、数字の方を、今金町のを出せないかとい

うことを確認したところ、数字的には出せないということで、平年を１００としたら、１

００を超えているので、豊作というということでの括りになるということでの報告を受け

ておりました。そういうことを踏まえて、今回、この中には今金町の作況指数は入れてお

りません。そういうことで、朗読をして説明をさせて頂きます。 
 ４番、意見。 
本年の農作物の生育状況は、４月から５月に掛けて気温が低く、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を上回ったことは、喜ばしい限りです。 
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。水稲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は考えるが、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、冬期間の主要部分の閉

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が示されることに注視していきたい。 
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

区に関しましても、平成２７年度の採択に向けて、万全の体制を整えて頂きたい。事業推

進は基より、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

頂きたい。 
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頂

きたい。 
町道花里線は、現在、崩落により通行止めの処置を行っているが、道路の横を流れる後

志利別川が増水により洗堀され、現在、通行止めを行っている状況であります。河川を管

理している、函館開発建設部では、改修予定は無いとのこともあり、地域間交通の利用頻

度や、費用帯効果、国道迂回路等、必要度合いも鑑み、その活用の是非について地域耕作

者とも十分協議の基、検討されたい。更には、オオシュブンナイの滝の観光としての位置

付けを再考するなどを含め、町道シュブンナイ線の安全確保の処置を講ずる必要があると

考えます。 
大和公園整備状況に関しては、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頂きたい。 
車両格納庫建設に当たり、出動に迅速な対応が成されることに、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１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頂き

たい。 
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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共に、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頂くことを望みます。 
 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事を期待します。 
 学童保育所は、新しい施設で充実された環境となった中、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。今後も子ども達が安全で、安心に過ごせる場と

なることを期待します。 
 総合体育館は、国の耐震化基準を見極めながら、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。 
 以上であります。 
〇委員長（村本照光君） 今、局長のほうからですね、検討してきた中身についてですね、

報告がございました。この内容についてですね、何か、それぞれ皆さんから、ご意見あり

ませんでしょうか。どうですか。このまとめでよろしいでしょうか。よろしいですか。皆

さんからご意見がなければ、これを以って１２月の定例会に報告致しますので、よろしく

お願い致します。 
    ◎その他 
〇委員長（村本照光君） その他で何かございませんか。よろしいですか。 
    ◎閉会の宣言 
〇委員長（村本照光君） 皆さんのご意見が無いようですので、以上をもちまして、本日

の委員会閉会と致します。ご協力ありがとうございました。 
閉会 １５時５３分 
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