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平成24年7月 26日（木） 場 所 3階 第5研修室会議録

会 議 名：第2回総務・経済常任委員会

出席委員：竹田委員長、新井田副委員長、福嶋委員、又地委員、佐藤委員、吉田委員、

平野委員、笠井委員、東出委員（午後欠席 、岩館委員）

欠席委員：なし

事 務 局 山 本、近 藤

会議時間 10：00～16：51

開 会

1.委員長あいさつ

おはようございます。竹田委員長

ただいまから、第2回総務・経済常任委員会を開会いたします。

ただいまの出席委員は10名でございます。

よって、委員会条例第14条の規定による委員定足数に達しておりますので、会議は成立

いたしました。

ただちに本日の会議を開きます。

本日の会議次第は別紙配布のとおりであります。

2.調査事項

（1）総務課

①工事契約に関することについて

総務課の皆さん大変ご苦労様です。レジメの中では総務課工事契約に関する竹田委員長

、 。こと1本になっていますが 先般資料配付の段階で事務調査の追加資料を届けております

木古内町国民保護計画の変更について、もう1点は、北海道が行った津波浸水予想図の

改定についてこの総務課については3点になろうと思います。

それでは、順次説明を求めます。まず、工事契約に関することについて。

総務課長。

。 。 、大野総務課長 おはようございます よろしくお願いいたします 総務課につきましては

ただいま委員長から調査事項の説明がありましたように、平成23年、24年の工事の契約状

況についての報告と、今後の予定をご説明申し上げます。また、国民保護計画、これは国

の法律改正による修正でございます。北海道のほうに提出をし、すでに承認をいただいて

おりますが、この内容についてご報告をさせていただきたい。さらに、6月に北海道が発

表いたしました津波浸水予想図についての概要説明をさせていただきたいと思います。本

日は、私のほかに財政の幅崎主査、そして防災担当の尾坂主幹で説明をさせていただきま

す。

それでは資料のほうを開いていただきたいと思います。1ページから3ページにつきまし

ては、平成24年の発注及び予定工事等の一覧表です。4ページから5ページにかけましては

平成24年発注及び予定の設計委託業務等一覧表です。6ページから8ページが平成23年度の
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発注工事等の一覧表。9から10ページが、同じく23年度の設計委託等の業務等一覧表とな

っております。6ページより説明をいたします。表の書式なのですが、左上から番号が付

いておりますけれども、工事の名称、工事場所、工事の期間、種別、工事概要、予定価格

または設計金額、入札日または入札予定月日、そして請負価格、落札率、落札業者名、備

考ということで記載をしておりますので、ご確認をお願いします。

工事につきましては、表掲載の5番から35番までの31本を23年度発注しています。1番か

ら4番については、平成22年発注工事の工期の繰越・継続です。

会計種別では、一般会計が19本、水道会計が4本、下水道会計が7本、病院会計が1本。

継続・繰越工事は、一般会計4本です。うち備考欄に書いていますが、きめ細かな交付金

事業が2本、光をそそぐ交付金事業が1本、平成22年度予算の繰越事業です。平均落札率は

95.2％です。続きまして9ページです。設計委託業務になります。設計業務委託等につき

ましては、表掲載の2番から21番までの20本を発注しています。1番については、平成22年

発注業務の委託期間の繰越です。平均落札率につきましては93.0％です。戻りまして1ペ

ージです。平成24年度発注及び予定工事です。工事は、35本を予定しております。会計種

別では、一般会計が27本、水道事業会計4本、下水道会計が4本です。学校施設環境改善交

付金事業2本が平成23年度予算の繰越事業です。これは、木古内中学校移転に伴う工事で

す。うち、すでに発注済みにつきましては1番から17番、2ページにかけてですけれども17

本です。平均落札率は96.5％です。設計委託業務は4ページからになりますけれども24本

です。うち、学校施設環境改善交付金事業として、木古内中学校移転に伴う工事管理業務

なのですが、平成23年度予算の繰越事業です。うち、すでに発注済みは1番から8番までの

8本。平均落札率は96.7％です。今年の事業の中で1ページなのですが、7番のスポーツセ

ンタートイレ壁補修工事につきましては、入札を行った結果、不落ということで 低見積

り業者との随意契約を結びましたので、100％の落札率ということになっております。今

後、予定されている工事につきましては、担当課と協議しながら、この一覧表に記載の時

期に沿った発注を進めてまいります。

以上が工事契約に関することについての説明です。よろしくご審議をお願いします。

ただいま、23年度の発注済み一覧、24年度の発注済み、あるいは今後の発注竹田委員長

予定の説明をいただきました。皆さんから質疑を受けたいと思います。

東出委員。

23年、24年を通して見てみますと、ひとつだけお伺いしたいのは、塗装業者は東出委員

以前から1社だけよりないのですが、いま現在も、町の中で見ますと2社か3社くらいある

と私は認識しているのですけれども、1社に全部なっているのですが、実際その辺の部分

で町との入札に加入できるような形になっていないのかどうなのか、先にその辺を含めて

お聞かせいただきたいと思います。それから、もう一点は当町においても土建並びに建築

を含め昨年から今年度にかけて何社か自主的に止めたり、またはいろいろな事情で会社を

辞めたり、会社を存続しなかったりといろいろあるのですけれども、実際、町の中でよく

私どもは勉強不足で申し訳ないのですが、ランク付けというのがあるのではないかと私は

思うのですが、もし、その辺が資料的なものであれば、またはそのランク付けについてど

ういう見解であれしているのか、いろいろな経営審査ですか、経営診断ですかがあろうか

と思うのですが、その辺の説明もしできればそのランク付けについてお知らせいただきた
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いなと。以上3点、この機会にお伺いしておきたいと思います。

又地委員。竹田委員長

いまの話、指名業者云々は指名委員会の所管だと、ひとつの基準があって。と又地委員

なると、やはり指名委員会の親分は副町長ですので、ある意味では副町長の同席を求めた

らどうですか。

ただいま、副町長から「きょうの委員会に出席できない」と 「入院しなけ竹田委員長 、

ればならない」ということで、今回は欠席になっております。

暫時休憩をいたします。

休憩 10：13

再開 10：15

休憩を解き会議を再開いたします。竹田委員長

総務課長。

3点のご質問で、いま指名委員会に関することですので、答え得る範囲と大野総務課長

いうことで、少し答えれないところも出てくるかもしれませんけれども、そこのところに

ついては、こういう事情でということで説明をしたいと思います。

まず、塗装業者さんにつきましては、1社が指名願いが出されているのが事実でござい

ます。他に事業を展開されている民間の住宅あるいは倉庫等、こういったところが塗装を

請け負っていらっしゃるところが、町内でいらっしゃるというのもこれは承知をしており

ます。指名願いを市町村に出す前に必要な経験、あるいは経営診断、経営審査、評価値が

必要となってきます。経審の評価を受けるためには実績が必要なものですから、そこのと

ころがまだ足りないということで、届け出が出来ないのだろうというふうに判断をしてお

ります。経審の審査を受けて、指名願いを出していただければ受理をするという方向にな

ろうかと思います。町としては、町内での事業実績等を指名願いのときには実績が書いて

出されてきますので、そちらの実績を見ながら町の工事を発注して安定的なというか、求

める成果が上がってくるということを判断させてもらって、指名をしていくということに

なります。現在は1社だけですので、競争ということには働かないです。1社による見積り

合わせということになりますと、いまうちのほうで基準を持っているのですが、事前価格

の公表なのですけれども、こういったものはせずに見積りを出していただくということで

行っています。考えかたは補助事業の場合、やはり競争というのが必要という判断をして

おりますので、2社以上の参加を求めていこうという考えかたはございますが、町内に2社

、 。ないわけですので そうなりますと他町からの参加をお願いすることになるかと思います

町の一般財源、独自財源で実施する修繕工事等につきましては、1社の見積りでやってい

こうという考えかたでおります。また、業者数が今度は別ですけれども減ってきている中

で、一般土木ですとか建築工事、こういったものへの競争入札をどう進めていくかという

ことなのですが、町の財務規則それから地方自治法、これらを解釈をしていきますと 低

限2社以上、指名委員会の中では3，000万円を超えると何社以上とかという規定はあるの

ですが、その上位として自治法なり町の条例、財務規則がございますので、その中では

低限3社と書いているのですが、3社が参加できない場合は 「その参加できる数でいいで、
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すよ」と。競争入札ですから、競争相手がいなければならないということで2社というふ

うに解釈しております。ですから、2社以上の参加があれば入札は成立するというのがこ

れが指名委員会としての解釈を持っています。ＡとＢにいま、木古内町はランク分けはし

ています。それでちょっと話はそれますけど、北海道ですとか他の自治体ではＡとＢを特

定建設事業の資格を持っている、あるいは一般建設事業の資格、それと経審が何点以上、

何点以下、これで分けておりまして公表している自治体はあります。うちは公表しており

ませんので、ここについては指名委員会のほうで公表していないということで、お話しは

できませんので申し訳ありませんけれどもそういう状況です。2社以上があれば、そして

大前提はやはり町内の事業者さんに、なるべくといいますか町内の事業者さんに指名競争

入札に参加していただこうというのが町の方針ですので、そういう取り扱いをさせていた

だいております。

それで、基準につきましては、いま少し言ったのですが、特定建設事業の資格をお持ち

で経審の点数が例えば800点以上であればＡランクですとか、一般であればＢですよと。

一般建設業という資格もありますから、こういうことで指名委員会の中では分けて基準を

設定しています。以上です。

東出委員よろしいですか。竹田委員長

東出委員。

この辺になると、相当こういう公共事業の削減等で、いろいろと業者さんも大東出委員

変な中で、こういう仕事になんとか参入したい。入札に参加したいという部分は、いろい

ろあろうかと思うのですが、いま総務課長のほうの説明と、それからこれは指名委員会と

、 、いうひとつの組織がありますので この辺についてはあまり深入りしたくはないのですが

できればある意味でもっともっと仕事があればいいのですが、なかなかないのでその辺十

分行政のほうも配意しながらやっていくのだろうと私は思うのですが、それはそれとして

理解しながら、角度を変えてもう一つ、いまの部分はだいたい了解しました。いまこの新

幹線関連でいろいろと業者が仕事をしている訳なのですが、概ね25年度で本体工事は終わ

っていくのだろうと。そうすると、あとは架線を敷いたりとかレールを敷いたりと、そし

て1年間は試験走行というふうになっていくと思うのですけど、この工事によっていろい

ろと恩恵をこうむって いる訳なのですけれども、これはちょっと余談的な話になるので

すが今度、25年度以降、工事が激減すると私は思うのですが、それによっての町の税収面

だとかいろいろな面での、いまの経済効果がなくなってしまうということは懸念されるの

ですけれども、その辺で町の将来展望を考えたときに、この辺で相当なやはり税収の落ち

込み等あると思うのです。財政の部分になっていくのですけれども、この辺をどのように

いまのところ、まだ試算していなければいないでいいのですが、考えているのかなという

部分では、総務課長、試算はでき得る範囲のものを持っていればお聞かせ願いたいと思い

ます。

総務課長。竹田委員長

財政収支計画上での話をしたいと思います。税収については、工事事業者大野総務課長

が新幹線関連になりますけれども、木古内町で支所なり出張所を構えて事業をした場合に

は、その事業所の規模、あるいは作業人数等で法人町民税というのが入ってきます。これ

は財政収支計画に見ていまして、ですから工事がなくなるときには減額していくと、こう
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いう見方をしています。また、新幹線の事業関連で下請けに入った事業所さん、町内の業

者さんがいて、地元の方がそこで仕事をしまして、そこで年間の人件費、収入が増えれば

これは所得税につながってくるのですけれども、業者さんの側からすると抱えている従業

員さんは年間使うわけですから、新幹線事業に参入したからといって増えるかというと、

個人の所得税に係わっての町民税になりますけど、大きく増えるかというと、そこはあま

り大きく収入としては見込んでいません。むしろ、そこは大きくなってくれれば税収が増

えていきますから、そういうところは期待してはいますけれども、財政収支上は見ていま

せん。

それと、工事が少なくなっていくという前提の中で、昨年の財政収支計画を見直したと

きに一般建設事業、普通建設事業ですね、確か3,000万円くらいで定額でずっと置いてい

たのを増やしました。この3,000万円程度の普通建設事業では、とても地元の業者さんが

維持していくのは大変だろうということも含めて、額はそこは8,000万円くらいに増やし

たと思っていますし、今後、見直す財政収支計画の中で、そちらに回す分があれば増やし

ていきたいというふうに思いますし、これは、町内の土木建設事業で修繕等、営繕等が出

てくるでしょうから、そういったものを含めての話になりますけれども、また、振興計画

のほうともリンクさせながら、過疎計画もそうですけれども、そういったものとリンクさ

せながら少し見直しの作業をしていかなければならいと思っております。以上です。

他にございませんか。竹田委員長

笠井委員。

3番と10番の塗装関係ですけど、落札率が98.5％。ほとんどが、私にすると100笠井委員

％だと思います。競争相手がいないからということですけど、98.5％といったら落札率が

すごくいいのではないですか。これから、常に塗装関係は競争相手がいなかったらこのま

ま常に競争相手がいなかったらこのまま98.5％でいくのですか。

総務課長。竹田委員長

1社であるということは、先程ご説明をしました。そして、事前価格の公表は総務課長

していないということもお話しをさせていただきました。業者が見積りを立てて、それが

予定価格に近かったということが実態でございます。ただ、競争が働かないということで

は、笠井委員の心配されるとおり落札率が高いところで推移するということもあろうかと

思いますので、あまり業者さんに我々のほうから指導するというのも難しい話ではあるの

ですが 「ちょっと高いですね」というようなことでの印象でのお話しはしなければなら、

ないかなと思いますけれども、これはなかなか難しいです。正直なところ、今後、契約業

務を進めて行く中でお話しできればと思います。

佐藤委員。竹田委員長

1点だけ質問させていただきますけれども、29番の避難場所の標識の設置工事佐藤委員

なのですが、これは現在ある避難場所の標識外のその他に新たにこの標識を考えておられ

るのか。また、加えて申し上げますと、必ずしも避難場所というのは津波だけでないとい

うのは私も承知しておりますけれども、例えば津波を想定した場合には、やはりその避難

場所の標識には、木古内町の「海抜何ｍですよ」というようなことができないものかどう

か。その辺のことをお伺いしたいと思います。

尾坂主幹。竹田委員長
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いまの佐藤委員のご質問に答えますけれども、避難場所の標識の設置工事です尾坂主幹

けれども、これは清電工さんに入って行くところと、公民館、冷水線の入口と新道会館、

あそこの道道のところに3か所設置する考えでいます、新たに。いま言った海抜表示です

けれども、今月、各避難所に「海抜何ｍ」という表示をしております。今回16か所やった

のですけれども、このあと泉沢駅とか釜谷駅、札苅駅、木古内駅もそうですけど、8か所

追加で表示したいと思っています。以上です。

すでに表示したということですね。福嶋委員。竹田委員長

いま、避難場所の標高の看板を上げるということで、まだ入札はこれからのよ福嶋委員

うですが、いま各町内会が25あるのです。いま、避難場所が何か所あって町内25の町内会

の会長さんに周知しているのかどうか 「ここにありますよ」と会長の会議の中で 「ここ。 、

予定しています。ここが避難場所です 」こういう予定があるのかどうか。。

尾坂主幹。竹田委員長

いまの工事契約に関することとちょっとずれていると思うのですが、各町内会尾坂主幹

長さんに避難場所を示しているかどうかというのは、以前木古内町で防災マップというか

。 、防災のチラシを各世帯ごとに配っていると思います その中に全部表示されていますので

それを見てもらえればどこが避難所というのは確認できるかと思っております。

又地委員。竹田委員長

その避難場所等の部分に関しては、防災計画の見直しがされないとだめなので又地委員

す。例えば、津波の場合には津波の高さが、以前道で示されていたものと大分変わったと

いう中では委員会で少し揉まないとだめです。ですから、時期を見て防災計画の見直しの

部分に関しては、少し事務調査をしないとだめだろうと。ですから、避難場所の部分に関

しては、標識、例えばこれをやるときは一斉にやらないとだめだし、例えば地区によって

手落ちがあればだめなのですから、ですからそういう意味では標識等の設置に関しては地

元の町内会の意見、あるいは自治会の意見等は反映されているのですか。

尾坂主幹。竹田委員長

これから設置はするのですが、その自治会、町内会長さんの意見を聞いての設尾坂主幹

置場所は考えていませんでした。

総務課長。竹田委員長

避難場所の標識と海抜表示と別なものというふうにご理解をお願いしま大野総務課長

す。それで、避難場所の標識というのは、幹線道路、国道ですとか道道から、ここから避

。 、 、 。難すると避難場所がありますという表示です 札苅 泉沢 釜谷にはすでに付いています

逃げる人の形をしたグリーンのポスターです。これは、コンクリートの基礎も必要なもの

、 。 、 、ですから それで工事ということです それで 海抜表示はラミネート版で作れますので

これは需用費で全避難場所そして公共施設にも付けました、それが16か所、追加がいま8

か所。駅にも付けようということで考えております。このあと町内会長さんに説明するか

どうかなのですが、常に避難場所というのは、例えば公民館なら公民館と決めているわけ

、「 」 、ですから この道道から公民館にここから行くのですよ というそういう標識ですので

町内会さんにご説明しなくてもできるものというふうな認識の元に事務を進めておりま

す。以上です。

又地委員。竹田委員長
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この標識を立てるということに関しては、何も町内会長にどうのこうのという又地委員

ことはいらないと思いますけど、せっかく立てたのですから、それをどうやって「この先

に避難場所がある」という標識だと思うし、かつ「海抜この地点は何ｍですよ 、という」

ものだと思うのです。ですが、道のあれが変わるわけですから、いままで示したものがあ

るでしょう、主査、防災計画の。そのものは、今回、道のほうでいろいろ例えば津波が来

た場合には茂辺地。例えば、いままでは何ｍかわかりませんでしたが、北斗市としては10

ｍというものを受けた中で、防災対策に入っているわけです。うちはさっぱりその辺の話

が見えてこないのです。標識を立てるのはいいです。いいですが、その辺の見直しの部分

はどうなってくるのですか。これは、はやく常任委員会にかからないのですか。ちょっと

標識とはかけ離れていますが。

尾坂主幹。竹田委員長

、 。 。尾坂主幹 委員長 次の調査に入ったということでよろしいでしょうか 契約ではなくて

そうではありません。竹田委員長

（ 簡単でいいでしょう 」という声有り）「 。

例えばどういうスケジュールですか。竹田委員長

尾坂主幹。

北海道の防災計画の見直しが終わっております。それによって、木古内の防災尾坂主幹

計画の見直しもこれから行います。それで、いま北海道が予想した津波浸水予想図、それ

に改定したので木古内町の津波避難計画、そちらのほうもこれから見直しを進めるという

ことで考えております。

スケジュール的なものはどうなのですか。竹田委員長

尾坂主幹。

スケジュールといいますか、いまこれから津波浸水予想図で委託をかけまして尾坂主幹

津波ハザードマップを作成していきます その中で委託業者との話で避難場所などの 要。 、「

は見直し」そういうものを行いながら、津波ハザードマップに津波の時の避難場所、あと

防災計画には別の一般の地震とか台風とか、そういうときの避難場所、別々になると思う

のですけれども、そういう見直し、ただ見直しといっても結構木古内の地域防災計画はほ

、 、とんど大幅に見直しになると思うので それに関しては結構時間がかかると思いますので

すぐ12月、10月ということにはならないと思っています。やはり示すことができるのは、

来年2月、3月ぐらいだと私は考えています。

又地委員。竹田委員長

そうしたら、いま29番の避難場所標識設置工事に関しては、これは何の時の避又地委員

難場所ですか。いま主査のほうから 「津波の避難場所とは異なるようになる」というこ、

とですよね。そうしたらこの場合は、ただ火事だった。水害だとか、火事の場合は避難場

所を決めてもだめですよね。どこで火事になるかわかりませんから、そうでしょう。そう

、 、 。したら この避難場所の標識設置というのは この避難場所は何のための避難場所ですか

尾坂主幹。竹田委員長

避難場所に何のための避難場所という表示はしていないのですが、すぐ側に何尾坂主幹

かあったときの避難 「このまま進むと避難場所があります」という表示だけなので、そ、

の種類の避難場所の表示は明記しておりません。いままで釜谷から大平まで付いている避
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難場所に関しても「避難場所まであと何百ｍ」という表示だけの標識になります。

吉田委員。竹田委員長

吉田です。2ページの18番、佐女川の人道嬌の側面補修工事が出されておりま吉田委員

す。今回、500万円、7月下旬の入札予定になっていますけど、この辺について前回の常任

委員会で駅まで歩きながらちょっと見たのですけれど、相当古くなっていますよね、この

。 、 、 、人道嬌 それで この人道嬌に関しては 古くなって掛け替えとなると線路をまたぐので

相当な金額がかかるという話も聞きながら、いつ建設されているのかかなり古いと思うの

です。そして耐震性もどうなっているのか、500万円という金額でどのくらいのものをど

う直すのか。これは入札ですからあまり触れたくないのですが、今後、この人道嬌をどう

いうふうにするのかという考え方も、少し話をしてもらえればと思いますのでよろしくお

願いいたします。

総務課長。竹田委員長

、 。大野総務課長 私のほうでお答えできるのは いまの入札の中身に関しての話になります

それで、委員お尋ねのように全面やり替えということになりますと、ＪＲの負担工事とい

うことで、ＪＲが設計するようなことになります。現在、計画をしているのは、ＪＲのほ

うの運行に支障のない工事を行おうということで、歩いている床面ですね、ここの補修、

あるいは屋根は葺いてなかったと思いますけども、床の補修ということで、今後の整備に

つきましては、ＪＲから三セク運行になることも想定されておりますので、そこの中での

検討も進めなければならないのかなという視点はあります。それはすぐではなくて三セク

に移行してから、いま補修をするということはそこまで整備をして、使用期間が延長でき

、 。 、るというふうに思っておりますので それ以降の話になるのかなと 原課のほうとの協議

あるいは長期計画、振興計画や過疎計画でのその全面やり替えの全面改築といいますか、

そういうところの話については、今後の第6次振興計画などで協議をしていくことになる

かと思います。まず、ＪＲの負担工事になってしまうということで、相当の金額がかかっ

てしまうので、現状のものを何とか修理をしてＪＲの運行に支障のないようにやっていこ

うというのが考えかたです。

吉田委員。竹田委員長

先程から、防災のほうもあるので、先程いつ出来たかというのはまだ答えられ吉田委員

ていないので、その耐震とか云々とありますが、確かに佐女川の人道嬌、子ども達のスク

ール避難、もしかしたらなる場合もあると。その辺も加味しながら、今後のことは、いま

、 、 、総務課長のほうから話をされたように 今回のあれはないのですけど 十分考慮しながら

たぶん第三セクターになった場合は町の負担は出てくるのかと単純にあります。それがそ

うなった場合にいまやっていいのか、それを待っていているのかというのがちょっと議論

になってきますので、その辺も加味しながら、これは説明いいですから、それを十分加味

していただきたいなということで終わります。

又地委員。竹田委員長

5ページの20番、津波ハザードマップ作成業務委託、これは先程主査のほうか又地委員

ら全戸配布するということでしたね。これは、例えば津波の部分でハザードマップを作っ

て津波浸水想定区域図を作って配布する。配布するのはいいのですが、道で今回出した津

波の高さの部分は、今回この中に入るのですか。入っての浸水想定区域になるハザードマ
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ップですか。

尾坂主幹。竹田委員長

その辺については、基礎資料として今回の北海道の予測図を使用していこうと尾坂主幹

は考えております。ただ、役場内でもどれくらいの高さというか、総務課内でもその辺を

どうするか。あと、業者とも道の予測図をどの辺までという形で見るか。その辺、まだ協

議していないので、ただ基本資料とすることは、それは考えております。

又地委員。竹田委員長

例えば、この間出た泉沢、泉沢6ｍでなかったですか、釜谷ですか。私は心配又地委員

するのです。370万円かかるのです。わかって、今回このハザードマップを津波浸水想定

。 、 、区域として出してしまった ですが 津波の部分での防災計画の見直しがあったとすれば

想定区域が広がるとそうすれば、無駄になるでしょうということなのです、私が考えるの

は。その辺は大丈夫ですかということです。

総務課長。竹田委員長

このあと資料を用意させていただいているのですが、北海道の津波浸水予大野総務課長

想図の改定が行われています。それで、市町村の担当者へも太平洋沿岸地域ということで

「松前から羅臼までの町の津波の高さが、このように変わります」ということで、北海道

が公表をしました。その際に、函館市などは町中が水没をしてしまう 「こういう状況の、

中で、今回出した予想図を 大値として、市町村は受け止めなければないですか」という

質問をしています 「そのようにやってください」というのが、北海道の考えかたです。。

ですから、木古内町に示された津波の予想高6.2ですけれども、これは本町地域です。こ

れを受け止めて、町は作らなければならないというような状況になっております。これを

受け止めてこの津波浸水予想図、ハザードマップを作ります。作る際には、北海道が示し

て「これで作りなさい」ということですけれども、やはり住民の皆さんの意見も必要でし

ょうし、そうなると避難場所については町で決めることですから 「この津波が来てこの、

海抜の施設でいいですね」という確認をしながら、津波ハザードマップを作ることになり

ます。

又地委員。竹田委員長

過日、私の所に電話がありまして、私も電話きたかたに返事を返さないとだめ又地委員

なのでちょっと確認したい。いろいろ工事、こうやって出ています。その中で、同僚議員

からも、ちょっと触れていましたが 「資格のない業者が、仕事を取っている」と 「そう、 。

ですか、私は、町に指名委員会があって、そうして経審を受けた中で、参加資格の書類を

出していて、それを整理して指名業者を決めているという中では、何回も過去から遡って

いって、そういう間違いはないという風に思っているのですけれども 、というあれをし」

たら 「一回、常任委員会の中で確認をしてください」ということなのです。資格のない、

業者が仕事をもらっている、大括りで言うと。それで、指名願いを来年ですね、隔年制で

。 、 、 、すから そんな中で 先程総務課長も言っていましたが 経審をきちんと受けているのか

、 。 、受けていないで指名願いを出している人もいるのではないか いるように思える そして

かつ、そういうかたが仕事をもらっていると。あるいは、金額、例えば、課長も先程言っ

ていましたが、木古内町のラインが、例えば、特定と一般とに分けて、Ａクラス、Ｂクラ

スみたいなものを作っている そうすると 仮に 3,000万円の仕事を発注するとして 3,。 、 、 、
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000万円の工事をうける資格がない人が、落札しているというような話なのです。ですか

ら、これは全般を通した中で、どこと言えませんが、通した中で、そういう事があるのか

ないのかということを確認したい。私も、返事を返さないとだめですからね。

総務課長。竹田委員長

まず、本日、お示ししている資料にございます業者は、全て指名願いを出大野総務課長

されている業者でございます。工事請負費ということで、工事事業委託、こういったもの

を発注するときに、指名願いを出されている業者を選定をしております。いま、委員がお

尋ねのところにつきましては、私が認識している分で言いますと修繕だと思います。これ

は需用費で行う事業でして、経審のほうには実績というのが必要ですので、需用費、修繕

であってもやったものについては、実績として記載が出来ますよね。これは診断を受ける

上で、地元業者さんにとって有益に働くのであれば、そういった需用費関係の修繕につい

てはやっていただいていいであろうと、こういう見解を持っています。ただし、指名委員

会で、業者登録、いわゆる指名願いが出されていないところについての、どう取り扱うと

いう基準は持ってはおりません。ですので、原課、あるいは総務のほうにも協議が廻って

きますので、その都度ごとに協議をするような状況にはなっております。また、Ａ、Ｂの

ランク分けの話ですが、Ｂの基準は指名委員会では作っておりますので、その指名委員会

の基準に基づいて、指名業者を選定をしていくことになります。この基準の中には、木古

内町の町内業者になるべく発注をしていきたいということで、2社以上になるような、そ

ういう考えかたを持っております。その際に、木古内町の評価だけではなく、他の我々で

言えば上部団体ということになりますけれども、北海道の評価なども参考にさせていただ

いております。北海道の評価を入れながら、この工事については、この業者については参

加することは可能であろうというような判断を、指名委員会の中では行っているところで

す。だからと言って、指名委員会の基準は基準できちんと持っていますから、1社しかな

くて該当しない場合に、2社にするときに 「さあ、どうしましょう」という話で、そうい、

うときには町のランクだけではなく、北海道のランクなども参考にさせていただくという

ことはやっております。以上です。

又地委員。竹田委員長

例えば、需用費の中で修繕だとか、要はあり得るということなのですね。これ又地委員

はある意味では一貫性がないですよ。町の基準として、仕事をやってもらうという部分に

関してはきちんとあれがあるわけですし、思いつきで 「あそこが暇なようだから電話し、

てやってもらうか 、こういうのはいろいろ言われるあれになります。それと、例えば、」

私はいま、課長が言ったのは違うことだと思うのです。私の所に電話が来たことは。例え

、 、 。 、 、ば そこの会社は特定を持っている 資格です ですが 実態は一人親方みたいなもので

昔、許可を受けたときは、それは親方もいて技術屋もいて、何人かいて、そして作業員も

いて特定を取った、現在は違う。中身を開いてみれば、一人親方と同じだと。そういう業

、 、 、 、 、者が 町の 例えば3,000万円以上の 仮に線があるとすれば Ａクラスが格付けとして

Ａクラスの人が取るような仕事を町がさせていいのかということなのです。ですから、そ

、 。 、の辺は 私たちが介入する資格申請の書類を調べるという訳にもいきませんし ですから

そのあたりは、どうなのかなということなのだそうです。ですから、そこまで、指名委員

。 。「 」会も指名願いが上がってきた段階で調べますよね 技術屋さんもいる こうこうこうだ
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ということで、そして資格に参加させているわけですよね。私は、そうしたらそういう返

事を返していいですよね。

あと、これから平成31年まで、町の振興計画によると、49億円ですか、 終的には。振

興計画の中でもうすでに、始まっていますけれども、平成31年までは、町はこういう仕事

をやりますと。ですから、私は新幹線後も、開通した後も、いろいろインフラ整備等も含

めた中で、町内の仕事は減るとは思っていないのです。これは振興計画上そうなっていま

すから。そんな中で、例えば高額な工事、例えばいままでだと2億いくらというのがあり

ましたし、それから土木工事で、うちの町は高額であっても単独です。よその自治体をみ

ると、私は、北斗市を一番見るのですが、随分、企業体で工事をしてもらっているのが結

構あるのです。ですから、私は、昨年か一昨年 「木古内という所はすごいですね、2億い、

くらの工事を単独でやらせるのですか 「よその自治体、あるいは上級官庁であっても、」。

仮に2億円以上の仕事であれば、企業体を組ませる中で、やらせているのです」というア

ドバイスを受けました。今後、そういう企業体で、やらせるような手法としてあるのかな

いのか。それは物件にもよりますし。今後、それなりの物件が、出てくるのもある。ある

いは、今年の場合は、古い病院の解体、予算は1億円です。ですから、その年のメイン工

事に関しては、ある意味ではＪＶを組ませる中でという方法も、私は選択するべきでない

のかと思うのですが、その辺の考えがあるかないか。課長に「返事を出せ」と言っても、

「指名委員会の中で」と、逃げられれば終わりなのですが、どうですか。

総務課長。竹田委員長

指名基準の中には、公募型ですとか経常共同企業体、特定共同企業体とい大野総務課長

うことの考え方はございます。指名委員会の中では、工事の内容を町内業者さんで技術的

に、これまでの実績値から十分に単体で出来るだろうという判断をした場合については単

体ということに。額についても、一定のＪＶを組むような基準は持っております。そこに

ついても、それでいくか単体でいくかということについては、委員会の中で協議をし、そ

、 、の協議の内容というのは工事の内容によって 地元業者が十分に完工できる工事であると

保証。しかも信用保証協会に保証を付けていただいておりますので、そこは履行できない

場合の約束をしっかりしておりますので、そういった背景の中で、単体にするかＪＶにす

るかというような選択をしております。それで、金額基準はあるのですが、今回、付け替

え道路でございましたので、町内の業者さんについては十分に実績等により、完工できる

だけの技術力があるということの判断の下に、単体で行わせていただきました。

又地委員。竹田委員長

それは、例えばＡクラスの特定を持っている人が、それは力はあります。施工又地委員

はできるだろう。ですが、実態を見れば、会社によっては技術屋さんだけで、あと施工は

全部下請けさんという部分もあります。直営でやっているわけではないのです。直営でや

っている会社もあります。例えば一昨年、大きい工事を発注しました。中では、例えば路

盤と、一番下から下水、上水、路盤これが一体です。私は、なぜＪＶ経常でもいいから、

あるいは特定でもいいのですが、経常でもいいのではないかと思うのは、結局単体で取っ

て、下水の部分、上水の部分は下請けですよ、みんな。ですから、そういう意味では、下

水もできる業者、あるいは上水を施工できる業者と、ある意味では三者ＪＶみたいなもの

を組ませてやったほうが、地元業者の育成等にもつながっていくだろうと。そういうふう
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に思うので言っているのです。それは 「こうしなさい」と言うことは私は出来ませんの、

で、やはり、地元業者の育成だとか地場産業の云々、等々言っている中では、そういう方

法も選択肢のひとつだと私はそう思いますので、検討をしてみてください。

東出委員。竹田委員長

大変、簡単な問題でありますけれども、先ほど出ましたけれども、まちなか公東出委員

園で、旧国保病院の解体をこれから上げるのでしょうけれども、病院なので、やはりそこ

には昭和48年からの流れの中で、大変苦しんで亡くなった人もいるだろうし、本当はまだ

まだ生きていたかったんだけど、ここで命を落としたということで、あの建物を解体する

にあたって、なんて言うのでしょう除霊と言ったらいいのか、何と言ったらいいのか分か

りませんが、神道でやるのがいいのか、仏式でやるのがいいのか私はわかりませんけれど

、 。 、も そのように霊をあれしてあげるというそういうことは考えていないでしょうか 私は

必要かなと思うのですけれども、その辺の見解をお願いします。

総務課長。竹田委員長

それについては、特に考えておりませんでしたが、必要であればというこ大野総務課長

とで協議はしてみたいと思います。

東出委員。竹田委員長

公園ができた後に行きたいところに行けなくて、そこでまたウロウロというこ東出委員

とがいろいろとあるので、そんな思いもありますので、是非検討の課題としてください。

総務課長、1点確認したいのですが、8番の佐女川の教員住宅の解体、この跡竹田委員長

地なのですけれども、整地の砂利敷きはしないのですか。ロープを張って「危険」という

そういう表示、 近佐女川に行ってないからわからないのですが、先月までは、解体後、

土で。大概、解体すればその上に整地、砂利敷きをすると思うのですけれども、土のまま

でロープを張って 「危険」という表示しているので、あれで解体工事が完了したのか。、

なぜ、そういう表示をしているのか、問われた部分もあるものですから、もしわかる部分

で。

総務課長。

現在把握していませんので、後程報告させていただきたいのですがよろし大野総務課長

いでしょうか。工事をやるときの整理の仕方としましては整地するということになってい

ると思いますので、そこを確認して今週完成届が上がって来ていたかと思うので、原課の

ほうに確認して後程報告させてください。

あそこは結構早く解体はしたのですが、後始末が悪いのか。竹田委員長

それでは、暫時休憩をいたします。15分まで休憩します。

休憩 11：07

再開 11：16

休憩を解き会議を再開いたします。竹田委員長

次の、木古内町国民保護計画の変更についてを議題といたします。それでは説明を求め

ます。尾坂主幹。

それでは、木古内町国民保護計画の変更について、道と協議した結果、変更を尾坂主幹
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承認されたので、それについて報告いたします。資料の11ページをお開きください。資料

、 。 、の11ページで 木古内町国民保護計画変更新旧対照表となっております 上のほうから編

これは、計画の中の一編、二編という編です。次に、ページは計画書の中の11ページ、14

ページとなっております。新と旧の対照表となっておりますので説明いたします。今回の

変更は国の基本方針の変更に伴い、道と協議し変更しました。資料11ページですが、 初

の町職員の参集基準等、これに関しては助役という職名を副町長、あとは係長というのを

主幹、主査に変更しております。次に、近接市町村との連携、これに関しては、防災のた

めに締結されていた協定を国民保護にも適用できるように修正して再締結して、また文言

の整理をしております。次に、緊急事態連絡室の構成等、真ん中になりますけれども、こ

れに関しても、助役という職名を副町長と変えております。下の町対策本部の組織構成図

及び各組織の機能についても同じであります。続きまして、新のほうの、国、道のほうの

対策本部との連携、これに関しては、国の武力攻撃事態等合同対策協議会に関する規定が

新たに追加された事によるものの追加です。次に、自衛隊の部隊等の派遣要請の求め等、

これに関しては自衛隊の組織名を具体的に記載したものです。いままで、当該地区担当区

域とする、地連絡部長というのを何何自衛隊というはっきり謳いました。続きまして、次

のページ12ページをお開きください。ページ54となっておりますけれども、救援の内容、

これは学校基本法の改正によりまして 「特殊教育諸学校」というのを「特別支援学校」、

というふうに直しております。次に、その下段ですが、死体の捜索及び処理これに関して

は、旧のほうが「一次 、次となっておりましたけれども 「時」という文言の整理をして」 、

。 、 、 、おります 次に下のＰ56となっておりますが 安否情報システムの利用 これに関しては

、 。 、安否情報システムの運用開始に伴う変更により 新たに追加された事によります 下の2

3、4、5は、一つずつ繰り下がった変更になっております。以上で保護計画の報告を終わ

ります。

この保護計画については、説明で特に質問はございませんか。竹田委員長

又地委員。

国民保護の部分の、助役が副町長、あるいは係長が主幹・主査という。これの又地委員

組織図があったら、あとでいいのですから配布してください。お願いします。

それでは次に進めたいと思います。竹田委員長

北海道が行った津波浸水予測図の改定についてを議題といたします。

それでは、尾坂主幹。

、 。 、 、尾坂主幹 それでは 太平洋沿岸の津波浸水予測図について報告します 昨年 北海道は

東日本大震災の発生を踏まえて、北海道防災会議地震専門委員会のほうに、津波想定の見

、 、 、 、 、直しを諮問し 先月6月に再検討した 終報告が提出され それを受けて 先日 7月9日

市町村への説明が行われました。それについて報告したいと思います。資料21ページをお

開き願います。資料21ページですが、下から左端の下から4段目に、木古内町が記載され

ております。代表地点の泉沢で 大水位が3.8ｍ、前浜で6.2ｍとなっております。影響開

始時間は、44分から46分となっております。それで、第一波の到着時間が、予想で71分か

ら75分と想定されております。右側に関しては、平成18年に道が示した地震の津波の波高

の高さになっております。次に、23ページをお開き願います。23ページですが、左側の赤

、 、 、 、 、と黄色 緑になっている図面は これは標高の分布図 標高の高さを表して 赤が低い所
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緑が高い所となっております。右側が本町地区の浸水予測図になっております。この図面

で行くと、かなりの広範囲の浸水を予測しております。18年度の浸水予測では、木古内川

右岸の一部が浸水する想定でしたが、今回は、本町の大部分が浸水するという想定になっ

ております。次に、24と25ページですが、これは、浸水する全町の図面になります。 続

、 、 、 、きまして 26ページ 津波堆積物の調査履歴等をいう報告書がありますけれども これは

地震専門委員会のワーキンググループが行った津波堆積物の調査履歴で、この調査履歴で

は、下から5行目に「道南や道東東部を含めて得られた 新のデータを使い、いくつかの

仮定のもとに、それらを再現できるような津波波源モデルを推定した」とあります。ただ

、 、 、 、し 27ページ 次を開いて欲しいのですが 右側に今回追加した地点とありますけれども

これを上から4行目、渡島振興局、これを見ると調査地点は、道南では森だけになってお

ります。森1か所だけの調査で、また、こちらの津軽海峡沿岸のそういう堆積物の調査で

すとかは行っておりません。続きまして、28ページですが、これは今回の想定を行った津

波を再現したシミュレーションです。このシミュレーションというのは、先ほど説明した

泉沢で3.8、前浜で6.2、太平洋沿岸で30ｍとか、そういう津波を発生するシミュレーショ

ンという事になります。ですから、これだけの津波の高さになるという事の説明できるた

めの、このシミュレーションになります。これは、上の赤くなっている部分がありますけ

れども。幅が140㎞、長さが420kmそれで北海道沿岸側断層の面上というのが30ｍで、海溝

側の断層のほうが35ｍが一気に滑った時に、今回想定したような津波が発生するという、

そういう想定。ですから、この赤い部分が一気に滑った時に、こういう津波が発生する。

それが、いままで起こったかどうかというのは、それは明確にはなっておりません、ただ

想定ですので。それで、今回、ワーキンググループが推計した浸水予想の性格なのですけ

れども、国の中央防災会議が公表した報告書の「あらゆる可能性を考慮した 大クラスの

巨大な地震、津波を検討していくべきである 」これを踏襲しまして、ワーキンググルー。

プの想定も、発生頻度は、極めて低いものの、発生すると甚大な被害をもたらすという

大クラスの津波で、できるだけ安全サイドに立って、 大クラスの津波に関して、想定を

行ったと報告されております。しかし、報告書の中では、今回の想定は、北海道太平洋沿

岸における防災対策の基礎資料とすることを目的として作成したもので、このような津波

の発生を予測するものではないとも記載しております。以上でこの説明会の報告になりま

すけれども、この浸水予測図を基礎資料としまして、先ほど説明したように6.2ｍ の津波

の波高の高さで、ハザードマップ等を作成して行きたいと考えております。

ただいま、道の示した津波の浸水予想図、この見直し改定について説明をい竹田委員長

ただきました。これについて、皆さんから質疑等をお願いします。今後の防災計画の見直

しの中で、順次、この数字が示されたわけですから、それに基づいての計画が作られてく

。 、 。ると その議論の中でも これからいろいろやりとりできるのかなというふうに思います

もし、なければ以上で総務課について、総務課長。

先ほど、佐女川住宅の解体後の整地なのですけれども、整地までの設計に大野総務課長

なっておりました。砂利敷きは今後、原課、建設水道課のほうで進める方向でいますとい

う事でした。

やはり、路盤が悪くて整地できないと、そこまで確認していませんか。竹田委員長

総務課長。
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そういうことではないようでして、設計段階で砂利敷きまでの整地を見る大野総務課長

場合と、解体後、現況を整地する場合と、二つ工事をやっているのですが、今回について

は、やったあとの、現場の設計上は、そこは入っていませんでしたので、砂利敷きは、そ

の後の状態を見ると。水がたまる、滞水するような状況があるので、砂利敷きをしますと

いうことの考えかたでおります。

なければ、以上で総務課の皆さん、どうもご苦労さまでした。竹田委員長

暫時休憩をいたします。

休憩11：31

再開11：35

（2）産業経済課

①はこだて和牛ブランド化推進事業について

休憩を解き会議を再開いたします。竹田委員長

産業経済課の皆さんご苦労さまです。それでは、資料に基づいて、まず説明を受けたい

と思います。はこだて和牛ブランド化推進事業についてを議題といたします。

木村課長。

皆様おはようございます。産業経済課の木村です。きょうは、所管事務調査と木村課長

いう事で、大きく3点確認されておりますので説明します。一つ目のはこだて和牛ブラン

ド化推進事業についてです。資料の29ページをご覧ください。1、目的です。町内で育成

出荷されている褐毛和牛、はこだて和牛の仕入れに要する費用の一部を補助することによ

り、町内で食することのできる仕組みを支援し、地域の逸品としての認知度の向上と北海

道新幹線開業に向けた観光資源としての価値感を高めることにより、地域の活性化を推進

することを目的としております。2、補助対象です。補助対象者は、要綱第2条第1項によ

。 、 、り町内に事務所を置く食肉の卸売を行っているものとしております 木古内町では 現在

久上工藤商店が該当いたします。3、補助金額です。はこだて和牛の仕入れ金額の2分の1

以内の額とし、予算の範囲内としております。予算額は100万円で、和牛2頭相当分となっ

ております。4、事業の進捗状況です。第1回の入荷は、5月の29日に約160㎏入荷しており

ます。事業要請は町内の飲食事業者で、町より要請文を発文するとともに、該当事業者が

町内個々に説明に回っております。販売開始は、6月の11日です。販売状況は、残数量20

㎏程度ということで9割がた販売されております。購入事業者数は9店です。入荷後のコス

トとして、販売不可の部位を含んだ整形費、保管料、配達料、資材費、人件費等がかかっ

ております。したがいまして、販売価格はホクレンショップにおける定価のおよそ70％と

いう事です。5、事業展開を踏まえての課題です。想定以上に販売が好調であり、次回入

荷までに若干の時間を要する状況となっております。次回入荷は8月上旬とのことです。

事業着手時のホクレンとの協議では、おおよそ3か月に1回程度の入荷配分計画となってお

りました。6、今後の展開です。飲食業者の繁忙期となる8月に、この事業を活用して、は

こだて和牛を素材とした商品開発等を行った上での、観光客などへの提供が期待されると

いうふうに考えております。以上です。

説明が終わりました。これから質疑を受けたいと思います。竹田委員長
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東出委員。

いまここに、総務課長も同席しているのですけれども、確かこれは予算委員会東出委員

の中でいろいろと予算審議に入る前に、パッケージ事業なので、まちづくり新幹線課、建

設水道課、それから産業経済課の3課にまたがる部分での事業なので、きょう出席してい

るのは産経だけなのですけれども、この辺については、こういう進めかたでいいのかどう

か。私はちょっと疑問を抱いているのですけれども、その辺、ちょっとお答え願いたいと

思います。

総務課長。竹田委員長

テーマとして、今回いただいたブランド化事業でございますけれども、特大野総務課長

に我々のほうで意思があってこのような対応をしているわけではございません。主管課と

いうことで、産業経済課がお答えをするのが妥当であろうと取り扱いですので、ご理解を

お願いいたします。

東出委員。竹田委員長

では、当委員会の委員長の見解をお伺いしたいと思います。東出委員

私も、このパッケージ事業での議論は、いろいろ予算委員会の中でされまし竹田委員長

たし、これはやはりできるのであれば、まち課も含めた関係する課が総意のもとで、やは

り一丸となってはこだて和牛のブランド化に取り組むという姿勢を含めて、やはりこの場

で、説明員として参加すべきだとそういう判断をしています。

東出委員。

であれば、委員長のほうから、今回のこの委員会に出席を求める要請を私はす東出委員

べきだったのではないかと言うふうに、あまりこの辺は追及しませんけれども、今後、こ

の扱いについて、これからいろいろと今年度予算の中で、その3課に連動している部分が

あるので、できれば、担当主査、主幹等も、私はやはり入って共通認識を持っていただく

ということが、その調査項目によっては、必要ない場合もありますけれども。そういうの

、 、 、も必要じゃないのかなと思ったものですから これからこう見ますと 観光土産品だとか

この駅前の統一景観になると、今度、杉材の関係とかありますので、私は、そういう方法

を取ったほうが、今後、いいのではないかと思いますので、その辺一つ、我々委員会のほ

うにも責任はありますけれども、その辺を十分配意してください。

暫時休憩をいたします。竹田委員長

休憩 11：42

再開 11：44

休憩を解き会議を再開いたします。竹田委員長

吉田委員。

吉田です。はこだて和牛については、先ほど、予算委員会の中でこれから農家吉田委員

の人も含めて期待しているところなのですけれども。1回目の販売開始が6月11日に始まり

ました。それは各業者に行っているのですけれども、市場的にどのようになっているか目

に見えないのです、正直な話。これで、8月の上旬なのですけれども、もし、購入業者に

行っているのですけれども、全く売れなくなった場合には、8月上旬がはたしてという事
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になるので、その辺のこともちょっとリサーチしてみる価値もあるのではないかと思うの

です。この辺で、ただ単に流れ的に購入しました。しかし、売れなかったという場合にど

うするのか。いまの値段で、半額助成しているのですけれども、結局ホクレンショップが

販売している70％という価格になっているのですよね。これはいたしかたないと思うので

すが、その辺のリサーチをきちんとやらないと、今後、継続的にこの問題というのはやは

りクローズアップされてくるので、この辺を、もし、現時点でどの程度消費されているの

か、どういうふうに消費されているのか、その辺について答弁をお願いします。

又地委員。竹田委員長

この資料では、ホクレンショップにおける、およそ定価の70％ということにな又地委員

っているのですが、この部分の資料がないのですか。例えば、ホクレンショップ、あるい

は肉のつしまでは、このくらいで売っています。ですが、160㎏で140㎏売れた。140㎏に

関しては、このくらいの値段で9業者のかたがたが買って、あと20㎏よりないのだと、こ

の次なのです。70％の価格で買ってもらった。もらったけれども、買った人がたが、いろ

いろ調理して出しているものの値段というのはどうなのか。高ければいくらブランド化ブ

ランド化と言っても、町民が食べないのです、高ければ。 終的に、そこに落ち着いて、

町民に食べてもらわないとブランド化できない。あるいは、町外のかたがたが、木古内産

のはこだて和牛を食べてくれないと、ブランド化にはならない。方法としては、まだわか

りませんけれども、この方法は間違ったのではないという反省が出て来ます。私はある意

味では、途中ですけれども、実際に70％というのであれば、町民に安く直に食べてもらっ

、 。 、 、たほうが 足が速いだろうという気がしないでもないです ですから この70％の値段で

安く買って、それを調理して出した時に、大変、難しいかもわかりませんけれども、産業

経済課の担当としては、ですがどうなのか。せっかく70％で仕入れて、町民が口にすると

きにはかなり高く、なかなか食べられないというと、先が見えてしまうことになります。

その辺の追跡調査みたいなものはどうですか。

木村課長。竹田委員長

、 。木村課長 何点かありましたので 整理しながら少し答弁させていただきたいと思います

まず、市場で、飲食店への販売のあと、どうかということなのですけれども、計数的なも

のは捉えておりません。やりとりの中で、聞いた限りでは一定程度の提供があるというふ

うに伺っております。また、この9店の多くは、その素材をベースにして新たなメニュー

を開発するというところまで至っていないというふうに、いまのところ私のほうでは認識

。 、 、 。しております したがって 素材のみなので 提供しやすいというふうに思っております

また、提供価格なのですが、68％となっております。おおよそ70％ということなのですが

68％という事です。部位によってホクレンの価格もあるものですから、ホクレンショップ

の提供価格、ホクレンからの購入価格というものがあるものですから、あえて一覧という

のは付けないで、平均という事で報告させていただきました。町民への食提供について、

どうかということなのですが、卸売価格でこの割合で提供できるということは、当然、小

売りでも可能だと思いますが、予算委員会の際に説明したと思いますが、木古内町のはこ

、 、だて和牛をベースにした 先ほどメニューなかなか開発まで至っていないと言いましたが

そういうことも含めて、木古内町ではこだて和牛を食することができる仕組みをつくりた

いということも副次的な効果というふうに考えておりますので、いま現在では、小売りと
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いうことはあまり検討しておりません。以上です。

売れ残った場合の質問も、あったのでないですか。竹田委員長

木村課長。

感覚的に、順調に提供しているというふうに捉えておりますので、残った場合木村課長

というのは、いまのところ想定しておりません。その辺も今後、確認した上で、もし、そ

のような事態が、できる可能性が高いとすれば、それは検討させていただきたいと思いま

す。

吉田委員。竹田委員長

いま、課長のほうから説明があって、先ほど又地委員のほうからも、出たので吉田委員

すが、やはりこれはブランド化なのです。それで、いま購入業者が、いまだに函館和牛の

メニューができていないと。はたして、それがなるのかというのが、一番問題になるので

す。そこで、やはり補助金を使っていますので、きちんとその辺は関係課もリサーチして

やらないと、あやふやになってしまったら、本当にブランド化どころではなくなってしま

います。その辺で、これからきちんとやっていただきたい。先ほど、又地委員のほうから

出された、はたしてこれで良かったのかということもなりかねない事態にも想定できます

ので、その辺はもっときちんとしていただきたいと思います。

平野委員。竹田委員長

まず1点について、購入事業者数が、いま9店になっていますけれども、この事平野委員

業やる前には、はたして何軒の店がはこだて和牛のメニューとして扱っていたのか教えて

ください。

藤谷主幹。竹田委員長

今回の事業は、24年度で実施する場合に、まず何軒かというのは調査した時点藤谷主幹

で2軒、3軒でした。ただ、主だった飲食店を回ったところ 「あれば使いたい」という意、

見がかなり多かったので、24年度、この事業を提案させていただいて、事業の実施に入っ

たという内容です。

平野委員。竹田委員長

わかりました。この事業によって、3軒の業者からプラス6店になって、飲食店平野委員

としては、食べれる店が増えたということはあったと思います。ただ、はたして、同僚・

先輩議員から出ていた部分とかぶるのですけれども、目的が町内で食することのできる仕

組みを作るというのが、目的の割には、私自身も飲食店を回った感想と、あるいは町民の

かたが、このような事業をやっていることを把握している人が、いるのかいないのかとい

う声を聞いた時に、ほとんどの人がこのような事業をやっていることを知りませんし、は

こだて和牛をメニュー化した飲食店がどこにあるのかも知りませんし、あるいは、せっか

く町として100万円も補助しているのに、先ほど言われたように卸屋さんは安く買えた。

飲食店も安く買えた。でも、町民の口に入るときには、なんの安い値段で、食べられる何

者でもないというイメージが正直あります。そこで、やはり、町が、ここまで携わった以

上、飲食店まで指導といいますか、ＰＲの部分で、町民のかたに1人でも、周知、安く食

べてもらえるような努力の促進まで手掛けているのかどうなのか。もし、手がけていない

ような状況に思いますので、その分について、今後の見解をどのように考えているのかお

聞かせください。
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木村課長。竹田委員長

卸したあとのフォローという事ですが、1軒、1軒、意見交換をしているわけで木村課長

はありませんので、私たちも先ほど言ったように、きちんと捉えきれてはおりません。た

だ、卸業者を通じて 「この目的をきちんと理解していただいた上で、飲食店で提供する、

ように」ということで申し入れをしておりますので、飲食店のほうではそれに沿って、通

常よりも安価な価格で提供していただいているというふうに想定しております。これは、

なかなか水準というのはそこの飲食店のコストを含めて厳しいものがあると思いますの

で、引き続いて、その趣旨目的を、時には行政が飲食店に直接お伝えした中で要請してい

きたいというふうに思っております。万一、適正なコスト以上に、価格を設定している飲

食店があるとすれば、それは、経済の論理から言えば、淘汰されていくべきものだという

ふうに捉えております。以上です。

平野委員。竹田委員長

いまの話で、町内の業者で高値で売っているのであれば、それは常識的に考え平野委員

てもおかしいという認識があると思うのですけれども、まず、安く販売していると想定さ

れるという、その答弁事態が私は甘いのではないかと。やはり、これだけ予算をかけて、

真剣にはこだて和牛を押して行こうと木古内町として。当然、パッケージ事業の中にもは

こだて和牛に関連したキーコちゃんのキャラクターでしたりとか、100万円だけの話では

、 、 、 。なくて もっと それに絡んだ部分で もっともっと大きな予算がかかっているわけです

、 「 」その中で 店には安くやっているから 簡単に町内で食することができる仕組みを支援し

と、書いていることは良いのですが、中身が、ちょっと伴なっていないように非常に思い

ます。やはり、実際やっているメニューのところに 「お金を使って食べに行け」という、

話を言うと簡単なのですけれども、やはり、久上工藤さんが販売しているところを件数は

何件買っているか、ということを把握していると思うのですけれども、やはり、そこの一

軒一軒に、指導と言えばなかなか言葉が適切かわからないのですけれども、この趣旨をも

う少ししっかり伝えて、町民に1人でも多く食べてもらうという事が1番に考えた取り組み

をもう少し力を入れるべきだと思います。実際に、3軒の過去に扱っていた店屋さんが同

様のメニューをそのまま出していますよね。そして、いま、販売から1か月以上経ちまし

、 、 。 、たので 当然 この安値で70％で仕入れた値段で飲食店は買っていると思います ですが

実際はこの事業があるので、お客さんには「100円引きですよ」とか 「肉の量をちょっと、

増やしますよ」とか、言っているそのような販売方法をしている店は、私の知っている限

りでは見当たりません。このような状況で、はたして町民の皆様にＰＲできるのでしょう

か、非常に疑問に思います。具体的でなくてもいいのですけれども、トータル的にでも答

弁あればお願いします。

木村課長。竹田委員長

いろいろご指摘ありましたので、また、調査不足というところもきちんと答え木村課長

れないところもありますので、今後、その辺も事務的に進めて行って対応していきたいと

思います。よろしくお願いします。

はこだて和牛については、他にございますか。竹田委員長

又地委員。

産業経済課担当の主査。70％でいいですけれども、この辺のホクレンショップ又地委員
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ではこれくらいで売っている。私も肉のつしまに行って、たまたま行って買ってくるので

す。そうすると、つしまの親父さんは「木古内さんはすごい事をやったね 」とこう言い。

ます。ですが、町民が直にそこに行って買えない。どこかに回って加工される 「はこだ。

て和牛のいいところは、何かということをわかっていないでしょう 」こう言います。加。

工されてしまった、はこだて和牛丼ぶりとか、そうでないのです、つしまの親父は 「は、

こだて和牛のいいところは、生肉で買って、冷凍しないで、ガチガチで買ったものを自分

で焼いて食べるとか、そうでないとはこだて和牛の美味しさというのは、甘みがあって、

そういうふうな食べかたを町民にさせないと販路は拡大しないでしょう 」そう言ってい。

ます。午後からもちょっと聞きたい部分があるので休憩で。

わかりました。はこだて和牛の議論はまだあるそうですから、午後からにし竹田委員長

たいというふうに思います。

昼食のため暫時休憩をいたします。

午後1時から再開いたします。

休憩 12：00

再開 12：58

休憩を解き会議を再開いたします。竹田委員長

東出委員より早退の届け出がありました。

それでは、午前中に引き続き、はこだて和牛ブランド化推進事業についての質疑を求め

ます。

午前中質問で終わっていますので。又地委員。

これは、牛肉ですので、部位によって単価がいろいろあるという中で、ホクレ又地委員

ンショップで売っている値段と、それから久上さんのほうで売っている値段との比較を部

位ごとに調査しましたか。していたら、ちょっとお知らせください。あるいは、資料を見

ながらちょっと検討したい。それと整形費、例えば販売不可部位とあります。骨だとか、

いろいろあると思うのですが、例えば160㎏の第1回目、160㎏入荷しているのですけれど

も、歩留りはどのくらいになるのですか、その辺もあわせてお願いします。

藤谷主幹。竹田委員長

まず、2つのことですけれども、ホクレンショップの価格と久上さんの価格の藤谷主幹

表は出来ておりますので、それと、いま言われた歩留りの関係、時間をいただいてコピー

してきますがよろしいでしょうか。

暫時休憩をいたします。竹田委員長

休憩 13：00

再開 13：09

資料がまいりましたので、休憩を解き会議を再開いたします。竹田委員長

木村課長。

資料の説明をしたいと思います。皆様がたに、表題をはこだて和牛販売価格提木村課長
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案書となっているかと思いますが、これは卸売業者とホクレンとのやりとりの表をいただ

いたのが、一番、いまの資料の提出に合っていたので提出させていただきました。部位と

。 、ホクレンショップの通常の小売価格と販売卸価格というふうに記載されております また

先程来、確認されておりました歩留りですが、それぞれの部位によって違いまして、平均

は76％です。仕入れ時の重量が、正確には165.4㎏に対しまして、整形後の重量が125.1㎏

です。これで積算しますと75.6％、76％というふうになります。以上です。

木村課長。竹田委員長

資料の訂正をお願いいたします。29ページの販売状況のところです。約160㎏木村課長

中140㎏販売と記載しておりますが、歩留り等もございまして、販売は100㎏、おおよそ10

0㎏販売ということで訂正をお願いいたします。したがいまして、残数量が20㎏程度とい

うことになります。お願いします。

資料をいただきましたし、皆さんお目通しされたと思います。部位によって竹田委員長

価格等も異なるということですね。総体的な歩留りからすれば76％こういう状況です。

又地委員。

そうすると、これはどういう計算をすればいいのですか。又地委員

例えば、160㎏買ったわけです。久上さんで仕入れたわけです。それで、これはいくら

で仕入れたのですか。そういうのも、きちんと教えてくれませんか 「160㎏で仕入れたけ。

れども、実質は75.6％、24.4％が販売不可能な部位であったよ」ということですよね。仮

に25％とすれば、40㎏、これは40㎏の計算です。そして、160㎏から40㎏引くので、本当

に売れるものというのは120㎏です。100㎏売れたから20㎏が残ですよということなのです

けれども。160㎏をいくらで買っているのですか。

藤谷主幹。竹田委員長

いまの部分ですけれども、第1回目のホクレンのほうから入っている肉は、単藤谷主幹

価が㎏当たり2,220円です。1㎏当たり。そして、165.4㎏が入っておりますので、それに

消費税と税込みの部分もありまして、トータルで38万5,547円、その部分の仕入れ価格の2

、 。分の1ということで 第1回概算払いで町のほうは19万2,000円の概算払いをしております

暫時休憩をいたします。竹田委員長

休憩 13：14

再開 13：22

②観光おみやげ品開発支援事業について

休憩を解き会議を再開いたします。竹田委員長

いま、休憩中に、いろいろ意見が出されました、各部位ごとの数量、あるいは、業者か

ら見れば仕入れの実態というか、そういうものも、もし、調査をして次回の事務調査の中

で報告をしていただきたいとこのように思います。

他にございませんか。

なければ次に移りたいと思います。

観光おみやげ品開発支援事業についてを議題といたします。

木村課長。
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産業経済課木村です。観光おみやげ品開発支援事業について説明いたします。木村課長

資料については30ページと31ページになります。

1、目的です。平成27年度北海道新幹線木古内駅の開業に向けて、木古内町の地域資源

等を生かした新たな観光おみやげ品の開発を促進し、町内の経済活性化を図るため事業を

実施するものです。2、補助対象です。補助対象者は、要綱第2条により木古内町内に住所

を有する法人・個人事業者で、目的に沿った観光おみやげ品の開発を行う者です。3、補

助金額等です。1事業30万円以内で、予算の範囲内で調整します。予算額は150万円です。

助成する経費①原材料及び副資材の購入に要する経費、②商品の立案、パッケージデザイ

、 、ン等に係る開発経費及び委託費 ③パンフレット・のぼり・ポスターなどの販路開拓経費

④試作品品質検査等に係る経費などです。4、事業の進捗状況です。募集期間は第1次とし

て、5月24日から6月29日まで行いました。

応募状況は3件だったため、今後、2次募集も行う予定となっております。審査につきまし

ては、要綱により認定審査委員会での書類審査と業者からのプレゼンテーションを実施し

ていただいて、 終的に認定することになります。5､今後の展開です。先程述べましたと

、 、 。おり 予算計上時には5軒程度を想定していたため 第2次募集を行うこととしております

また、認定事業につきましては、9月頃から順次専門家による開発からマーケティングま

での個別相談や指導を実施することとしております。6、参考といたしまして、平成23年

度の状況を30ページから31ページに記載しております。6店の7品目となっております。開

発には至っておりますが、一部販売までにまだ検討を要するものもあるようでございます

が、記載のとおりです。以上です。

説明をいただきました。これより質疑を受けたいと思います。竹田委員長

課長、これは一次募集で3点しか応募がなかったと。今後、2次募集をして5点くらいま

で、増やすというようなことで、それから事業に実施ということも、もうすでに事業はも

う発注というか、3件でスタートしているということで理解していいのかどうなのか。木

村課長。

。 、木村課長 説明を追加させていただきます 一次で応募のありました3件につきましては

先日審査委員会を行いまして、いま現在、事業の進捗中となっております。事業の認定可

否も含めて、対応しております。以上です。

他にございませんか。竹田委員長

平野委員。

平成23年度の状況ということで、6件の業者さんが土産品を完成したというこ平野委員

とでいいのですよね。この目的というのは、やはり木古内町で観光客ないし地元の人がど

ちらかに行くときに、土産として木古内町は足りないのではないかという町の声からの展

開だったと思うのですが、その、6件の皆さんが完成した後の、この町、こちらも先程の

はこだて和牛の話ではないですが、町として補助した後のケアといいますか、その部分に

ついて何か取り組んでいることがあればお聞かせください。

藤谷主幹。竹田委員長

いまの部分ですけれども、この事業は23年度事業でやっておりまして、その後藤谷主幹

の追跡調査、9月に決算委員会等もありますので、それまでまとめるという中身をいまそ

ういう作りをしております。というのは、時期、この中身の材料が当町の資源を使うとい
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う部分で、時期にならなければ出ないものもありまして、実際に試作品までの事業がこの

土産品作り事業でやっておりまして、販売に向けては今年の時期を見ながら入れる材料が

生産された段階で、それをもとにして作るという流れになっておりますので、いま、和牛

だとか年がら年中あるものについては商品化をして、もうすでに販売をしておりますし、

あと、中身では長芋、それと米粉を使ったものが多く出るというようなものもありますの

で、決算委員会が9月にありますので、それの時期までには、内容のほう平野議員のほう

から言われたような部分を報告できる材料とさせていただきたいと思います。

平野委員。竹田委員長

いまの答弁ですと、全部がそろった時点でこういうような流れで来まして、今平野委員

後、どのように進んで行きますという答弁だと思うのですが、せっかくもうできて何か月

も経っているものがあるので、やはりこういう事業はでき次第順次販売をしているわけで

すから、その段階で町として出来たものに対しては、こういう形で宣伝していくと、そう

いう販売戦略まで、やはりやるべきだと思います。特に思ったのは、町のホームページ等

からリンクしていきますと、観光協会でしたりいろいろつながっていくのですけれども、

土産品の部分を見てみるといま現在、販売されていないものも、まだ、載っていたりだと

かするので、そこの部分は別の担当課もしれませんけれども、その辺の宣伝の仕方が非常

に上手くないなという思いですので、せっかくいい事業をやっているので、何とかこれを

つなげていけるような、その後が大事だと思いますので、是非その部分の戦略をもう少し

考えていただいて、我々に報告という形でして欲しいという思いです。

他にございませんか。竹田委員長

又地委員。

お土産品の開発に関しては、見据えたのは新幹線の開通時、それはそれでいい又地委員

のですが、同僚議員が言ったように、もうすでに製品化されているものは売っているとい

う、どこで売っているのですか。作った人が作ったところで、自分のところで売っている

のであれば、なかなかお土産品を買いに行くまでには至らない。これがすべて完成し、か

つこれにプラスになったとした時にどこで売るのでしょう。それは、私は、将来的に観光

交流センターの中に売り場を設けた中で、売っていくとは思っていないのです。そういう

答弁はもらっていないのです。観光交流センターそのものに。ですから、もう少し観光交

流センターの使用方法に関しては、もう少し議論しながら、肉付けをしないとだめだろう

と。それで、駅前商店街の活性化とこう言っています。前にも言いましたけれども、現状

、 、 、 、のままで いまこのお土産品開発をしているところで みそぎパイの末広さん 瑠瞳さん

工藤商店は札苅、ヤママルさんも向こうです。稗貫さんが近いかも知れません。ですが、

例えば新幹線が通ったとして、南口に降りてきたお客さんが、例えば木古内漬け、みそぎ

漬け、咸臨丸漬けを買いに稗貫さんまで来るかどうか。やはりみそぎボーイしかり、みそ

ぎボーイはおもちゃだからどこかに頼むといい、この開発したお土産品をどこで売るのだ

ろうか。そういうところまで、行っていないでしょう。早く、その辺を商工会等々で、関

係団体等々で早く話をしないと、前にも私は言いましたが、中尾さんは木古内杉の下駄を

どこで売るのですか、各駅前の商店街に作った下駄を預けて売ったとしても活性化にはつ

ながらないでしょうと私は思っているのですが。開発したお土産品の売り場を、将来製品

化したときには、どこで売るのだという先を早く見い出してください。これは要望でいい
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のですが、あとの部分に関しては、これからもっともっと議論する場があると思います。

③駅前景観統一事業について

他にございませんか。竹田委員長

ないようですので、次に進みたいと思います。

駅前景観統一事業の取り組みについてを議題といたします。説明を求めます。木村課長。

産業経済課木村です。木村課長

駅前景観統一事業について説明いたします。資料の32ページです。

1、目的です。駅前通整備事業の実施に伴い、建物を新築または改築する者が、町の推

奨する「まちづくりルール」に基づき使用する地域材の使用に要した費用の全額または一

部を補助することにより、道南杉の活用及び普及を図るとともに、駅前通商店街の統一し

たまちなみを形成することにより、地域の活性化を推進することを目的としております。

なお、まちづくりルールにつきましては、木古内町周辺統一デザイン空間事業報告書の概

要版などを皆様方にすでにお示ししている事と思いますので、それに則ってのものになり

ます。2、補助対象です。補助対象者は 「駅前通商店街景観統一事業補助金交付要綱」第、

3条に基づき、駅前通整備事業の実施に伴い補償対象となる建物の所有者となります。3、

。 、 。補助金額です 1軒につき20万円以内で 地域材の使用に要した費用を対象としています

4、事業の進捗状況です。当初予算では5軒の建て替えを想定していたが、今年度は3軒の

見込みです。この3軒はすでに工事着工済みであり、そのうち1軒については完成していま

す。5、事業展開を踏まえての課題です。木材を町内事業者より調達することを要件とし

ています。しかし、受注生産での少量の場合は、規格品での販売のため、高額になること

や業者が引き受けづらいなどの課題があります。一方で、使用材数量が多い場合は、町外

事業者の木材を使用したほうが補助を受けての建築より安価となるケースがありますの

で、個々相談しながら対応していきたいと思っています。6、今後の状況です。現在、北

海道事業である地域づくり総合交付金として要望しておりまして、北海道と協議中です。

事業に採択された場合、今年度と25年度の2年間、ほぼ事業費総額が交付されて一般財源

の持ち出しがなくなります 渡島局との協議の中で 交付金の性質上 補助金ではなく 道。 、 、 「

南杉」のＰＲ及び地産地消に協力していただいた謝礼としての支出になるため、そのよう

な対応を今後していきたいと思っております。現在は補助金についての諸手続については

保留をしています。当然ですが、補助対象者とは、いろいろなやりとりをしている状況で

す。

33ページです。事業着手時に調査した建て替え想定軒数は25軒です。次年度以降も20軒強

の対象事案が発生することを想定しております。

7、として平成24年度の実績見込みです。

Ａ店、壁材141.3㎡、格子材30.6㎡で、事業費概算ですが150万円です。Ｂ店、格子材4.8

㎡で、事業費20万円、Ｃ店、格子材6.0㎡で事業費30万円という状況になっております。

なお、先程説明しましたはこだて和牛ブランド化推進事業と観光おみやげ品開発支援事業

についても地域づくり総合交付金事業として要望しておりまして、採択可能性としてはか

なり高いということを申し添えます。以上です。

説明が終わりました。これより質疑を受けたいと思います。どなたかござい竹田委員長
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ますか。

又地委員。

33ページの建て替え想定軒数の25軒、これはいつの調査ですか。又地委員

木村課長。竹田委員長

平成24年度の当初予算策定時ですので、平成23年12月から平成24年1月にかけ木村課長

ての軒数です。

福嶋委員。竹田委員長

いま25軒の予定があったと。次年度も20軒あると、プラス45軒あると、駅前通福嶋委員

のいまやっている軒数がそんなにありますか、ないと思います。私は、22、3軒だと思い

ます。倍もあるのはどの範囲までですか。

木村課長。竹田委員長

33ページの上段の記述の要点は建て替えの想定軒数は25軒です。したがって今木村課長

年度3軒ありますので、残り20軒強があるとご理解ください。

福嶋委員。竹田委員長

今年3軒、すでに1軒は出来てオープンしています。もう2軒は向かい側の2軒だ福嶋委員

と思います。残念ながら向かい側の酒屋さんのイメージと全然違うというか、木古内の杉

材が使ったというあれが出てきていない、表面に。玄関、いま床屋さんのところ出来たと

思います。ただ、残念ながらあれはまだ完成していないのですか。

東主査。竹田委員長

東出さんという名前が出ましたので、東出さんにつきましては工事のほうは完了東主査

しております。また、向かい側の銀さんにつきましては7月いっぱい、久村さんにつきま

しては8月いっぱいということでの工事完了予定であるということで、また、33ページの7

番のほうを見ていただければわかるのですけれども、銀さんと久村さんにつきましては外

壁等の使用ではなくて格子材としての道南杉を使用するということですので、銀さんにつ

きましては今週から格子材を設置するということでお話しをいただいておりますので、そ

れをもって完了ということになります。以上です。

吉田委員。竹田委員長

吉田です。32ページの5番目の事業展開を踏まえての課題ということで、ここ吉田委員

の部分でちょっと納得いかないというか腑に落ちないというか、町の杉材を使うとすごく

高いという印象が残ってしまうのですよね。町外の事業者の木材を使用したほうが補助金

を受けているより安いと、そんなに町内の業者は高く売っているのですか。確かに、少量

しか扱わないからたぶんその分なのだと思うのですが、何かこの辺が私たちにするとこの

木材を扱うに当たって、やはり地域振興のためにという考えでこのまちなみ景観をやって

いるわけです。町内の産業も育成するというので補助金も出しているはずなのです。です

が、いま課題的に出てきてやはり安いほうに建てるとそうなうかもしれませんが、どうし

てこのようなことが出てきたのかなと。あらかじめわかって進めて行くのか。いまになっ

てわかったからこうなのだというのか、何かその辺がきちんと 初に取りかかる前にやら

ないと、こういう現象が起きてきてしまったのかと思うのです。

私も、これをどう言ったらいいのかわからないのですが、この辺の取り組みの仕方につい

て、いまこの課題が出てきたのはどうなのかとありますので見解をお願いします。
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木村課長。竹田委員長

ご指摘のとおり、事業着手にあたりましては一定程度のいろいろな想定はして木村課長

いたのですが、やはり事業実施に入りまして、材質とかいろいろな面でその価格の安い高

いというか、同じ樹種でもあるというか、例えば建て主の意向によって材質がそれほどで

なくても安価なものがいいということであればそういうような状況になるというケースも

あるということで記載させていただきました。この間も補助対象者と協議させていただい

たり、業界の関係者と協議させていただいておりますが、駅前景観統一事業の主旨・目的

を理解していただいて、さらに吉田議員がおっしゃったようなあわせての地域の産業振興

という副次的効果も含めて理解していただくよう、個別事業ごとに対応していきたいと思

っております。以上です。

若干関連しますけれども、予算委員会等の議論の中でも、町有林の活用とい竹田委員長

う部分が結構話題になったのですけど、その辺はいま、町有林の利用間伐含めて行ってい

る事業との関連性というのは、全く景観統一とは別物という捉えかたになるのですか。そ

れとも、 大限町有林を活用するためにはどうしなければならないという、多く杉材を提

供できるという部分の検討は、どのようにされたのかという部分は、ちょっと見えてこな

いのですけれども、その辺はどのような進めですか。

暫時休憩をいたします。

休憩 13：45

再開 13：51

休憩を解き会議を再開いたします。竹田委員長

東主査。

いま、いろいろご意見をいただいた中で、答弁になっているかどうかわかりませ東主査

んが、流れの中で、まず23年度から町は利用間伐ということで、町有林を間伐した材は販

売しているという状況にあります。その中で、町有林の杉につきましては、西根さんが主

で、あとは松田さんと、2社のほうに町有林材は入っております。その中で、天日または

乾燥という中で、材として24年度から販売されていると。または、23年度中の後半に販売

されている。利用間伐して出た材が入っている時期にもよりますが、23年度後半から24年

度に対して入っているというような流れとなっております。その中で、観光交流センター

のお話しが出ましたので、観光交流センターにつきましては、26年度に建設というような

話を聞いておりますので、25年度に利用間伐を実施した材を、まずは町内業者さんのほう

に産経側とするといままでどおり販売すると。販売した材を今度は建設するときに業者さ

んから購入し建設するという流れになっております。まちなみ景観統一の部分につきまし

ては、予算時にも当時の課長だった新井田のほうから説明のあったとおり、町有林の材を

利用したいという中での説明をさせていただいているところです。その中で、今回3軒の

かたにつきましては、西根さんと松田さん、どちらかの業者さんから購入し利用してくだ

さいと。ここで出ております課題の中の補助金を入れなくてもという部分なのですけれど

も、業者さんですので㎡当たりいくらという単価については100円だったり90円だったり

という部分での差が多少あると思います。その中で、今回、7番のほうを見ていただけれ
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ばわかるのですけれども、事業面積が多いと当然使用する材が多くなると。多くなると単

価当たり100円が90円であっても、使用量が多いと総体的に20万円補助する中で、20万円

超える場合があり得るということでの説明であります。ですから、格子材を例えば20万円

で使用した際に、他で10万円で木古内が20万円という話ではなくて、使用材料が多い場合

にそういうことが想定されるということの課題となっておりますので、20万円の内訳とい

たしましても、ある程度、町のほうで標準的な壁材または格子材という中で、積算した内

の3分の1の補助ということで予算委員会でも説明させていただきましたが、当然それを超

えた面積で道南杉、町有林の道南杉をたくさん使っていただいた場合には、これのデメリ

ットとして、たくさん使っていただいたかたには20万円で、やはりちょっと、たくさん使

っていただいたかたにとっては、少なく使ってくれたかたよりのデメリットのほうが多い

のかなという、メリットとデメリットの部分があるのですが、たくさん使っていただいた

かたについては、そういう補助金の差で20万円を町のほうで補助する中で、町外からより

少しでも安くなったら使いやすいという流れでの補助事業となっております。答弁になっ

ているかどうかわかりませんが、今の事業の流れについての説明とさせていただきます。

平野委員。竹田委員長

よくわかりました。 初の説明では、このすべての店が5番に当てはまって、平野委員

Ａ、Ｂ、Ｃについても地元の杉を使えなかったのかなと思ったのですが、いまの説明です

と、おそらくＡの業者が、いま言われた20万円を超える部分に該当して、それ以外のＢ、

Ｃについては地元材を使っているということでよろしいでしょうか。それと、先ほど課長

の答弁で、気になる部分があったのですが、この目的に沿って 「残りの20軒強について、

は、今後も引き続き協力していただくようにお話しをしていく」というお言葉をいただき

ましたが、以前の常任委員会の中では、ほぼ20軒強のお店が「景観統一を同様にやる」と

いう承諾を口頭の話なのでしょうけれども、いただいておりますというお言葉をいただい

ております。いま現在、1軒見本と言いますかできた状況の中で、それを見た周りの人か

らのような違う意見が出ていて、以前説明いただいたように景観をみんながやるという状

況がはたして変わっているのか。それとも変わらず一応みんながやっていただくという話

のもと、進んでいるのかの部分の現状を教えてください。

東主査。竹田委員長

33ページの7番のＡ店の部分につきましては、これは20万円補助まだ補助金の支東主査

出はしていないものの、補助を利用しての、町有林からの町内からの業者さんからの杉材

を使って建てているということです。内容とすると、町内の業者さんと町外の業者さんか

ら見積りを取ったときに、数量も多いことから、15、6万円程町外のほうが安かったとい

うことです。その話の中で、補助金を入れると。補助金を入れたほうが安くなるのでとい

う話で伺った中で、では、量が多くなればなるほど、20万円超えると町外のほうに行って

しまうということの課題ということで載せていただいたものです。ですから、今回の3軒

につきましては、全部町内業者さんからの購入した材を使っているということです。

今後の残りの軒数の状況ということですが、基本的なまちづくりルールに基づいてのルー

ル作りについては、駅前商店街の方々が主となって作成したということで、まちづくり新

幹線課からもお伺いしていますので、いま現時点で、これを使わないで、利用しない中で

の建て替えは思っておりません。使う量が格子材だけなのか、外壁と格子材という組み合
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わせになるのかわからないのですけれども、まちづくりルールに則った建て替えをしてい

ただけるということで、いま現時点では産業経済課としてはそう思っています。

他にございませんか。竹田委員長

（ なし」と呼ぶ声あり）「

、 。竹田委員長 ないようですので 駅前景観統一事業についてはこれで終えたいと思います

以上、産業経済課、きょうの、議題的には終わりなのですが、いま、取り組んでいる節電

対策についての状況を口頭で説明したいということですから受けたいと思います。

木村課長。

、 。 、 、 、木村課長 1点 報告いたします 皆様がたもご承知かと思いますが 経済産業局 北電

北海道からの要請に基づきまして、木古内町の節電対策を行っております。実施にあたり

ましては、全町的に行うために、節電行動計画を策定していることと、庁舎で行うための

木古内町役場節電アクションを策定しています。周知といたしましては、町政広報あるい

は町内会、老人クラブ、保育園、小中校生を通じての保護者宛文書などで周知しておりま

す。また、庁舎内では節電対策の担当を各課などから選出して実施に当たっております。

加えて各業界からの通知要請もあると伺っております。節電期間につきましては7月23日

から9月14日までです。

節電目標は7％ということでありますので、突発的停電はもちろんのこと、計画停電に

よる混乱を防ぐために、できる限りの対策を実施していきます。なお、計画停電時におき

まして、木古内町は全域計画停電の区域外ということで北電のほうから連絡がありました

のであわせて申し添えます。以上です。

又地委員。竹田委員長

聞くのを忘れていたのですが、33ページのＢの人は4.80㎡で20万円です。 Ｃ又地委員

の人は6.0㎡で事業費が30万円です。これはどういう意味ですか。私は実際に格子材とか

に使ってもらった。そして、例えば4.8㎡使って20万円の杉材として、20万円の事業費で

した。あるいは、6㎡やって30万円の事業費なのです。そういう解釈でいいのですか。4.8

㎡で20万円、6㎡で30万円、㎡5万円です。あり得ません。杉板で6㎡で30万円です。高す

ぎます。もし、そうだとしたら、どこに杉材で格子をやって6㎡で30万円なら私が請け負

います。手間とかも入っているかもしれませんが、6㎡で5万円もするのですか。まして、

格子です。全面、張るのではありません、間違っていませんか。

東主査。竹田委員長

当然、木材とか人件費、あとは塗装代、そういうもろもろ材を加工する部分も含東主査

めて、入っての値段ということになっております。

又地委員。竹田委員長

そうしたら、町で補助する1軒につき20万円以内とありますが、これはそうい又地委員

う塗装だとか、そういうのにも出してやるのですか。そうでないのではないですか。あく

、 。 、 、 、までも杉材で 例えば格子を作ってもらう それでも ㎡5万円といったら 私は例えば

18mmの1㎝8㎜の105のヌキを両面カンナをかけてもらって買うとする。それにしても、杉

材というのは、そんなにしないものです。6㎡で30万円というのは、これはどこから調べ

たものですか。

東主査。竹田委員長
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価格につきましては、Ａ店につきましては完了していますので、家主さんという東主査

か東出さん、Ｂ店、Ｃ店につきましては、請け負っている業者さんのほうに聞いてくださ

いという話でしたので、直接行って概算でいいので使う面積または部材等を含めた人件費

を含めた金額を教えてくださいということで、教えていただいております。それは概算と

いう形の中で載せていただいております。

又地委員。竹田委員長

そうしたら木古内で作っていた羽目板はいくらでしたか。坪ですよ。羽目板で又地委員

坪いくらですか。羽目板は無節で乾燥をさせて溝を掘って、これは6㎡で30万円、いろい

ろ違うものも入っているかもしれませんが、羽目板より高いです。考えられません。

暫時休憩をいたします。竹田委員長

休憩14：05

再開14：11

休憩を解き会議を再開いたします。竹田委員長

先ほどの節電対策の説明をされましたけれども、これについて区域外ということですか

ら、そういうことで認めて、以上で、産業経済課の事務調査を終わりたいと思います。

お疲れ様です。

暫時休憩をいたします。

休憩14：11

再開14：25

（3）建設水道課

①物品保管倉庫建築工事について

休憩を解き会議を再開いたします。竹田委員長

それでは、物品保管庫の建築工事についてを議題といたします。若山課長。

建設水道課、若山です。私のほうからは、物品保管倉庫建築工事についてご説若山課長

明させていただきます。資料のほうは、34ページから39ページをご参照ください。いま、

委員長からもお話があったとおり、函館開発建設部が施工する一般国道228号、高規格幹

線道路茂辺地木古内道路工事の支障物件として、箸木材工芸品生産センターが該当し、今

年度補償契約の締結を予定しております。この木工センター代替施設として、またイベン

トの関連資材、防犯や交通安全の啓発資材としての物品保管庫を建築する予定です。建築

予定地につきましては、資料のほうにも書かせていただきましたが、木古内町字新道2番

地1、現みこしの家の隣接地です。面積につきましては、当初64坪程を計画しておりまし

た。当初案は39ページです。6月の議会論議などを踏まえ関係者で協議した結果、できる

限り工事費を圧縮するため、保管物品の精査などを行い、修正案のとおり48坪を予定して

おります。また、木古内町地域材推進方針に基づき、外壁には杉材を計画しております。

36ページをご参照ください。予定している計画平面図です。左側の保管庫1と保管庫2につ

きましては、防犯交通安全の啓発資材、主に交通安全のポールとか、旗とかのぼりとかそ
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ういうものです。それと花いっぱい運動の資材保管を予定しております。保管庫3は、現

在手狭になっている、みこしの家の資材保管庫にあるイベント用の舞台、観覧席等の保管

を予定しております。保管庫4につきましては、現在、木工センターで保管しております

熊のオリ、あるいは小動物捕獲用のオリの保管を予定しています。保管庫5につきまして

、 、 。 、は 現在 木工センターにある原材料の保管を予定しております 原材料につきましては

定例会でもご指摘されたとおり、今後、売り払いを視野に入れながら、当面、保管してお

くという考えです。あと、ご心配されているとおり、今回、庁舎内の整理はしたのですけ

れども、あくまでも庁舎内の整理は、保管状態もままならないという事で、まず、庁舎内

の整理、地下を含めて整理しまして、あと旧釜谷小学校のほうに、書類等の緊急に使わな

いけれども、保管しなければならない書類等も保管しておりまして、そちらについても改

めて書類の整理をしたところです。今回のこの物品保管倉庫につきましては、いま、申し

上げたとおり、こういうイベント、あるいは交通安全等の啓発資材、こういう物品の保管

というように、限定したいと考えております。以上です。

ただいま物品保管庫の建設に伴う説明をいただきました。これについて質疑竹田委員長

ございますか。

福嶋委員。

64坪を48坪に変更したようですけれども、金額はどのくらい減額されたのです福嶋委員

か。

小池主幹。竹田委員長

いま、48坪で考えておりまして、坪20万円くらいということで、約1,000万円く小池主幹

らいで全部できないかなということで試算をしております。当初は1,700万円です。

よろしいですか。福嶋委員。竹田委員長

はい。福嶋委員

吉田委員。竹田委員長

38ページの建てる向きなのですけれども、こうやって見ていると海側にシャッ吉田委員

ター部分が向くという感じなのですが、そうしたらこれは風当たりはどうですか。この辺

の検討をしたのかどうなのか。そして、こういう建て方をした時に、みこしの家があるの

ですけれども、雪が冬になると入口のほうにたまる可能性がすごく多い。この辺、どのよ

うな検討でこういう向きになったのか、よろしくお願いします。

若山課長。竹田委員長

現在の左側にあるみこしの家につきましては、ドーム形といいますか、円形を若山課長

しておりますので、この両サイドに雪が落ちるスタイルになっております。今回、建築予

定のこの建物につきましては、片流れで西側、この絵で行きますと左側のみこしの家の間

のほうに落ちる予定です。この間に雪がたまるであろうというふうに想定しています。で

すから、ある程度の距離をおいて建てたいというふうに考えました。それと東側につきま

しては、ご指摘のとおり西風が多いので、冬の間ですね。こちらに雪がたまる心配もある

のですけれども、もちろん使用するにあたりましては、この前に車も入る予定もあること

ですから、適宜、除雪を行いながら対処していきたいというふうに考えております。

吉田委員。竹田委員長

先ほどのシャッター部分が、海向きになりますよね、多分風当たりがすごい強吉田委員
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いですよ。シャッターにつきましては、その辺対策を取ったシャッターなのですか。

小池主幹。竹田委員長

ご指摘のとおり、普通の軽量シャッターでしたらすぐにということもないので小池主幹

すけれども、浜風等により錆びたり風に弱いという部分もありますので、これについては

オーバースライダーという事で考えております。

他にございませんか。竹田委員長

（ なし」と呼ぶ声あり）「

ないようでしたら、以上で、建設水道課の事務調査を終えたいと思います。竹田委員長

どうもお疲れ様でした。

次の国保病院が来るまで暫時休憩をいたします。

休憩14：33

再開14：46

（4）国保病院

①医師確保について

②地方公営企業法の全部適用について

休憩を解き会議を再開いたします。竹田委員長

国保病院の地本事務長、町長ご苦労様です。

それでは医師の確保の状況、地方公営企業法の全部適用について、町長のほうから説明

を求めます。町長。

これまで、何度か医師不足に対する対応につきまして、ご報告をさせていただ大森町長

いております。その中で、今般、公営企業法の全部適用という事で、皆様がたと数度に渡

って意見交換をさせていただき、ご理解をいただいてまいりました。この度、懸案であり

ました医師の充足と言いますか、該当する医師がはっきりと見えた事。そして、その医師

、 。 、 、と当町のすべての先生がたの懇親会を行い 先生がたの理解を得られた事 そして また

先般は、ただいま岩館議長からご報告がありましたように、議長、副議長にもお会いして

いただきまして、その人柄について理解をいただいた事。そしてまた、先生が当町の病院

で管理者として勤務をするに当たって一つだけ懸念していた事が、これが解消されたとい

うことでございます。その懸念というのは、自分に新しいものに対するチャレンジ、その

気持ちがあるかどうかということでございました。高齢という事でございまして、札幌の

病院を終えていま函館に戻ると、もっと楽な仕事がたくさんあると。こういった中で当町

の病院においでいただいて、新たな仕事をする、その気力が出るかどうかというここが一

番の先生の懸案でした。それは、やろうという意思を強く持たれましたので、是非という

事を進めて、今日まで至っております。こういった事から、先生とも、当町の病院の内容

についてご説明をし、また、新しい公営企業法の全部適用に至った後の細部に渡っての説

明もさせていただいて、先生からもアドバイスをいただいて、そして、早ければ9月の議

会で皆様がたのご承認をいただき、10月1日から適用させていただきたいという希望でご

ざいます。本来であれば議会の皆様がたとご一緒という機会も考えたのですが、先生のほ

うも、みんなというということで、あえて議長と副議長にお願いをいたしました。先生か
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らは 当日 これは議会の面接ですか とこんなふうに冗談も聞かれましたけれども 決、 、「 」 、「

して面接ではなくて、議長・副議長に先生の人柄を理解していただきたく、こういったお

食事をする昼食会を用意させていただいた 」ということで、先生も快く承知をしていた。

だきました。今後、全部適用に当たりましては、これまでもご説明させていただきました

、 、 、ように 職員の意識を企業だということでおおいに高め これまで以上のサービスに努め

さらに先生の持っている函病時代の全部適用のルール等を作って来たという経験も十分活

かしていただいて、おおいに期待をするところでございます。そういった意味でも、皆様

がたに改めて全部適用につきまして、10月1日からスタートしたいというお願いを申し上

げましてご説明といたします。どうぞよろしくお願いいたします。

委員長、追加でよろしいでしょうか。いまは、医師確保という事で、二つ目の公営企業

法の全部適用のほうに、ちょっと触れてしまいました。議長から説明があったものですか

、 、 、 。ら ついそちらのほうを先に進めましたが この他に医師確保2件 現在進めております

1件は、もうすでに足かけ3年になりますが、御殿場に勤務されております女医さんでござ

います。お子さんが、当初は小学校4年生でございましたので、5年生になったらというこ

とでスタートしたのですが、中学校になってからこの周辺に勤務をするということを腹構

えをしたようでございます。これまでも、ご説明をしてあったかと思いますが、先生のお

母さんが、現在、函館市にお住まいになっているということ。そして、長男夫妻と一緒に

いるということで、函館市内で、その周辺で病院を探しております。これまでの外科医と

しての経験と、そして、そのあと内科医としての経験、将来は地域の医師として、地域の

医師として退職後も、そこに住んで地域の人と一緒に生活をして行きたいというご本人の

老後のプランということも、非常に大事な先生の病院を決める要素になっておりまして、

そういった中でこれまで何度か訪問し、また、おいでいただく中でほぼ木古内の病院を選

。 、 、択するというところまできております この夏 里帰りという形で戻ってまいりますので

現在、病院の事務長がスケジュール調整をしてお会いすると。そこで、 終的に木古内の

病院を決めていただくと。あと残されたのは、先生はあまり条件について言わないのです

が、条件の整理をするという事でもう一度お会いすることになるかと思いますが、それで

4月1日、お子さんが中学校1年生になる時に、お嬢さんが1年生になる時に、来ていただけ

るというのがほぼ決定したと言っていいかと思います。先生の希望は、給与面等について

は 「私はいくらでもいい」というお話なのですが 「できるだけ山のあるところに住みた、 、

い」ということで、現在、当町が用意しております医師住宅プラスこれまで鶴岡小学校の

、 、 。 、校長 教頭住宅 これを1棟を先生に二つお貸しすると それは当然家賃はもらいますが

二つを併用していただくと、これら先生の大きな希望でございますので、どちらからでも

通えるということで、二つ借りたいという事の希望ですので、それは何とか皆様がたにも

ご理解いただきたいと思っております。

もう1人は、沖縄で現在勤務している男性の医師でございます。この先生におきまして

は 「今年の秋から勤めてもいい」ということで進んでおりましたが、まだ、実は事務長、

が沖縄に行ってお会いしているだけでございます。私、並びに松谷病院長とはお会いして

おりません。お会いする日を設定していたのですが、先生のいまの自宅は弘前市なのです

が、実家が道東でありまして、お父さんの容態が悪いということで、いま沖縄と道東を通

う生活になっております。そのため、自分の実家である弘前にも帰っていないということ
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で、私どもの日程調整が取れないでいます。そういった中で、いま、何とか弘前にお帰り

になる時に、こちらから出向くか、あるいは先方から来ていただくかでお会いする予定に

しております。先生がこちらを選ぶ 終的に決め手になったのは、この4月1日からお嬢さ

んがどこに勤務するかというのが大きな問題でした。お嬢さんが弘前市内の病院の看護師

ということで、4月から勤務しましたので、先生も 「それでは、声のかかっている北海道、

に行きましょう」ということで、秋口というふうに決めていたのですが、お父さんの都合

で、いま、ちょっと延びているという状況でございます。

以上がこれまでの医師確保の今日の現状でございます。どうぞよろしくお願いいたしま

す。

ただいま、町長のほうから医師の確保の状況、かなり以前から見れば明るい竹田委員長

見通しが出たのかなと思います。あわせて、全部適用についての説明をいただきました。

皆さんから何か質問等があればお受けしたいと思います。町長、管理者は木古内町に居を

構えるという事でいいのですね。

町長。

通常の日にちは、病院住宅を使う予定になっております。それで、土曜日、日大森町長

曜日等、病院が休みのときは函館のご実家に戻るということで、先生のほうから確認をし

ております。平日の診療も、これからいまいる先生がたの協議の中で、どこかに入るとい

うことも確認をしております。

他にございませんか。又地委員。竹田委員長

この小澤先生は、来ていただいた後、管理者ということになるのでしょうけれ又地委員

ども、診療には従事するのですか、その辺。それから、あと2名の先生がたが、もし来て

もらえるとすれば、随分ドクターの体制が、随分確立されてくるとそう思います。ただ、

全適にしたからと、現状の病院の経営収支からは、すぐ改善されるとはそうは思わないの

です。ある程度、やはり2年なりある程度の期間が必要になるのではないのかなと、そん

なふうにも思っております。ただ、肝心なのは、町長のほうからありましたけれども、病

院側との懇親会を開いて、その全適に向かうという事の意思の疎通ができたということを

伺いましたので、良かったとそんなふうに思っております。ただ、病院の留保資金もある

間にと言いますか、早く全適に向かうべきだろうと。かと言って、すぐ黒字経営になるわ

けでもないだろうし、そんなことを加味しながら、何とか早い時期という事でもありまし

た。ただ、10月というと、9月の定例までにいろいろと条例改正等等の問題もあろうと思

いますので、その辺は事務局サイドで、事務方のほうできちんと段取りができるのかどう

か。せっかく小澤先生が来てくれても、そこまで行かないということであれば、これはま

た申し訳ないことでありますので、物理的に事務方のほうが種々の条例改正等々の問題を

含めた中で、間に合うのかどうかというところが大事ではないかと思いますので、その辺

大丈夫なのかどうかということだと思います。町長、私はいままで全適、全適と言いなが

らも、町長のスタンスがあまり見えなかったと全適には行きたいと。行きたいけれどもど

うなのかなと。昨年の11月、いろいろ話が出た中で、4月1日からという話もありましたけ

れども、当時とは大分、前に進んでいるようですし、何とか全適に行ったほうがいいので

はないのかなと。ただ、いま全適に、あるいは10月から向かったとして、もし、だめであ

れば病院の収支等が改善されないで、このままずるずる行って留保資金も何もなくなって
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しまうという先の見通しが立った時には、もし、だめな見通しですけど、そのときにはも

う公設民営とかそういう道よりなくなります。そう私は思っておりますので、その辺は将

来を見た中で、決断する時期がいまなのかなと、そんな思いでおりますので、ローテーシ

ョン、9月の定例までに、事務方のほうの部分で間に合うのかどうかという部分をちょっ

と伺っておきたいと思います。

町長。竹田委員長

3点のお尋ねがありましたので、一つずつお答えしたいと思います。大森町長

まず、管理者としてのドクターは、診療に従事するのかというお尋ねでございますが、

そのように伺っております。これは、これから先生がたとローテーションの調整をしなが

ら行うというふうに聞いております。

2点目の、今回の全部適用が上手くいかなっかったということのご心配に対してでござ

いますが、これは全部適用にしても、このまま進んでも、良いものはいい、悪くなるもの

は悪くなるという事で、営業でございますので、この要因は大きく分けると二つになりま

す。ひとつは患者の減少でございます。特に、入院患者さんは、外来の患者さんと比例す

るという関係にありますので、外来の患者さんが減ることによって入院患者も減ると。し

たがって、どのように外来の患者さんを増やすかということになりますと、やはり医師、

看護師と患者さんの信頼関係だと思います。こういった事で、小澤先生の昼食会の中でも

「信頼関係をどうやって計っていくかというのが極めて重要なのだ」という話がございま

して、先生には、おおいに様々な角度から経営というものに取り組んでいただくよう期待

しているところでございます。公設民営という事は、本当に 後にどうしようもなくなっ

て 「当町から病院だけはどうしても残さなければならない」となった時の判断になりま、

すが、これには向かわないように、いまから病院の経営をしっかりと維持していくことが

大事だというふうに考えております。

また、二つ目の要因になりますが、診療報酬の国の改定でございます。民主党政権にな

りまして、2年前の政権交代からこれまで10年間マイナス改定であったのが、やっとプラ

スと言っても、マイナスにならなかった程度のプラスですが、マイナスにならなかったと

いうのが今回の改定でございました。診療報酬の改定は、2年に1回行われます。同じ診療

していても、その単価はどんどんどんどん目減りをしておりますので、10年前に比べます

とあの当時、公立の病院の4割は赤字でした。しかし、この収入がどんどんどんどん落ち

、 。 、ることによって 6割から7割の公営病院が赤字というふうになっております 7月23日に

逢坂先生を中心とする民主党の道議会先生との懇談会が首長とありました。その席でも、

地方交付税の措置ですとか、あるいは、診療報酬の改定ではもう少し大幅なアップ、こう

いった事を要請しているところでございます。これが病院の赤字に陥る大きな要因2つで

ございます。今後も中央要請等も含めまして、病院に対する交付税、さらには診療報酬の

増加に向けて努めてまいりたいと考えております。

次に、条例改正や規則を定めることになりますが、やや勇み足かもしれませんが、事務

長のほうで、小澤先生といまいろいろとやりとりをして、小澤先生のアドバイスをいただ

いて準備を進めておりますので、9月の議会には間に合うように行えると思います。以上

でございます。

他にございませんか。竹田委員長
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なければ以上で病院の事務調査を終えたいと思います。

暫時休憩いたします。

休憩15：06

再開15：31

（5）教育委員会

①町民プールの改築について

休憩を解き会議を再開いたします。暑い中、プールの現状、管理棟を含めて竹田委員長

いま見させていただきました。それで、教育委員会のほうからプールの改築について資料

が出ておりますので、前回説明した部分と重複する部分は割愛をして、新たな部分につい

ての説明をしていただきたいと思います。

佐藤課長。

それではお手元の資料に基づきましてご説明をいたします。1ページをお開き佐藤課長

ください。1ページの中段、6月18日第1回総務経済常任委員会以降の経過ということでご

説明申し上げます。6月26日に厚沢部町町民プールを教育委員会の担当と建設水道課の建

築グループと一緒に視察してまいりました。そのあと、7月18日町議会による厚沢部町町

民プール等視察に同行させていただきました。教育長と私が参加させていただきました。

その後、7月23日町長と改修基本方針、改修スケジュール等の再度の確認を行いました。

、 、 。 、その結果 整備方針としまして 町民プールは平成25年度から供用開始すると それから

管理棟は一部改修し現在の建物を使用する。それから崩落した上屋は改築し、構造材を鉄

骨とし、内装材に町木である杉材を出来るだけ使用する。

次に、プール本体は現状の物を補修して使用する。主たる財源を保険金とする。という

5項目の整備方針を確認いたしました。次に、工事費の概算でありますが、上屋の解体費

につきましては実績でございます。397万円、それから上屋建設費これは管理棟の一部補

修も含めまして、概ね1億円。プール本体の改修費に7,000万円、設計費等で1,100万円こ

の設計費等の内訳につきましては、設計費が800万円、地質調査150万円、工事管理費150

万円、これはあくまで概算でございますけれども、合計1億8,497万円いまのところ予定し

ております。

次に2ページ目をご覧ください。工程表でございます。この工程表の中で、前回お示し

したものと違うところは、⑧の改修基本実施設計のところが、前回お示ししたのは6月の

議会が終わってすぐ入札事務ということで予定しておりましたが、いろいろ調査等もござ

いまして、今回の委員会が終わったあと、早々に入札事務を開始したいという予定表でご

ざいます。

それによりますと、8月の第3週か4週のあたりに入札を行いまして、そして基本と実施設

計を11月の第2週あたりまでに終わらせたいと。それが終わりましたら、それの下ですけ

れども建築確認の申請を行いたいということでございます。そうして、本体の工事のほう

を12月の定例議会で補正させていただきまして、そのすぐ後に入札事務を行いまして1月

の第2週あたりに工事の入札を行って、すぐその工事を取りかかると。そして、次年度の7

月の第1週あたりまでに工事を終えて、その後ちょっと準備がありまして、プールの供用
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開始を第2週あたりというふうにいまのところ考えております。

それから続いて3ページ、4ページをお開きください。3ページは壊れる前のプールの平

面図です。プールのコースは6コースありまして、それからプールサイドもかなりスペー

。 、 、 、スがございました かなり全体的な面積ですが プール棟が約1,300㎡ 渡り廊下が10㎡

渡り廊下自体は短いものでした。管理棟が162㎡で合計1,471.44㎡ございました。

次に4ページをお開きください。4ページは若干その規模を小さくしたものです。先程ご

、 。 、 、説明しましたように 管理棟はそのまま使うという計画でございます そして 渡り廊下

若干長くなりますが、その分プールの幅が狭くなったということです。ただ、前回ご指摘

ありましたように25ｍのプールの距離は確保するという計画でございます。そして、プー

ルのレーンは5レーンです。この中にプールの機械室を先程外部にありました機械室を中

に入れて、それから事務室もいまのホール管理棟のホールのところにありましたが、これ

を事務室を中に、そして監視体制をきちんとする。それから、採暖室を新たに設けるとい

うことでございます。これはあくまでもイメージで、配置だとかそれについてはこれから

設計を待たなければなりませんけれど、基本的な考えでございます。それから、低学年用

、 。のプールと幼児用のプールの配置につきましても これから検討したいと思っております

合計延べ面積がこの図面で行きますと1,023.5㎡と、あくまでもたたき台でございます。

そのように考えています。以上です。

説明をいただきました。6月の第1回の総務・経済常任委員会において全面改竹田委員長

築という部分については、いまの説明からしますと、一部改修をして活用するという部分

で、我々とすればプール部分については全面改築、あるいは管理棟も含めた全面改築とい

、 、 、う考えもありますし その辺それぞれ委員さんの中でも プールの部分は全面改築を望む

管理棟は部分改修でいいという捉えかたかどうかという部分について、各委員さんの確認

をしたほうがいいのかなというふうに思いますし、いまの教育委員会の説明からしますと

、 、全部プールについても上屋の部分は新しくなるけど プール部分は改修をして使うという

議会が求めた全面改築という部分にはなっていないという部分もありますので、この辺に

ついては皆さんからご意見を頂戴したいと思います。なければこの資料に基づいての質疑

に入って行きたいと思います。

福嶋委員。

いままで何回かプールのことで説明がありましたけれども、ここの下のほうに福嶋委員

プールの主たる財源は保険金とするというようなことで主たる財源は保険金とする。そう

すると1億8,400万円かかるので、いくら保険で出るのということがいままで一回も報告が

なかったのですけれども、もし、いまわかる範囲内でお知らせください。

佐藤課長。竹田委員長

これはあくまでも事業費との係わりで出てくるものですけれども、いまの概算佐藤課長

事業費がこのままだとして、これを基に算定した保険の予想ですけれど1億7,150万円とい

うことで、単純に差し引きますと1,400万円の持ち出しというふうな試算になっておりま

す。

福嶋委員。竹田委員長

私も、保険金は出るというのでも、こんなに90％も保険が下りるということは福嶋委員

予想もしていなかったものですから、当時、私も6年7か月勤めた馴染みのある場所ですけ
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れども、当時から雪の雪害と言いますかかなり悩みました。今回も見てやはり作りかたが

ちぐはぐで、始めは上屋がなかった。そうして、上屋を使って建てた。そしたら雪止めが

付いていた。北海道向きでない。すべてもうやることがおかしいというか、その場その場

限りで計画性がなかった建物だということは私も感じてきました。今回も調査に行きまし

て、管理棟の雪の流れが逆だと。そうしたら中に入って中から出すのにも苦労していると

いう現状であれば、むしろ管理棟を一部直して屋根の方向も直すと。そして、明るく今後

の状態を楽にすると。冬の雪の弊害をなくするとこういう改善も私は必要だと思います。

いまお金がかかるから屋根のあれは変更出来ないと言えども、やはりこの間、厚沢部を見

てみましても、やはり明るさ、屋根の勾配を含めて雪の流れ、これが大事で雪のために潰

れたわけですから。そうしたら、今までの悩みが全部出てしまった。やはり今回新しくや

るためには、その流れをきちんとするという考えかたを持ったほうが、私はやはりいまの

保険も含めて、そういうふうな一般財源がそんなに少なくて済むのであれば、やはりやる

からには将来性も含めて、あの建物があと何年持てるかと考えたら、いまやるときに一緒

にやると、これはやはり私は流れだというように感じますので私の意見です。そういうふ

うにして、考えかたを出来ればきちんと将来も含めた管理体制をするということに私はし

たいと思います。一応意見です。

先ほど説明を受けたこの経過整備方針を含めた部分で、これは教育委員会で竹田委員長

検討してこのような整備計画を出してきたのだろうと思うのですが、せっかく厚沢部町に

行ってプールを見させてもらって、小型の家庭用のボイラーで一週間かけて26度まで温度

を上げて、そして使用時期も7月、8月だけではなく、もっと前から後ろは10月頃まで使え

るようなプールにとそういう説明を受けてきて、こういう部分等々含めて教育委員会で逆

にそれ以上のすばらしいプールをという、そういう計画は立たなかったのですか。何かち

ょっと残念です。あるものを活用する、改修して使う、安上がりからすれば当然そうなの

ですけど、いま福嶋委員からも出ていたように、管理棟についてもあと耐用年数が何年あ

る。そうしたら今回一緒に改築したほうがいいと、そういう意見等はなかったのですか。

佐藤課長。

教育委員会の理想を申せば、いま福嶋委員がおっしゃったとおりの改修を望む佐藤課長

ところですけど、やはりいろいろな諸事情を考慮しまして、このような原案を作らせてい

ただきました。

又地委員。竹田委員長

まず、課長、保険の金額が1億7,150万円。これは、工事費に対してのと言いま又地委員

したが、工事費を上げても92％の保険金が出るのですか。そういうふうに私は聞こえたの

で それと 1億8,497万円に対しての工事費に対しての保険金です そして％にすると92.。 、 。

7％です、1億7,150万円出るとすれば。それから、使用の期間のスケジュールは今年度発

注して完成するのが6月末、そして室内の清掃整理等々やった中で使用が25年7、8の2か月

でしょう。使ってもらう予定は。だめです。やはり半年くらい使わせるのです。そのため

にはいまの作りではだめです、せっかく作るのですから。例えば後世において、何年にな

るか分かりませんが、例えば20年後にしても30年後にしても、いいプールを作って良かっ

たと。かつ、使用期間がたった2か月という、これは教育委員会サイドで見直ししないの

ですか。いままでのプールだから2か月よりできないのです。もう少し知恵をしぼって、
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もう少しロングでせいぜい5か月、 低でも5か月くらい使えるようなプールにするために

は、どういうふうにしたら良いか考えてください。まして7レーンのを5レーンにすること

ろまでは譲歩した。実際には中ノ川小学校にこの間生徒が行った。ですが帰ってきた。泳

げないで帰ってきた。そういうのもあるでしょう。木古内にこれから建てるプールにして

も、来た子ども達がきちんと泳がせることが出来るような、水温と室温の管理等々も頭に

入れないとだめでしょう。また、屋根は鉄骨で海岸を行くと昔建てたのは全部鉄骨です。

下海岸をずっと行くとほとんどそうです。それは昔の話で、もう少しあれでないの。後世

においてもいいプール建てて良かったと。あるいは、私はいま広域観光云々でいろいろい

っぱい来てくれています。広域観光だけではなく木古内に鶴岡から来たのですか。パーク

、 。 、ゴルフやったと 大変子供達も喜んで帰りました そういうことを複合して考えたときに

木古内のプールに来て泳いでもらうとか、ということを考えた場合に少し立派なものを建

てても良いのではないのですか。そんなふうに思っています。議会で厚沢部に見に行って

きた。私は、函館市のテーオーさんとか、それから中央警察署のところにもあるのです。

そうして木古内から子ども達をスイミングスクールに通わせている親御さんがたもいま

す。やはりそういうところも見て、前に建てた潰れたのはこうだったから、それに類似し

た似たようなものを建てればいいのだという考えはやめてください。やはり建てるなら立

派なもので喜ばれる、他町から来ても使ってもらえるような、褒められるようなものをつ

くりましょう。そうして今度は財源の心配です。ですから、あえて課長が言った工事費に

見合っての保険金ですと言うからそれであれば、例えばもっとかかる。2億5,000万円かか

ります。そういうところの当初予算、概算を 初から上げたら良いのではないのですか。

私は、こういうたぐいのものは 初はある程度過大なものを作る、計画として。本当はこ

れくらいのものを作りたい、ですが役所とか保険会社とか対応する。少し、過大なものを

作って査定してもらって 後に落ち着いたものが当初考えていたようなものに落ち着い

た。そうすると満足感が出てくるでしょう、何か 初から小さいのでないのですか。小さ

くて、ですから 初から小さいのであれば何か言われたらもっと小さくなるでしょう。

その辺は、何か情けないです。課長にしても、教育長にしても後世において 「野村教、

育長時代に建てたプール、佐藤課長時代に建てたプールなんだ 。強いては 「大森町長時」 、

代に雪で潰れたけれども保険金をもらって建てた」のです。良いプールを建てたというく

らいのものを建てましょう。その辺どうですか。

佐藤課長。竹田委員長

保険金の関係ですけれども、先程申しました額より若干下がると思います。率佐藤課長

的に言うと、もう少し下がると思います。1億7,150万円と言いましたが、なぜかと言いま

すと、解体費が、本来もう少し多く見たものですから、ほんの少しなのですけれども下が

ると思います。それがどれだけになるのか、ちょっと分かりませんので言いましたけれど

も、少し下がると思います。この、対象となる額ですが、上屋の解体費は出ます。それか

ら、次に上屋の建設費これも出ます。それから、プールの本体の改修費も出ます。設計費

は、もろもろ設計、地質調査、工事管理これは対象外です。設計に係わるもの、工事監理

ですね。そういうことで、保険対象の項目は解体、上屋建設、プール本体改修この三項目

でございます。次に、ご質問のありました利用期間を長く出来ないのかなということです

が、確かにいま加温したりしないと、やはり例年この7月の中旬から9月の本当の頭、これ
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が天候からいっても限界でございます。それで半年やるとすると、やはり加温して先程お

っしゃいましたけれども、ボイラーで加温して1週間くらいかけて26度くらいまでにする

、 。 、 、というのは どこの町も同じようなことでございます そして5月 6月あたりに加温して

また、9月の中くらいから10月まで加温しなければならないと。そして運営するのが、半

年のサイクルで運営している実態のように受け止めております。それから、工事費を上げ

、 、ると保険金がもっと率で上がるのではないかご指摘ですけれども 保険のほうに聞いたら

これで出しているので、結局前の壊れる建物のレベルに見合ったものが査定されるそうで

す。ですから、たくさんレベルを高くしたから、その率で上がるというものでもないよう

でございます。詳しいことは、そこまでしかわからないのですけれども、とりあえず、財

産管理のほうで、いろいろやりとりしている額は、概ねこのような保険金だというふうに

承っております。

又地委員。竹田委員長

課長、 後の詰めです 「なんだそうです」とか、だめです。そういう説明で又地委員 。

は。例えば、保険屋さんとの対応の中で、これを先に出したのでしょう。例えば、こうい

うことです。保険屋さんと話をするときに、話をする前に、こういう類のものはどのくら

いの補償があるのだということを先に調べてかからないとだめです。それを 初からこの

金額を出したから いまの答弁のようになって なんだそうです とかです 答弁が で、 「 。」 。 「

ある」とかではありません。この詰めの時に、そんな話ではだめです。それから、よその

自治体で持っているプールは昔建てたプールです。そして、例えばボイラー云々とかある

でしょう。何もソーラーをやりましょうよ。道南もいま言った6、7、8、9、10この10か月

は太陽が豊富です。冬場はわかりません。ですから、そこなのです。例えば、省エネルギ

ー云々、原子力発電所が云々という問題もある中で、例えばソーラーで云々、例えば頭の

、 、 。 、中にあったら 補助をしてくる経済産業省とか いろいろあるのではないですか まして

いま建てるのに昔の自治体の話をしてもだめでしょう。やはり将来を考えた中で、6か月

というあれなのですが、何とか努力したら5か月くらい何とかなるという返事が返ってこ

なければおかしいでしょう。7月、8月は真夏です。私は昔、7月、8月というのは、プール

がいっぱいあると言ったものです。津軽海峡、前浜みんなプールです。川もあります。そ

の時は怒られましたけれども、安川さん時代ですけれども怒られました。一番やはり、い

ま作ろうとする中で期間を延ばすと、プールの使用期間を延ばすという部分が。いろいろ

会議を開いているようですけれども、そういう声は上がりませんでしたか。私は、会議に

参加した人がた何人からか聞きました 「7月、8月一番暑い時で、時によっては海水浴と。

かに行きます。それよりも期間をもう少し長く使えるようにならないのかな」と。そうい

う意見があったでしょう。ありませんでしたか。私は聞きましたよ。ですから、その辺、

もう少し再考してください。それから管理棟の問題、例えば、いまの管理棟をあのままに

して補修もするのでしょう。あと何年持つのですか。ですから、そういうことを多分10年

も持たないうちに、多分また改修が始まりますよ。だとしたら、いまドンとかければいい

のではありませんか。財政と1億7,000万円も出てくるのですから、あといろいろ要望を聞

いた中で「よし、そうしたらこうする、ああする」と言った中で、いくらくらいになるの

か。そして、初めて財政と相談ではないのですか。あるいは補助をどういう形でソーラー

をやったら補助が出るのか。経済産業省に行ってくださいよ。道が窓口ですから。そうい
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うことを調べましたか。課長。

佐藤課長。竹田委員長

ソーラーについては、検討しておりませんでした。それから管理棟が、あと何佐藤課長

年持つかということになりますと、はっきり何年持つかということは、いま、申し上げる

ことができません。それから保険なのですけれども、保険のやりとりの中で、この概算事

業費を提示しているようです。担当から聞いております。それに見合った額が、先ほど申

し上げました額というふうに報告を受けております。以上です。

いま、この中で、すぐオープンのプールの運営の期間を長くするという即答はちょっと

できませんので、協議させていただきたいと思います。

笠井委員。竹田委員長

私は、このたび、あまり大きい声では言われませんが、雪で潰れて良かったと笠井委員

思っています、はっきり言って。そうしなければ、本当に新しく建てるといったら、どの

くらい掛かりますか、雪で潰れないで。不幸中の幸いで、それだけの金額が出るのでした

ら全面改修です。管理棟も何もみんな壊して、みんな新しくしてしまうのです。それのほ

うがずっといいです。ある程度かかっても、これだけの保険が出るのですもの。そうした

ら子供、いま新しく作ったら50年持つかもしれません。たった、いまの管理棟が10年持っ

て、それを直すと言ったってどうします。一気にやってください。

又地委員。竹田委員長

いま、笠井議員が言ったように不幸中の幸いです。振興計画上は、年度はもう又地委員

少し後ですけれども、7,000万円見ていたのです。わかっていますか。7,000万円プールに

関しては。そうしたら、いま笠井議員が言うように、時期がきて壊して7,000万円なら本

当に小さいプールだと思うのです。それはもろにかかります。補助金が出てくるかもしれ

ませんけれども、いまは1億7,000万円出るのです。そして時期がきて壊す。潰れないで、

7,000万円です。私にしたら2億4,000万円のプールを建てれるでしょうと、私は言いたい

のです、本当は。わかりますか意味。1億7,000万円入ってくるのです、不幸中の幸いで。

ですが、もし今回潰れなかったら、7,000万円は自費で建てないとだめなのです。足すと2

。 。 。億4,000万円です そういう計算をあなたがたはできますか 実際にはそうなのですから

ですから1億7,000万円入ってくる。そうしたら、もともと振興計画上7,000万円を見てい

たので、その中から、少し出してもう少しいいものを作りましょうとなるでしょう。そう

、 。 、 、 、ではありませんか 私ならそう思います 私は 笠井議員が言うように 不幸中の幸いで

あるいはこれ以上どうにもならないということであれば、ロハで建てるのです。ただで建

てることになるでしょう。不幸中の幸いで。そうしたら、もともと建てようとしていた7,

000万円の中から、少しプラスをして、例えば、2億円まで持って行こうかとか、どうなる

とかこうなるとか検討すべきではないのですか。あなたがたの仕事ではないのですか、こ

ういうこと。訳がわかりません。返事は、きょうくださいとは言いません。もう少し委員

長検討して見て、ロハで建つのか、将来潰れないで将来あれば7,000万円を自費で出さな

いとだめだったのですから、それを足したら、本当に財源が許すのであれば7,000万円を

、 、 。引っ張って来て 2億4,000万円のプールを建ててくださいと 私は本当は言いたいのです

そういう良いプールを建てて欲しい。これは、多分、財政を預かっているところは、こん

な計算はすぐ立ちます。教育長どうですか。
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教育長。竹田委員長

いま、いろいろご意見を賜りまして、私どもが検討していない事項について野村教育長

もご意見を賜りました。プールの利用期間につきましては、これは今回ぎりぎりの日程の

中で、ぜひ来年子供たちに新しいプールで泳がせたいということのぎりぎりのスケジュー

ルでございます。利用期間については、私どもはだいたい3か月くらい見ています。6月と

いうのはぎりぎりですので、来年のオープンは本当に夏の時期にかかってしまうという事

で、これは短くなってみせてしまいます。だいたい6月の下旬から9月の上旬あたりまでと

いうようなことで考えています。加温するかどうかという部分については、加温というよ

りも、室温が低くて、そして水温と室温あわせて50度という基準があるのですけれども、

なかなかいま、中ノ川小学校のプールの状況も水温23度、室温23度という事で中止となっ

ている状況です。何とか、部屋の温度を寒い時には温めて50度にするというような、水温

とあわせて50度にするということもできないのかなというような検討もしているところで

ございますけれども、水自体を加温するということまでいま考えていないところでござい

ます。それから、ソーラーシステムの部分については、基本的には先ほども整備計画の中

にあるように、保険金でまず賄う。後は1,400万円、500万円については、町の自主財源と

いうふうに考えておりますので、ソーラーシステムの部分、いま補助金だとかいろいろあ

ると思いますけれども、このあたりはいまのところ考えていないところでございます。総

体の中で、いまご意見をいただきました件について、財政と協議検討してまいりたいと思

います。ただ、先ほども申し上げましたように、来年のオープンというような事は実施し

てまいりたいなというふうに考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。

又地委員。竹田委員長

プールが潰れたという事で、町長に一般質問等で 重要課題として取り組んで又地委員

いただいた。大変、私はその部分ではありがたいと思うし、ただ教育長が言うようにオー

プン、オープンと何とか間に合わせたいがために、この程度のものになるというのであれ

ば、私は利用する教育現場から、ある意味ではこういうものにしたいのだと言えば理解を

得られる。何もそんなこと、ただ時期を間に合わせるために、その1点で行くならおかし

い話です。できたものが立派でオープンが多少ずれるとなっても、例えば7月、8月それが

1か月遅れたとしても、8月、9月、10月まで利用できるようにしたいのだと、そういうも

のを作るためにと言えば、何も教育現場からも理解は得られます。ですから、6月オープ

ンにはこだわらないでください。私が教育現場に話を付けてやってもいいです。そのくら

いであれば、本当に。あと 初から財政と向き合って計画を立てると財政サイドからはあ

れなのです、これになるから。そうではなく、教育委員会を主体とした中で、いろいろ計

画を立てて、あるいは教育委員会の委員の人がたとか、あるいは教育現場とか相談する中

で、私は先ほども言いましたけれども、7,000万円を設けているのですから将来的には。

。 。きちんと振興計画の過疎何とかのあれを見てください あれはきちんと生きているのです

たまたま、潰れたから重要課題として前に引っ張ってもらったのです。ですから何かあれ

ですね。あまり財政の1億7,000万円はあるわけです、原資は。あるわけですから、あとプ

ラスいくらで、どのようなものができると。ですから、あまり1億7，000万円、どうのこ

うのにとらわれないで、やはりの皆さんにいろいろ要望出た中で検討してもらって、そし

てソーラーの部分も研究して、経済産業省に行ったら補助金が出るのかどうか、こうやっ
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て行って潰して行って、○×○×といって、そして 後にもう1回出してくる。そのこと

、 。 。が時間がかかって 例えばオープンが延びるとこれは仕方ないです 仕方ないと思います

あと、当初こういう計画でなかったですか 「プールから上がりました。上がった時に体。

を温める部屋も作ります 」と言った。これはないのですか。。

（ あります」という声あり）「

又地委員。竹田委員長

あるのですか。そうですか。再考してください。私は、そういう考えでおりま又地委員

す。

いま、各委員さんから、いろいろな意見要望等をいろいろ出されております竹田委員長

、 。 、し これについては教育委員会として再考していただきたいというふうに思います まず

使用期間ということは、暖房を含めて何とかその辺の詰め、ですから室温を例えば上げる

のを厚沢部もそうですけれども、中学校の体育館についているような遠赤、中学校が来年

高校に行った時に、体育館のそういうものの活用も含めてやはり検討するだとか、やはり

ソーラーの検討、管理棟を含めて、再度、再考していただきたいと。これについては9月

の委員会の時に、再度またその詰めを整理したものを出していただきたいと思います。も

し、いろいろな詰める部分で、できれば8月末頃までに、その方向性が見えれば委員会、

場合によっては定例の中での議論になるのかなと思っております。

総務課長。竹田委員長

このプール改修に関しましては、財政のほうも協議に入らさせてもらって大野総務課長

おりますので、少しお話をさせていただきたいのですが、きょう、教育委員会から提案が

ありましたように、来年の7月のオープンを考えると、いまぎりぎりの時期になっており

ます。それで皆さんのご意見は新たに建てた場合には、このような機能を持ったものを建

てたほうがいいでしょうという、こういう視点からお話がされていると思います。我々行

政サイド、この教育委員会を含めて検討したのは、まず、損害保険ですので、損保という

事で、建物の評価をしてもらって、この評価が保険でいくら出るかと。これが1億7,150万

円これは ＭＡＸ です。ですから、この財源を使って、どのように現状の機能を維持した

施設を建てて行くのかというのが、我々の出発点です。それで、来年7月にはオープンし

たいということのそういう提案でございましたので、議論が噛み合っていないというふう

に思います。何とか行政としては、来年の7月オープンに向けて、これは学校、あるいは

保育園とも、委員会サイドでは協議をしておりますので、理解をいただいた中で進めてい

るということで、皆さんのご理解をいただければというふうに思うのですが、よろしくお

願いします。

前回、現状の施設を利活用したいという部分についての委員会の意向とすれ竹田委員長

ば、全面改築という事についての検討という事で、教育委員会のほうに返してあります。

その結果、例えば、どうして全面改築ができないかという部分も含めて、出て来ていない

というのが実態ではないのかなと思っております。その辺が、 終的に財政的な諸々の理

由の中でこうなったということだろうと思うのですが、この辺については、先ほど各委員

さんから出されていたように、この部分については再考していただきたいという声なので

す。

総務課長。
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財政的な理由ということは、当てはまっていないかと思います。当初、ど大野総務課長

、「 」ういう改築計画をして行くかということでは 補助金を入れてやることができないのか

という話はしています。ソーラーについても話題提供はしています。ただ、ソーラーにつ

いては、例えば一基屋上に上げたとします。そうすると強度がまた増さなければならない

ものですから、工事費が増こうすると。これでは、なかなか電源を供給する分の見合いと

の中では難しいだろうというのが当時の打ち合わせの中身でした。また、補助金について

もこれから申請していくということになれば、どういったものを見い出して行くのかとい

う話になると、スピード感が今度なくなってしまって 「来年のオープンには間に合わな、

くなるね」という、こういう話もしております。ソーラーについては、私のいま知ってい

る範囲では、政府が進めているグリーン・ニューディール補助金ですか、このようなもの

は災害の施設等には対象になるのですが、いまのところプールというのはないかなと思っ

ております。これは、このあとまた調べることにはなると思うのですけれども。我々のほ

うでも、委員会と協議をさせてもらった中では、何とかきょうご理解をいただいて設計に

かかって行きたいという思いだったものですから。何とかこちらの思いが伝わらないかな

と思っているのですが、やはり、いま何度も言いますけれども、建て替えではなくて、こ

の壊れた施設についての機能を維持することが、主とした保険金を使っての整備というこ

とですので、現状そこからは、こちらのほうが整理した中ではそういうところで収まって

いる。さらに、議員さんがたから意見が出ていることを入れるということになれば、改め

、 、て補助事業なり等を調べていかなければならないことになりますので そういった中では

来年のオープンがかなり厳しくなるかなというふうないま考えでおりますので、何度も言

いますけれども、何とかこの場で整理していただけないかなというふうに思います。

暫時休憩をいたします。竹田委員長

休憩16：19

再開16：31

休憩を解き会議を再開いたします。竹田委員長

プールについては、いま休憩の中でも、いろいろな意見等が出されております。タイム

スケジュール等々からしますと 「この計画で」という思いも理解はできます。ただ、や、

はり前段の委員の意見を総合しますと、もう一度、期間を含めた諸々の部分について再考

する。あと1か月間はありますから、再考していただきたいというのが要望です。ですか

ら、8月末頃までに再考した部分の方向性を出していただければと。そうすると、タイム

スケジュールについても、何とかぎりぎり間に合うかという見通しもあるのですが。この

部分については、継続というような事でプールの件については、閉じたいというふうに思

います。

②中学校移転に係る進捗状況について

次に、中学校移転に係わる進捗状況について資料が出されておりますので、竹田委員長

説明を求めます。佐藤課長。

それでは中学校移転に係わる進捗状況ですが、5ページをお開きください。佐藤課長
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工事発注状況ですが、一つ目は内部の改修工事です。工期が5月31日から12月10日、契約

金額が3,387万3,000円、受注者は川瀬建設株式会社です。

二つ目、木古内中学校移転に伴うエレべ－ター棟の増築工事ですが工期は同じです。契約

金額が2,466万4,500円受注者は株式会社茂泉建設です。設計監理の関係ですが、これは委

託金額が150万1,500円ということで、株式会社澄建築設計事務所でございます。現在の工

事進捗状況ですが、一つ目の内部改修ですが、進捗率は約10％でございます。エレベータ

ーに関しましては、まだ支障になるところの解体するＢ棟が北海道の工事でございますの

で、まだそれが行われておりません。未着工でございます。

次に、北海道が実施する校舎等整備工事ですが、ただいま申し上げましたように進捗は

していないのですが、設計の業務を受注したのが、株式会社小南建築設計事務所でござい

ます。次のページをご覧ください。これは6ページから7ページは、いま現在、町で行って

おります内部等の工事の現況写真でございます。これは18日の撮影でございます。玄関の

タイル等を全部はつりまして、ここの補修をする予定でございます。それからその下の職

員室は、旧校長室と小会議室を合わせまして、中の壁を取りまして一つの職員室にするわ

けですけれども、現状がいまこのような進捗になっております。それから、その下の校長

室ですが、校長室は廊下を挟んで、向かい側の物品庫と流しがあったところなのですが、

そこを一つの部屋として校長室にする工事を行っております。それから、隣のメモリアル

ルームですが、これは木古内高等学校時代のいろいろな記念品をここに収納する部屋です

が、これは現在、このように必要のないところを流し台等の撤去等を行っております。一

番下の生徒トイレの便器の撤去ですが、以前もご説明しましたが、便器の個数を減らしま

、 、 。して ブースのそれぞれの間隔を大きくしたり 節水型の器具をつける工事でございます

その次の7ページをご覧ください。3階の理科室の照明器具撤去、それから集会室の照明器

具撤去とございますが、その下の視聴覚室の照明器具の撤去があるのですが、なぜ照明器

具を撤去したかというと、これは埋め込み式ではなくぶら下がり式になっておりました。

それで、ぐらぐら揺れるのでこれを解消するということで、埋め込み式型のこの部屋にあ

るような蛍光灯にするということで工事をしております。それから、隣は図書室の流し台

を要らないということで撤去している工事でございます。かいつまんで写真を添付させて

いただきました。それから8ページですが、これは北海道が行う工事のメニューでござい

ます。大きく分けて内部の改修工事、内部、外部も含めまして改修工事等と下のほうにあ

ります解体工事の2種目でございます。下のほうから簡単に説明をいたします。解体工事

は旧商業棟のＢ棟ですが鉄骨建てですけれども、これのＢ棟と渡り廊下のＢというところ

を解体する予定でございます。解体が、その渡り廊下のところが解体しないと、木古内町

が行いますエレベーター棟の工事ができない状況になっております。上のほうからご覧く

ださい。以上です。

中学校移転に係わる進捗状況について説明をいただきました。竹田委員長

質問等ございますか。

（ なし」と呼ぶ声あり）「

ないということですから、この工事についてはこれから進めていくというこ竹田委員長

とですから、時期をみて、また議論なりして行きたいと思います。
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③旧鶴岡小学校利活用の状況について

次に、旧鶴岡小学校の利活用の現状について説明を求めます。竹田委員長

佐藤課長。

9ページをお開きください。9ページには、教育委員会における旧鶴岡小学校利佐藤課長

活用の基本的な考え方として二つまとめてございます。利活用の1と2になっております。

一つは、木古内町は、これまで資料館機能をもった施設がなく、各種の資料が分散、散

逸している現状であり、資料の収集、寄贈等にも耐えられない状態が続いている。この結

果、町内外の来訪者への応対、問い合わせ、照会等のレファレンス業務に大きな支障を来

たしています。また、鶴岡地域の代表者らで構成された「木古内町立鶴岡小学校統廃合準

」 、 、 。備委員会 では 終的に郷土資料館相当施設として 活用することでまとまっています

このようなことから以下の要素を有する資料館相当施設としたいと考えております。

主要な各種文化財を保存、集中管理し、次代への継承や内外の要望等に供することが可

能な「地域の蔵」としての施設。それから、地域の歴史や文化を記憶しておくための「記

憶装置 「伝達装置」としての役割を担い、将来にわたる町民の貴重な財産として、各種」、

資料の収集、整理等、基礎データの蓄積を継続的に行う施設。それから、広く木古内にま

つわる様々な事柄、例えば、木古内の産業、食文化、町政、信仰、地域情報などに関して

調査、集積を行う町史編纂機能をもたせる。この三つでございます。

それから、大きな活用の2としまして、体育館と旧理科室を現状維持し、緊急時の避難

施設として対応する。また、これらの施設は小学校の宿泊体験学習など主体的、副次的な

教育活動を行う施設としても活用できる。という考えかたでございます。

次のページをご覧ください。工程表でございます。この工程表は、24年度、25年度、26

年度の3か年を表したものです。26年度の6月になっておりますけれども、施設公開を目処

。 、 、に現在やっております 26年度の施設公開につきましても 全て完成されたものではなく

まだ未完成のうちでも、展示しながら作業途中のものとかも見せる仕組みでございます。

現在24年度は、整理作業員1名、それから学芸員が一緒にやっております。ただ、学芸員

は、非常にいろいろな業務がございまして、専属でここにかかりきりになっている状態で

はございません。整理作業員が、もう少し欲しいという希望でございます。いま何をやっ

ているかと申しますと、⑦の生活資料の洗浄、防錆、錆落としとか、錆にならないような

薬品を塗って、まず展示できるものを整備してございます。この9月から、その下にあり

ますけれども、鶴岡小の中のものを整備しまして、清掃だとかして行きたいと思っており

ます。あと、今後の整理作業としましては、いわゆる紙資料の保存作業、これは例えばス

キャナーでだとか、いわれる紙で持っている写真だとか、文書だとかそういうものデジタ

ルにいわゆるスキャナーで、記録保存したいというような考えかたでございます。来年度

につきましては、できれば整理作業員を増やしていかないと、予定よりも資料の整備が進

んでいない状態が現実にあります。来年の希望として整理作業員を2名にしたいなと教育

委員会的には考えております。あとは、それぞれ紙資料の保存作業だとか、説明書きです

ね、解説案内、キャプション、いわゆるこれは説明書きです、等のものを整備していきた

い。それから、いま整備しているものの、梱包をしたり、展示の装置、いわゆるディスプ

レイの装置等を来年予算を付けてもらって、買ってそういうことをしたいと思っておりま

す。それで26年度の6月に未完成ではありますが、少しずつ進化して行く資料館の姿を見
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ていただきたいと思っております。これが工程表でございます。次の11ページをご覧くだ

さい。大きいページになっておりますけれども、ただいま申し上げました、いわゆる防災

の関係の整理なのですけれども、これは委員会的に防災の関係も考慮しなければならない

との事で、体育館を当初、これはここも展示スペース、または資料のバックヤードとして

使いたいという希望を持っていたのですけれども、防災施設であるという事を踏まえまし

て、ここを防災のために空けておくというような形です。それから左側の旧理科室、ここ

は調理室も兼ねているものですから、何かあった時に、防災の時に、水も出たり火も使っ

たりできる場所ですので、これはこのまま改造しないと。それから、実際にすでに使って

いるのですが、木古内小学校の宿泊学習にも使ってございます。等々ありまして、この二

部屋は現状維持したいと思っております。あと中身につきましては、4つのクラスルーム

があったのですけれども、テーマ別に人々の暮らしと産業の展示、それから先史時代の木

古内ということで、二つずつ使いたいと。それから壁については、通史という事で、これ

までの歴史の年表等を展示したいと。それから反対側の職員室等の壁は、学校資料の展示

スペースにしたいということです。それで、真ん中にありますフリースペースの右側に咸

臨丸と木古内町という事で、いま考えているのは咸臨丸の碇を設置してここに展示したい

と考えております。あと小学校の資料展示ということになっておりますけれども、4小学

校、釜谷から鶴岡小学校までの閉校になりました4小学校の資料を、全部はできませんけ

れども、ダイジェスト的にここに資料室として考えております。それから、アールになっ

た旧図書室、曲線になったところ、ここには図書類の収蔵だとか閲覧室だったのですが、

木古内と鉄道というテーマで考えております。あとフリースペースというところは、どの

ようなところかと言いますと、いわゆる様々な企画展示をしたり、ここでいろいろな実技

をやったり、多目的なスペースになる予定でございます。以上、雑ぱくですけれども、図

面について説明をさせていただきます。以上です。

、 。竹田委員長 ただいま旧鶴岡小学校の利活用に現状 実態について説明をいただきました

このことについて質疑等を受けたいと思います。

又地委員。

そうすると正式名称で木古内町郷土資料館となるのは、26年6月になるという又地委員

ふうに考えていていいのですか。それと、木古内町郷土資料館ということなので、そうか

と思いながらいるのですが、埋文で発掘されたものの整理等々を考えた時に、それらのも

のはどこに入れるのですか。

佐藤課長。竹田委員長

まず名称でございますけれども、あくまでも、ここに書いてありますけれども佐藤課長

仮称でございます。まだ決まっておりません。それから埋蔵文化財で出たものは、何千箱

も要請されております。ここには置けないと思います。いま置いているのは中学校の空き

教室等に分散しておりますけれども。それらについては、ここに持ってくるのは先史時代

の木古内という事で、展示できる整備したものをここに持ってくる予定です。それらのも

のは、この施設の中には入らないと思います。

他にございませんか。竹田委員長

（ なし」と呼ぶ声あり）「

なければ、以上で教育委員会の事務調査については、これで終えたいと思い竹田委員長
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ます。

どうもご苦労様でした。

暫時休憩をいたします。

休憩16：50

再開16：51

（6）その他

休憩を解き会議を再開いたします。竹田委員長

議題には、その他を載せておりますが、特にございません。

以上をもちまして、長時間に渡っての委員会でありましたが、以上で終えたいと思いま

す。お疲れ様でした。

16：51 終了

説明員：大野総務課長、尾坂主幹、幅崎主査

木村産業経済課長、藤谷主幹、東主査

若山建設水道課長、小池主幹、

大森町長、地本病院事務長

野村教育長、佐藤生涯学習課長、西山（隆）主査、平野（智）主査

西山（敬）主査、山本（忠）主査、木元（豊）主任

傍 聴：相澤梢、吉田茂、新家勲、相澤宏、幅崎忠吉、

報 道：函新 小杉貴洋、道新 大城道雄（午前 、支局長（午後））

総務・経済常任委員会

委員長 竹 田 努


