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会議規則第７１条の規定に基づく合同委員会 

                   
期 日 平成２６年 ３月 ５日（水）  

                          時 間 午前１０時００分 

                          場 所 議  場 

１．開  会 

 

２．町長（あいさつ） 

 

３．合同委員会案件の説明 

 議  件 

 

 ＊総務厚生常任委員会所管 

     議案第１号 今金町認可地縁団体の登録及び証明に関する条例制定につい 
           て 
 
     議案第４号 今金町国保病院特殊勤務手当支給に関する条例の一部を改正 

する条例制定ついて 
 
     議案第８号 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 

定について 
 
     議案第 11 号 定住自立圏の形成に関する協定の締結について 
 
 ＊産業教育常任委員会所管 
     議案第２号 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 
 

議案第 12 号 今金町観光施設に係る指定管理者の指定について 
   

４．その他 
 

 

○出席委員（１１名） 
委員長 １番 村 上 忠 弘 君      ２番 山 崎   仁 君 

３番 向 井 孝 一 君      ４番 加 藤 三 明 君 
５番 芳 賀 芳 夫 君      ６番 上 村 義 雄 君 
７番 川 上 絹 子 君      ８番 日 置 紳 一 君 
９番 上 村 義 雄 君     １１番 村 瀬   広 君 

１０番 山 本   豊 君     （議長 徳 田 栄 邦 君） 
 
○欠席委員（０名） 
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○出席説明員 
    町    長            外 崎 秀 人 君 
    副  町  長            清 水   寛 君 
    総務財政課長            北 見 伸 夫 君 
    総務財政課長補佐          岸   貴 之 君 
    まちづくり推進課長         山 田   薫 君 
    まちづくり推進課長補佐       松 村 康 弘 君 
    税務住民課長            西   勝 明 君 
    税務住民課主幹           中 里 英 明 君 
    税務住民課主幹           北 見 由美子 君 

国保病院事務長           杉 山 輝 希 君 
    国保病院主幹            山 田 哲 也 君 

産業振興課長            森   朋 彦 君 
    産業振興課長補佐          津 山 康 彦 君 
    産業振興課長補佐          川 平 秀 明 君 
    国営緊急農地再編推進室長      宮 本   彰 君 
    国営緊急農地再編推進室次長     住 吉   淳 君 
 
○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 午前 ９時５９分 
◎委員長あいさつ 

○委員長（上村義雄君） ３月の年度末のお忙しい中、合同委員会に出席いただきあ

りがとうございます。第１回の定例会に向けた合同委員会の案件がございます。総

務厚生の案件については私が取り仕切らせていただきます。宜しくお願いいたしま

す。 
 
◎町長あいさつ 

○委員長（上村義雄君） 開議に先立ち町長が出席されておりますので、あいさつを

お願いいたします。 
  町長、外崎君。 
○町長（外崎秀人君） おはようございます。今日は６件の事案につきまして合同委

員会をお願いしたところであります。 
  今回にくるためには、様々な関連する委員会、会議等々のご審議をいただき、そ

して常任委員会の方で所管を含めてご審議をいただいた訳でありますが、それを超

えて全議員さんの方に同じ状況の中でご審議をお願いしたいという案件６件につ

いてこの間、議運を含めてお願いしてきている経過であるわけですけども、ご審議

をよろしくお願い申し上げたいと思います。 
なお、この間会議等でも出ている訳でありますけども、私の方から挨拶の中で全

ての会計に関わる部分の中で今非常に大きくクローズアップされている消費税の

問題でありますが、資料として皆さんに１枚町長情報として出させていただきまし

た。町に関わる予算の中で消費税がかかるものがどうゆうものがあるかということ

になる訳であります。今日出しているのは消費税が非課税、消費税がかからないも

のの一覧票これは財務省からでている部分でありますけども、そのほとんどがかか

らない訳であります。さて、かかるとすればどういうものがあるかと考えますと、

現状の中では学校の給食、施設の給食、し尿処理に関する手数料等がその消費税に

かかる主な物で、この間５％の課税にしている課税対象の予算については２６年度

のベースで４,４００万円くらいの予算に消費税５％をみますと、約２１３万円くら

いの５％の消費税となります。それが今回８％となりますので、プラスどのくらい

になりますかというと、それに概略の計算でありますが全ての会計をみて１３０万

円くらいの消費税になると、両方合わせて８％で約３５０万円くらいの消費税の収

入ということが見込まれることになる訳であります。 
一方歳出につきましては、そのほとんどに消費税がかかる訳でありまして、物件

費、維持補修費、普通建設事業費、様々な特別会計等々を含めて中で、おおざっぱ

ではありますけども１９億９千万円くらいの予算に対して消費税がかかる訳であ

ります。それにかかる５％といいますと、約９,５００万円の消費税がかかっている

訳であります。それに今回３％プラスし８％になる訳でありますからそれに、１億

５,１６５万円というおおざっぱな数値でありますけども、約５,７００万円くらい

の３％による支出増という状況になると。これは全ての会計にかかわる部分であり

ますので、私の方からあらかたでありますけどもまとめて、消費税の今金町の２６

年度に対する５から８に変わる変化、どういう状況になるかということについて事

前にお話しを申しあげさせていただいたところであります。それら等々を含めて、

様々な新しい取り組みも今回６事案の中でにもございますので、ご審議賜りますこ

とをよろしくお願い申し上げます。 
○委員長（上村義雄君） ありがとうございました。総務厚生常任委員会所管の
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案件は４件ございます。その後に産業教育常任委員会が２件ございますので、４件

までは私が務めさせていただきます。 
只今の出席委員は１１名で定足数に達しておりますので、会議規則７１条の規定

による合同委員会を開催いたします。 
 
◎議件１ 議案第１号 今金町認可地縁団体の登録及び証明に関する条例制定に 

ついて 
○委員長（上村義雄君） 議件１、議案第１号 今金町認可地縁団体の登録及び証 
明に関する条例制定についてを議題といたします。理事者の説明を求めます。 
副町長清水君。 

○副町長（清水 寛君） 議案第１号の、認可地縁団体の登録及び証明に関する条 
例の制定についてでありますが、この条例には背景がございまして、その背景につ 
きましては町づくり推進課長のほうから。条例本体につきましては税務住民課長の 
方から説明させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。 
○委員長（上村義雄君） まちづくり推進課長、山田君。 
○まちづくり推進課長（山田 薫君） 税務住民課からの条例説明の前に、認可地

縁団体の内容についてどういったものなのかということを、まちづくり推進課から

ご説いたします。資料については税務住民課から提出しております総務厚生常任委

員会資料の１ページと２ページをご覧いただきたいと思います。 
 まず地縁団体制度の経過についてご説明します。自治会町内会は法人格を有しな

い団体であることから、集会場を所有する場合土地建物等を自治会名義で登録でき

ないため、自治会長や町内会長の代表者の個人の名義で登録されその後登録名義人

が亡くなられた場合などに所有権等について色々な問題が生じていました。そこで

平成３年４月に地方自治法が改正され自治会町内会は地方自治法上、地縁による団

体と呼ばれ、申請書など一定の手続きをし市町村長の認可地縁団体として認可を受

けることにより、法人格を取得し自治会町内会名義で不動産登記をできるようにな

ったものであります。本町においても自治会町内会から支援団体の認可などのご相

談も受けております。そういった経過もあることからこの度町として認可制度を構

築をいたしたく地方自治法に基づき、まちづくり推進課として要綱を制定するもの

でございます。地縁団体の要件といたしましては町又は字の区域、その他の市町村

内の一定の区域内に住所を有するものの地縁に基づいて形成された団体でいわゆ

る町内会自治会がこれにあたります。但し、スポーツ同好会のように特定の目的の

活動を行う団体や老人クラブ、女性会、子ども会などの構成に年齢、性別の特定の

民族、属性を必要とする団体はここでいう地縁団体ではありません。認可の要件に

ついては現に不動産を有している又は、保有を予定している自治会町内会で、一定

の条件を満たす必要があります。この一定の要件というのは地方自治法の施行規則

で定められているものでございます。 
 次に資料の２ページをご覧いただきたいと思いますけれども、私達所管の方で要

綱の概要を掲載しております。まず、その手続きの流れでありますが、自治会町内

会のそういったご相談を私どもの方で事前相談をいたし、準備期間といたしまして

町内会自治会で各書類の作成をいただくと、その後認可申請がありまして町の方で

書類等の審査、認可、告示ということの手続きの流れがあります。認可、告示後に

おいては地縁団体の不動産名義登記ができることになりますので、その際印鑑登録

証明が必要となることから、この度、税務住民課より提出しております条例を制定

するものであります。私の方からはこの間の経過とこれからのフローズの説明をい
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たしました。条例の中身については税務住民課長の方から説明いたします。 
○委員長（上村義雄君） 税務住民課長、西君。 
○税務住民課長（西 勝明君） 今、山田課長の方から経緯について説明していた

だきました。私の方は認可後においての認可地縁団体名義において不動産登記を行

うために印鑑登録が必要となることから、今回の今金町認可地縁団体印鑑登録及び

証明に関する条例を制定しようとするものです。中身については次の４つの構成と

なっています。 
１点目は印鑑の登録に関する事項、２点目は印鑑登録証明に関する事項、３点目

は印鑑登録の廃止等に関する事項、４点目はその他に関する事項でございます。２

ページ目において今金町地縁団体認可事務処理要領はまちづくりの資料を添付し

ております。３ページから６ページについては条例案を添付しておりますのでお目

通しをお願いいたします。以上が条例の概要でございます。よろしくお願いいたし

ます。 
 ○委員長（上村義雄君） 説明が終わりました。只今の説明に対し、質疑があれば 
お受けいたします。 

  向井君。 
○３番（向井孝一君） ちょっと中身について解りずらいというのか、もう少し解 
りやすく説明していただきたいのですが、今の説明を受けて思ったことは例えば、 
町内会で会館がないよと、そうした時に例えばどこか町以外の何かの助成で会館を 
建てるということも可能ですよね。そうした場合において、志をともにする町内会 
がその施設に対しては、土地ごとに町内の登記ができるということで理解してよろ 
しいのですか。これは具体的に言うと例えば民間の民地あるいは民間のリフォーム 
をして町内会で使いたいといった場合にも適用になるのかどうか。 
○委員長（上村義雄君） まちづくり推進課長、山田君。 
○まちづくり推進課長（山田薫君） まさにその通りでございまして、町内会、例 
えばお察しいただいた例ですけども、町内会で会館を整備したい、取得したいとい 
った場合の補助金を申請するのにも、この地縁団体という要件にある補助要綱もあ 
りますし、例えば補助金を活用しないで銀行さんから融資をいただくという場合も 
ありますので、その際その法人格を有している自治会町内会であればそういう手続 
きを踏めば融資を受けて建設にあてられるということになっていますので、よろし 
くお願いいたします。 
○委員長（上村義雄君） その他ありませんか。 

 （「なし」の声あり） 
ないようですので、以上で議案第１号の質疑を終わります。 

 
◎議件２ 議案第４号 今金町国保病院特殊勤務手当支給に関する条例の一部を 

改正する条例制定について 
○委員長（上村義雄君） 次に議件２、議案第４号今金町国保病院特殊勤務支給に

関する条例の一部を改正する条例制定について議題といたします。 
 理事者の説明を求めます。 
 国保病院事務長、杉山君。 
○国保病院事務長（杉山輝希君） それでは私の方から議案第４号関係についてご 
説明をいたします。今金町国保病院特殊勤務手当支給に関する条例の一部を改正す 
る条例制定についてでございます。本条例につきましては我が国が将来の姿として 
示す医療機関機能の義務化や在宅医療、高齢者支援などを包括的に網羅する地域包 
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括ケアシステムというものにもあるように、急速に進む高齢化社会への対応やその

中にある医療機関、とりわけ当院も含まれる訳でありますけども次項の病院につい

ては在宅医療や慢性期患者への対応、介護保険との連携など地域に根差した活動が

求められております。当院におきましては既に特養やグループホームへの医師派遣、

社会福祉施設との連携、訪問看護事業が休止される中、訪問診療など在宅の高齢者

への対応など多くの活動を実践しているところでございます。また、これら院外で

の業務の多くは診療や病棟回診、あるいは老健での業務、患者様との医療相談など

の合間を縫って行っておりまして、時間外に及ぶものも多くあり、医師への負担も

大きくなっております。今後におきましても現状の取り組みを継続することはもち

ろんのこと、訪問診療などのニーズが高まることが予想される中で、地域の病院と

してその運営方針を明確にするため、院外の就労等に関する医師への手当について

追加しようとするものでございます。 
改定の内容につきましては、総務厚生常任委員会、病院資料の２ページをご覧い

ただきたいと思います。資料の２ページの方には新旧対象表が掲載されてございま

す。条例の第４条の出張就労業務手当のための改正を行うものでございまして、従

前まで規定しておりました他の病院での診療に従事した時、診療派遣契約日額の２

分の１に相当する額を手当として支給しておりましたが、これに更に加えるものと

して(２)の医師派遣診療契約等により、町内の社会福祉施設、介護施設等での診療

等に従事した時、１回につき５千円を支給する。それから(３)の部分でございます

が、院外での健診、予防接種等に従事した時、これも同じく１回につき５千円の支

給。それから(４)では個人宅への訪問診療等に従事した時。これにつきましては、

１件２千円を手当として支給するものでございます。 
以上説明を申し上げました。よろしくお願いいたします 

○委員長（上村義雄君） 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

お受けします。ありませんか。 
  村瀬議員。 
○副議長（村瀬 広君） この新旧対象表の中の改正後の(２)、(３)、(４)それぞれ５

千円、５千円、２千円とありますけども、この金額については例えば既に行ってい

る他の病院の金額を参考にしたのか、それともこの金額の算定となる根拠といいま

すかどういった積み上げでこの金額なのか教えていただきたい。 
○委員長（上村義雄君） 国保病院事務長、杉山君。 
○国保病院事務長（杉山輝希君） これらの手当に関しては大きな病院ではほとんど

支給されておりません。院内業務が主ということであります。近隣の公立病院等に

も紹介をかけてございますが、そもそもこういった院外での活動といったものがあ

まり活発に行われていないということから、手当の用意がされておりません。以前

は往診という形で手当てが付いてございました。これらについては往診に関わる診

療手当加算分の２分の１だとか全額というものが主な病院で手当てとして支給さ

れていたのですけども、現実今、往診と訪問診療の違いがあるのですけども。往診

というのは緊急的な医療を求める時に出動するというのが往診でありまして、訪問

診療というのは計画的に特定の患者様への定期的な診療をするというのが訪問診

療であります。この違いがありまして、多くの病院が公立病院では往診ということ

は対応しておりませんので、それに合わせてうちの病院もそうですけども往診手当

の規定については削除させていただいた過程があります。改めて、地域ニーズが高

まっているこういった個人宅への訪問診療であったり、介護保険等の整備によって
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老健もできましたし、グループホームもできました。それから古くから、光の里の

ような障がい者施設もあります。なかなか病院の方に多くの患者さんが入っており

ますので来れないということで苦慮していたところがあります。こういった施設か

らの要望もありまして、昨年から豊寿園等は以前からやっておりましたけれどもグ

ループホーム等への訪問診療。それから光の里学園等についてもインフルエンザの

予防接種であったり、大勢の方が移動するというところを緩和しようということで

病院自らの取り組みとして初めたところでございますけども、やはり先生方の負担

が相当大きいと、夕方だとか時間を超えてやるということであります。なんとかこ

れを先生方も色々人が変わっていきますので、どの先生が来てもうちの病院の方針

としてしっかりこういった業務に就いていただくためには一定程度の手当という

ものを示して、病院の取り組みとして示して行きましょうということが病院内で議

論されました。その時に手当の額というのはどうなんだということなんですけども、

今説明したように、病院としてこれを持って生活に充ててくれという訳ではなくて、

病院としての姿勢をしっかり示すものということで、０でなければいいのではない

かというのが意見であります。そういった中で近隣の例等ないもんですから、今契

約等でいただいている金額、それらを総合的に見まして病院として十分利益の残る

範囲で、なおかつ先生方に一定の程度ご理解をいただける金額ということで、今回

の５千円、２千円という形になっております。ちなみにグループホームとかですと

１回訪問しますと、幾つかの施設に別れてますけども、１ユニット行きますと２万

円いただくようになってますし、豊寿園ですと４万とか５万とかという形になって

おりますので、その範囲を超えないところで検討させていただいたという経過でご

ざいますのでよろしくお願いいたします。 
○委員長（上村義雄君） 他にありませんか。山本委員。 
○１０番（山本 豊君） 制度としては当然ながら、先生方の待遇も考えて当たり前

というか、遅過ぎたかなという気もするのですが、結局院内の経理というのでしょ

うか、会計の仕組みとしてはその原資はどこからきて、先生方への診療報酬という

のがありますよね。いわゆる点数。その関係についてはどのような経理、どのよう

な制度で中身の経理をするのでしょうか、お知らせ願います。 
○委員長（上村義雄君） 国保病院事務長、杉山君。 
○国保病院事務長（杉山輝希君） それぞれが多くの業務を今回掲載しておりますの

で、それぞれ違ってくる訳でありますけども、まず一番最後に書きました(４)の個

人宅への訪問診療につきましては、診療報酬点数の中で明記されておりまして、個

人訪問することによって８３０点、金額にすると８,３００円が病院としての収入に

なります。この内２,０００円を先生の方に病院から手当という形です。いただいた

お金を迂回して渡すという形ではなくて、病院として納めるものはきちっと治めて、

先生に払うものは払うという形で経理をしていきます。その他のグループホームで

あったり、豊寿園等への訪問につきましては年間を通して契約させていただいてお

ります。これは診療にかかわる部分については当然診療報酬の点数規定の中で病院

として収入をいただきます。これも訪問による部分には過程がありますので、わず

かながらですけど外来で受けるよりは高くなります。その他にそれぞれ施設の方に

もメリットがありますので、言い方は難しいのですけど足代というのでしょうか手

間賃というのでしょうか、そういったものとして先ほど言ったような１施設２万円

だとか、５万円だとかというようなものを加算させていただいて、契約を取り交わ

させていただいておりますので、診療業務に関わる契約に記載された金額について
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は委託料として病院の全て収入として受けます。当然医療の部分も個人負担含めて

病院として収入を得ます。それはそれとして先生方には別の形で手当として支給す

るという形でやっておりますのでよろしくお願いいたします。 
○委員長（上村義雄君） 山本君。 
○１０番（山本 豊君） そこら辺りところが住民によく知らせなければ、新たに係

るのですよという誤解を招いたり、施設はケースバイケースですから、そこらへんの

ところは良く解るのでしょうが、受益者というのでしょうかね、受ける先生方へ、あ

あそうなんですか、来てくれる先生方に２,０００円払わなければならないのでしょう

かという誤解を招いたりすることがあると思うのですね。住民ニーズというのは当然

ながらそうしなければならないということが前段からあると思うのですよ。なるべく

これから広がるであろう訪問診療含めて、そういう仕組みになっていくのでしょうけ

ど、一番いいことは住民に、恩恵を受ける側にそのことがちゃんと伝わって、それが

行政の仕事としてやるのだよと伝わらなければ、住民側は取られるのかという感覚が

ないようなそういう配慮をこれからも各種色々出てくると思うのですね。制度の中で。

それが組織として、町としてそのことを恩恵の受けている先生達にちゃんとした形で

の、診療報酬以外ですからこれはもちろん、報酬改定と言ってもいいくらいの制度だ

と思うのです。ですからそのことをお互いがちゃんと理解をした上でやっていただく

ために、住民や組織に理解を得られるような仕組みをしてあげるべきだろうというふ

うに思います。 
○委員長（上村義雄君） 副町長、清水君。 
○副町長（清水 寛君） おっしゃること誠にごもっともとだと思っております。そ

れと所管の常任委員会でもありましたけど、その中で私も申し上げましたが、各種手

当等については職員含めてこれまで行政改革の一環で、ことごとく削減をしてきてい

る実情にあります。その中で新たに手当を創出しようとすることで、時代に逆行する

部分ということで、議員さん方に受け止められる部分もあろうかと思いますが、提案

の内容については前段、病院の事務長から申し上げましたけれども外に先生方が出て、

色々な部分について施設なり訪問診療なりで活躍をしてくださるというこの部分が

整ってきてその背景の中で先生方に一定の働きやすい環境を作りたいという部分が、

今回の根底にある訳であります。１点お願いしたいのでありますが、診療報酬に係る

部分につきまして、これは当然として患者様からいただく部分がございますが、施設

と病院との契約についてはこれはまた患者さん個人に行くものではないと理解をし

ておりますので、その辺の中でケースバイケースに沿って運用して参りますので、住

民に負担が強いられる形の部分については、今、山本委員がおっしゃったように十分

周知を諮っていかなくてはなりませんが、それに沿わない分についてはまたケースに

併せて考えていきたいと思っておりますのでどうぞよろしくお願いいたします。 
○委員長（上村義雄君） 加藤君。 
○４番（加藤三明君） 今の説明である程度理解ができましたけども、個人への訪問

診療について今までの実績的なものが何件くらいあるのかをお知らせ願いたいと思

います。 
○委員長（上村義雄君） 国保病院事務長、杉山君。 
○国保病院事務長（杉山輝希君） 患者様については都度変わっていきますので、実

数はなかなか言いづらいのですけども、月１回の水曜日、院長だけ対応しているので

すけども４件から５件、診察外の時間で訪問してくるものですから、遠方まで行かれ

たりするので、それくらいが今のところ限界ということであります。対象となる方で
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すけども、やはりこれは区別をしなくてはなりません。自分の足をもって病院の方に

十分通院できるのに、それが大儀だから家に来てくれというのであればこれは対応し

きれませんので、やはり病状等をみて在宅で行ってなおかつ病院への定期受診も困難

である、家族の支援等も難しいと思われる方に限り訪問診療をやっていくというのが

大原則となっておりますので、急激に今やっている件数が増えるということではない

と思っておりますけども、今院長が担っている部分以外でも他の先生が協力をいただ

けると今の４、５件というのが７件、８件あるいは１０件というふうに対応の幅が若

干でも広がっていくものと考えておりますので、その点でご理解をいただきたいと思

っております。 
○委員長（上村義雄君） 副町長、清水君。 
○副町長（清水 寛君） すいません。訂正をお願いいたします。先ほど所管の常任

委員会の中においてもという言葉を申し上げましたが、国保の運営協議会の中でござ

いましたので、その点で言葉の訂正をさせていただきます。 
○委員長（上村義雄君） 他にありませんか。 

（「なし」の声あり） 
ないようですので、以上で議案第４号の質疑を終わります。 

 
◎議案第８号 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

定について 
○委員長（上村義雄君） 次に、議件３、議案第８号 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について、を議題といたします。理事者の説明を

求めます。 
国保病院事務長、杉山君。 

○国保病院事務長（杉山輝希君） それでは私のほうから奨学金貸与条例の一部を改

正する条例制定についてご説明を申し上げます。本条例につきましては病院、老健

等における医療技術職の育成を目的に、現状では保健師、助産師、看護師、準看護

師、介護福祉士、理学療法士、作業療法士をその対象に就学年数を限度に月額６万

円の奨学金を貸与することとしておりますが、看護師につきましては准看養成所か

ら看護師養成所への連続した進学や、４年生大学での看護資格取得など多様な就学

形態が見られることから、現在看護師において減免期限を３年以上の勤務とあるも

のを、貸与期間の実態と整合性を持たせるため４年に変更し、加えて今後の技術職

確保が困難と思われる臨床検査技師、診療放射線技師、薬剤師、この３種を新たに

貸与対象職種に加えそれぞれの奉職義務期間、減免期間について定めるものでござ

います。内容につきましては総務厚生常任委員会、病院資料の７ページをお開き願

いたいと思います。新旧対象表になっております。これを基にご説明をしたいと思

います。 
  まずは第１条の改正では前段説明しました臨床検査技師、放射線技師、薬剤師、

この３種を新たに職種として加えようとするものでございます。第２条の改正部分

につきましては、今説明しました３種について法的な規定を記載するものでござい

ます。それから下の方になりますけども第９条ではそれぞれの職種に関しての奉職

の義務を規定しております。今の３種について臨床検査技師及び診療放射線技師に

あっては３年以上の奉職義務。薬剤師にあっては５年以上の奉職義務。これを新た

に追加するものでございます。 
  続いて８ページをお願いいたします。第１０条の部分の改正になります。貸与金

の利息及び償還期限の規定でございますけども、まずは３項の看護師につきまして
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は現状３年以上の勤務者は全額免除とあるものを、先ほど説明したように４年生の

学校等の就学も増えていることから４年以上の勤務者全額免除と改定をするもの

でございます。 
  それから９ページをお願いいたします。９ページには新たに加える３職種の免除

規定を書いてございます。臨床検査技師については就学年数に併せて４年以上の勤

務者全額免除。それから放射線技師においては同じく就学期間をベースにして４年

以上の勤務者を全額免除。薬剤師については就学年数が６年となっておりますので、

これに併せまして６年以上の勤務者が全額免除というふうに規定の改正を行うも

のでございます。よろしくお願いいたします。 
○委員長（上村義雄君） 説明が終わりました。ただ今の説明に対し、質疑があれば

お受けいたします。ありませんか。 
  向井君。 
○３番（向井孝一君） それぞれ新たに貸付対象を拡大したということでは進展があ

ったなと評価するのですけども、問題は看護師不足というのが続いている中で更に

免除期間１年延長するということに対する受け取り方というのがこれから受けよ

うとする生徒さん方に与える影響あるいは他の町村との貸与関係の情報等もたぶ

ん得ると思うので他町村の対応と同じ対応をしたのかどうかも含めてお聞きした

いと思います。 
○委員長（上村義雄君） 国保病院事務長、杉山君。 
○国保病院事務長（杉山輝希君） 今の件についてお答えいたします。私の説明不足

だったと思います。今回免除の規定を４年以上と変えてございますけども、真っ直

ぐ正看の学校に行くと３年で終了します。３年で終了した方に今まで３年だったも

のを４年にするのかということでございましたけども、看護師の下のところに４年

未満の勤務者については勤務月数により免除と規定を書いてございますので、３年

間奨学金を借りて奉職された方に関しては毎月６万円づつ減免していきますので、

３年間奉職していただければそこで返還すべき奨学金の貸与額がなくなるという

ことでございますので、減免されたと同じような状態が起きるということでござい

ますので、今まで３年で済んでいた方は３年で終わるということでご理解をいただ

ければと思います。 
○委員長（上村義雄君） 向井君。 
○３番（向井孝一君） 条例改正をどうせするのであれば、貸与金額の上限をもっと

上げるべきではなかったかなと思いがあるのですけども、その議論は全然されてな

いのですか。 
○委員長（上村義雄君） 国保病院事務長、杉山君。 
○国保病院事務長（杉山輝希君） 今回は近々の課題である看護師の確保とその他の

コメディカルについても将来的に不安があるということで新たな職種を加えたも

のでございます。今の現在の６万円についてどうするかという議論までは今回は踏

み込んでおりません。よろしくお願いいたします。 
○委員長（上村義雄君） 他にありませんか。 

（「なし」の声あり） 
○委員長（上村義雄君） ないようですので、以上で議案第８号の質疑を終わります。 
 

◎議案第１１号 定住自立圏の形成に関する協定の締結について 
○委員長（上村義雄君） 次に、議件４、議案第１１号、定住自立圏の形成に関する

協定の締結についてを議題といたします。理事者の説明を求めます。 
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まちづくり推進課長、山田君。 
○まちづくり推進課長（山田 薫君） それでは議案第１１号を用意していただけれ

ばと思いますのでよろしくお願いいたします。そちらの方で説明いたします。 
  中心市宣言を行いました函館市と、函館市を中心に南北海道による定住自立圏の

形成に向けて協議を進めていたところであります。この度、渡島檜山管内全１８市

町においてこれらの取り組みについて協議が整ったことから、今金町定住自立圏形

成協定の議決に関する条例に基づき、協定について議会の議決を得ようとするもの

であります。第１条の協定の締結の目的ではありますが、中心市宣言を行った函館

市と中心市宣言に賛同した今金町が、相互に役割を分担し連携を図りながら圏域の

必要な都市機能及び生活機能を確保し、安心して暮らせる定住自立圏を形成するこ

とを目的として締結するものであります。第３条には連携する取り組みの分野及び

内容を規定しております。(１)は生活機能の強化に係る政策分野、(２)で結びつき

やネットワーク強化に係る政策分野、(３)で圏域マネージメント能力の強化に係る

政策分野となっております。第４条には事務執行にあったての連携及び分担を規定。

第５条では協定の変更の規定。第６条では協定の廃止。第７条では疑義の解決とい

うことで協定を結ぶものでございます。この協定書の内容については全１８市町統

一の規定内容となっております。 
次に別表についてご説明いたします。別表第１には生活機能の強化に係る政策分

野を規定しております。公益医療体制の充実。これは主にドクターヘリの運行する

ことを目的としております。次に広域観光の推進でございます。これは北海道新幹

線開業を契機とした広域観光の充実を図ることとし、それに連携のイベントや滞在

型の商品開発を推進して参ります。別表２でございますが、これは結びつきやネッ

トワーク強化に係る政策分野でございます。地域公共交通としては北海道新幹線開

業を契機とした交通アクセスの充実を図ることとして、アクセスバス路線を図るこ

ととしております。また基幹道路とネットワーク整備の促進ということであります

が、これは渡島半島道路を含む圏域全体の道路整備の促進ということを明記してお

ります。また、国際化の推進では在住外国人や留学生との交流事業を図ることとし

ております。次の別表３では圏域マネージメント能力の強化に係る政策分野として、

人材育成で職員の研修に係る情報の共有や合同の研修を実施していくということ

を想定しております。以上３つの政策分野で協議し、今後共生ビジョンの策定をす

ることとなっております。今後のスケジュールでございますが３月の末には全１８

市町の町長、市町が集まって合同の協定の調印式を開催する予定となっております。

また４月には共生ビジョンの懇談会の設置をし随時開催をしていく予定となって

おります。９月には定住自立圏の共生ビジョンの策定が終了し、各市と町で議会報

告ということで予定をしておるところでございます。また、１２月の合同委員会で

も定住自立圏の関係でご説明した、特別交付税による財政支援の関係でご説明しま

したが、２６年度から総務省の方で定住自立圏形成においては財政支援を拡充する

ということで通知が入っております。今まで中心市の上限額が４千万円だったもの

が、８千万円に倍増するということで通知が入っています。また周辺地域１町村あ

たりの限度額も１千万円から１千５百万円に増額するという通知が入っておりま

すので、これを有意義に活用しながら事業展開をしていきたいと思っておりますの

でよろしくお願いします。 
○委員長（上村義雄君） 説明が終わりました。只今の説明に対し質疑があればお受

けいたします。ありませんか。 
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  無いようですので、以上で議案第１１号の質疑を終わります。 
  ここで委員長交代のため暫時休憩いたします。１０時５５分まで休憩いたします。 

休憩 午前１０時４３分 
再開 午前１０時５５分 

 
○委員長（村本照光君） 休憩を閉じ、開議します。 
 

◎議件５ 議案第２号 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 

○委員長（村本照光君） 議件５、議案第２号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を議題といたします。理事者の説明を求めます。 
国営農地再編推進室長、宮本君。 

○国営農地再編推進室長（宮本 彰君） それでは私の方から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の制定についてご説明を申し上げます。国営緊急

農地再編整備事業については今金南地区の実施とともに今金北地区についても事

業化を図るべく推進をしておりますが、両地区合わせますとおよそ３００億円超の

事業費が見込まれるという中で、地元負担における町の負担金も非常に多額なもの

になると見込まれております。このため町が支払う負担金の資金にあてるため新た

に基金を設置いたしたく条例の制定提案を申し上げたいと考えてございます。 
それでは資料の方、委員会資料の国営農地再編推進室の資料２ページ目をお願い

いたします。表題といたしまして事業費負担と償還についてという形でございます

が、負担率については皆さまもご存じのように地元町が４％、受益者２．７％とい

う形になります。事業がおおむね１２年間経過した後に事業費の確定そして償還額

という形になりますが、おおむね今の見通しとしましては平成３７年から受益者と

共に町の負担金の償還が始まると見込まれてございます。国営事業の規定償還とい

う部分につきましては、元利均等年賦払いという形になりますが金利が５％と、現

状からしますと高いという形がございます。償還についても３年据え置きの実質１

２年償還、併せて１５年償還という形が規定償還であります。そういった中で私ど

もの方、南地区における総事業費を想定した中で概算額を弾いたところ町の負担と

してはおおむね６億２千万余りの金額になろうかと考えてございます。また２７年

度事業採択を目指しております今金北地区についても、事業が開始されまた事業完

了という形になりますと償還が発生するという形がございますので、そこらを少し

ご説明申し上げたいと思います。 
  ３ページ目の方をお願いいたします。積立金の考え方ということですが、資産と

いうことで今金南地区の年次償還を見込んでございます。そうなりますと元金で概

ね６億２千５百万円。そして金利、利子で３億１千万円。今金南でも概ね９億４千

万円という金額になります。北地区においても年度を遅れて償還という形になりま

すが、今同額を想定した中でも概ね９億４千万円。そうしますと１８億８千万円と

いう数字が弾き出される訳でございます。そういった中で、平成３７年度以降の償

還という形を考えれば非常に後年度の負担というものが非常に多くなろうかとい

うふうに危惧されるところでございます。そういった中で償還に対する基本的な考

え方といたしましてなんとか早期償還、もしくは一括償還という部分を目指す中で

基金の設置による償還財源を確保するのが望ましいかというふうに考えてござい

ます。また将来的には財政状況等も勘案しながら一定の基金を有した中で、早期の

償還に向けた動きができるかというふうに考えてございまして，今回条例を制定い
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たしたくご提案申し上げております。条例の中身でございますが設置の目的につい

ては記載の通りでございます。町が支払うべく負担金の資金にあてるためという形

を目的といたしまして、積立の部分でございますが、基金積立については年次の予

算の範囲内で、予算で定める額という形で規定をさせていただいてございます。３

条以降の管理につきましては、既存の目的基金に準じた形の中で規定をしてござい

ますので想定でご理解いただきたく、私の説明に替えさせていただきます。よろし

くお願いいたします。 
○委員長（村本照光君） 説明が終わりました。只今の説明に対して質疑があればお

受けいたします。何かございませんか。 
  上村君。 
○６番（上村義雄君） 大変今金としては大きな事業を行う訳ですから、この基金を

積み立てていくということは賢明な方法だろうというふうに私も理解いたします。

特にこれから燃料の高騰だとか、消費税の部分での８％から１０％と上がってくる

ことになる。当然資材費等も関連して上がってくる。当初の予算よりは増額になっ

てくる懸念は十分あると思う訳です。５千万円づつの基金を積み立ててということ

でございますけれども、この基金は要するに支払総額１８億８千万円という予定を

立てている訳ですけども、この予算はできるだけそういう部分では事業費事態が高

額になるだろうというその見積を大目に見ながら、支払の部分ではある程度確保で

きていくような方向性と、それともう一つには補助事業でございますから、それに

伴う町の負担の部分が財政の方での交付金対応にならないのかどうか、そこら辺り

をお伺いしたいと思います。 
○委員長（村本照光君） 総務財政課長、北見君。 
○総務財政課長（北見信夫君） 交付金の関係でございますが、今想定している元金

の利子については交付金の対象にはならないと考えております。一括償還をした場

合にその元利償還について起債の対象にはなるかなと考えておりますが、一括償還

がなされるかどうかは今後の課題でございますのでその点でご理解をいただきた

いと思います。 
○委員長（村本照光君） 上村君。 
○６番（上村義雄君） 補助事業ですから交付金対応で支払にあてるということが不

可能という財政の説明でございますから、当然こういう基金を積み立てていかなけ

れば町の財政の部分ではパニックになるし破綻行為にもなりかねない状況であろ

うと思いますので、それで補助残を町が支払う部分については交付金対応になるの

かということを訪ねたけども、ならないと。それに伴って一括償還して起債を起し

た時にはその対応が可能になる可能性があるかもしれないという課長の説明でご

ざいました。できるだけ町の負担というのは健全にしていかなければ町民の負担が、

町民への住民サービスが低下する懸念にもなりかねない訳です。これは財政破綻し

た夕張市の二の舞にならないように、そういう処置をきちっと講じていくというこ

とでこの基金を積み立てるということでなったんだろうと思うので、そういう面で

は賢明な判断だったというふうに理解しますし、基金の部分も逆に言えば５千万か

らもう一方その事業費が多くなるという観点からいけば、もう少し積み増しも増や

していいのではないかなというふうな思いがありますけども、そこら辺りはどうお

考えかお聞かせいただきたいと思います。 
○委員長（村本照光君） 副町長、清水君。 
○副町長（清水 寛君） お答えいたします。基金の設置の趣旨についてはご理解を
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いただけているものと思っておりますが、この３ページに資料で現しておりますけ

れども、先ほど上村議員がおっしゃったように今後消費税のアップなり色々な事を

勘案すると、宮本室長が言った事業費総額を３００億円と見込んでといいますが、

事業費が拡大していくことが大きく懸念される訳であります。財政を預かるものと

しては事業はなるべく圧縮する中でお願いしたいという部分でありますが、しかし

これだけ大きな事業をせっかくやる訳でありますから、いちがいにそのことばかり

を言える訳ではありません。仮に３００億として、この中で町の負担金を４％と現

しておりますがこれは解りやすくするために４％としております。しかし町が６．

７％、前は７％と言っておりましたけども、全て持たなきゃならない部分はある訳

です。ですから当初いろいろとやった中では５％近くになったかと思っております。

ですからまだこの償還元金については増えるものというふうに私達は思っており

ます。とりあえず今は４％で解りやすく資産しております。それらで南とそれから

北、今後採択される部分で約１３億円の償還元金という単純に今、北と南と同額で

設定しておりますけども、それらを一括なるべくであれば過去に国営二期地区であ

ったと思いますけども一括償還することによって利息を支払いすることなく済ん

だ訳でありますから、今回のこのケースでいきますと３億１千５００万円、それの

南と北でありますから、６億３千万円程度の利息を払わなくて済む訳ですから、予

定としては平成３７年か平成３９年までで、約７億円の基金を保有した段階でその

時の財政状況、体力に応じて一括償還に向けて起債を起すなり、余剰のあるお金を

注ぎ込むなりをして、そしてできれば一括償還を目指したい。それが今年度負担を

軽減する最も重要なことだと思って考えている訳でありますので、是非よろしくお

願いしたいと思っています。 
○委員長（村本照光君） 向井君。 
○３番（向井孝一君） 関連でちょっとお尋ねいたしますが、大変高額な金額の積立

計画なので心配されるのはこのことによって農業振興関連の予算が影響してくる

のではないかという心配もする訳です。その辺のからみの説明ともう一つは、この

事業を成功するにあたってソフト面、あるいは農業センター構想というものが、今

農協関係の方から声が上がりつつありますけれども、それらの意見というものに対

する対応はどう考えているのか、その２点をちょっとお願いします。 
○委員長（村本照光君） 副町長、清水君。 
○副町長（清水 寛君） 農業政策等にこの５千万円を毎年積立することによって、

影響がないのかと言われますけども、ご協力はお願いしたいと財政を預かるものと

しては思っております。屋上屋を重ねるような形もなかなかできづらい部分がある

というのも、これは本音ではあります。しかし今進めております私達の事業を後退

させるような形は考えておりませんので、体力に応じたこの５千万円が特別困難な

額だとは思っておりませんので、私達はそういうことで進めていきたいと思ってい

ます。他の政策等についてはまたこれは別次元でお話しをさせていただきたいと思

っています。 
○委員長（村本照光君） 向井君。 
○３番（向井孝一君） もう一つ、農業センター構想についてのこれから出されるで

あろう色々な政策要求といいますか、その部分がたぶん出てくるような気がします

ので、その辺の関連する部分についての対応を。 
○委員長（村本照光君） 副町長、清水君。 
○副町長（清水 寛君） 他の政策については今後の動向を見ながら判断をして行き
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たいということでお答えをさせていただきました。今特定の部分について、まだ見え

ない部分については本席ではお答えできない部分がありますので、ご了解をお願いし

ます。 
○委員長（村本照光君） 他、ございませんか。 

（「なし」の声あり） 
○委員長（村本照光君） ないようですので、以上で議案第２号の質疑を終わります。 

 
◎議件６ 議案第１２号 今金町観光施設に係る指定管理者の指定について 

○委員長（村本照光君） 議件６、議案第１２号今金町観光施設に係る指定管理者の

指定についてを議題といたします。先に町長の方からピリカスキー場の経過報告を

求めます。 
  町長、外崎君。 
○町長（外崎秀人君） 時間をいただきまして、今回の議案の第１２号にも関わる部  
 分でございますので、私の方で今、状況の話をさせていただきたいと思います。 

ピリカスキー場、加えてピリカの全ての運営から町直接に関わることについては

撤退したいという考えを示しながらも、民の力をいただきながらなんとか継続する

道を歩ませていただきたいということで、既にそういう取組をしている訳でありま

す。それぞれの窓口になっている経過については話をしているところでありますが、

先般その社長さんの方から直接電話がありまして、約束通り今金町の案件について

は経営者会議に提出し検討しますといった経過がありますけれども、一応経営者会

議の方にるる検討して参りましたという言葉をいただきました。そういう中では私

ども全てを出し切って、町長の想いもきちっと伝えながら基本路線は何かといいま

すと今申しましたように関連施設を含めた経営あるいは運営、それから施設全てを

移譲するという基本的な考え方をベースにして是非検討いただきたいという話を、

その会社にも言っておりますし、多くのところでも伝えている訳でありますが、そ

ういう中では以前にも町長の方からも、ほこほこ大地の関連でもって施設を移譲す

ることによって生じる様々な税金対策を含めたリスクがあるという話をさせてい

ただいた経過がある訳でありますけども、そういう事を含めてまず前段、社長の方

からいただいた言葉は種々検討、とりあえず色々な今までいただいた情報を種々検

討して参りましたが、いきなり全ての施設の移譲を受け運営のリスクあるいは施設

維持管理上のリスクの双方を一気に引き受けるとう形は非常に難しいという状況

にあります。ついては、まずは段階的に一旦指定管理方式で数年運営に入らせてい

ただきながら改善を図り、次のステップに進めさせていただくことはできないかと

考えておりますので、いかがでしょうかという言葉でした。これについてはこのマ

ックアースに情報を出しておりますが、７箇所のスキー場において指定管理者制度

でもってやっている訳であります。今の議案にあります株式会社クアプラザピリカ

みたいな形の指定管理になるかどうかは、まだ具体的な詰めや調整を図らなければ

ならない部分がありますけども、第一要件としては是非この度の話につきましては

スタートは指定管理者制度でもって進めさせていただくことはできませんでしょ

うかということが第一条件としてある訳であります。その他の条件については余り

私の受け取り方としてはそんな重いものはない訳でありますけども、一気に施設維

持管理費が相当かかる、これからの投資もできないという難しさがあるということ

も承知しておりますので、そう考えた場合に施設の大規模な修繕についてはどうな

るかというのは向こうで見積もっていると、今検討していると。こちらから資料を

出してますから色々検討して見積りしていますけれども、それについては今金町の
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方で考えていただくことはできないでしょうかという言葉です。内容はまだ別です。

あとは取り分けそういう中でもリフトなんかについては、我々はそちらの方のきち

っとした体制が取れる訳でありますから、これらについても見積をきちっと出しま

すので、どのくらいかかるのかというのは随時検討いただきたい。具体的な内容は

ございません。今後についての色々な動きでもう一つお願いがありますと。今関わ

っている職員がいる訳でありますけども、この職員の方々が全て経過を知っている

経験を持っている方々が全く居なくなるとすれば指定管理を受けても非常に困る

ので、何人かは確保できるような環境というものが必要なんですよねと。そういう

時には是非配慮して下さいという言葉がありました。それくらいの内容で、私の方

からメールで返しまして具体的な詰めなり、社長からいだたいている言葉のメール

の言葉の整理もしていかなければいけませんので、少しく時間をくださいと。今は

もう議会を開催しておりますので、議会終了後に速やかに担当同士の意見調整が図

れればなと、加えてその全体の基本的な考え方についても町長の想いも伝える場所

を作らせていただきたいと思いますのでよろしくお願いしますという話をさせて

いただだいて今のところ収まっている訳でありますが、非常に厳しく商圏が大変だ

という第一声があった中で、受けていただけることを前提に提案をいただいたとい

うことについては十分嬉しく思っておりますので、そういうことからきちっと情報

を出して誠意を尽くしながら取り組まなければならないかなと。課長会議の方でこ

の流れを説明した訳でありますけども、相手方と調整をしながら具体的に細かいも

のについてはＴＰＰと同じように交渉事ですから、なかなか全部あからさまにでき

る状況にない訳でありますけども、一定程度整理が出来ましたら議会の方にもちょ

っと相談させていただきながら、共に目指すものは同じだと思っておりますのでそ

の時は是非協力をお願い申し上げたいと。そういうことで今回に係る指定管理者の

指定については、当面は一応３年間という形の中で進めている訳でありますけども、

私の想いは始めに伝えております、引き続きスキー場を含めた形の中で運営してい

きたいという形を考えておりますので是非早くにお願い申し上げたい。そうなりま

すと、移譲するという形となりますと、このままずるずると３年間、株式会社クア

プラザピリカに行くという形にはならないと。そういうことの前提も置きながらご

審議賜ればと思っておりますのでよろしくお願いしたいと思っております。 
○委員長（村本照光君） 産業振興課長、森君。 
○産業振興課長（森 朋彦君） それでは私の方から議案に関わっての説明をさせて 
いただきます。資料の方は第１２号議案書をもちまして説明をさせていただきます。 
ご用意をお願いしたします。 

  今、町長の方から今の経過についてお話をさせていただいたところでありますが、

今回の指定管理者の指定につきましては町がこれまで出しました方針、具体的にい

いますとスキー場の廃止、事業廃止の方針、それから今クアプラザが現状に置かれ

ている状況を含まえた上で、当年の指定方針ということで議案の方は整理をさせて

いただいております。まだ不確定要素が沢山ございますけども只今申し上げました

ようなことで是非ご理解をお願いしたいと思います。クアプラザピリカのセンター

ハウスを核とします今金町の観光施設。これにつきましては、平成１８年度から指

定管理者制度を導入しまして株式会社クアプラザピリカを指定管理者として運営

してきたという経過がございます。この度、平成２３年４月１日から３年間として

きた指定期間が、この３月３１日に満了いたしますので新たに４月１日からの指定

管理者の指定について地方自治法第２４４条の２、第２項の規定に基づいて今回提
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案をさせていただくものです。表紙をめくっていただきまして２ページをお願いし

たいのでありますけれども、まず始めに管理を行わせる施設につきまして今回２区

分させていただいております。これは先にスキー場の廃止方針を表明したこと、そ

れから既に事業を廃止した施設もございますので、それぞれ管理の内容に応じて区

分をさせていただいた経過であります。 
一つ目の管理運営を行わせる施設については、施設設備を利用し事業運営を行わ

せる施設として位置付けたものでありまして、ピリカセンターハウス及びセンター

ハウス付属の温泉浴場、スキー場食堂、パークゴルフ場、キャンプ場と奥ピリカ温

泉山の家がこれにあたります。２つ目の維持管理を行わせる施設につきましては事

業を廃止したものでありますので、事業運営は行わずに維持的な管理のみ行なわせ

る施設として、ピリカ屋内温水プール、スキー場ゲレンデ、休憩棟、格納庫を規定

したものであります。それぞれの位置につきましては所在地を現したものでありま

すので、議案書の方でご確認をお願いいたします。次に３番目の指定管理者となる

団体につきましては、これまでと同様に株式会社クアプラザピリカ、代表取締役、

外崎秀人。今金町字美利河２０５番地の１としまして当社の設立経過、施設の運営

ノウハウ、更には今後の施設あるいは事業のあり方を検討するとしております。只

今の状況を考慮しまして公募に依らず、引き続き同社を候補として提案をするもの

であります。最後に４番目の指定期間については平成２６年４月１日から２９年３

月３１日までの３年間としまして、これを当面の指定期間として今回提案させてい

ただきます。以上が今金町観光施設に係る指定管理者の指定についての議案の内容

となりますので、よろしくお願いいたします。 
引き続きなのですが、今回の議件とは異なるのでありますけども、委員長にお許

しをいただきまして、今日正誤表を配らせていただいておりましたので、資料の訂

正についてお願いをしたいと思います。これにつきましては先に行われました産業

教育常任委員会の方にはもう既に配布をして訂正をお願いしたところであります

が、総務厚生常任委員の皆様につきましては、今日改めてということでお願いいた

します。まちづくり推進課の方から配布をしております、新年度事業の概要という

資料の訂正になります。ページでいいますと４１ページに新規政策調書があります

が、これの施設園芸作物推進事業の調書であります。ここの該当の箇所につきまし

てアンダーラインが正誤表にありますが、ここの部分の訂正をお願いするものです。

カッコ書きで上限贈答６００坪、新規１千坪とあるものを事業実施機関内で上限６

００坪ということで、訂正をお願いしたいと思います。議件とは関係ないところで

の説明となりましたが、お詫びを申し上げまして訂正についてどうぞよろしくお願

いいたします。以上でございます。 
○委員長（村本照光君） 説明が終わりました。皆様方から何かご意見ご質問あれば 
お受けしたいと思います。 

  上村君。 
○６番（上村義雄君） 町長は昨年９月にこのピリカスキー場を中止するという決断 
 をされました。ここの部分でのセンターハウスやそれらの管理という部分でしょう 
けれども、これは今町長が先頭に立ってなんとか民間に引き受けていただけるよう 
にという努力されていることはご報告をいただいて、現状の部分では理解をしてい 
るつもりでございます。ただ町長がよく言われるあれもこれもとはいかない、あれ 
かこれかでいかなきゃなんない、こういう話をされることもあります。全く私もそ 
うだと思います。ですから国営の部分では５千万円の積立をもう少し増やしてもい 
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いのではないかというくらいの想いでおります。逆にこの部分の指定管理者の３年 
間というのは、安全パイを踏んでこれからもまた３年あれするんだという指定管理 
者としての方向性でございましょうけれども、私は緊張感を持つというか、３年間 
また同じ指定管理でもってできるんだという安全パイの感覚ではなく、１年１年、 
この部分はどうだ、この部分はどうだという感じで指定管理の部分を１年１年の切 
り替えでもっていくというくらいの緊張感があってもいいのではないかと。これは 
相手のあることですから、どういう状況でどういう交渉の如何によって状況が変わ 
るでしょうけども、逆にこのクアプラザピリカの株式会社に指定管理料として３年 
間また同じ金をかけるという感覚ではなく、本当に民間で引き受けるという業者が 
あるのであれば、そこに町として最大限の助成処置を講ずることもこれは可能だと 
思うし、そうすることによって民間としてじゃあやってみるかという意欲も湧いて 
くる可能性も出てくると思います。あれもこれもそれで安全パイでこれからまた３ 
年間指定管理料を払って町の財政、そこで働いている人がいるからという説明をす 
るかもしれませんが、町の金はそこに働く人だけの金ではないですね。本当の町民 
のサービスのためにできること、切ること、この決断をきちっとやらなければ、住 
民のサービスの低下に繋がるそういうふうに私は思う訳です。最初の時点では指定 
管理を１年で設定していました。その後に３年。今度は１年という限度を限った緊 
張感を持った中でやるくらいの考えは有るのか無いのか。またその民間に引き受け 
ていただくための努力も、一生懸命やってくれているということは理解しますが、 
議会としても、応援できることは議長先頭に進めさせてもらうということになって 
いる訳ですから私はあれもこれもとはいかないという感じをいたしますが、そのお 
考えはいかがかお伺いします。 

○委員長（村本照光君） 副町長、清水君。 
○副町長（清水 寛君） おっしゃる事誠にごもっともであります。あれもこれもで 
なく、これということを決めて行けと。そして町長が昨年、私は英断をしてくれた 
と思っておりますが、スキー場を廃止しそしてクアプラザ本体についてもそれを受 
けてくれる民間を摸索するという形の中で、今日の前段の町長の挨拶の中で話が述 
べられた部分であります。誤解の無いように一つお願いをしたいのでありますが、 
３年の指定期間は取り急ぎの中でとりあえず設けてございます。しかし３年間この 
ままだらだら行こうという思いではございません。指定の解消ということに突然で 
きる訳でありますから、今相手のある民間のその部分、仮にそれがだめでも更に二 
の矢、三の矢と、探さなければならないと思っております。それらを得た中で本当 
に無ければ諦めざるを得ないのかなとなろうと思いますけども、今３年はとりあえ 
ずこのままやるという思いではございません。上村議員がおっしゃるように１年間 
でとりあえずやり切れというここ構えを持てという部分で、それは十分理解をする 
ものでありますが、これは株式会社クアプラザピリカ、町の三セクという形の中で 
ありますからそういうことも十分可能な部分ではありますけども、一般の民間の場 
合ですと中々１年間ごとの指定管理という部分は指定しずらい部分があります。そ 
ういうことを含まえながら３年間というとりあえず指定を、従前どおりという形の 
中で提案させていただいているという部分でありますので、是非その辺りの意をお 
くみ取りいただければありがたいと思っております。 

○委員長（村本照光君） 上村君。 
○６番（上村義雄君） この指定管理が純然たる民間であればこれは、私は今こうい 
う話はしません。クアプラザピリカというのは１００％町の資本です。だから言う 
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のです。まず一年それで努力していただく、背水の陣というくらいの決意を持って 
やっていただきたいという想いで私は言っているのです。普通の民間の部分であれ 
ばそういう簡単な訳にはいかない、指定管理というのはそうはいかないということ 
は私も理解いたします。そういう安易な気持ちではならないということから今一年、

一年、今年だめだったらまたあれしようという。それは議会だって単年度、単年度

であったとしてもまだ決まらず、必要な部分だということであればそれは理解する

と思います。私もそれであれば理解するのです。ただ今のここの今まで通り３年間

の指定管理また３年間指定管理、期限が切れたからまた３年間延長してやりますと。

だからあれもこれもではないよと。あれかこれかでいかなきゃなんないよという、

私はそう思うのです。特に大きな今金の財政を左右するくらいの大きな国営事業が

始まる、そして今年が工事の初年度になる訳ですから、本当にそういう緊度を持っ

た財政の住み方、そしてやるべきことはやる、やめるものはやめる。町長が決断し

た。その決断に添ってやる。こういう指定管理の部分でも私は決断してもいいので

はないかと思うのですけど、再度お願いします。 
○委員長（村本照光君） 副町長、清水君。 
○副町長（清水 寛君） おっしゃることは十分わかるのでありますけども、町も、 
町の三セクという形ではありますが、しかし町が１００％出資ではありません。微 
小ではありますが管理職の協力もいただきながら、会社として運営をしております。 
ですからそちらの部分を度返しした形の中で、一方的に決めていくという形にもな 
かなか成りえない部分もあるということも、ご理解をいただきたいものと思ってお 
ります。是非ご理解いただいた部分はこのまま安易にまたおまえら３年間、惰眠を 
むさぼるんじゃないのかという、そういう心配が一番おありだろうと思っておりま 
すが、しかし町長が一旦口に出して言ったことであります。スキー場は廃止したい。 
クアプラザ本体についてもしかるべき速やかに民等に移行、できれば一括で移行し 
たいというこれを議会の皆様の前で表明をした訳でありますから、これが撤回され 
ることはありません。ですからご心配は十分わかる訳でありますけども、私達もそ 
の部分については誠心誠意、そして徹底して取り組んでいかなければならないとい 
うことでご理解いただきたいものと思っております。 

○委員長（村本照光君） 他ございませんか。 
  山本君。 
○１０番（山本 豊君） 本来こんなこと言葉を重ねたくないという想いでいます。 
  今同僚の議員が言ったことは実はその通りです。このことは町民皆が承知をした 
ことです。なお、私も私達も町長も任期は今年一年に限ってのことだという重い言 
葉があるんですよ。わかりました。そのことは全町民に向けて言っていること。し 
かも指定管理者は代表町長外崎秀人氏です。このことの重さも十分考えて判断をさ 
れたい。以上。 

○委員長（村本照光君） 町長、外崎君。 
○町長（外崎秀人君） 両議員から言葉をいただきました。基本的にはなんら姿勢を 
変わる訳ではありませんし、撤退するという意思表明をした訳であります。しかし 
ながらその中でも様々なこれからの民に移譲する。それから全てそれがなければ 
廃止するための手続き、流れというものは持たなければいけない。そのための一つ 
として今回区分けをさせていただきましたが、維持管理をするものと運営、当面は 
というよりも、スキー場は明らかに辞めると。その辞めた後の管理は誰がするんだ 
ということでは、これを一色単にしてしまいますと、議員さん達もおっしゃった、
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だらだらとなっちゃうんですよ。それはそれ、これはこれという区分けをしなきゃ

いけないということで整理をさせていただきました。そういう想いがある。もう一

つは本体を含めたキャンプ場、パークゴルフ場等々含めた部分につきましてもこれ

は、今お願いしているところが、全てをという要請をしておりますのでそういう方

向性が出た段階では、これを指定しようとしているところはすぐ解除できる訳であ

りますから、新たにまた道筋を歩めるという形を取れる訳でありますが、仮にそれ

がスキー場は確実に辞めますけども、叶わないとすれば次のステップとして今残っ

た施設をどうするかということで、それを全て止めてしまった段階で現状、現況を

見ない形の中で民の方に声掛けをお願いできるかということでは私は難しいだろ

うと。やはり管理運営をしている状況の中で、色々な方々に見てもらいたいとすれ

ばその姿も見る中で判断をしていただくという道筋も私は歩まなければいけない

と思っています。いずれにいたしましても気持ち的には３年ということで大きなネ

ックがあるという想いがある訳でありますけども根底はございません。ただ今言っ

たように一年一年という形の中で次のステップ、例えば今年度でもって全てを終え

ますよという形の方向性が出てしまった段階で、今後あり得ない訳ではないですけ

ども年度の後半かけてですね、新しい道筋を歩むためにどうするかといった場合に

ついては、あくまでも存続、存続できないは町長の判断ですから。民と違うとこは

そこです。今、株式会社クアプラザピリカというのは町長の判断で提案したり撤退

する形は取れるという私は想いをもっていますので、その辺の受け取り方。これは

この間議員さんからも含めて色々な方からもきちっと伝えられている訳で、早く整

理するという方針を持ったんだから、そういう方向で行ってくれという力強いエー

ルもいただいております。そのことを根底に置きながらも進めさせていただいて、

基本的には３年間という形になっている訳でありますけども、もう既に交渉、折衝

に入っている訳であります。これを実現したいという想いはありますので、年度途

中にでも早くにこれを解除し、新たな道筋を歩める形を取らせていただくために努

力をいたします。そのために議会があります。様々な議会で審議していただく場面

もあります。来年度、２７度に向けてどうなんだという場面もある訳でありますか

ら、そういうところでもきちっと出せる機会もない訳ではないと思います。一回指

定したからそのままかといったら、これはあくまで民とは違う場面というのも是非

立場的部分の中でご理解いただければなと思っています。そういうことから今回は

まずは３年間という形の中の期限を設けている訳でありますけども、考え方として

はそういう方向性を持っているということについて、是非ご理解いただきたいと思

います。 
○委員長（村本照光君） 他、ございませんか。よろしいですか。 

（「なし」の声あり） 
 
   ◎閉会の宣告 
○委員長（村本照光君） ないようですので、以上で本日の合同委員会を閉会いたし

ます。 
  ご苦労様でございました。 
 
                           閉会 午前１１時４３分 
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