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開議 １３時２７分 
    ◎委員長あいさつ 
〇委員長（村本照光君） 皆さんこんにちは。２月もあっという間に過ぎてですね、３月

に入って、きょうは３日になりますけれども、大変お忙しい中、委員の皆様におかれまし

てはですね、ご出席頂きましてありがとうございます。３月定例会に向けての、私たちの

委員会の会議でございますので、一つよろしくお願い申し上げます。 
    ◎町長あいさつ 
〇委員長（村本照光君） 町長が出席されておりますので、開議に先立ちごあいさつをお

願い致します。町長、外崎君。 
〇町長（外崎秀人君） こんにちは。産業教育常任委員会にあたりまして、私の方から一

言あいさつと、情報を出したいと思います。少しく時間を頂きたいと思います。 
 まず、町の行政運営のスタンスにつきましては、ご承知の通り過去の総合計画によるま

ちづくりの成果を踏まえつつ、継承と発展を盛り込んで、町民・各種団体等の意見反映に

より策定した２３年度からの総合計画の具現化を目指してきております。 
計画実施と町長政策は基より、時代の求める政策と、国・北海道の制度を活かした政策

にも取り組まなければなりません。そのためにも、早め早めの状況選択と判断をしなけれ

ばなりません。 
 今、定例議会に提案致します２６年度の予算概要でありますが、２３年度を初年度とし

た、第２次今金町財政健全化推進プログラムにおける推計の予算では、一般会計４８億２

００万円との見込みでありましたが、２６年度予算は、約４億円増の５２億２，２００万

円とし、前年度当初予算対比で８％増の予算となりました。 
推進プログラムでは、策定当時想定していなかった事業の実施、前倒しなどが要因で、

例えば、予算概要の新規事業であるところの、旧美利河小学校の改修、役場庁舎一部改修、

バス２台の更新購入、あったからんど改修、国営事業の基金積立、消防デジタル等々で、

約４億円以上の予算となります。 
例えば、農業の体質強化基盤整備事業などで、補助事業との収支バランスが取れている

ものや、補助対象となる事業もありますが、そのほとんどが、単独事業となるところに財

政の厳しさを感じるところであります。 
本常任委員会所管では、継続事業としては、青年収納給付金事業、牛群繁殖管理推進事

業、林道開設事業、住宅リフォーム助成事業、中央通線・神丘１０号線交付金事業の実施

を予定しております。 
新規事業と致しましては、先ほどの事業の他に施設園芸作物の推進事業、プレミアム商

品券発行事業、橋りょう長寿命化事業等々を提案しているところであります。 
歳出はしっかりと積算して計上し、歳入は厳しく予測して調整したところであります。 
なお、先に２５年度補正予算の情報が入り、今金関係では、消防デジタル整備の１年目

事業費部分に補助が付いたことから、前倒しで事業を行うこととなりました。今金分９，

５４１万５千円に、４，７７０万８千円の補助であります。本事業は、新年度予算にも計

上していることから、６月議会において減額補正で対応して参りたいと考えております。 
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２５年度の一般会計当初予算におきましては、収支不足する財源が４億６，４００万円

となり、基金や交付金を取り崩して収支のバランスを取って参りました。この度の補正で、

そのほとんどを戻し入れすることができ、今回の補正調整段階で、逆に、約７，８００万

円の余剰金が生じました。 
この後も、特別交付税追加分などを含めて、歳入にも動きがあると思われますことから、

専決で行わせて頂き、最終調整を臨時議会で提案させて頂きたいと考えております。 
更に情報でありますけども、国営緊急農地再編整備事業では、今金南地区８億円の補正

予算がつき、これに２６年度当初予算で、約５億円が見込まれることから、事業費約１３

億円から１４億円と予想されるところであります。 
産業振興分野におきましては、特に今後の情勢も含めると、米政策を含めた経営所得安

定対策の見直しと、日本型直接支払制度について正式決定されたことから、急な農政転換

に生産者は基より、行政においても不安と混乱している状況にありますが、先般、北海道

農政事務所函館地域センターにより、農協と町に新たな農業・農村施策についての説明が

ありました。説明資料は議会にも配布しておりますけども、昨年１２月の農林水産省の資

料に基づくもので、詳細については、改めて今後も情報をお願いすることとしているとこ

ろであります。 
また、本常任委員会の日程変更を、私が副会長を務めています全道町村会の、北海道市

町村農業・農村振興対策協議会役員会のため、お願いしたところでありますが、その際、

北海道からの政策情報を受けましたので提供させて頂きます。 
今後、具体的な内容の情報も入るかと思いますが、団体や農業者等々の判断が必要とな

りますことから、それぞれの立場においても情報収集に努め、早め早めの取り組みに心掛

けていかなければなりません。 
年度繰り越しで委託業務をしていますところの、総合体育館耐震診断でありますが、２

月１７日に中間の報告がありました。管理棟・アリーナ・器具庫の部分につきまして、器

具庫は耐震強度があるという計算結果でありましたが、管理棟・アリーナは強度が足りな

いというＮＧ判定とのことで、今後、４月の北海道建築士事務所協会の、耐震診断評価委

員会での審査を得て、５月下旬に業務検定及び成果品として受け取ることとなりますが、

ＮＧという診断結果が変わることは考えられないという状況にあります。このことから、

この間、改修の補助を要請して保留して頂いているところの北海道には、この情報は早め

に伝える必要もあり、今後の在り方についても指導を受けて参りたいと思います。このこ

とから総合体育館整備の在り方について、早急に対策を講じなければならないと考えます。 
関係機関・団体等々の意見反映をして、予算調整を図ってきているところでありますが、

より精度の高い推進に向けるためにも、議会におけますご審議頂けますよう、よろしくお

願い申し上げたいと思います。 
なお、情報提供になりますが、１点目は今金橋架け替えについてであります。 
この間、北海道からの計画では、仮橋を設置しないことで進めていましたが、今金町に

転嫁している電気通信ケーブルの関係で、人と自転車が通れるくらいの仮橋を作らざるを

得ないことになるとの情報が入りました。 
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関係機関との協議が調いましたら、道としては説明会を行うということでありますが、

そうなりますと町の所管事務であるところの河川敷運動公園施設の、例えばソフトボール

グラウンドが当面どうなるか等々を、含めたことに対応していかなければならない状況に

もなりますので、早め早めの情報入手と対応に心掛けて参ります。 
もう１点目は、この間、国道の改修に向けて要請をしてきていましたところの、優先課

題としての国道整備で、今金小学校地先の急カーブ解消と歩道橋の撤去について、今金小

学校のＰＴＡ役員会におきまして、校長先生等々含めた教職員も出席頂いて説明をし、理

解を頂いたことから、開発建設部に文書で要請をし、早急に対応して頂くことで手続きを

しているところであります。 
道から派遣を受けています鈴木医師が、赴任任期が切れることから、特に４月から支障

があると思われる内視鏡を主として、週２日間の予定で非常勤内科医師を確保することが

でき、当面の診療体制を整えたいと思っているところであります。しかしあくまでも非常

勤でありますので、今後も常勤医師確保に向けて努力をして参りたいと考えております。 
最後でありますが、本当に一喜一憂したソチオリンピックも幕を閉じたところでありま

す。２５日に帰国した鈴木選手に、お疲れ様との声をかけさせて頂きました。その際、鈴

木さんは、子どもの春休みに今金に来たいという話をしておりましたが、出発前に皆さん

にもお話したように、時間が無いので帰ってきてからの激励会ということをお願いしたい、

という話をしていた訳でありますけれども、３月はまだはっきりしていない、無理だとい

うことでありますので、この後、なんとか時間を取って頂いて是非報告会をお願いしたい

という話をさせて頂いておりますので、その際につきましては、またいろいろと相談とご

協力を賜りますことをよろしくお願い申し上げたいと思います。 
以上、あらかたの情報提供である訳でありますけども、本常任委員会におきまして、定

例会提出議案の説明をさせて頂きながら、ご審議賜りますようよろしくお願い申し上げた

いと思います。 
    ◎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

教育常任員会を開会します。 
    ◎定例会提案案件の説明 
〇委員長（村本照光君） ３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） それでは、説明を致します。 
 ３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３０件であります。その内訳

につきましては、同意案件が１件、新たに条例を制定しようとするものが２件、条例の全

部を改正しようとするものが１件、条例の一部改正をしようとするものが５件、条例を廃

止しようとするものが２件、地方自治法第９６条２の規定により議会の議決をお願いしよ

うとするものが１件、指定管理者の指定を行おうとするものが１件、地方自治法２８６条

第１項の規定により、構成市町村議会の議決をお願いするものが１件、過疎地域自立市町

村計画の変更が１件、それと平成２５年度の一般会計を始め各特別会計での補正予算が７
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件、平成２６年度の一般会計を始め各特別会計での予算が８件、以上３０件であります。 
 それでは、平成２５年度の一般会計他特別会計の補正予算並びに２６年度の予算につき

ましては除きまして、同意第１号から議案第１４号まで、順次提案理由を簡略にご説明致

します。 
 同意第１号では、今金町教育委員の任命についてであります。平成２６年の３月３１日

で任期満了となります同委員の後任の委員についての選任について、同意をお願いするも

のであります。 
 議案第１号では、今金町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例制定についてで

あります。地方自治法の改正により、町長の認可を受けることで不動産を保有し、または

保有を予定している地縁による団体、これは主に自治会・町内会等でありますが、法人格

を有し当該団体名義での不動産登記等が可能であることから、将来的にも当町において設

立することが想定されるため、認可後において不動産登記を行う際に必要な印鑑登録証明

について、係る登録及び発行のための業務を制定するため、本条例を制定しようとするも

のであります。 
議案第２号では、今金町国営緊急農地再編整備事業負担金支払基金条例の制定について

であります。平成２５年度より事業着手を開始しました、今金町の国営緊急農地再編整備

事業について、事業完了後に支払う町負担金の償還に必要な財源の確保のため、基金を設

置する条例を制定しようとするものであります。 
議案第３号では、今金町社会教育委員に関する条例制定についてであります。地域主権

改革第３次一括法の施行により、社会教育法が一部改正されまして、政令及び省令におい

て定めていた各種基準について、国の基準を踏まえつつ、地域の実情を反映できるよう各

自治体の条例で定めるものと改正されたことに伴いまして、本条例の全部を改正しようと

するものであります。 
議案第４号では、今金町国保病院職員特殊勤務手当支給に関する条例の一部を改正する

条例制定であります。このことにつきましては、地域医療を担う医療機関としての、現在

取り組んでいる社会福祉施設、介護施設等において医師による院外での診療等業務、在宅

高齢者等に対する訪問診療の拡充を図り、今後ニーズが高まることが予想されることから、

院外での診療等に関する医師への手当を追加するため、本条例の一部を改正しようとする

ものであります。 
議案第５号では、今金町学童保育所設置条例の一部を改正する条例制定であります。学

童保育所の定員について、現状の入所児童数を考慮し、定員を６０名から７０名に変更す

るため、本条例の一部を改正しようとするものであります。 
議案第６号では、今金町障がい程度区分認定審査会の委員の定数等を定める条例の一部

を改正する条例制定でありますが、これは、地域社会における共生の実現に向けた新たな

障がい保健福祉施策を講ずるための、関係法律の整備に関する法律の施行によりまして、

文言の整理でありまして、障がい程度区分が、障がい支援区分に変更されたことにともな

いまして、本条例の一部を改正しようとするものであります。 
議案第７号では、今金町国保病院使用料及び手数料条例の一部を改正する条例制定であ
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ります。従前、国保病院において、電気使用量として収入しておりました、入院患者が病

室内で使用する電気毛布、電気敷布、ラジカセ、扇風機などの電気代につきましては、診

療報酬の改定に伴いまして、これらが経費として丸めで、という形で入院基本料に含まれ

るとの見解が示されておりますので、今後、収入が見込めないことから本条例の一部を改

正しようとするものであります。 
議案第８号では、今金町国民健康保険奨学金貸与条例の一部を改正する条例制定であり

ます。今後、医療技術職としての確保が困難と思われます薬剤師、臨床検査技師、放射線

技師などの計画的な確保が行なえるよう、奨学金貸与の対象職種を拡大するため、本条例

の一部を改正しようとするものであります。 
議案第９号では、今金町母と子の家の条例を廃止する条例制定であります。建築から既

に４８年が経過しており、施設の老朽化も著しく、当該施設の役割も終えているというこ

とを判断した中で、本条例の廃止をしようとするものであります。 
議案第１０号では、今金町農業気象センター設置及び管理に関する条例を廃止する条例

制定であります。本施設は気象災害の予防軽減、農作業の効率化の推進など、農業気象を

高度に利用する方策の一環として設置されておりました。昨今の情報通信網等の発達に伴

いまして、本施設の初期の設置目的を果たしたと判断をし、使用を中止することから本条

例を廃止しようとするものであります。 
議案第１１号では、定住自立圏の形成に関する協定の締結であります。函館市との間に

おいて、定住自立圏形成協定を締結するため、地方自治法第９６条の２の規定による、今

金町定住自立圏形成協定の議決に関する条例の規定に基づき、議会の議決をお願いするも

のであります。 
議案第１２号では、今金町観光施設に係る指定管理者の指定であります。当該公の施設

の指定管理者を指定するため、地方自治法第２４４条の２第６項の規定に基づきまして、

議会の議決をお願いするものであります。 
議案第１３号では、北海道市町村職員退職手当組合規約の変更であります。本組合の組

織団体であります、上川中部消防組合、伊達壮瞥学校給食組合、これが解散脱退をするこ

とに伴いまして、規約の変更について自治法の規定に基づき、構成町村議会の議決をお願

いするものであります。 
議案第１４号では、今金町過疎地域自立促進市町村計画の変更であります。患者輸送バ

ス購入事業を新規に搭載し、本計画を変更するため、過疎地域自立促進特別措置法の規定

に基づき、議会の議決をお願いするものであります。 
以上であります。 
なお、前段でお願いを申し上げておきたいのでありますが、本来、合同委員会の提案の

お願いにつきましては、この会議の最後にお願いすることでありますが、説明の都合がご

ざいますので、国営農地再編推進室の所管にしております、議案の第２号の、今金町国営

緊急農地再編整備事業負担金支払い基金条例制定について、それと、産業振興課が所管し

ております、指定管理者の指定について、この２件につきましては、合同委員会において

審議をお願いしたいと思っておりますので、本席においての説明を省略させて頂きたいと
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考えております。委員長のご配慮をどうぞよろしくお願い致します。 
以上であります。 

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

受けしたいと思います。ございませんか。無いようですので、次に進みます。 
    ◎各課説明事項 
〇委員長（村本照光君） これより、各課説明事項についてを議題と致します。 
 始めに、産業振興課より説明をお願い致します。産業振興課長、森君。 
〇産業振興課長（森 朋彦君） こんにちは。産業振興課からは、本日お配りをしました

常任委員会資料に基づきまして、説明事項が４件、報告事項が２件について申し上げます。 
 なお、説明事項の３件目の、２６年度一般会計予算案の概要につきましては、４件目に

挙げております新規事業についてを中心としながら、主なところの説明をさせて頂きます。 
 また、新規事業につきましては、常任委員会の資料の他に、まちづくり推進課の方で各

課の事業の取りまとめをして、新年度実施事業の概要ということでお配りをしているもの

があります。こちらの方の資料も併用しながら説明をさせて頂きます。このことに係わり

まして、１番の資料の記載の内容に誤りがございました。本日正誤表ということで、お配

りをさせて頂いておりますが、ページで言いますと、４１ページの施設園芸作物推進事業

の新規の政策事業調書になります。このところの事業内容につきまして、正誤表にありま

す通り、１番最後の括弧書きの部分、ここを下線を引いておりますけれども、上限、増棟

６００坪、新規１，０００坪ということで記載がございますが、ここのところを、事業実

施期間内で上限６００坪、ということで訂正をさせて頂きたいと思います。お詫びを申し

上げながら、訂正をよろしくお願いを致します。 
それでは、内容の説明につきましては、それぞれ担当致します課長補佐の方から説明を

させて頂きます。 
〇委員長（村本照光君） 課長補佐、川平君。 
〇産業振興課長補佐（川平秀明君） それでは、最初に説明事項を説明させて頂きます。 
 説明事項の１、今金町農業気象情報センター設置及び管理に関する条例を廃止する条例

案について、説明致します。１ページになります。 
 この、今金町農業気象情報センターにつきましては、農業情報の予防の軽減や、農作業

の効率化、農業経営の安定化を資することを目的に、農業気象を高度に利用する方策の一

環として平成１１年度に整備しております。整備した内容につきましては、この３の施設

にあります、今金町農業気象情報センター以下、中里地区気象観測所を含めて５カ所、全

部で６カ所になっております。この６カ所を平成１１年度に整備したところでありました

が、昨今の情報通信網の発達に伴いまして、利用率がものすごく低下しておりました。本

施設の設置目的は達成されたものと判断致しまして、昨年の２５年３月末日を以って、使

用を全て中止していたところであります。それにより、今回の条例廃止に至ったものであ

ります。 
 また、関連予算と致しましては、下の方にありますが、農業振興費におきまして、農業

気象関連営農システム撤去工事外ということで予算計上をさせて頂いておりますので、よ
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ろしくお願い致します。 
 続きまして、説明事項の２、平成２５年度一般会計補正予算第５号の概要について、説

明致します。２ページからになります。主なもののみ説明させて頂きます。 
 歳入ですけれども、１１款分担金及び負担金、１項負担金、４目農林水産業費負担金６

３万６，０００円の追加、これは１節農業費負担金の追加でありまして、中身につきまし

ては、国営利別川一期地区かんがい排水事業受益者負担金の増であり、これは繰上償還が

あったことによる追加であります。 
 そのページの一番下、下段になりますが、歳出です。５款労働費、１項労働諸費、１目

労働諸費５１万２，０００円の減額、この主なものは１２節役務費で、健康診断手数料の

減額、１６節原材料費で、機動職業訓練原材料費の減額であります。 
 続いて３ページになりますが、６款農業水産費、１項農業費、２目農業振興費２４２万

５，０００円の減額、主なものにつきましては、１９節の負担金補助及び交付金で、主な

ものと致しましてしまして、今金男爵ブランド向上対策事業１４０万円の減額、クリーン

農業推進事業補助金１０万２，０００円の減額、環境保全型農業直接支払交付金１５万１，

０００円の減額、担い手対策交付金６４万４，０００円の減額であります。共にこれは事

業精査または、事業実績による減額であります。４目畜産業費１００万円の減額、これは

１９節負担金補助及び交付金でありまして、牛群繁殖管理推進事業補助金の減額であり、

これは事業精査による減額であります。 
 ６目土地改良費からは、津山補佐の説明になります。 
〇委員長（村本照光君） 課長補佐、津山君。 
〇産業振興課長補佐（津山泰彦君） こんにちは。私の方からは、耕地関係、林務関係、

商工観光関係についてご説明を申し上げます。 
 ６目土地改良費におきまして６３万６，０００円の追加は、先ほど歳入のところで説明

を致しましたけども、国営利別川一期地区の配水事業負担金ということで、これは２名の

繰上償還によるもので、歳入と同額となっております。 
 続きまして、６款、２項林業費、１目林業振興費において４６万８，０００円の減額は、

８節報償費におきまして、有害鳥獣駆除報償費の減額が３３万８，０００円ということに

なります。これは当初、熊１５頭、鹿５頭の捕獲を予定しておりましたけども、実績で以

って、熊が６頭、鹿が１頭となったことによる減額でございます。 
 次のページ、４ページをお開き願います。２目造林事業費におきまして１８４万７，０

００円の減額は、造林工事外でございまして、これは伐採木の数量の変更に伴う減額とい

うことでございます。 
続きまして、７款商工費、１項商工費、１目商工総務費におきまして４８９万６，００

０円の減額は、１９節負担金補助及び交付金で、今金町地場材活用促進補助金で２００万

円の減、これは当初１００万円ずつ６件の予算をもっておりましたけども、１００万円の

補助が２件、それと２００万円の補助が１件、合わせて３件の実績があったということに

なります。 
同じく住宅リフォーム助成事業補助金で２８９万６，０００円の減額は、実績と致しまし
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て９６件の申し込みがあったことから、これらの減額ということになります。 
続きまして、２目商工業振興費におきまして６０万円の追加は、１９節負担金補助及び

交付金で、中小企業融資制度利子補給費補助金でございまして、実績による追加でござい

ます。道銀におきましては１７件、信金さんで５件利用がありました。 
続きまして、３目観光費におきまして、１１節需用費におきまして８２４万８，０００

円の減、これは光熱水費、ピリカ温泉のポンプ室の電気料でございますけども、１８万２，

０００円の追加。修繕料におきまして、精査によって８４３万円の減額ということでござ

います。 
続きまして、１３節委託料におきまして１７万７，０００円の減額は、ピリカ公園管理

委託料で５万７，０００円の追加、ピリカスキー場策道施設整備業務委託料で２８万７，

０００円の追加は、それぞれ事業精査による追加でございます。また美利河環焼保全林等

整備業務委託料において５２万１，０００円の減額は、今年度もカニカン岳が災害のため

に通行止めになったことから、減額ということでございます。 
以上で説明を終わらせて頂きます。 

〇委員長（村本照光君） 課長補佐、川平君。 
〇産業振興課長補佐（川平秀明君） それでは、続きまして、説明事項の３、平成２６年

度一般会計予算案の概要について、説明致します。資料につきましては５ページからにな

ります。 
 歳入から説明させて頂きます。１１款分担金及び負担金、１項負担金、４目農林水産業

費負担金、本年度予算額が８２７万１，０００円、前年度予算額が５４７万５，０００円、

前年度比較で２７９万６，０００円の増であります。この増の主な要因につきましては、

農業基盤整備促進事業負担金の増であり、これは、暗渠排水事業の受益者負担分でありま

す。１４款道支出金、２項道補助金、４目農林水産業費道補助金、本年度予算額が１億４，

９１５万円、前年度予算額が９１４３万２，０００円、前年度比較で５，７７１万８，０

００円の増。増の主な要因につきましては、１節農業費補助金で６，０５４万４，０００

円の増。これは、先ほどと同じ農業基盤整備促進事業補助金であり、これは補助金の暗渠

整備事業等の補助金の増であります。 
 続きまして６ページになりますが、２節林業費補助金、前年度対比で２８２万６，００

０円の減になっております。これにつきましては、平成２５年度まで実施しておりました、

森林整備加速化林業再生事業を本年度は実施しないことにより減額となっております。１

４款道支出金、３項委託金、３目農林水産業費委託金、本年度予算額が４４万９，０００

円、前年度予算額が２，０４４万３，０００円、前年度比較で１，９９９万４，０００円

の減額。この減額の主な要因につきましては、国営農地整備事業への換地業務の委託金で

ありまして、平成２５年度当初は、産業振興課で予算計上しておりましたが、２６年度か

らは国営農地再編整備推進室へ予算を移行したことによる減額であります。１９款諸収入、

４項雑入、２目雑入、本年度予算額が９６８万６，０００円、前年度予算額が８０万８，

０００円、前年度比較で８８７万８，０００円の増。これの主な要因につきましては、今

金町地区機械施設利用組合負担金の増であり、これは５地区機械組合からの負担金の増で
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あります。 
 続きまして、７ページになります。 
歳出になりますが、６款農林水産業費、１項農業費、２目農業振興費、本年度予算額４

３８０万３，０００円、前年度予算額が３，１４６万４，０００円、前年度比較で１，２

３３万９，０００円の増です。これの主な要因につきましては、１５節工事請負費で、気

象情報関連営農支援システム撤去工事外の増と、１９節負担金補助及び交付金において、

新規事業と致しまして、真ん中にありますが、水稲直播栽培推進事業補助金、施設園芸作

物推進事業補助金、その下の、今金町地区機械施設利用組合連合会活動促進事業補助金の

増であります。これらにつきましては新規事業であります。 
また、平成２５年度まで実施しておりました、今金男爵ブランド向上対策事業補助金と、

クリーン農業推進事業補助金につきましては、事業を見直したことにより廃止しておりま

す。 
前後致しますが、先ほどの新年度実施事業の概要を見て頂きたいのですけれども、これ

で、新規事業について説明したいと思います。 
概要の４０ページからになります。 
⑨水稲直播栽培推進事業。これにつきましては、国営緊急農地再編整備事業の施行後の

土地を考えた場合に、米を主体的に作付けさせることを想定した場合に、育苗作業という

ものがかなり省略化できることから、水稲直播栽培は今後の規模拡大を図る上で重要な栽

培方法と考えております。 
現在も水稲直播機械利用組合等が主体的に取り組んでおりますが、その播種機の管理や

利用環境の向上を図ることを目的に、その活動の経費の一部を補助するものであります。 
補助枠と致しましては、年間で７２万９，６００円となっております。 
続きましてその下の４１ページであります。 
施設園芸作物推進事業。これにつきましては大規模化への転嫁が見込まれる中で、施設

園芸は経営転換の一つとして取り組みやすく、小規模でも復興収入が得られるメリットが

あります。 
また、第７次今金町農業振興計画で提案しております、今金型地域複合経営としての規

模拡大型、集約型の二つのスタイルを提案しておりますが、その集約型を推進する目的か

ら施設ハウスの購入費の一部を支援するものであります。 
補助の内訳ですが、買い替えといいますか、入れ替えについては補助対象と致しますが、

増棟につきましては施設ハウスの購入費の１０分の３、今まで始めたことのない人が新し

く始める、新規の場合は１０分の４を上限に補助したい。 
事業期間につきましては３年間であります。 
また、事業の規模に致しましても、事業実施期間内で６００坪を上限として補助したい

と考えております。 
続きまして４２ページであります。 
今金町地区機械施設利用組合連合会活動推進事業であります。近年の農家戸数の減少や

規模拡大等の中で、今金町機械施設利用組合につきましては、地域の中で作業受委託を担



- 12 - 
 

う中心的な活動をしている団体となっております。 
また、先ほど言いました第７次振興計画や、ＪＡの中期計画にあります、今金型複合経

営の規模拡大型を目指す上でも大変重要な農業の支援体制として、この委託団体を中心と

して位置付けているものであります。 
平成２２年にクローラートラクター、サブソイラー、トレーラー等を導入している経過

にあり、それらを使用し作業委託による運営をしているものであります。 
今回はその組織の活動経費に対して助成し、更なる活動の発展を図るものであります。 
助成の額につきましては、８１４万円となっております。 
以上が、新規事業の説明でありました。 
また先ほどの資料に戻って頂きまして８ページになります。８ページの４目畜産業費で

あります。本年度予算額が１，３６５万６千円、前年度予算額が１，４２４万３千円、前

年度比較で５８万７，０００円の減額であります。これの主な要因につきましては、畜産

環境保全施設整備事業補助金でありますが、これは堆肥舎リースの一部補助でありまして、

リースの返済が終わったことによる減額であります。 
続きまして、津山補佐の方からです。 

〇委員長（村本照光君） 課長補佐、津山君。 
〇産業振興課長補佐（津山泰彦君） 引き続き私の方から平成２６年度の新年度予算の説

明をさせて頂きます。 
 ６目土地改良費におきまして、２６年度は８，３２９万８，０００円と、前年度に比べ

まして６，４４７万円の増ということになります。増減の大きいもののみ説明をさせて頂

きます。１５節工事請負費で６，４０６万円ということで、これは農業基盤整備促進工事

外でございます。前年度はゼロでございましたけども、これにつきましては対質強化とい

う事業でもって、平成２４年、２５年実施をしてきましたけども、それに代わる新規事業

ということで、計上をさせて頂いております。 
これの資料につきましては、この委員会資料の１３ページ、それとこちらのまちづくり

の新年度実施事業の概要の、４３ページになります。 
先ほど、体質強化と、ほとんど似たような概要となっておりますけども、これにつきま

しても区画拡大及び暗渠排水を整備することで、営農の効率化や排水性の改善を行い、担

い手への利用集積あるいは、地域の営農体制の確立を図るということを目的としておりま

す。 
１３ページをちょっとご覧いただきたいと思いますけども、この体質強化との比較とい

うことで載せてございます。 
２６年度につきましては、一応予定と致しまして、区画拡大で２ヘクタール、暗渠排水

でもって４０．０４ヘクタールを実施予定としております。事業費につきましては６，４

０６万円ということになります。 
体質強化との比較と致しましては、まず実施主体。これまでは、自主施行も良いですよ

というような事業でございました。ですから、協議会等を作って、協議会発注の下でやる

ことが可能となっておりましたけども、新しい事業では、事業実施主体と致しましては、
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市町村、土地改良区、あるいは農協が実施主体となることで決められております。 
また、整備工種と致しましては、体質強化と同じような形で区画拡大につきましては、

１０アール当たり１０万円、暗渠排水につきましては１０アール当たり１５万円を限度と

して補助をすることとなっております。これにつきましては、体質強化と全く同じような

内容となっております。 
実施期間と致しましては、新しい基盤整備促進事業につきましては、現在のところ周期

無しというような形で、農水省の方から言われておりますので、これにつきましては、し

ばらく続くのかなというふうに考えております。 
予算区分と致しましては、これまでは非公共事業による補助事業という取扱いになって

おりましたけども、新しい事業は公共予算による補助事業、これは開発予算に計上される

ということになっております。 
以上で、農業基盤整備促進事業についての説明を終わらせて頂きます。 
また資料の８ページに戻って頂きまして、１８節備品購入費、今年度はゼロでしたけど

も、来年度１４万９，０００円を計上しておりますけども、これは大判プリンター、産業

振興課にありますけども、これのプリンターのパソコンを新しく購入をするということで

ございます。これはＸＰのサポートが終了するということで新しくパソコンを購入すると

いうことでございます。 
続きまして、１目林業振興費におきまして、１３節委託料で、前年度ゼロになっていま

すけども、これは未利用林地残材活用モデル事業の委託料ということで、６月補正で補正

をお願いしたところでございまして、当初予算から比べると、５００万円の増となってお

りますけども、現状と致しましては、同額ということで捉えて頂きたいと思います。 
次に、１９節負担金補助及び交付金におきまして、１７５７万２，０００円、今年度と

比べると、１，０１１万８，０００円の増ということでございますけども、これにつきま

しては、一番下の森林整備地域活動支援交付金で、この部分が大きく増額となっていると

ころでございます。これはですね、去年までは、作業路網の補助金が、例えば砂利敷きが

だめだとか、いろいろ制約があったもので使い勝手が非常に悪かったということで、所有

者の方から要望がなかなか挙がってこなかったんです。それが、平成２６年度につきまし

ては、いろんなそういった制約が取れまして、緩和されたということもありまして、２６

年度につきましては、作業路網１，０００ヘクタールを予定しておりまして、これの補助

金がヘクタール当たり１万円ということで、その分がほぼ増額と、１，０００万円増額と

いうことになってございます。 
次のページ、１０ページをお開き願います。２目造林事業費におきまして３４０３万８，

０００円、今年度と比較して５，２００万円の減額は、１２節役務費におきまして、森林

国営保険料が２５７万１，０００円の減額。これは１０年スパンで保険をかけております

けども、平成２５年度につきましては、１５０．２ヘクタールの保険をかけておりました

けども、平成２６年度につきましては、１１．４ヘクタールに少なくなっていくというこ

とで、これはあくまでその年の保険をかけている面積によるもので、そういうような形に

なっております。 
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続きまして、１５節工事請負費におきまして３，２８０万円、今年度と比較致しまして

２７１万円の減額の主なものと致しましては、ほとんど面積的にも変わっておりません。

上から３つ目の保育間伐というのがあります。これが新規メニューで、これまでは切り捨

て間伐がだめだと、間伐をしたら必ず搬出をしなければならなかったんですけども、２６

年度からは切り捨て間伐もＯＫだよということで、こちらの方にメニューを切り替えて実

施をしたいというふうに考えております。 
次に、３目林道費におきまして１，２１２万４，０００円、今年度と比較を致しまして

２，４６０万１，０００円の減は、１５節工事請負費におきまして、林業専用道の稲穂支

線開設工事外が減になった要因でございます。これが２，４５０万円の減ということにな

ります。稲穂支線につきましては、平成２６年度に完成をする予定となっております。延

長と致しましては７６１メートル。 
それで大変申し訳ございません、訂正を一つお願いしたいんですけども、予算参考資料

の５７ページに、稲穂支線の位置図を載せている図面がございます。この図面の中で、延

長を６５２メートルと表記をしておりましたけども、正確には７６１メートルということ

で訂正をお願いしたいと思います。大変申し訳ございませんでした。 
続きまして、１項商工費におきまして１，６１２万１，０００円、これは今年度と比較

して２万６，０００円の増なんですけども、１９節負担金補助及び交付金の中で、今金町

地場材活用促進事業につきましては、２６年度につきましても１００万円の６件、６００

万円。住宅リフォーム助成事業補助金につきましても、２５万円の４０件ということで、

１，０００万円を計上しております。 
続きまして、２目商工業振興費でございます。２６年度につきましては２，６６５万９，

０００円、今年度と比較致しまして、９３１万４，０００円の増ということになります。

これの主なものにつきましては、１９節負担金補助及び交付金で、主に大きなものと致し

ましては、下から２つです。 
１つ目と致しましては、下から２番目の、小規模事業者経営改善資金融資制度利子補給

費補助金でございます。これは新規事業でございまして、こちらにつきましては、この資

料の１４、１５ページ。それとまちづくりで出しております資料の４４ページになります。 
１４、１５ページをご覧いただきたいと思います。この新規事業と致しましては、本町

の商工業者においては、小規模事業者が大部分を占めているところであり、この融資制度

の活用によって小規模事業者にとっては有利な融資環境が整うと共に、町財政においては、

小さなクレジットリスクと財政負担であるということの効果が期待をされるところでご

ざいます。 
１４、１５ページになりますけども、枠３つございます。一番左の枠が、現行の制度に

なります。真ん中の枠になりますけども、これは現行制度の内容を少し拡充をしたもので

ございます。 
まず、その真ん中の枠のところですけども、融資及び利子の補給の対象というものは変

わっておりません。 
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資金の概要というところになりますけども、これにつきましては融資限度額、現行のも

のにつきましては７００万円から１，０００万円ということでございますけども、真ん中

のところは運転資金及び設備資金共に、融資限度額が１，５００万円。 
また、特別運転資金の償還期間、これまでは７年以内となっていたものを１０年以内と

いうふうに、変更をさせて頂きたいというふうに思っております。 
また、利率の設定及び補償については、現行と違いはございません。 
次に、融資枠でございますけども、現行は総枠で１億３，０００万円で、２金融機関へ

等配分するというふうに決めておりました。ということは、６，５００万円ずつを融資枠

ということで考えておりますけども、新しい制度につきましては、総枠は１億３，０００

万円と変わらないんですけども、金融機関への配分は貸付の状況に応じて調整をするとい

うことになります。ですから例えば８，０００万円と５，０００万円というふうな融資枠

を設定できる、というふうに変えてございます。 
また、利子補給手続きについては、同様というふうになっております。 
一番右側の、新規の事業制度でございますけども、これはあくまでも小規模事業者、こ

こでいうと、常時使用する従業員が２０人以下の事業所に対応をするということで決めて

おります。ですから、小規模事業者にとっては非常に有利な融資制度になるのかなという

ふうに考えております。 
資金の概要につきましては、運転資金並びに設備資金共に、１，５００万円を上限とし

て併用した場合でも１，５００万円が上限というふうになります。 
利率の設定につきましては、現行の制度につきましてはここに書いております通り、日

本政策金融公庫国民生活事業基準利子プラス１．６５％以内というふうに書かれておりま

すけども、新しい制度では日本政策金融公庫のみの金利が科せられるというふうになりま

す。保障につきましても、これまでは北海道信用保証協会の保証と、必要と認める時は担

保あるいは、連帯保証人を徴求することができるというふうに決めておりますけども、新

しい事業は無担保・無保証ということで、クレジットリスクというのは全て公庫が負担を

するというふうになっております。 
融資枠につきましては、特に定めておりません。 
次に、利子補給についてですけども、１，５００万円まで借りられるのですが、内の利

子補給というのは、融資額の５００万円までを負担率が１％を下回らない範囲において、

１％以内の利率分を補給するということでございます。 
ちなみに、日本政策金融公庫の、これ平成２５年１１月４日の利率でございますけども、

このときには１．６％というふうになっております。ですから、この利率は、今、確認し

ておりませんけども、１．６％というふうになったときには、町の方で０．６％の利子補

給をすると。借主は１％を償還していくというふうになります。 
手続きと致しましては、あっせんは同じ商工会なんですけども、これまでのやつは道銀

あるいは、渡島信金が融資の金融機関というふうになっておりましたけども、新しい制度

では、日本政策金融公庫が融資機関ということになります。 
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以上で、小規模事業者経営改善資金融資制度利子補給事業について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、次、プレミアム商品券発行事業補助金ということで、

これも新規事業でございます。１，０００万円でございます。これもまちづくりの新年度

実施事業の概要の４５ページになります。こちらをご覧頂きたいと思います。 
プレミアム商品券の発行補助事業につきましては、皆さんご承知のように４月から消費

税が８％に増税となります。 
また、これによって地域経済が落ち込むということも、当然、懸念されますし、購買力

の町外流出防止による、町内での消費の拡大を図り町内経済の活性化に期待ができるとい

うことで、このプレミアム商品券を発行しようとするものでございます。 
一応まだ決まっておりませんけども、８月までを目途にこのプレミアム商品券を発行し

たいというふうに思っております。１万円の５，０００セット、５，０００万円。これの

プレミアが２０％付くということで、５，０００万円の２０％、１，０００万円を計上を

させて頂きました。 
次に、また１１ページに戻って頂きまして、３目観光費、２６年度につきましては５，

９８０万円、今年度と比較をして１，０４０万１，０００円の減額というふうになってお

ります。増減の主なものについて説明をさせて頂きます。３節職員手当費で、今年度はゼ

ロでございましたけども、２６年度につきましては１９８万円を計上させてもらっており

ます。これは地域おこし協力隊嘱託手当ということで、これにつきましては今後の各種イ

ベント及び今金町のＰＲ事業への対応をして頂くために、この地域おこし協力隊を採用し

たいというふうに考えております。 
次に、１１節需用費におきまして、２６年度７１１万９，０００円、今年度と比較をし

まして４６８万７，０００円の減額は修繕料で、スキー場関連のものが主なものでござい

ます。 
次に、１３節委託料におきまして、２６年度３，７４８万４，０００円、今年度と比較

を致しまして７００万８，０００円の減額は、指定管理料の減額と、毎年行っておりまし

た策道施設の点検整備委託料が、２６年度から無くなるということで、この２つが主な減

額の要因となっております。 
続きまして、１４節使用料及び賃借料において、２６年度１１３万円、今年度と比較を

致しまして３２８万５，０００円の減額は、圧雪車のリース料が主なものでございます。 
それと、１６節原材料費、２６年度はゼロ、５０万円の減でございますけども、これも、

ゲレンデの管理用の材料費の減が主なものでございます。 
次に、１９節負担金補助及び交付金でございます。２６年度は１，０６０万２，０００

円、今年度と比較を致しまして２６０万８，０００円の増ということでございます。この

増の主なものにつきましては、１つ目としては下から３つ目の、今金町観光協会観光事業

補助金ということで、これにつきましてはですね、これまで雪まつり等々につきまして実

施をしていたときに、ＳＴＶラジオを招いて公開録音なのか、ステージで、アナウンサー

が来ていろいろやって頂きました。それからもう１０年が経過したということで、そろそ
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ろ、いいとこ祭りに合わせてなんですけども、そろそろ一度またＳＴＶラジオに来て頂い

て、少し大規模にやってみたいというような観光協会からの申し入れもありまして、この

部分のイベント費ということで増額というふうにさせて頂いております。 
それと、一番下の、今金町ご当地グルメ推進事業補助金、これは１００万円ですけども、

これにつきましては今年度のポテサラごはん等々の反省点も踏まえながら、リニューアル

するための開発のための費用ということで計上をさせて頂きました。 
以上で、私からの説明を終わらせて頂きます。 

〇委員長（村本照光君） 課長補佐、川平君。 
〇産業振興課長補佐（川平秀明君） 続きまして、報告事項を説明させて頂きます。 
１６ページからになりますが、報告事項の１、水稲及び販売関係、農業共済支払状況等

について。 
まず１、平成２６年産米の配分についてでありますが、平成２６年産の米の配分につき

ましては、配分数量、生産数量目標値が６，００３トン、面積に換算しますと１，２００．

９ヘクタール、前年と比較しますと数量で１９９トンの減、面積で４１．８ヘクタールの

減となっております。 
その下になりますが、２、平成２６年度水稲種子品種別申込状況であります。これは１

月３１日現在であります。構成比で一番多いのが、ななつぼしであり１万８，９７０㎏、

２番目がふっくりんこ１万５，１４０㎏、３番目がゆめぴりか６，４３０㎏であります。

この構成比の順番につきましては昨年と同様であります。 
続きまして、その右側にあります３、平成２５年度農協販売実績総括表であります。米、

馬鈴薯、雑穀、小麦、甜菜、蔬菜（そさい）の合計が３５億８，９０５万６，０１９円。

酪農・畜産で１０億６，８６３万４，１７６円。合計で４６億５，７６９万１９５円とな

っております。 
１７ページになりますけれども、４、年度別水稲作付面積、ランク、米の直接言払い及

び水田活用交付金金額一覧表であります。平成１６年度から２６年度までの主食用米の配

分面積、作付面積等が記載されています。一番左の欄には、産地づくり、水田活用交付金

等が記載されているものでありますので、後ほどお目通しをお願い致します。 
５、年度別農業共済金支払実績。これも平成１８年度から２５年度までのものでありま

す。２５年度につきましては、１月末日の数値となっております。２５年度の１月末の支

払実績は、４，５９７万１，５８３円となっております。 
続きまして１８ページになりますが、報告事項の２、平成２６年産米の精算数量目標に

ついてでありますが、先ほども米の配分数量と面積について説明致しましたが、こちらで

は詳細について書かれておりますので、後ほどお目通しをお願い致します。 
以上で終わります。 

〇委員長（村本照光君） ここで、暫時休憩したいと思います。時計で２時４５分まで休

憩致します。 
休憩 １４時３５分 
開議 １４時４５分 
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〇委員長（村本照光君） 休憩を閉じ、開議致します。 
産業振興課の説明が終わりました。ここで委員の皆さんから、ご意見、ご質問頂きたい

と思います。向井君。 
〇３番（向井孝一君） ４３ページ、新規事業の関係ですけども、２５年までは体質強化

で、暗渠それから区画整理等、水田、畑作含めてやってきた訳ですけれども、これ以降は

公共事業として前年度に申込みを取って、次年度の採択ということになるんですか。 
〇委員長（村本照光君） 津山君。 
〇産業振興課長補佐（津山泰彦君） 昨年７月頃に、２６年度の要望の取りまとめ、聞き

取りをやっておりまして、今回３月にまた農業者全員に案内をさせて頂いたんですけども、

それにつきましては２６年度の特定したほ場の聞き取りと、２７年度以降の要望を３月中

に取りまとめをしたいというふうに考えております。 
〇委員長（村本照光君） 向井君。 
〇３番（向井孝一君） 体質強化の場合は、例えば自分でトラクターなりユンボを借りて

きてやるということが可能だったんですけども、この事業については、それはだめだよと

いう先ほどの説明だったんですけども、そうすると、区画で１０万円、それから暗渠排水

で１５万円というのは、業者に頼むと、例えば設計図面だとかそういうものをすると自己

負担というのは、相当かかるような気がするんですけども、その辺のシミュレーションと

いうのはどのくらいで抑えているんですか。 
〇委員長（村本照光君） 課長補佐、津山君。 
〇産業振興課長補佐（津山泰彦君） 先ほども説明したように新年度からは、これまでは

協議会が発注という形式を取らせて頂きました。ただ、当然、設計書関係はうちの方でお

手伝いをしなければならないので、うちの方で設計を組みながら協議会が発注という形式

を取らせて頂きましたけども、新年度につきましては、これは全く町が発注をして、指名

委員会の中で業者を決めて、中で発注をしていくというような形を取っていかなければな

らないというふうに考えております。 
 今回３月に案内をさせてもらった時に、注意事項という２枚目の紙を一緒に同封させて

頂きました。その中で、暗渠の水田につきましては概ね２０万円程度。これは２５年度の

実績でございますけども、それで畑につきましては１５万円を切るような形の、これは平

均値ですけども、掛かりましたよということで皆さんにご案内をさせて頂きました。当然、

消費税上がりますから、その部分は当然アップになるでしょうし、１４万７千円程度の平

均値ということで、それもあくまでも書きましたけども、最少掘削地が６０㎝程度のとき

に大体そのくらいで収まりますということで、皆さんの所に周知をさせて頂きました。で

すから、これを７０㎝あるいは８０㎝というふうになると、当然、１５万円は超えてきま

すし、何でこの事業費が決まるかというと、入るチップの量が大体その工事費を左右する

大きな要因だというふうに理解しております。ですから、２６年度になるとどのくらいに

なるかというと、今の消費税分程度、６０㎝であれば大体概ね同程度の金額で済むのかな

というふうに予想はしております。 
 以上です。 
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〇委員長（村本照光君） 向井君。 
〇３番（向井孝一君） そこで、もう一つ確認しておきたいんですけども、この事業につ

いては町としてチップで疎水材はいくという考えなのか、それとも自分で用意できる部分

含めて何でも良いよということがあるのか。体質強化の場合はチップ材、疎水材について

は何でも良いというような表現に理解したんですけども、その辺はどの辺までの許容範囲

なんですか。 
〇委員長（村本照光君） 課長補佐、津山君。 
〇産業振興課長補佐（津山泰彦君） 暗渠疎水材についても、これは２５年度につきまし

ては、受益者の方が望む疎水材を使って良いですよということで、施工前に必ず何が良い

ですかという聞き取りはやってきました。１００％これはチップでということで、他の疎

水材を望む方は居りませんでした。 
２６年度につきましても、これはあくまでも受益者が望む疎水材で施行はしていきたい

というふうに考えております。 
〇委員長（村本照光君） 他、ございませんか。村上君。 
〇１番（村上忠弘君） 村上です。新規事業の部分で、水稲直播関係でお聞き致します。 
 国営事業の完成に向かっての普及という形で、その直播をこれから普及させるという形

の中で、３０年度までその予算を計上している訳ですけども、これはあくまでも播種機の

管理という形なんですけども、管理だけでしか考えていないということなんですか。 
〇委員長（村本照光君） 課長補佐、川平君。 
〇産業振興課長補佐（川平秀明君） 考え方と致しましては、機械の補助ということでは

なくて、その組織全体に対する補助という考え方になっております。 
〇委員長（村本照光君） 村上君。 
〇１番（村上忠弘君） ということになれば、要するに、組織をきちんと位置付けるため

の助成ということですよね、今、言うのは。本来、直播をきちんと確立させるのであれば、

本来なら播種機を、今、１台導入していますよね。今後もう１台新たな導入計画という部

分については、お考えは持っていないということですか。 
〇委員長（村本照光君） 副町長、清水君。 
〇副町長（清水 寛君） 休憩を少し、お願いしたいのですけども。 
〇委員長（村本照光君） はい。休憩します。 

休憩 １４時５５分 
開議 １４時５７分 

〇委員長（村本照光君） それでは、休憩を閉じます。 
 他に何か、ご質問ございませんか。向井君。 
〇３番（向井孝一君） ３ページの、林業振興費の中で、有害鳥獣の報償費、減額にはな

っているんですけども、猟友会から要望があって、新規に免許を取る方あるいは更新時に

ついて助成を出して頂きたいということで、その予算計上した経過がありますけれども、

２５年度において何名が、そういう対象者ありましたか。 
〇委員長（村本照光君） 産業振興課長、森君。 
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〇産業振興課長（森 朋彦君） 大変申し訳ございません。今、詳細な数字がございませ

んが、当初の予算で持たせて頂いている通り、今の猟友会の方に加盟をしている方で、例

えば免許の更新ですとか、諸々の予定をされていたものについては、措置をさせて頂いた

経過があります。人数につきまして、ただ今お知らせをしたいと思いますので、少々お時

間を頂ければと思います。 
〇委員長（村本照光君） 向井君。 
〇３番（向井孝一君） 同じ３ページですが、畜産業費で牛群の繁殖管理、これは共済が

やっている事業なんですが、それで今金町の酪農全体の中で全戸がこの対象としてやって

いるのかどうか。あるいは何％くらいがやっているというのを数字がありましたら、ちょ

っとお知らせ頂きたいと。 
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 朋彦君） これについて、実績見込みで、精算が終わっていません

ので、実績見込みで今回１度減額を精査させて頂いておりますけども、当初の見込みでい

いますと、対象となる個体数については乳牛で９５０頭、肉牛で１，０００頭、合計の１，

９５０頭を見込みまして、この内、初回助成に該当するものについて、過去２２年度、２

３年度の値を参考にして５８．５％の頭数、１，１４０頭。これが該当になるだろうとい

うことで見込みを立てさせて頂いておりました。 
ただ、そこの数に、今、到達をしない部分がありますので、それについて今回見込みで

精査をさせて頂いたということであります。 
〇委員長（村本照光君） 向井君。 
〇３番（向井孝一君） この牛群の繁殖管理というのは、もう結構年数が経っているんで

すよね。そういう中において、ちょっとこの数字を聞いた限りでは、ずいぶん少ないなと

いう感じを受けた訳ですけども、牛群繁殖のエコーの機械についても過去に町が助成をし

て、入れた経過がございますよね。その経過に基づいて道南共済全体で各町村で取り組ん

でいる事業なんですけども、今金が早いとは言えない。後半の方でそういう助成を結構や

ってきたというのがあるんですけども、そのエコーの機械というのは、今、何台でどう機

能しているのかというのを、お訊ねしたいと思います。 
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 朋彦君） 共済組合の方で行っている事業で、ただ今確認をさせて

頂きたいと思いますので、少々またお時間を頂ければと思います。 
〇委員長（村本照光君） それでは他にございませんか。村瀬君。 
〇１１番（村瀬 広君） 村瀬です。新年度新事業の概要の資料のですね、４１ページの

施設園芸作物推進事業のですね、ハウスの導入に対しての補助の関係なんですけども、こ

こで見る、坪単価８，５００円とあるのは、４月からの消費税増を見込んだ数字なのかど

うかお訊ねします。 
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 朋彦君） 仰る通りでありまして、見込みの数字でございます。 
〇委員長（村本照光君） 村瀬君。 
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〇１１番（村瀬 広君） 当然、新年度の予算ですから、定例会を経て４月１日からとな

るのでございましょうけども、希望する農業者にとっては、できれば４月前、消費税が上

がる前に発注してなんとかそれぞれ受益者の負担あるいは、町の負担を減らす方向にとい

う要望が数多くあるように聞いてますけども、その辺をどのように考えているか、お教え

ください。 
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 朋彦君） 仰る通りのお気持ちは私たちも伺っておりまして、その

ことも検討致しまして、ただ、予算の執行の原則と致しましては、やはり４月１日から始

まって３月３１日という期間で、事業が執行されて費用の方も相応に支払いが行なわれる

という原則に立ち戻ったときに、タイミングとしては確かに少々、導入される農家の方に

とっては、辛いところもあるのかもしれませんが、そこについては了承頂きたいというこ

とで、あくまでも４月１日以降の契約でということでお願いをしている次第であります。 
〇委員長（村本照光君） よろしいですか。他、ございませんか。 
 それでは、留保していたものについて、産業振興課長、森君。 
〇産業振興課長（森 朋彦君） 先ほど、ご質問がありました猟友会の関係であります。

それで、これにつきましては、狩猟者登録、それから猟友会の登録料、狩猟免許の更新の

手数料等について支援をさせて頂く事になりますが、２５年度の該当者につきましては、

更新において制度を活用された方が１６人であります。 
 なお、新たに免許を取られた方は１名ということでありますので、そのことも付け加え

させて頂きたいと思います。 
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 朋彦君） 引き続き、申し訳ありません。先ほどの、エコーの関係

でありますが、町の方で導入をしたものが２台と、共済組合の方で１台、合計３台であり

まして、これについては、共済組合の方で管理、活用を頂いているということであります。 
〇委員長（村本照光君） よろしいですか。他、ございませんか。向井君。 
〇３番（向井孝一君） １０ページの、商工費の中で住宅のリフォームの助成が、新年度

では２５万円ということですが、これは去年まで３０万円みたと思うんですけども、減額

した理由をお聞かせ下さい。 
〇委員長（村本照光君） 産業新課長、森君。 
〇産業振興課長（森 朋彦君） 上限の３０万円は変わりません。ただ、予算を積算する

上で３０万円を限度にという方ばかりではないものですから、平均値ということで２５万

円程度を見込んでの４０件ということで、予算立てをさせて頂いたと。 
〇委員長（村本照光君） あと、よろしいですか。 
 無ければ、産業振興課の質疑を終わります。 
〇委員長（村本照光君） 次に、国営農地再編推進室から、説明をお願い致します。推進

室長、宮本君。 
〇国営農地再編推進室長（宮本 彰君） ごくろうさまです。私の方から、国営農地再編

推進室の部分として、説明事項３件、報告事項１件について、ご説明申し上げたいと思い
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ます。 
 なお、説明事項の条例案の部分については後日の説明ということで、今回割愛をさせて

頂きます。 
説明につきましては、国営農地再編推進室次長よりご説明申し上げます。 

〇委員長（村本照光君） 国営農地再編推進室次長、住吉君。 
〇国営農地再編推進室次長（住吉 淳君） こんにちは。それでは私の方から説明させて

頂きます。 
 説明事項の１番につきましては、今、室長の方からもお話がありましたので、合同委員

会の方での説明となりますので、よろしくお願い致します。 
それでは、説明事項の２番、平成２５年度一般会計補正予算第５号の概要について説明

致します。４ページをご覧ください。 
歳出について、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

９１万７，０００円の減額は、需用費、委託料については執行残となっております。１９

節負担金補助及び交付金の５１万７，０００円の減額につきましては、北海道土地改良事

業団体連合会負担金で、内訳と致しましては、職員派遣分が額の確定による２１万７，０

００円の減額。土地連賦課金３０万円の減額につきましては、当初予算におきまして国営

事業に係る事業費賦課金として予算計上しておりましたが、平成２５年度の事業と致しま

しては、設計業務のみとなっておりまして建設工事が無かったことから、賦課されないと

いうことが分かりましたので、この度全額を減額させて頂きます。 
歳入の補正はございません。 
続きまして、平成２６年度一般会計予算案国営農地再編推進室所管概要について、説明

致します。 
歳入につきましては、１３款国庫支出金、３項委託金、１目農林水産業費委託金、本年

度４００万円に対し、前年度比較１００万円。増額の部分につきましては、国営今金南地

区事業推進業務委託金で１００万円追加となっております。１４款道支出金、３項委託金、

３目農林水産業費委託金、本年度２，０３１万１，０００円は換地業務委託金となってお

ります。１９款諸収入、４項雑入、２目雑入、これは変更ありません。６０万円は、国営

農地再編整備事業推進本部の運営負担金ということで、農協、改良区改良区からの負担金

ということになっております。 
続いて、歳出の方に入ります。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、本年度予算８，４６３万９，０００円、前年度対比５，０３１万１，０

００円の増額となっております。主な増額の理由は、１１節需用費において、１９節の推

進本部負担金から予算の組み替えによります消耗品の増となっております。役務費につい

ても同様に推進本部負担金から予算を組み替えたことにより、２４万６，０００円増とい

う形になっております。 
６ページをお願いします。１３節委託金、本年度予算６０４万１，０００円、前年度対

比４５２万４，０００円の増は、換地業務委託料に係る増となっております。１８節備品

購入費につきましては、本年度はございません。前年度は車両購入費がございました。１
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９節負担金補助及び交付金、本年度１，５２０万８，０００円、前年度対比１５４万３，

０００円の減額は、今金町国営緊急農地再編整備事業推進本部負担金において、先ほど需

用費と役務費において予算の組み替えを行ったと説明を致しましたが、本年度予算におき

ましては、４団体で負担するものをこちらの負担金でもつという考え方を基に精査をし、

需用費と役務費に予算の組み替えを行ったことにより、負担金の方は減額という形になっ

ております。 
続いて、北海道土地改良事業団体連合会負担金１，３２９万８，０００円、内訳と致し

ましては職員派遣分で１，１３４万８，０００円、土地連賦課金と致しまして１９５万円。

先ほど３０万円減額をしておりますが、２６年度事業におきましては工事費がありますの

で、２６年度概算予備費の１３億円を基にして負担金を算出しているところでございます。 
２５節積立金につきましては、合同委員会の方で説明致しますけれども、今年度は５，

０００万円計上という形になっております。 
続いて、平成２６年度今金南地区換地計画委託業務について説明致します。７ページを

お願い致します。 
２６年度の業務につきましては第１工区の業務で、業務の内訳につきましては、左下に

記載してありますけれども、４つの項目を行う予定となっております。 
換地設計基準確定、業務量が８０５．８ヘクタール。評価基準及び評価、業務量で８０

５．８ヘクタール、筆数で２，２２１筆。換地計画原案作成、２２７．０ヘクタール。一

時利用地の指定で６８．ヘクタールという形になっております。 
次のページをお願い致します。８ページにつきましては、第１工区の換地委員の名簿を

載せておりますので、後ほどお目通しをよろしくお願い致します。 
９ページの方は、換地委員の主な作業内容ということで載せておりますので、後ほどご

覧いただきたいのですが、平成２６年度の業務と致しましては、２番の換地設計基準の策

定に関する事項、３番の従前の土地及び換地の土地評定に関する事項、４番の換地計画原

案の作成に関する事項、５番の一時利用地の指定計画原案の作成に関する事項の４項目と

なっているところです。 
１０ページの方をお願い致します。報告事項、国営緊急農地再編整備事業の進捗状況に

ついて説明させて頂きます。 
国営今金南地区の事業概要ですが、平成２６年度の国の予算につきましては、概算要求

で１３億円というお話を町長から当初の方にも話されておりますが、２５年度補正予算で

前倒しで８億円。平成２６年度の当初予算では６億円の計上を予定しているというところ

です。トータルで１４億円の予算見込みとなり、概算要求と比べると１億円の増が見込ま

れているところでございます。 
平成２６年度事業の概要ですが、図面の中のピンクの部分が工事施工予定区域、緑の部

分が設計業務の区域となっております。この部分につきましては、補正予算で前倒しとな

った８億円に該当する部分でございまして、工事施工概要につきましては、面積で４８ヘ

クタール。内訳としましては、田で４４ヘクタール、畑で４ヘクタール。ここの受益者は

１７名ということになっております。 
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２６年度の設計業務概要につきましては緑の区域になりますが、１５５ヘクタールを予

定しているというところでございます。 
本資料には反映されていない部分なんですけれども、まだ平成２６年度の国の予算が確

定していないことから、確定後に開発の方で公表されるという部分です。鈴金支線西側を

追加される予定で、追加面積は約２２ヘクタールを予定という形になっておりまして、２

６年度の工事区間と致しましては約７０ヘクタール毎となる予定という形になります。 
春から、道道今金北桧山線の鈴金支線が横断されているところから、豊田にかけて工事

となりますが、昨年１１月に用排水計画を基にし、４回ほど受益者と区画割等についての

協議調整を行っております。現段階ではほぼまとまりつつある状況となっておりますので

報告させて頂きます。 
続きまして、１１ページをお願いします。農地整備の通年施行への対応について。 
平成２６年度の国の予算におきまして、農業農村整備事業に係る制度が拡充され、農業

競争力強化基盤整備事業の促進費で、中心経営体への農地集積率において交付される限度

額が引き上げられると共に、国営事業にも適応されることとなりました。 
これによりまして、農地工事工程と営農計画を調整の上、夏期施行を実施する農地を対

象に、施行年度に促進費を交付することが可能となり、工事の通年施行への対応が図られ

ることになりました。 
ただし、作物を採る、収益を上げると対象外になるということも、今、聞いているとこ

ろです。 
現在、地元と致しましてもこの制度を活用するため、協議を続けておりまして、現在手

挙げをしているところですが、まだ要項・制度内容等がはっきりしていない部分がありま

すのでご了承願います。 
左下の方に、中心経営体の農地集積率助成割合という表があります。今金南地区の計画

におきましては、中心経営体の農地集積率は８５％を超えておりますので、この一番上段

の部分に該当してくる形になります。上段の括弧書きの部分につきましては、国営再編整

備事業の助成割合となりますので、括弧内の方で説明させて頂きます。 
基本助成割合が２．２％。今金南地区の集積率が８５％を超えていることから、下段の

注意書きにもありますけれども、農地面積の８０％以上を集約化する場合は、１％助成割

合がプラスされるという形になりますので、合計３．２％の補助率という形になります。 
今金南の事業費が１８０億円でありますので、単純に助成割合を３．２％掛けてみます

と、限度額が５億７，６００万円という形になります。 
右側の方をちょっとご覧頂きたいのですけども、工事の通年施行の対応と致しまして、

今金南の受益面積１，１８５ヘクタールを相当として考えますと、国が①事業費の促進費

の２分の１を道に補助するということなので、５億７，６００万円の２分の１、２億８，

８００万円相当が道へ交付されます。そのまま道が市町村に交付するという形になります。

２億８，８００万円とはどのくらいなのかと言いますと、１０アール当たり約２万５，０

００円という形になります。今金南の受益面積で換算しますと、２万５，０００円となり

ます。 
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夏期施行対象農家の方が、この半分の同じ２万５，０００円を促進費として積み立てる

ことになります。促進費は町の方で執り行う予定でおりますので、町に積み立てて頂いて

国の補助金と積み立てた部分を合算した形で、工事終了後に対象農家に交付されるという

形になります。あくまでも数字につきましては概算請求なので、必ずこの数字になるよう

なものではありませんのでご理解をお願い致します。 
次のページをお願いします。水田・畑作経営所得安定対策等支援事業による農家負担の

軽減について、ということです。 
事業完了後の農家負担につきましては、農家負担額が４億円半ばと想定しておりまして、

償還期間とした場合金利５％ととなり、償還元金の１．５倍の６億円を超えるほどの負担

が生じる形となります。 
このことから、低金利資金による借換え等を模索し、無利子資金の活用を、現在、事務

局では考えているところです。 
下の方にいきますけれども、事業の目的なんですが、土地改良事業の負担金軽減対策の

充実を図り、担い手への農地利用集積を促進すること。 
事業の内容は、農家負担金の６分の５に相当する額を、支援資金として無利子で貸し付

け。採択要件と致しましては、担い手への農地集積率が一定割合以上となることと、支援

計画が策定されていること。 
事業主体は、全国土地改良事業団体連合会で実施されます。 
利子・償還については、利率は無利子。償還につきましては、元利均等年賦支払で１５

年を想定しております。 
手続きは、現行制度が２７年までということになっていますので、２７年度春期までに

支援計画の申請が必要となっているところでございます。 
下段の図におきまして、本制度を活用した場合のイメージを掲載しておりますけども、

左側が通常５％で償還した場合の図となっております。３年間の据え置き利息を払って、

そのあと元利均等払い１２年間という形になっております。 
右側が経営所得安定対策等支援資金を活用した場合で、まず、青の部分が６分の５、無

利子で元金を借りた部分。この部分につきましては、１２年間で償還をしていくという形

になります。 
ただし、６分の１の分が残っていますので、６分の１を利子５％１５年償還、利息据え

置き３年間で考えた場合、６分の５の分は元金のみの償還となりますけども、同様に６分

の１にかかる分には３年間利息を払って、その残りが元利均等払いという形になっていき

ます。 
この支援事業を活用することによりまして、約２億円の負担軽減が図られることが試算

されているところです。 
最後１３ページよろしくお願いします。国営今金北地区の事業計画になります。 
まず、ピンクで塗りつぶされている部分が区画整理事業の部分。網掛けしている部分が

用水改良事業となっております。 
左下に事業概要を載せておりますが、区画整理につきましては、暗渠排水、客土、除礫、
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用排水整備に係る事業で、受益予定面積が田で７９０ヘクタール、畑で２２０ヘクタール

を予定しているところです。 
また、今金南地区と違う部分でございますけども、用水改良事業ということで、老朽化

により維持管理費が増高しているため、施設の機能維持が困難となっている神丘頭首工の

水管理制御設備・電気設備の改修、鈴岡揚水機のポンプ設備の改修を予定しているところ

です。受益予定面積については、用水整備事業で、田で２７０ヘクタール、畑で５８０ヘ

クタールとなっており、区画整理受益と重複されている面積がありますので、重複面積は

田で１７０ヘクタール、畑で１６０ヘクタールとなっているところでございます。 
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。向井君。 
〇３番（向井孝一君） １１ページのですね、夏期施行の部分でお聞きしたいと思います

が、当初、国の農業政策が１８０度というのか、大変心配するような方向へ向かってきて

おります。そんな中でですね、当初、国営事業に対しての夏期工事については３万５，０

００円という話で、皆さんの説明会にはそういう話をされておりましたけども、今、聞く

と２万５，０００円ということなんですが、心配されるのは消費税の事業費アップ分、そ

れから夏期工事に対する補償額といいますか、所得補償の部分ですよね。そのアンバラン

スな部分できちんと事業を工期内に進めていくためには、もっといろんな生産者に対する

配慮とかというものが、必要ではなかろうかというふうに心配するんですけども、その辺

の部分というのはもう既に対象農家あるいは、これからやる受益者の皆さんには説明済み

なんですか。 
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） 先ほども説明致しました内容の通り、この制

度につきましては、まだちょっと詳細がはっきりしていない状況ですので、なかなか現段

階で金額がいくらとかそういうものを下ろす訳にはいかないので、もうちょっと時間をも

って見通しがついた段階で農家には説明していきたいと考えております。 
 最初の３万５千円というのは、転作絡みか何かの補助金でという考え方があったのかも

しれないんですけども、現段階ではそれも含めた中で協議をしていきたいと思っています

ので、必ず当たるという話は、今、ちょっとできないんですけども、夏期期間の中で協議

して参りたいと思っております。 
 
〇委員長（村本照光君） よろしいですか。他にございませんか。他ございませんか。よ

ろしいですか。 
 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） 農業委員会からの説明をさせて頂きます。説明事

項２、報告事項１０件ございますので、よろしくお願いしたいと思います。 
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まず、開いて頂きまして、平成２５年度一般会計補正予算第５号の概要でございますが、

主な予算のみの説明をさせて頂きたいと思います。 
まず、下段の方の歳入、１４款道支出金、１節農業費補助金につきまして７２万４，０

００円の減額につきましては、農業委員会交付金の交付額の変更による減額でございます。

算出根拠につきましては、下段の表となっておりますので、よろしくお願いしたいと思い

ます。 
続きまして２ページ目でございます。歳出でございます。６款農林水産業費、１項農業

費、１目農業委員会費で５５万８，０００円の減額は、１節報酬で２１万９，０００円の

減額でございます。内訳につきましては、農業委員会委員報酬の減額が１５万１，０００

円。これは年度途中の委員数の１名減による減額でございます。その他報酬で６万８，０

００円の減額。これにつきましても、年度途中の１名の減によるものでございまして、農

地利用状況調査委員報酬の部分で１名分で６万８，０００円の減額でございます。９節旅

費３３万９，０００円の減額につきましては、費用弁償につきましては、１４万４，００

０円の減額。これにつきましても年度途中の委員数１名減による部分と、旅費等による費

用弁償の実績を見通した中での減額でございます。 
続きまして、特別旅費につきまして１９万５，０００円の減額につきましては、新規就

農者の先進地視察派遣予定者の減によるものということで、これに係る資料につきまして、

すみませんが一番最後の９ページをご覧頂きたいと思います。 
今年度の予定につきましては一番下段で、平成２５年度におきましては、新規就農者が

５名と事務局、その他で１名ずつの引率でトータル７名ということでございまして、当初

は１３名で２泊３日ということで計画をしておりましたが、実際的には新規就農者５名と

いうことと、事務局、その他で７名ということで、１泊２日になったということで、それ

に伴います減額ということでご了承願いたいと思います。 
続きまして、戻って頂きまして３ページをお願い致します。 
平成２６年度一般会計予算案の概要について、農業委員会分の関係について説明させて

頂きます。これにつきましても、主なものの説明とさせて頂きたいと思います。１４款道

支出金、１節農業費補助金におきまして、本年度予算額５６７万６，０００円で、前年度

対比で５６万８，０００円の減額は、農業委員会費交付金の減によるものでございます。

その算出のもとにつきましては、右側の表にございますので後ほどご覧頂きたいと思いま

す。１９款諸収入、１節農業手数料につきましては、本年度予算額９３万５，０００円、

前年度対比で２２万円の増でございますが、これにつきましては、農業者年金業務委託手

数料の増によるものでございます。これにつきましても、右側の表でございますが、この

表の中で下から５つ目の、特例付加年金裁定者数割というものが新たに増えまして、これ

で８万５，０００円。あとは全体的に微増ということでございますので、よろしくお願い

したいと思います。 
続きまして４ページをお願いします。歳出でございます。６款農林水産業費、１項農業

費、１目農業委員会費で、本年度予算額２５７１万４，０００円、前年度対比で１７０万

５，０００円の減でございます。１節報酬につきまして６万９，０００円の減額でござい
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ますが、これにつきましては、右側の表にあります農業委員会委員報酬でございまして、

下から２つ目の委員報酬で、１人２０万８，０００円というのがございまして、これにつ

きましては、日割りということで、先ほどの説明でもございました委員の１名の減の部分

につきましては、今年７月が改選期になりますが、それまでの間１名減ということになり

ますので、この１名分につきましては日割り計算をさせて頂いて、通常の一般の委員であ

りますとその上の２７万７，０００円ですが、今、現在１名減ということの中で２０万８，

０００円ということでの減額であります。下の、農業地利用状況調査報酬につきましては、

８１万６，０００円。これは、そのままでございます。 
２節、３節、４節の人件費につきましては、主事給２名分でございますので、説明を省

略させて頂きたいと思います。７節賃金につきましては、１５９万６，０００円で、前年

度対比２８万４，０００円の減ですが、これにつきましては、臨時事務員賃金で、この中

に米印であります、農業委員会費交付金というものがありますが、昨年度の部分と比べて

ここの部分にかかる人件費の部分が、臨時の部分ですけれども、減額という想定がされま

した中で２８万４，０００円の減額となっております。 
５ページにつきましては、９節旅費でございますが、本年度予算額７０万６，０００円、

前年度対比で３３万４，０００円の減額でございますが、先ほどもちょっと新規就農者研

修旅費ということで、今年度分につきましては減額ということで報告をさせて頂きました

が、平成２６年度分につきましては、担い手対策事業への意向ということで、ここの部分

につきましては、産業振興課所管の方で予算計上をするということになっておりまして、

丸々その分が減額になったものでございます。１１節需用費につきましては、本年度予算

額８０万円、前年度対比１４万８，０００円ですが、これにつきましては消耗品の減とい

うことで、これに対しては農業委員会交付金での減額が主なものとなります。１３節委託

料で、本年度予算額２７万円、前年度対比で９９万１，０００円の減額ですけども、これ

につきましては昨年度、農地地図情報管理システムのバージョンアップということで、ウ

ィンドウズＸＰからウィンドウズ７への切り替え時期ということで、これらに掛かる経費

の部分が減額になったことによりまして、減になったものでございます。 
続きまして６ページをお願い致します。これからは報告事項ということでさせて頂きま

す。 
平成２５年１月１日から１２月３１日までの農業委員会での処理の状況でございます

ので、よろしくお願いしたいと思います。 
１．農地法第３条の関係でございます。 
処理状況ということで所有権移転につきましては８件。使用貸借権につきましては６件

ということで、トータルで、下の下段の表にあります、平成２５年計ということで１４件

でございます。 
許可面積等につきましては、ご覧の通りになっておりますので、よろしくお願いしたい

と思います。 
右側の２の農業基盤強化促進事業でございますが、（１）の農用地利用集積事業でござ

います。 
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所有権移転につきましては３７件。賃借権につきましては、通年設定で１４１件。使用

貸借権につきましては、大変申し訳ございません。ちょっと入力漏れがございまして、面

積等は入っておりますが、件数が入力漏れということで、１件でございます。トータルで

１７９件ということで、よろしくお願いしたいと思います。 
なお、この資料につきましては、新年度予算参考資料にも同一のものを添付しておりま

して、予算参考資料の４９ページにですね、同じ表を添付しておりますので、そちらの方

の追記の方もよろしくお願いしたいと思います。 
面積等につきましては、ご覧の通りでございますのでよろしくお願いしたいと思います。 
続きまして（２）の農地保有合理化事業で、いわゆる農業公社扱の部分でございます。 
買い入れにつきましては１４件。売渡につきましては１２件。賃貸借につきましては１

３件ということで、合計で３９件でございます。 
面積等につきましては、ご覧の通りでございます。 
３．農地法第１８条処理状況ということで、農地法第１８条第６項の規定による通知と

いうことで、いわゆる合意解約でございます。これにつきましては、件数３３件、合計も

３３件で、処理面積につきましては、ご覧の通りとなっております。 
続きまして、７ページでございます。 
４．農地法第４条・第５条関係でございます。 
第４条の関係につきましては、自己転用ということで、農業施設用のための転用という

ことで、下段にございます許可件数が３件でございます。 
第５条につきましては、それ以外のものということで、今金では砂利の採取という部分

で、１件の申請がございまして許可しているところでございます。 
続きまして、その下の、５．農地移動適正化あっせん事業でございます。 
（１）のあっせん事業につきましては、成立分ということで農地１４件、合計１４件で、

面積についてはご覧の通りでございます。 
ロ．のあっせん件数につきましては、あっせん指名件数がトータルで２３件。成立件数

が９件。その内農業公社の買入件数につきましては１４件でございます。 
続きまして右側でございます。 
６．農業者年金事務委託ということで、経営移譲年金裁定申請件数及び被保険者数とい

うことで、一番下段、平成２５年でございますが、申請件数につきましては５件。これは

全て後継者移譲でございます。被保険者数は１１５名。それから、新規加入者は６名でご

ざいました。 
７番につきましては、新規就農届出件数でございます。一番下段で、４名居りまして、

新規で３名、Ｕターンで１名ということでございます。 
続きまして８ページをお願いします。 
８．今金町賃借料情報について、ということで、平成２４年１１月から２５年１０月ま

でに締結されたものを公告されたものでございます。これにつきましては、平成２５年１

１月２８日の総会において決定をしております。 
１．田（水稲）の部分でございますが、平均額で１万２，４００円、最高が２万円、最
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低が５，０００円ということでございます。 
２．畑（普通畑）の部で、平均額で５，７００円、最高で１万円、最低で１，８００円。 
３．畑（牧草地）の部でございますが、平均で１，６００円、最高で３，０００円、最

低で１，０００円でございます。 
右側の方に移ります。９．経営移譲に関する調査ということでございまして、平成２５

年につきましては、件数が４件ということで、面積については、ご覧の通りとなっており

ます。これにつきましては、親子間で使用貸借等があった件数ということでございます。 
１０番につきましては、先ほどもちょっと説明をしましたが、新規就農者の視察の今ま

での実績ということで、載せさせて頂いておりますので、ご覧頂ければと思います。 
以上で、農業委員会の方の説明を終わらせて頂きます。よろしくお願いします。 

〇委員長（村本照光君） 説明がおわりました。ただ今の説明に対して、質疑があれば、

お受け致します。何かございませんか。 
 それでは、無いようですので、以上で、農業委員会の質疑を終わります。 
 ここで、休憩をしたいと思います。会場の時計で３時５０分まで休憩致します。 

休憩 １５時４０分 
開議 １５時５０分 

〇委員長（村本照光君） それでは、休憩を閉じ開議致します。 
 次に、公営施設課より説明をお願い致します。公営施設課長、安達君。 
〇公営施設課長（安達雄一君） こんにちは。公営施設課所管は、説明事項６件と、報告

事項２件についてであります。説明事項の６件につきましては私から、報告事項の２件に

つきましては小西補佐から、資料に基づいてご説明致します。 
それでは、私からご説明致します。１ページをお開き下さい。 
説明事項の１、平成２５年度一般会計補正予算第５号の概要について、ご説明致します。 
施設維持についてであります。歳出において、２款総務費、１４目施設維持費は財源補

正であります。 
肥培用水施設であります。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

も同じく財源補正であります。 
２ページをお開きください。し尿処理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、２目衛生手数料で６９万４，０００円の減額は、し尿処理手数料で実績精査

及び見込みによるものであります。 
歳出において、４款衛生費、１目し尿じん芥処理費で８９万２，０００円の減額は、し

尿収集運搬業務委託料で、これも実績精査及び見込みによるものであります。 
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、２１１万５，０００円の減額は、社会資本整備総合交付金で、八束・高台線交付金事

業、神丘１０号線交付金事業、中央通線交付金事業、除雪事業、雪寒機械購入事業の額の

確定によるものであります。 
３ページをご覧ください。歳出において、８款土木費、１目道路維持費で１，１５３万

２，０００円の追加は賃金で、臨時作業員１名の自己都合退職に伴い新規採用したことか
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ら、その差額分２７万５，０００円の減。需要費で実績精査及び見込みにより、除雪機械

の燃料費４００万円の追加。委託料で、実績精査及び見込みにより、除雪委託料７３０万

円の追加。使用料及び賃借料で、同じく実績精査及び見込みにより、重機借上料１７０万

円の追加。工事請負費で、防雪柵設置工事・撤去工事外２工事の実績及び執行残により１

１４万７，０００円の減額が主なものであります。２目道路新設改良費で１８２万７，０

００円の減は委託料で、執行残により、道路台帳補正業務委託料１０万７，０００円の減

額。工事請負費で、八束高台線交付金工事外２工事の執行残及び実績により１７２万円の

減額が主なものであります。 
４ページをお開きください。４目流雪溝維持管理費につきましては、事業調整により、

需用費で電気使用量の実績精査及び見込みにより、光熱水費５３万円の追加。財源調整に

より、修繕料１４万７，０００円の減額。委託料で、執行残により、清掃委託料２０万円

の減額。工事請負費で、執行残により、取水口水位調整ブロック設置撤去工事外１８万３，

０００円を減額するものであります。３項河川費、２目河川維持費は、財源補正でありま

す。４項都市計画費、３目下水道事業費で１３７万８，０００円の減額は、公共下水道事

業特別会計繰出金であります。 
５ページをご覧ください。説明事項の２、平成２５年度課に水道事業特別会計補正予算

第４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目簡易水道使用量で１２万６，０００円の追

加は滞納繰越分で、実績によるものであります。５款諸収入、１目雑入で１００万１，０

００円の減額は、実績が無かったことによるものであります。 
歳出において、１款総務費、１目一般管理費は、財源補正であります。 
６ページをお開きください。２款維持費、１目簡易水道施設維持管理費で８３万３，０

００円の減額は需用費で、財源調整により、修繕料１６万７，０００円の追加。工事請負

費で、実績が無かったことにより、簡易水道水道管移設工事外１００万円の減額によるも

のであります。 
７ページをご覧ください。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３号の概要について、ご説明致します。 
歳入において、３款繰入金、１目一般会計繰入金で１３７万８，０００円の減額は、財

源調整によるものであります。 
８ページをお開きください。歳出において、１款総務費、１目一般管理費で５９万２，

０００円の減額は公課費で、額の確定により、消費税５８万６，０００円の減額が主なも

のであります。２款維持費、１目管渠維持管理費で１０万円の減額は修繕料で、執行残に

よるものであります。 
９ページをご覧ください。２目処理場維持管理費で５５万４，０００円の減額は需用費

で、執行残により、消耗品費３６万円の減額。役務費で、し尿収集量の減少のため汚泥処

理手数料の実績を精査し、手数料９万９，０００円の減額。委託料で、同じくし尿収集量

の減少のため実績を精査し、汚泥運搬業務委託料９万５，０００円の減額によるものであ

ります。 
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１０ページをお開きください。説明事項の４、平成２６年度一般会計予算案の概要につ

いて、ご説明致します。 
歳入において、１２款、１項、４目農林水産業使用料、予算額２７５万４，０００円で、

２４万７，０００円の減は農業使用料で、肥培用水使用水量の減によるものであります。

２項、２目衛生手数料、予算額９４５万６，０００円で、５４万８，０００円の減は保険

衛生手数料で、し尿収集量が減少したことによる、し尿処理手数料の減によるものであり

ます。１３款、２項、２目衛生費国庫補助金、予算額１３８万１，０００円で、６７万５，

０００円の減は、今年度今金町生活排水処理基本計画を策定し、５人槽３基、７人槽７基、

計１０基と計画したことによるものであり、これは平成２５年度に実施致しました、合併

浄化槽設置に関する住民アンケートの回答をもって検討し、計画したものであります。３

目土木費国庫補助金、予算額１億７２３万８，０００円で、９９１万２，０００円の減は

社会資本整備総合交付金で、平成２６年度の事業は、中央通交付金事業外５事業を予定し

ておりますが、八束高台線交付金事業が今年度で完了したことによる減であります。 
１１ページをご覧ください。３項、４目土木費委託金、予算額１，７１５万８，０００

円で、２５４万４，０００円の増は、流雪溝の運営のため利別川に設置する取水口水位調

整ブロックが老朽化したことによる更新が主なものであります。１４款、３項、５目土木

費委託金、予算額７２２万８，０００円で、８８万５，０００円の増も、同じく流雪溝の

運営のため利別川に設置する水位調整ブロックの更新が主なものであります。 
１２ページをお開きください。歳出において、２款、１項、１４目施設維持費で、予算

額１，０００万円は、前年度と同額でありますが、区分ごとの予算は２５年度実績による

ものであります。４款、１項、７目浄化槽対策推進費、予算額９４４万３，０００円で、

５４２万２，０００円の減は旅費と委託料で、今金町生活排水処理基本計画作成業務が完

了したことにより、旅費で１２万２，０００円の減。委託料で７０万円の減。負担金補助

及び交付金で、計画策定により、浄化槽設置整備事業の計画基数を１０基としたことから、

浄化槽設置整備事業補助金４６０万円の減によるものであります。 
１３ページをご覧ください。６款、１項、５目肥培用水施設管理費、予算額６６７万１，

０００円で、４０万６，０００円の減は需用費で、電気料の単価上昇及び２５年度実績に

より、光熱水費３３万４，０００円の増。原材料で、計量法によるメーター器の取替がな

いことから、メーター器外６９万３，０００円の減が主なものであります。８款、１項、

１目土木総務費、予算額１０７万１，０００円で、３５万６，０００円の増は旅費で、建

築技師１名の増により、技術研修等普通旅費で１２万３，０００円の増。需用費で、社会

資本整備総合交付金事業の、事業認可申請で必要な今金町全図１０万分の１の印刷による、

印刷製本費２１万６，０００円の増が主なものであります。２項、１目道路維持費、予算

額１億９，４９４万円で、６６９万５，０００円の増は需用費で、単価上昇及び過年度実

績により、燃料費１４７万６，０００円の増。委託料で、労務単価等の上昇及び過年度実

績により、除雪委託料４２万６，０００円の増。 
１４ページをお開きください。同じく、道路維持費で、使用料及び賃借料で、単価上昇

及び過年度実績により、重機借上料１１６万７，０００円の増。工事請負費で、労務単価
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及び消費税の上昇により、防雪柵設置撤去工事の増。北海道開発局からの占用物件であり

ます、今金築堤線の田代橋右岸。雪捨て場区間の舗装の損傷が著しいため、今金河川事務

所からの改善指示により、町道防じん処理工事の増。公共工事の建設発生土処分のため、

公共残土処分場造成工事の増により、２，９１９万円の増。備品購入費で、今年度購入し

た除雪トラック１０トン車と、２６年度購入予定の除雪ドーザ１１トン級との差額及び車

両購入費の減により、２，５２５万円の減が主なものであります。 
公共残土処分場造成工事の概要につきましては、後ほど事業計画でご説明致します。 
２目道路新設改良費、予算額１億４６１万２，０００円で、３，０８７万８，０００円

の減は委託料で、本年度から事業着手した、神丘１０号線交付金工事の調査委託が完了し

たことから、神丘１０号線調査委託料と、八束高台線交付金工事が完了したことから、道

路台帳補正業務委託料の減により、１，３７０万円の減。工事請負費で、２６年度は、継

続で中央通線交付金工事と、神丘１０号線交付金工事。新規で中央通線防犯灯交付金工事

の３工事を予定しておりますが、八束高台線交付金工事が今年度を以って完了したことか

ら、１，７２０万円の減が主なものであります。 
委託料での、豊田線雪況調査委託と中央通線防犯灯交付金工事の概要につきましては、

後ほど事業計画でご説明致します。 
３目橋りょう維持費、予算額４，５４５万４，０００円で、４，４８５万５，０００円

の増は、平成２４年度に策定致しました、橋りょう長寿命化修繕計画に基づき事業着手す

ることから、委託料と工事請負費の増によるものであります。 
橋りょう長寿命化修繕交付金事業につきましても、後ほど事業計画でご説明致します。 
１５ページをご覧ください。１４目流雪溝維持管理費、予算額２，４８１万１，０００

円で、３６６万９，０００円の増は、先ほど歳入において説明したことと同様に、工事請

負費で、流雪溝の運営に必要な取水のため利別川に設置する取水口水位調整ブロックが老

朽化し更新することから、既存水位調整ブロックの処分により取水口水位調整ブロック設

置撤去工事外１２９万９，０００円の増。原材料で、同じく水位調整ブロックの更新によ

り、水位調整ブロック外２１１万７，０００円の増が主なものであります。 
１６ページをお開きください。４項、１目都市計画総務費、予算額８４９万８，０００

円で、８４２万３，０００円の増は、今金都市計画用途地域等の変更検討業務により、報

酬で１４万６，０００円旅費で１６万９，０００円、委託料で８００万円の増。印刷製本

費で、都市計画図１万分の１の印刷により１０万８，０００円の増によるものであります。 
今金都市計画用途地域等検討業務の概要につきましても、後ほど事業計画でご説明致し

ます。 
２目都市公園管理費、予算額１，２１７万８，円で、２，５７０万１，０００円の減は

委託料で、中央緑地改修工事の完成により、中央緑地調査設計業務委託料１５７万３，０

００円の減。工事請負費で、同じく工事完了による、中央緑地改修工事の減と、高見公園

安全策改修工事を、後年へ先送りしたことにより、２，４００万円の減が主なものであり

ます。３目下水道事業費、予算額１億７，１７７万９，０００円で、公共下水道事業特別

会計繰出金３５３万３，０００円の減であります。 
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１７ページをご覧ください。説明事項の５、平成２６年度簡易水道事業特別会計予算案

の概要について、ご説明致します。 
歳入において、１款、１項、１目簡易水道使用料、予算額１億５１１万５，０００円で、

４９０万６，０００円の減は、２５年度実績による簡易水道使用料の減によるものであり

ます。３款、１項、１目一般会計繰入金、予算額２，０６０万２，０００円で、２７７万

６，０００円の減は一般会計繰入金元金利子の減によるものであります。 
１８ページをお開きください。歳出において、１款、１項、１目一般管理費、予算額４，

５０６万８，０００円で、７２５万円の増は、給料等の人件費で７５万３，０００円の増。

需用費で、上下水道料金システムの更新により、消耗品費及び印刷製本費４０万９，００

０円の増。委託料で、同じく料金システム更新により、上下水道料金システム移行業務委

託料及び上下水道料金システムデータ移行業務委託料６３５万３，０００円の増が主なも

のであります。 
上下水道料金システムの移行につきましても、後ほど事業計画でご説明致します。 
１９ページをご覧ください。２款、１項、１目簡易水道施設維持管理費、予算額４，２

４８万９，０００円で、９３８万７，０００円の減は需用費で、財源調整により、修繕料

９８３万９，０００円の減。原材料で計量法によるメーター器取替台数の減により、メー

ター器外１７万８，０００円の減が主なものであります。３款、１項、１目元金、予算額

３１８０万３，０００円は、地方債元金償還金で４０７万６，０００円の減であります。

２目利子、予算額７４９万６，０００円は、地方債利子で１４７万６，０００円の減であ

ります。 
２０ページをお開きください。説明事項の６、平成２６年度公共下水道事業特別会計予

算案の概要について、ご説明致します。 
歳入において、２款、１項、１目下水道使用料、予算額４，１１６万１，０００円で、

１６万円の減は２５年度実績による、下水道使用料の１６万円の増は、２５年度実績によ

る下水道使用料の増であります。３款、１項、１目一般会計繰入金、予算額１億７，１７

７万９，０００円、一般会計繰入金で、３５３万３千円の減であります。 
２１ページをご覧下さい。歳出において、１款、１項、１目一般管理費、予算額１，５

８５万８，０００円で、２１１万６，０００円の増は旅費で、２７年度から予定しており

ます、今金町公共下水道施設長寿命化修繕事業に伴い下水道長寿命化計画策定のため、北

海道との事前協議や技術研修、事業要望等により、普通旅費２０万９，０００円の増。委

託料で、簡易水道事業特別会計予算案と同様に、上下水道料金システムの更新により、上

下水道料金システム移行業務委託料及び上下水道料金システムデータ移行業務委託料１

８４万８，０００円の増が主なものであります。 
２ページをお開きください。２款、１項、２目処理場維持管理費、予算額５，７４７万

５，０００円で、５１８万１，０００円の増は需用費で、処理場脱水機修繕により、修繕

料２１２万円の増。委託料で、労務単価の上昇及び消費税の上昇により、処理場維持管理

業務委託料２９４万４，０００円の増が主なものであります。３款、１項、１目元金、予

算額１億２１２万３，０００円は地方債元金償還金で、８８８万２，０００円の減であり
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ます。２目利子、予算額２，４８７万４，０００円は地方債利子で、１７８万８，０００

円の減であります。 
以上で、私からの説明は終わらせて頂きます。引き続き、報告事項について、小西補佐

の方からご説明させて頂きます。 
〇委員長（村本照光君） 公営施設課長補佐、小西君。 
〇公営施設課長補佐（小西康友君） こんにちは。それでは、私の方から報告事項の２件

について、ご説明致します。 
２３ページをご覧ください。報告事項の１、平成２６年度公営施設課所管事業計画につ

いて、ご説明致します。 
まず、中央通線交付金工事についてであります。 
当該工事は、事業計画延長１，３２０メートルの内、今年度までに田代通線側からの延

長４１９．７３メートルを実施致しました。 
２６年度は、今年度までの工事完了地点から引き続き１００メートルと、イマヌエル通

線側から延長１５０メートルの、合計２５０メートルを予定しております。 
２４ページをお開きください。中央通線防犯灯交付金工事についてであります。 
当該工事は新規事業でありますが、中央通線交付金工事とは別事業であることから、こ

れまで北海道と協議を重ね２６年度から事業採択の見込みとなったものであります。 
事業全体としては、２６年度から２８年度までの３年間で、合計３０基の計画とし、２

６年度は、全体計画図の右側の方ですね、日の出線から２５年度までの中央通交付金工事

実施済期間を含む、２６年度予定区間までの１１基、イマヌエル通線側からの中央通線交

付金工事区間に５基で、計１６基の防犯灯設置を予定しております。 
設置の方法は、北電柱やＮＴＴ柱に添架させて頂く計画で、北電及びＮＴＴとは協議が

調っておりまして、既存の自立型街路灯は老朽化が著しいため撤去する予定でおります。 
２５ページをご覧ください。神丘１０号線交付金工事についてであります。 
当該工事は今年度から着手した事業であり、交付決定を受けて６月中旬に調査設計を発

注したところでありますが、詳細設計の段階で基礎構造や強度、防雪柵の効果等の検等に

時間を要したことから、工事発注が遅くなり先月末に完了したところであります。 
また、今年度は国道から南へ７０メートルほど入った住宅区間を優先し、延長６７メー

トルの固定型防雪柵を設置致しました。 
２６年度につきましては、今年度設置完了部分から引き続き北側国道方向へ５２．５メ

ートル、南方向へ２１３．５メートルの、合計延長２６６メートルの設置を予定しており

ます。 
２６ページをお開きください。豊田線交付金工事についてであります。 
当該工事は新規事業で、固定型防雪柵を設置するものであり、豊田右１号線から豊田左

１号線までの、約９００メートルの期間を予定しております。 
この区間は、耕作地などの後背地より町道が低い部分が多く、吹き溜まりが著しい区間

であることから、交通や交通安全確保のため実施するものであります。 
事業実施にあたっては、必要性や効果等の判断資料が必要とされ、事業要望する上で必
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須条件と位置付けられたことか、雪況調査を行うものであります。雪況調査は、対象路線

の吹雪の発生常状況や地吹雪による視程障害、吹き溜まりによる交通傷害などの障害規模

を把握すると共に、風向・風速の計測や最大積雪深、吹雪の規模などを調査するものです。 
事業計画としては、２６年度に雪況調査、２７年度に事業要望、２８年度から調査設計

及び工事を実施する計画でおります。 
２７ページをご覧ください。雪寒機械購入についてであります。 
今回、更新しようとする雪寒機械は、除雪ドーザ１１トン級であり、現在の除雪ドーザ

は平成１０年１１月に購入し、稼働してから１５年経過しております。 
昨年１１月までの走行距離が６万８，９９５キロメートル。運転時間では６，９０９時

間であり、近年馬力などの能力低下が見られ整備費も嵩んできており、冬期間住民の交通

確保や安全確保に支障をきたさないよう更新しようとするものであります。 
雪寒機関につきましては、計画的に更新してきておりますが、近年は国の予算削減、北

海道地域全体の要望が多いことから、数年先送りという状況が続いております。 
２８ページをお開きください。橋りょう長寿命化修繕交付金事業についてであります。 
当該事業は、平成２４年度に策定した、橋りょう長寿命化修繕計画に基づき実施するも

ので、２６年度は奥沢橋と豊田橋の調査設計、奥沢橋の修繕工事を予定しております。 
奥沢橋の修繕工事は、主桁の塗装、支承の塗装とモルタル補修、橋台コンクリートの補

修等を予定しておりますが、奥沢橋は完成後４５年経過した橋りょうで、計画策定にあた

り２３年度に点検してから既に３年経過しております。更なる経年劣化や損傷の進行など

が考えられるため、調査の結果によっては複数年工事となることも考えられます。 
２９ページをご覧ください。公共残土処分場造成工事計画についてであります。 
公共建設工事発生土の処分は、これまでその多くを市街地近隣の民地に頼ってきました

が、これらの処分地が一杯になり新たな処分地が必要となったところであります。 
しかし、市街地近隣に処分適地が無いことから、町有地を処分場として整備するもので

あります。 
工事の概要につきましては、建設工事発生土運搬車両の搬入路のため、盛土工で３，８

００立米、路盤工で５００平米、雨水排水処理のため、暗渠工約１１０メートル、土砂流

出防止対策のため、かご工約３６メートル、工事車両以外の侵入防止対策のため、門扉工

等を予定しており、造成面積は７，８２０平米で、受入残土量約３万立米を予定しており

ます。 
３０ページをお開きください。今金都市計画用途地域等変更検討業務についてでありま

す。 
当該業務の目的は、今金町の都市計画区域における、これまでの土地利用の在り方を検

証した上で、今後の土地利用を効率よく行うために、用途地域等の変更検討しようとする

ものであります。 
今金町の都市計画区域は平成２５年に決定され、用途地域は昭和５８年に定められたも

のであります。 
用途地域が定められた昭和５８年当時の人口は、約９，０００人という状況でありまし
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たが、現在は約５，８００人で、これまでの第一種中高層住居専用地域及び第一種住居地

域である住居系用途地域の土地利用の状況から、両者に差異が確認されないことや町有施

設の老朽化も進み、立替等の検討が必要な時期でもあります。 
また、平成１８年度にはホテル建設のため、あったからんど地先の用途地域を、第一種

中高層住居専用地域から第一種住居地域に一部変更し、ホテル建設が可能な用途地域とし

た経緯もあることから、今後、効率良く土地利用を行うために検討するものであります。 
３１ページをご覧ください。検討事項の概要は大きく３項目であります。 
１つ目は、用途地域変更の検討で、住居系用途地域（第一種中高層住居専用地域から、

第一種住居地域への変更）と、旧駅前付近の用途地域（準工業地域から第一種住居地域）

への変更を検討するもので、概要図の斜線で示した部分、第一種中高層住居専用地域であ

りますが、これを市街地終身部の近隣商業地域を囲むようにある用途地域、第一種住居地

域へと変更しようとするものであります。 
また、概要図の横線で示した部分、旧駅前付近の用途地、準工業地域でありますが、定

めた当時は適切でしたが、 
旧国鉄せたな線廃止に伴い駅舎や運送業、工場等が無くなったことを踏まえて、変更の

検討をする予定でおります。 
２つ目に、近隣公園であります。高美公園の廃止及び変更を検討するものであります。 
整備当時は、近隣の老人福祉センターや総合体育館などの施設整備と共に、集約的に整

備された公園でありますが、その後、中央緑地の整備や分譲地の造成、公営住宅の建替等々、

状況の変化から住居区を考慮し配置する方が効果的であるということから、近隣公園より

小規模な街区公園として現在の高美公園を中心に、周辺の住居区近隣への整備が可能かど

うかを検討するものであります。 
３つ目に、都市計画道路であります。街路の変更を検討するものであります。 
利別通線の一部区間、田代通線から南通線へ抜ける中学校前の都市計画道路は、現在未

整備区間であり、特に南北区間の東側農地へは、今後も住宅等建設が見込まれないことか

ら見直しを検討するものであります。 
３２ページをお開きください。今金町生活排水処理基本計画の概要についてであります。 
平成１６年度から１０年間の事業期間で実施して参りました、浄化槽設置整備事業が今

年度以って終了しますが、２４年度に実施した住民意向調査を基に検討し、２６年度から

新たに１０年間の事業を実施するために本計画を策定したものであります。 
２６年度から３５年度までの１０カ年の浄化槽設置整備事業計画は、毎年度５人槽を３

基、７人槽を７基の、計１０基とし、１０年間で１００基としておりますが、本計画実施

から５カ年経過した平成３０年度を点検年度と位置付け、再度、住民意向調査を実施し、

人口動態や社会情勢などの状況の変化をその後の５カ年の計画に導入する等、必要に応じ

て見直しの検討をする予定でおります。 
３３ページをご覧ください。上下水道料金システムの移行についてであります。 
現行の料金システムは、５年間のリース契約を締結し運用して参りました。 
ところが、今年４月３０日でリース契約が満了となることから、更新するものでありま
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す。 
更新にあたっては、これまで庁舎内で町がシステムサーバーを所有し、管理・運用して

きましたが、今後は契約業者がデータセンターにおいてサーバーや水道システムソフトウ

ェアを一括管理、町はインターネットで利用するというクラウド型に移行するものであり

ます。 
町では、ＩＴ推進委員会において、今後システム更新にあたってはクラウド化で進める

方針としたところであり、長期的なランニングコストを含め、経済的にも安価としており

ます。 
また、今回の上下水道料金システムの更新にあたっては、分割払いより安価となる一括

払いを予定しています。 
３４ページをお開きください。今金町公共下水道施設長寿命化事業計画についてであり

ます。 
公共下水道は、平成１５年１０月に一部供用を開始してから、平成３０年で１５年経過

致します。 
当該事業は下水道長寿命化計画を策定し、計画的に効率良く改修・改築・更新等を行う

ことにより、マンホールポンプ所、管渠、電気、機械設備を含むすべての施設を延命する

ために行う事業であります。 
改築・更新等にあたっては、それぞれの機器類ごとに標準対応年数が定められており、

この標準対応年数を経過しなければ事業の対象になりません。この標準対応年数は、設備

にもよりますが概ね１５年とされておりまして、特に安定した運営に欠かせない使用設備

であります、ポンプ類、攪拌機、汚泥脱水機などは１５年と定められております。 
計画では、２９年度までに点検、調査、計画策定、国の承認を終え、３０年度に事業要

望し３１年度から計画に基づく改築・更新事業を予定しております。 
３５ページをご覧ください。報告事項の２、公共下水道施設の管理状況について、ご説

明致します。 
公共下水道の整備状況については、平成２０年度で居住地域の管渠整備がほぼ終了した

ため、平成２０年度以降の供用開始面積・整備率共に変化はございません。 
また、普及率では、行政人口の減少と共に供用開始人口も減少しているため、平成２０

年度以降横ばいとなっております。 
下水道接続状況も、同じく平成２０年度以降、水洗化率・加入率共にほぼ横ばいとなっ

ており、今後も引き続き下水道接続への啓発に努めて参ります。 
３６ページをご覧ください。汚水流入量・脱水汚泥生産搬出状況であります。 
下水道汚水流入量は、平成１５年度供用開始から、整備状況及び接続状況に応じて推移

しております。 
脱水汚泥生産量及び搬出量では、平成２２年度と２３年度は、せたな町のし尿を受け入

れていたため大きく増加しましたが、２４年度からは今金町分のみとなりまして、参考値

ではありますが、２４年度の脱水汚泥生産量３４８．２トンから、２１年度の２７２．３

トンを差し引くと７５．９トンとなることから、おおよそではありますが、２２年度と２
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３年度ＭＩＣＳ処理に伴う今金町分の脱水汚泥量は７５トン程度であったと推測できま

す。 
公共下水道施設及びＭＩＣＳ処理施設につきましては、引き続き適正な二次還元と安定

した運営に努めて参ります。 
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。 
 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。 
〇委員長（村本照光君） 次に、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） ごくろうさまです。まずもって、日ごろから学校教育、社会教

育に渡りまして、ご理解・ご指導を頂いていることに、改めて感謝を申し上げたいと思い

ます。 
私の方から、何点か報告・説明等をさせて頂きたいと思います。 
まず、１点目でありますけれども、今金高等養護学校の卒業生就労支援事業の経過であ

りますけれども、現在２期生を受け入れておりますけれども、この３月で、この２年間任

用が終わります。この４月からせたな町の社会福祉協議会の臨時事務員ということで、就

職が内定を致しました。一人、二人ということで、今、受けていますけども、二人とも将

来につながったということであります。新年度も１名、福祉部門で受入するという予定に

なっております。 
２点目ですけれども、教育行政の執行方針のダイジェスト版については、後ほどご覧を

頂きたいというふうに思います。 
平成２６年度の事業で、何点か説明をさせて頂きたいと思いますが、条例の一部改正も

お願いする予定でおりますけれども、学童保育所設置条例の関係で、定員を６０名から７

０名ということで１０名増やすことになっております。これだけの人数をですね、要望の

ある学童保育所というのはなかなかありません。ある意味、子育て支援と言いますか、そ

ういう意味では今金町というのは、対策を講じているのかなというふうに思いますが、た

だ、７０人というとちょっとした学校クラスです、人数的に。で、新年度ですね、所長職

を配置をしたいということで、私共もですね、直接居る訳ではありませんので、やはり子

ども達の安全だとか生活指導を含めて、所長職の設置をしたいと思います。嘱託でという

ふうに考えております。 
それから、学校教育の分野では、スクールバスの購入であるとか、それから種川小学校

の小規模特認校制度の導入に向けてですね、４月になりましたら検討委員会を設置をして、

視察ですとか、諮問を致しますので、最終的に９月頃に答申を頂いて、また議会の皆さん

にもご相談をして、順調であれば２７年の４月から制度導入をしていきたいというふうに

考えております。 
社会教育の分野でありますけども、新規事業ということでも載せておりますが、今金ミ

ュージックサマースクールということで、これは、檜山北部の中学校、それから高校の吹
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奏楽を対象としたミュージックキャンプを今金で開催する予定であります。第１回目の事

業でありますので、今回は札響からですね、５人の指導者を招聘する予定でおりますが、

道の補助だとかも一部使ってですね、やっていきたいというふうに思っております。 
次年度についてはですね、講師の数は少し減らしてですね、開催の仕方も今年やってみ

てどんな形が良いかということも含めてやっていきたいと思います。 
ただ、その練習の模様については、一般の方にも公開をしたいと思いますし、２日間で

やりますので、２日目はコンサートという形で一般の町民の皆さんにも、鑑賞の機会を提

供したいと。総合体育館を会場にやる予定で考えております。 
それから、土曜日の教育活動推進プランモデル事業というのも新年度ありますが、これ

は文科省が土曜日に、今、授業をということで、学校教育の中での授業を位置付けるもの

と、それから土曜日に社会教育分野で子どもたちに学習機会を提供する事業があります。 
で、今金町がモデルとなるのは社会教育です。学校の授業としてやるものではなくて、

社会教育ということで地域の教育資源であるとか、団体の活動を通して土曜日に子どもた

ちの学習機会を提供するという事業になっています。 
今のところ、道教委としては毎年増やしていくということですから、最終的には全地区

でそういう体制ができるようにということでやっているようです。ただ、檜山管内の学校

事業、土曜日に授業をやるモデル地区については、奥尻町が今回は担当するということに

なっております。ただ、課題としては、社会生活が土曜・日曜というのは基本的に休みで

すから、今、これを完全事業に持っていくということになると、国段階でいろんな研修を

するのでしょうけども、すぐはならないかなという感じもしておりますけども、いずれに

しましても、社会教育の分野については当然必要なことでありますので、もともと今金町

は社会教育をやっておりますので、新たにやる事業と、既存の事業を組み合わせてやるも

の、それから体協であるとか、文化協会であるとかの皆さんにも力を借りてやる事業とい

うことで、年間１０本程度ということで予定をしております。 
レジメに記載をしていない分で説明をしたいと思いますが、まず、児童・生徒の学力と

体力の状況ということですけども、学力については、以前も説明をさせて頂きましたけど

も、小学校６年生と中学校３年生の国語と算数・数学を対象とした学力調査ですけども、

北海道全体で全国平均に今年度のテストは４月にありますけれども、その結果をというこ

とで、今、取り組んでおりますけども、今金町自体はですね、今回は小学校については全

て全国平均を上回りました。教科によってはトップの秋田県と変わらない数字も出ており

ます。 
ただ、これは学年の傾向にもよりますので、ずっとこれからということではありません。

ただ、今、小学校でも中学校でもそうなんですが、放課後であるとか夏休みであるとか、

先生方が非常に一生懸命頑張っている一つの方向がですね、こういう成果に表れたなとい

うふうに思っております。 
特に、今金小学校は急激に伸びましたので、全道から問い合わせがきております。どう

いう先生方の活動をしたのかだとか、まちとしてはどういう支援をしているのだろうとい

う、問い合わせがある状況で、まぁ嬉しい状況ではあります。 
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ただ、これが一時的なもので無いように、学校体制も含めて支援をしていきたいという

ふうに思います。 
それから、このあいだ道新に出ました体力の状況ですが、これも檜山管内は全道で一番

でした。 
このあいだ、詳細の検討を管内的にもしましたけども、例えば、小学校男子の握力、反

復横跳び、ソフトボール投げは、小学校女子も同じなんですが、全国平均以上なんですね。

ですから、北海道全体でいくとかなり下ですね。一番下の方に下りますけども、そういう

意味でいうと、檜山管内はかなり底上げをしていると。 
今、道教委の中では学力と体力が両方とも急激にきちんとしているということで、檜山

管内そのものの、今の取り組みなんかを非常に注目されております。 
反面ですね、過去には檜山管内というのは全道の中でもあまり良くない、体力について

も学力についてもという時代がありましたけども、現在についてはそういう状況が出てき

ているということであります。 
もう一つ面白い状況なのは、全国平均以上なんですけども、その町によってやはり違う

んですね、秀でているものが。どういう関係か、今、調査を道教委の方も進めております

けども、いずれにしても学力と体力というのは基盤でありますので、今後も支援をして参

りたいというふうに思っております。 
それから、執行方針のダイジェストの中にも記載をしておりますが、今金町の女性団体

連絡協議会が２６年度で６０周年記念の年を迎えます。それから、青年会議が４０周年記

念の年を迎えます。こういう組織がですね、４０年、６０年も継続をして、きちんと活動

をしているというのは本当に全道でも珍しいところであります。 
今、予定をしておりますのは、両方の記念事業、それからひとづくり講演会ということ

で、今回ソチオリンピックのカーリングチームの日本のキャプテンでありました、小笠原

歩さんを、今、講演で呼ぶ予定でおります。 
小笠原さん自体は、今、北海道銀行のチームに所属をしておりますので、本人の承諾は

もう頂きました。今、軽井沢の方で国内大会に出ておりますけども、今、最後の日程調整

をしております。今の予定では７月下旬から８月の上旬の土曜日に開催をしたいというこ

とで、まだ最終決定ではありませんけれども、やる予定でおりますので、また近くなりま

したらご案内をしたいというふうに思います。 
それから、これは教育委員会と結婚相談所の連携ということで、きょう、結婚相談所の

方にも情報提供しましたけども、婚活の研修会をやりたいというふうに思っています。普

通は結婚相談所でいつもやっているのですが、教育的な観点でやりたいなということで、

しかも、対象者だけではなくて、親御さんでも、それから既婚者でも聞けるような研修に

したいということで、企画を進めようと思っています。講師はこの間もうちの町に来て頂

いたんですけども、鶴羽佳子さんという北海道の教育委員をされて、アナウンサーでもあ

ります。やる予定で進めております。 
それから、今金中学校の１年Ｂ組が、きょう学級閉鎖の手続きを取りました。というの

は、２６人中９人、インフルエンザの確定しているのが２人くらいなんですが、早退をし
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たり休んだりということがありますので、学級閉鎖ということでやっております。 
それから、これは盛んに話題になっておりますけども、例の公共図書館の関係で、アン

ネの日記の関係で、破られたり切られたりということがあるものですから、これは全国の

公立図書館、うちは図書室ですけども、そちらの方にも確認と配慮と指導をということで

きておりますので、うちの方も対応したいと思います。うちの方では、現在そういうよう

なことはありませんけれども、そういう対応をしていきたいというふうに思っております。 
以上、よろしくお願い致します。 

〇委員長（村本照光君） 次に、事務局より説明を願います。事務局次長、寺崎君。 
〇教育委員会事務局次長（寺崎康史君） お疲れ様です。教育委員会からは、説明事項４

点について説明させて頂きますが、私の方からは条例案及び補正予算、平成２６年度予算

案についてですが、この予算案については子ども発達支援センターの部分を館野センター

長より、その他は私の方から説明させて頂きます。 
まず、１点目は、今金町社会教育委員に関する条例案についてであります。前段、副町

長からもございましたが、資料の９ページをご覧ください。 
今金町社会教育委員につきましては、これまで社会教育法の規定により、その要件にか

なう者の中から委嘱されてきておりましたが、地域主権改革第３次一括法第１５条の改正

によりまして、委員の委嘱基準を各自治体の条例で定めることとされました。 
よって１０ページにあります、現行の今金町社会教育委員の定数及び任期に関する条例

の全部を改正しまして、９ページ第２条にあります委嘱基準を追加しようとするものであ

ります。 
委嘱基準は、学校教育関係者、社会教育関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者、

学識経験者の中から委嘱するもので、現在と変更はございません。 
１１ページです。今金町学童保育所設置条例の一部を改正する条例案についてでありま

す。 
学童保育所の入所児童数については、平成２５年度、６２人から６９人で推移しており

ます。平成２６年度の申し込み希望者数においても、７０名に近いものがございますので、

今後７０名を超えることも予想されますので、定員を現行の６０名から７０名に改めるも

のであります。 
続きまして１３ページ。説明事項の３番目であります、平成２５年度一般会計補正予算

第５号の概要についてであります。 
今回の教育委員会所管予算の補正は、歳入で総額１５４万９，０００円の減額、歳出で

総額７９４万６，０００円を減額しようとするものであります。まず、歳入です。 
歳入で、１１款分担金及び負担金、１項負担金、２目民生費負担金で６万８，０００円

の追加は、滞納繰越分の収入実績によるものです。これには小百合保育園と学童保育所の

保育料が含まれております。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５０万６，０００円の減額は、認定こども園の保育園の対象児童が見込みよりも多かっ

たことによります減額でございます。 
１４ページ。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１５０万円
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の減額は子育て支援対策事業費補助金で、補助金交付年度、平成２５年度の交付年度を平

成２６年度へ変更しようとするための減額です。１４款道支出金、１項道負担金、１目民

生費道負担金で２５万３，０００円の減額は、国庫負担金と同じく認定こども園の対象児

童の増加によるものです。１９款諸収入、４項雑入、１目納付金で５９万１，０００円の

追加は、小中学校の学校給食納付金で５９万１，０００円と、旧石器文化館の体験学習使

用料６万１，０００円の追加となっております。 
続いて歳出です。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で１３

万円の減額は需用費で、実績見込みによるものです。２項児童福祉費、１目児童福祉費総

務費で３万３，０００円の減額は、旅費、食糧費、自動車借上料の執行残でございます。

２目学童保育所費２４万円の減額は、燃料費、光熱水費で実績見込みによるものです。５

目就学前子育て支援施設支援費５１３万７，０００円の減額は、委託料２１０万円の減額

です。保育料システム改修業務委託を、平成２５年度から平成２６年度にかけて行う予定

でしたが、全ての業務委託を平成２６年度に行うように変更するためのものです。負担金

補助及び交付金において２３９万３，０００円の減額は、小百合幼稚園運営支援補助金、

子育て支援センター運営費補助金、保育士等処遇改善事業補助金が、いずれも額の確定に

よりまして減額となったものです。２０節扶助費５９万円の減額は、小百合保育園の対象

児童が増加したことによるものです。 
１０款教育費、１項教育総務費、２目事務局費で４０万円の減額は、普通旅費、消耗品

費それぞれ２０万円の減額によるものです。２項小学校費、１目学校管理費で１２４万６，

０００円の減額は委託料で、種川小学校の教員住宅設計業務委託料及び工事管理業務委託

料の執行残によるものです。１０款、４項社会教育費、１目社会教育総務費で１０万円の

減額は、臨時運転手賃金の実績見込みによるものです。２目文化財保護費、３目文化財保

護施設費で財源補正がございました。 
５項保健体育費、１目保健体育総務費で２３万９，０００円の減額は、スポーツ推進委

員会の委員報酬の実績見込みによる減額及び檜山管内スポーツフェスタ交付金の執行残

が主なものです。３目学校給食費で４２万１，０００円の減額は需用費で、児童・生徒数

の確定によりまして、賄材料費を減額するものでございます。 
説明事項の４番目でございます。１９ページをご覧ください。平成２６年度一般会計予

算案の概要について説明させて頂きます。 
今回の教育委員会所管予算案は、歳入で総額１億１，０９７万１，０００円。歳出で総

額５億１，２８１万１，０００円を計上しております。 
１９ページです。１１款分担金及び負担金、１項負担金、２目民生費負担金で１，７０

３万２，０００円、前年度対比で１０１万５，０００円の増は、児童発達支援・放課後等

デイサービス事業の利用者の増加によるものです。１３款国庫支出金、１項国庫負担金、

１目民生費国庫負担金２，６９２万円で、前年度比較で３６６万９，０００円の増となっ

ております。これについては認定こども園の保育所の入園者見込み数が、増加する見込み

ですので運営費負担金が増加するものです。 
２０ページです。同じく２項国庫補助金、４目教育費国庫補助金で２６２万円、前年度
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比較で２４６万３，０００円の増となっておりますが、これは２節中学校費補助金で、へ

き地学校保険管理費補助金というものがございますが、これにスクールバスの購入に対す

る補助金が２５０万円含まれているもので、それによる増加です。１４款道支出金、１項

道負担金、１目民生費道負担金、２節児童福祉費負担金で１，３４６万円、前年度比較で

１８３万５，０００円の増額は、国庫負担金と同じく小百合保育所の入園者の増加が主な

ものです。２０款町債、１項町債、８目教育債はスクールバス購入事業債２，０６０万円

を計上しております。 
続いて歳出、２１ページですが、子ども発達支援センター費につきましては、館野セン

ター長より報告致します。 
〇委員長（村本照光君） 発達支援センター長、館野君。 
〇子ども発達支援センター長（館野道子君） 皆様、ごくろうさまです。子ども発達支援

センターの歳出の説明をさせて頂きます。 
２１ページをお開きください。大変申し訳ございません。訂正をお願い致します。１３

節委託料で、比較４３万３，０００円の増となっておりますが、５万円の減でございます。

訂正をよろしくお願い致します。 
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、２６年度の予算額は９

２３万３，０００円、前年度予算額７３０万３，０００円、前年度比較で１９０万３，０

００円の増でございます。大まかなもののみ内容の説明をさせて頂きます。７節賃金で１

７０万８，０００円の増は、臨時職員１名の賃金でございます。前年度より５名体制で運

営しております。６月補正をさせて頂きましたので、昨年度と同額でございます。センタ

ー長、係長の賃金につきましては、教育委員会事務局費にて計上しております。１１節需

用費で１３万８，０００円の増につきましては、全体に増税分の増と光熱水費の電気料で

前年度の実績による１０万円の減。修繕料で２２万３，０００円の増が主なものでござい

ます。修繕料につきましては、発達支援センターの案内表示板の設置によるものでござい

ます。表示板設置につきましては、他町の利用者、関係機関の皆様より非常に分かりづら

いとのご指摘を受けまして、設置しようとするものでございます。大変申し訳ございませ

ん。訂正のところ５，０００円でございます。１３節委託料で、５，０００円の減につき

ましては、こちらも委託契約の増税分、送迎委託料で２５年度の実績と２６年度の見込み

により減額によるものでございます。１４節使用料及び賃借料で７万５，０００円の増額

は、１２月補正致しました給付費、請求用パソコン入れ替えによる事務機器借上料と、賃

貸契約においての増税分でございます。他のものにつきましては、記載の通りでございま

す。 
次に、資料４２ページをご覧ください。２６年度より放課後等デイサービスの利用者対

象を１５歳から２０歳未満までと変更しております。 
これは、児童福祉法では対象者が１８歳未満となっておりますが、高校卒業した後など、

どこにも行くところがない方などを特例として、身近な地域で支援を受けられるように２

０歳に達するまでの間利用が認められることから、発達支援センターにおきましても２０

歳未満と致しました。 
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なお、事業別に２５年度の利用者数を記載しておりますので、後ほどご覧頂きたいと思

います。 
次に、２６年４月１日より、新規事業と致しまして、障がい児相談支援事業を実施致し

ます。 
目的、支援対象は記載の通りでございます。 
この事業につきましては、原則として平成２７年３月までに療育に通っている、療育児

童の療育計画を立てなければなりません。計画を立てなければ療育と認められず、現在、

収入財源の給付費が頂けなくなりますので、２６年度中には支援センターが受けなければ

ならないものでございます。 
保護者の要望を聞きながら、利用者の得意な部分を伸ばしていけるよう、療育の意味等

を丁寧に説明しながら、一人ひとりに沿ったサービスを実践できる計画作りをするもので

ございます。 
これは、収入財源があります。一人、継続児で１万３，０００円、新規契約者で１万６，

０００円の給付費が収入財源となります。利用者の負担はございません。 
以上でございます。よろしくお願い致します。 

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） 資料の２１ページにお戻りください。 
３款民生費、２項児童福祉費、１目児童福祉総務費は、へき地保育所に関わる予算です

が、９５４万６，０００円で、前年度比較で１６１万３，０００円の減となっております。

その主な要因としましては、７節賃金で１２５万円の減額となっておりますが、臨時保育

士１名の減によるものです。２６年度は、種川へき地保育所２名、鈴金へき地保育所２名

の体制で運営をするということとなっております。 
２２ページです。３款、２項、２目学童保育所費１，３０５万４，０００円で、前年度

対比１６３万５，０００円の増は、３節職員手当等において、先ほど教育長からもござい

ましたように、嘱託手当として所長１名分を増額していることによるものです。３款、２

項、５目就学前子育て支援施設支援費は７，６７４万４，０００円で、前年度比較７４０

万８，０００円の増となっております。これは、２０節扶助費において８８３万２，００

０円、小百合保育園の入所児童の見込み数の増加によるものです。 
２４ページ。１０款、１項、２目事務局費で１億６，９７５万８，０００円で、１，６

９９万２，０００円の前年度比較の減は、２節給料。これは今金中学校ボイラー技師の退

職及び３節職員手当等において、臨時嘱託主事の退職によるものが主でございます。１９

款、２項小学校費、１目学校管理費で５，７５５万２，０００円の減額となっております

が、これは種川小学校教員住宅建設に伴う工事請負費の減額が主たる要因です。また、１

４節使用料及び賃借料において、事務機器借上料は今金小学校、種川小学校のパソコンリ

ース４６台分、３６１万９，０００円が含まれておりますので、増額となっております。

これは、平成１９年にパソコンを５年契約でリースしておりましたが、８年を経過しまし

てウィンドウズＸＰのサポート期間が終了することからも、入れ替えようとするものです。

１０款、３項中学校費、１目学校管理費で５，４６８万８，０００円で、前年度対比で２，
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８０２万１，０００円の増額は、スクールバス購入費２，１７４万６，０００円の増額に

よるものです。また、１３節委託料におきまして、先ほどの説明のボイラー技師の退職に

伴いまして、公務業務委託料４７０万２，０００円を増額しようとするものです。 
２８ページです。１０款、４項社会教育費、１目社会教育総務費で１，２１７万７，０

００円ですが、前年度対比で４０６万９，０００円の減額は、１９節負担金及び交付金に

おいて、ニュージーランド中学生派遣事業費が、２６年度は受け入れのために減額となっ

ております。 
２９ページ。１９款、４項社会教育費、２目文化財保護費で４２万８，０００円で、前

年度対比６６万８，０００円の減額は、通信運搬費、赤川版画作品の運送と、ピリカ旧石

器文化館１０周年記念事業補助金４０万円の減額によるものです。 
３０ページです。１０款、４項、４目国際交流推進費、１０款、５項、１目保健体育総

務費は前年度と変わりございませんが、１０款、５項、２目体育施設費で、１３節委託料

でございますが、ここには総合体育館の耐震診断業務委託料５７２万４，０００円が計上

されております。これにつきましては、平成２５年度からの継続事業となっておりまして、

結果が平成２６年に出されると言うものでございます。３目学校給食費で４，２１７万５，

０００円ですが、前年度対比で１１９万４，０００円の増額となっておりますが、これは

３２ページ、１８節備品購入費において、食材納入用の軽ワゴン車を購入しようとするも

ので、１２０万３，０００円が増額となっております。 
以上で、平成２６年度の一般会計予算を含めました、教育委員会からの説明事項を終わ

らせて頂きます。 
３３ページ以降に、教育振興計画あるいは平成２６年度の主な事業につきまして、予算

参考資料として掲載しておりますので、これにつきましては後ほどお目通しを願いたいと

思います。 
以上で、教育委員会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。ございませんか。 
 無いようですので、以上で各課からの説明を終わらせて頂きます。 
    ◎質疑漏れ 
〇委員長（村本照光君） 全体を通して何かございませんか。 
    ◎合同委員会が必要となる案件について 
〇委員長（村本照光君） 最終的にですね、合同委員会が必要となる案件についてを確認

致します。委員会から何かございますか。理事者側から。副町長、清水君。 
〇副町長（清水 寛君） 提案理由の前段でお願いを申し上げたところでありますけども、

産業教育常任委員会では２件お願いしようと思っておりました。 
議案第２号の、国営緊急農地再編整備事業負担金の支払基金条例制定について。それと

議案第１０号の、観光施設に係る指定管理者の指定について。この２件をお願いしようと

思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。 
ちなみに、総務厚生常任委員会におきましては、合同委員会の提案事由は４件お願いし
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ております。 
議案１号の、認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例。議案第４号の、国保病

院の職員の特殊勤務手当の支給に関する条例。それから議案第８号の、国保病院の奨学金

等の貸与条例の一部改正。それと議案第１２号の、定住自立圏の形成に関する協定という

ことであります。どうぞよろしくお願い致します。 
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

ご出席ごくろうさまでした。 
 これより、２６年度の所管事務調査について説明を致しますけれども、暫時休憩を致し

ます。 
休憩 １７時７分 
開議 １７時８分 

    ◎所管事務調査について 
〇委員長（村本照光君） それでは、休憩を閉じ開議致します。 
 これより、平成２６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、局長に説明を致させます。局長、柏田君。 
〇議会事務局長（柏田泰明君） それでは、平成２６年度の本委員会の所管事務調査につ

いてということでありますけれども、２５年の継続調査申出書を、お手元にお配りしてお

ります。 
 １９年からの計画を実施したことを載せてありますけども、この調査につきましては、

６月の委員会で具体的な箇所だとかを決定したいと思いますので、もし、６月の委員会ま

でに追加する部分がございましたら、お知らせを頂ければというふうに思っております。 
 もし、これでよろしければ３月の定例会におきまして、申し入れ書という形で提出した

いのでありますが、よろしくお願いします。 
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。 
 この内容で３月の定例会に申し入れてよろしいですか。はい。 
    ◎その他 
〇委員長（村本照光君） では、その他で何かありませんか。 
 無いようですので、以上で本日の委員会を閉会してよろしいですか。 
    ◎閉会の宣言 

〇委員長（村本照光君） では、これで本日の委員会を閉会します。どうもごくろう

さまでした。 
閉会 １７時１１分 
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