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会議録の作成にあたっては、誤りのないように留意しておりますが、万が一、誤字、
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平成２４年第３回定例会 提出案件及び議決結果表

議件番号 議 件 名 議決月日 議決結果

議案第1号 平成24年度木古内町一般会計補正予算（第4 24.9.10 原案可決
号）

議案第2号 平成24年度木古内町国民健康保険特別会計補 24.9.10 原案可決
正予算（第1号）

議案第3号 平成24年度木古内町後期高齢者医療特別会計 24.9.10 原案可決
補正予算（第1号）

議案第4号 平成24年度木古内町国民健康保険病院事業会 24.9.10 原案可決
計補正予算（第1号）

議案第5号 平成24年度木古内町水道事業会計補正予算 24.9.10 原案可決
（第3号）

議案第6号 平成24年度木古内町介護保険事業特別会計補 24.9.10 原案可決
正予算（第1号）

議案第7号 平成24年度木古内町下水道事業特別会計補正 24.9.10 原案可決
予算（第1号）

議案第8号 木古内町病院事業に地方公営企業法の規定の 24.9.10 原案可決
全部を適用することに伴う関係条例の整備に
関する条例制定について

議案第9号 木古内町病院事業管理者の給与及び旅費に関 24.9.10 原案可決
する条例制定について

議案第10号 木古内町介護老人保健施設の施設長の給与に 24.9.10 原案可決
関する条例制定について

議案第11号 木古内町水道事業の設置に関する条例の一部 24.9.10 原案可決
を改正する条例制定について

議案第12号 木古内町災害対策本部条例の一部を改正する 24.9.10 原案可決
条例制定について

議案第13号 木古内町立学校設置条例の一部を改正する条 24.9.10 原案可決
例制定について

議案第14号 平成24年度木古内町一般会計補正予算（第5 24.9.14 原案可決
号）

議案第15号 まちなか公園支障物件解体工事請負契約の締 24.9.14 原案可決
結について

議案第16号 財産の処分について 24.9.14 原案可決

報告第1号 健全化判断比率及び資金不足比率について 24.9.10 報告済み
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報告第2号 平成23年度木古内町一般会計継続費の精算報 24.9.10 報告済み
告について

報告第3号 平成23年度木古内町水道事業会計継続費の精 24.9.10 報告済み
算報告について

報告第4号 平成23年度木古内町下水道事業特別会計継続 24.9.10 報告済み
費の精算報告について

承認第1号 専決処分の承認を求めることについて 24.9.10 原案承認

認定第１号 平成23年度木古内町一般会計決算認定につい
て

24.9.10
認定第2号 平成23年度木古内町国民健康保険特別会計決

算認定について 平成23年度木古内町
決算審査特別委員会

認定第3号 平成23年度木古内町後期高齢者医療特別会計 に付託
決算認定について

認定第4号 平成23年度木古内町介護保険事業特別会計決
算認定について

認定第５号 平成23年度木古内町介護サービス事業特別会
計決算認定について

24.9.14
認定第6号 平成23年度木古内町下水道事業特別会計決算

認定について 平成23年度木古内町
決算審査特別委員会

認定第7号 平成23年度木古内町水道事業会計決算認定に の報告通り認定
ついて

認定第8号 平成23年度木古内町国民健康保険病院事業会
計決算認定について

認定第9号 平成23年度木古内町介護老人保健施設事業会
計決算認定について

同意案第1号 木古内町教育委員会委員の任命について 24.9.10 原案同意

同意案第2号 木古内町教育委員会委員の任命について 24.9.10 原案同意

同意案第3号 木古内町固定資産評価審査委員会委員の選任 24.9.10 原案同意
について

同意案第4号 被表彰者の決定について 24.9.10 原案同意

同意案第5号 被表彰者の決定について 24.9.10 原案同意

同意案第6号 被表彰者の決定について 24.9.10 原案同意

同意案第7号 被表彰者の決定について 24.9.10 原案同意
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同意案第8号 被表彰者の決定について 24.9.10 原案同意

同意案第9号 被表彰者の決定について 24.9.10 原案同意

同意案第10号 被表彰者の決定について 24.9.10 原案同意

同意案第11号 被表彰者の決定について 24.9.10 原案同意

同意案第12号 被表彰者の決定について 24.9.10 原案同意

同意案第13号 被表彰者の決定について 24.9.10 原案同意

同意案第14号 被表彰者の決定について 24.9.10 原案同意

同意案第15号 被表彰者の決定について 24.9.10 原案同意

同意案第16号 被表彰者の決定について 24.9.10 原案同意

同意案第17号 被表彰者の決定について 24.9.10 原案同意

同意案第18号 被表彰者の決定について 24.9.10 原案同意

同意案第19号 被表彰者の決定について 24.9.10 原案同意

同意案第20号 被表彰者の決定について 24.9.10 原案同意

同意案第21号 被表彰者の決定について 24.9.10 原案同意

同意案第22号 被表彰者の決定について 24.9.10 原案同意

発議案第1号 議会閉会中の所管事務調査について 24.9.14 原案承認

意見書案第1号 地球温暖化対策に関する「地方財源を確保 24.9.14 原案可決
・充実する仕組み」の構築を求める意見書

意見書案第2号 義務教育費国庫負担堅持・負担率1/2への復 24.9.14 原案可決
元 「30人以下学級」の実現をめざす教職員、
定数改善、就学保障充実など2013年度国家
予算編成における教育予算確保・拡充に向
けた意見書

意見書案第3号 森林・林業・木材産業施策の積極的な展開に 24.9.14 原案可決
関する意見書

議会閉会中の正・副議長及び議員の出張・派 24.9.14 承 認
遣承認について

追加日程第１ 平成23年度決算審査特別委員会の設置につい 24.9.10 設 置
て
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平成２４年第３回木古内町議会定例会議事日程

第１号 平成２４年９月１０日（月） 午前１０時００分開議

日程
議 件 番 号 議 件 名

番号

１ 会議録署名議員の指名

議会運営委員会報告２

会期の決定３

議長諸報告４

５ 総務・経済常任委員会所管事務調査報告

行政報告６

一般質問７

８ 報告 第１号 健全化判断比率及び資金不足比率について

９ 報告 第２号 平成23年度木古内町一般会計継続費の精算報告について

10 報告 第３号 平成23年度木古内町水道事業会計継続費の精算報告について

11 報告 第４号 平成23年度木古内町下水道事業特別会計継続費の精算報告について

12 承認 第１号 専決処分の承認を求めることについて

13 議案 第１号 平成24年度木古内町一般会計補正予算（第4号）

14 議案 第２号 平成24年度木古内町国民健康保険特別会計補正予算（第1号）

15 議案 第５号 平成24年度木古内町水道事業会計補正予算（第3号）

16 議案 第７号 平成24年度木古内町下水道事業特別会計補正予算（第1号）

17 議案 第３号 平成24年度木古内町後期高齢者医療特別会計補正予算（第1号）

18 議案 第６号 平成24年度木古内町介護保険事業特別会計補正予算（第1号）

19 議案 第４号 平成24年度木古内町国民健康保険病院事業会計補正予算（第1号）

20 議案 第８号 木古内町病院事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することに
伴う関係条例の整備に関する条例制定について

21 議案 第９号 木古内町病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例制定について

22 議案 第10号 木古内町介護老人保健施設の施設長の給与に関する条例制定につい

て



- 5 -

日程
議 件 番 号 議 件 名

番号

23 議案 第11号 木古内町水道事業の設置に関する条例の一部を改正する条例制定
について

24 議案 第12号 木古内町災害対策本部条例の一部を改正する条例制定について

25 議案 第13号 木古内町立学校設置条例の一部を改正する条例制定について

26 同意案第１号 木古内町教育委員会委員の任命について

27 同意案第２号 木古内町教育委員会委員の任命について

28 同意案第３号 木古内町固定資産評価審査委員会委員の選任について

29 同意案第４号 被表彰者の決定について

30 同意案第５号 被表彰者の決定について

31 同意案第６号 被表彰者の決定について

32 同意案第７号 被表彰者の決定について

33 同意案第８号 被表彰者の決定について

34 同意案第９号 被表彰者の決定について

35 同意案第10号 被表彰者の決定について

36 同意案第11号 被表彰者の決定について

37 同意案第12号 被表彰者の決定について

38 同意案第13号 被表彰者の決定について

39 同意案第14号 被表彰者の決定について

40 同意案第15号 被表彰者の決定について

41 同意案第16号 被表彰者の決定について

42 同意案第17号 被表彰者の決定について

43 同意案第18号 被表彰者の決定について

44 同意案第19号 被表彰者の決定について

45 同意案第20号 被表彰者の決定について

46 同意案第21号 被表彰者の決定について

47 同意案第22号 被表彰者の決定について
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日程
議 件 番 号 議 件 名

番号

48 認定 第１号 平成23年度木古内町一般会計決算認定について

49 認定 第２号 平成23年度木古内町国民健康保険特別会計決算認定について

50 認定 第３号 平成23年度木古内町後期高齢者医療特別会計決算認定について

51 認定 第４号 平成23年度木古内町介護保険事業特別会計決算認定について

52 認定 第５号 平成23年度木古内町介護サービス事業特別会計決算認定について

53 認定 第６号 平成23年度木古内町下水道事業特別会計決算認定について

54 認定 第７号 平成23年度木古内町水道事業会計決算認定について

55 認定 第８号 平成23年度木古内町国民健康保険病院事業会計決算認定について

56 認定 第９号 平成23年度木古内町介護老人保健施設事業会計決算認定について

追加 平成23年度決算審査特別委員会の設置について

第１
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平成２４年 ９月１０日

木古内町議会

議 長 岩 館 俊 幸 様

木古内町議会運営委員会

委員長 吉 田 裕 幸

議会運営委員会報告書

平成２４年第３回木古内町議会定例会開催にあたり、本委員会に付託された

議会運営に関する件について、会議規則第４１条第１項の規定により報告いた

します。

記

１ 会議開催状況

開催日 出 席 委 員 欠席委員 説 明 員 事務局

24. 9. 6 吉田、平野 な し 町長 山 本

又地、竹田 総務課長 近 藤

新井田

２ 平成２４年第３回木古内町議会定例会における議会運営について

(1) 今定例会の会期については、９月１０日から１４日までの５日間とした

い。１０日は本会議を開催し、行政報告、一般質問、条例制定等の議案審

議及び平成２３年度各会計決算認定の上程を行う。

(2) 議事日程については、別紙配布のとおりである。

議事日程番号１３から１６まで、議事日程番号１９から２２まで、議事

日程番号３１から４７、及び議事日程番号４８から５６までは一括議題と

する。

なお、重要な案件については議会運営委員会を開催することとし、議

事日程の追加や変更は議長に一任する。

(3) 付議案件は、議案１３件、報告４件、承認１件、同意案２２件、認定９

件、発議案１件、意見書案３件である。

(4) 一般質問者は１名である。



出席した会議等名称 場所 出席者 備考

平成24年

6月15日 第13回議会だより編集特別委員会 第5研修室 平野、新井田、竹田

笠井

6月17日 渡島地方消防総合訓練大会 福島町 佐藤、新井田、議長

6月18日 第1回総務・経済常任委員会 第5研修室 全委員

6月21日～ 木古内町新キャラクター「キーコ」

6月22日 木古内駅新幹線観光駅長委嘱式

6月23日 第2回鶴岡小学校卒業生同窓会 石川屋 議長

6月25日 「キーコ」デビューセレモニー ＪＲ木古内駅前 議長

6月27日～ 渡島総合開発期成会平成24年度札幌要望 札幌市 議長

6月28日

7月3日～ 札幌市 全議員

7月4日

7月6日 当別町議会行政視察（会派研修） 第2研修室 議長

福島町 佐藤、新井田、議長 議長に報告

議員に配布済み

7月10日 例月出納検査 監査委員室 又地

7月11日～ むかわ町 議長に報告

7月13日 札幌市 議員に配布済み

7月12日 福島町長故村田駿氏お通夜 福島町 議長

7月13日 第29回全日本少年軟式野球北海道大会開会式 知内町 議長

先進地行政視察 厚沢部町 福島、佐藤、吉田

平野、竹田、笠井

新井田、副議長、議長

7月21日 第17回ＪＡ夏まつり 知内町 副議長

7月22日 福島町長故村田駿氏町葬 福島町 佐藤、新井田、議長

第5研修室 平野、新井田、笠井

東出

佐藤、笠井、副議長

議長

7月26日 第2回総務・経済常任委員会 第5研修室 全委員

7月26日 平成24年度議会懇談会 第1研修室 全議員

7月27日 第25回反核平和の火リレー庁舎前集会 産業会館前 議長

7月30日～ 北海道新幹線札幌延伸を祝う道民の集い 札幌市 議長

7月31日

8月1日 函館市市制施行90周年記念式典 函館市 議長

8月2日 朝暘第一小学校歓迎夕食会 石川屋 議長

第14回議会だより編集特別委員会

議長諸報告（平成24年9月定例会提出）

平成２４年第２回木古内町議会定例会（６月１3日）以後における諸会議等の開催・
出席状況は次のとおりである。

平成24年度北海道町村議会議長会主催議員
研修会及びＪＲ北海道苗穂工場視察研修

7月9日

7月18日

7月23日

南渡島地区家畜
育成牧場

平成24年度南渡島地区乳牛共進会7月24日

福嶋、新井田、笠井
平成24年度渡島西部四町議会議員連絡協議
会視察研修

6月16日 産業会館前 議長

平成24年第4回渡島西部広域事務組合議会
臨時会

第25回サバイバル2Ｄａｙｓエンデューロ
ＩＮ木古内大会開会式

札幌市 議長
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8月10日 例月現金出納検査 監査委員室 又地

きこない咸臨丸まつり2012開会式 産業会館前 議長

咸臨丸パレード 町内 議長

8月16日～ 佐女川神社例大祭 佐女川神社 議長

8月17日 佐女川神社 議長

8月18日 西野神社例大祭 西野神社 議長

8月19日 古泉神社例大祭 古泉神社 新井田

8月20日 塩釜神社例大祭 塩釜神社 平野

8月23日～ 渡島・桧山議長会議長連絡会議 松前町 議長

8月24日

8月23日～ 北海道町村議会議長会主催議会広報研修会 札幌市 平野、新井田 議長に報告

8月24日 議員に配布済み

長万部町 議長

8月27日 第3回総務・経済常任委員会 第5研修室 全議員

8月28日～ 渡島総合開発期成会平成24年度東京要望 東京都 議長

8月29日

福島町 又地、佐藤、吉田

平野、竹田、副議長

議長

9月2日 平成24年度木古内消防団総合訓練大会 木古内消防署 議長ほか

9月6日 議会運営委員会 第5研修室 全委員、正・副議長

9月8日 消防フェア 木古内消防署 議長

8月15日

9月1日

8月25日

平成24年度　渡島西部四町議会議員連絡協
議会議員対抗パークゴルフ大会

北海道新幹線新函館（仮称）・札幌間建設
工事起工式・祝賀会

-9-
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平成２４年 ９月１０日

木古内町議会

議 長 岩 館 俊 幸 様

木古内町議会総務・経済常任委員会

委員長 竹 田 努

総務・経済常任委員会所管事務調査報告書

このことについて、当委員会の調査について、会議規則第４１条第１項の規定に

より報告いたします。

記

１．会議開催状況

開催日 出 席 委 員 欠席委員 説 明 員 事務局

24.6.18 山本竹田、新井田、福嶋、又地 な し 新井田まちづくり新幹線課長

近藤佐藤、吉田、平野、笠井 中尾新幹線振興室長、福田主査

東出、岩館 片桐主査、阿部主査、福井主任

中山主任

野村教育長、佐藤生涯学習課長

山本（忠）主査、西山（隆）主査

西山（敬）主査、平野（智）主査

地本病院事務長、羽沢（裕）主査

平野（弘）主査

24.7.26 山本竹田、新井田、福嶋、又地 な し 大森町長、大野総務課長、尾坂主幹

近藤佐藤、吉田、平野、笠井 幅崎主査

東出、岩館 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

地本病院事務長、野村教育長

佐藤生涯学習課長、山本（忠）主査

西山（隆）主査、平野（智）主査

西山（敬）主査、木元（豊）主任

24.8.27 山本竹田、新井田、福嶋、又地 な し 野村教育長、大野総務課長

近藤佐藤、吉田、平野、笠井 佐藤生涯学習課長

東出、岩館 山本（忠）主査、平野（智）主査

西山（敬）主査

新井田まちづくり新幹線課長

中尾新幹線振興室長、福田主査

若山建設水道課長
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２．調査報告

総務・経済常任委員会所管の事務について調査を行った結果、当委員会として次

のとおり報告いたします。

(1) 町民プールの改築について

本年2月の豪雪により崩壊した町民プールの改築について、事務調査を行った。

当初、主たる財源は保険金とし、崩落した上屋は規模を縮小し鉄骨で改築。管理

、 。 、棟は一部を改修し プール本体は現状のものを補修して使用する 使用開始時期は

平成25年7月という計画案が示された。

現状の利用期間は2か月間であり、更なる利用期間の延長や老朽化している管理棟

の建て替えなど、全面改築を含め再考を求めた。

終的には、プール本体は現状のものを補修して使用するものの、崩壊した上屋

はもとより老朽化した管理棟を含め、全面改築することとした。

改築工事費は、概算で一般財源を含め総額約2億2,600万円となっている。

なお、プールのレーン数は現在の7レーンから5レーンに減じ、使用開始時期は平

成26年6月で、初年度の使用期間は試行として4か月間を予定している。

今後の基本・実施設計にあたっては、町木である杉材をふんだんに使用し 「杉の、

町、きこない」をＰＲできるモデル的な施設となるよう強く要望する。

(2) 国民健康保険病院の地方公営企業法による全部適用及び医師確保対策について

国民健康保険病院の地方公営企業法による全部適用については、平成20年度に策

定した「木古内町病院改革プラン」に基づく「民間的経営手法の導入」の一環とし

て昨年11月、病院事業の全部適用への移行に関する説明が行われ、これまで継続し

て事務調査を行ってきた。

本年10月から全部適用に移行したいということから、今定例会に全部適用に関す

る条例制定や一部改正、廃止等の提案がされることとなっているが、今後の病院経

営にあたってはこれまで以上に独立採算性が求められることから、新たな事業管理

者のもとで、特に職員によるより一層の意識改革が図られ、病院を受診される患者

の皆様やご家族の皆様から信頼され、喜ばれ、安心して診療が享受できる医療施設

となるよう、大いに期待するところである。

、 、 、また 医師確保対策については 新規採用者の見通しがある旨の報告を受けたが

引き続き医師不足の状況にあることから、一刻も早く医師が充足され、町民が望む

診療体制並びに救急医療体制の充実が図られるよう努力されたい。
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（ 午前１０時００分 開会 ）

開 会 ・ 開 議 の 宣 告

、 。○議長（岩館俊幸君） ただいまから 平成24年第3回木古内町議会定例会を開会いたします

ただいまの出席議員は10名でございます。

よって、地方自治法第113条の規定による議員定足数に達するので、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。

本日の議事日程及び説明員は、別紙配付のとおりであります。

会 議 録 署 名 議 員 の 指 名

日程第1 会議録署名議員の指名を行います。○議長（岩館俊幸君）

会議録署名議員は、会議規則第118条の規定により議長から指名をいたします。

7番 笠井敬吾さん、8番 新井田昭男さん、以上、2名を指名いたします。

議 会 運 営 委 員 会 報 告

日程第2 議会運営委員会報告。○議長（岩館俊幸君）

平成24年6月13日に開かれました、平成24年第2回木古内町議会定例会において調査をお願

いした、議会運営に関する件について報告を求めます。

議会運営委員会 委員長 4番 吉田裕幸さん。

平成24年9月10日 木古内町議会 議長 岩館俊幸様。木古内町議会○4番（吉田裕幸君）

運営委員会委員長 吉田幸。

議会運営委員会報告書。

平成24年第3回木古内町議会定例会開催にあたり、本委員会に付託された議会運営に関す

る件について、会議規則第41条第1項の規定により報告をいたします。

記 １ 会議開催状況。

会議開催状況につきましては下記のとおりでありますので、省略をさせていただきます。

2 平成24年第3回木古内町議会定例会における議会運営について。

(1)今定例会の会期については、9月10日から14日までの5日間としたい。10日は本会議を

開催し、行政報告、一般質問、条例制定等の議案審議及び平成23年度各会計決算認定の上程

を行う。

(2)議事日程については、別紙配布のとおりである。議事日程番号13から16まで、議事日

程番号19から22まで、議事日程番号31から47、及び議事日程番号48から56までは一括議題と

する。なお、重要な案件については議会運営委員会を開催することとし、議事日程の追加や

変更は議長に一任する。
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(3)付議案件は、議案13件、報告4件、承認1件、同意案22件、認定9件、発議案1件、意見

書案3件である。

(4)一般質問者は1名である。

以上であります。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

ただいまの、議会運営委員会委員長の報告に対する質疑を許します。○議長（岩館俊幸君）

質疑ございませんか。

(｢なし｣と呼ぶ声あり)

質疑がないようですので、報告を終了いたします。○議長（岩館俊幸君）

会 期 の 決 定

日程第3 会期の決定についてを議題といたします。○議長（岩館俊幸君）

今定例会の会期につきましては、ただいま議会運営委員会委員長より報告のとおり、本日

から9月14日までの5日間といたしたいと存じますが、これにご異議ございませんか。

(｢異議なし｣と呼ぶ声あり)

異議ないものと認めます。よって、今定例会の会期につきましては、○議長（岩館俊幸君）

本日から9月14日までの5日間と決定をいたしました。

議 長 諸 報 告

日程第4 議長諸報告。○議長（岩館俊幸君）

議長諸報告につきましては、別紙配布のとおりであります。

なお、北海道新幹線新函館（仮称 ・札幌間、建設工事起工式並びに祝賀会が、8月25日に）

長万部町で開催されております。札幌延伸につきましては、工事期間が長期間となっており

ますので、新幹線による北海道全体の経済効果を考慮し、今後、北海道新幹線建設促進関係

自治体議長会としても、工期の短縮に向けた要望活動が重要であると考えております。

また、8月29日に渡島総合開発期成会東京要望を行っておりますが、特に消防救急無線デ

ジタル化に伴う整備費用への財政支援について、稲見総務大臣政務官に対し、国からの財源

措置が講じられるよう、強く要望してまいりましたので皆様がたにご報告を申し上げます。

総務・経済常任委員会所管事務調査報告

日程第5 総務・経済常任委員会所管事務調査報告。○議長（岩館俊幸君）

平成24年6月13日に開かれました、平成24年第2回木古内町議会定例会において調査をお願

いした、総務・経済常任委員会所管事務調査についての報告を求めます。

総務・経済常任委員会 委員長 6番 竹田努さん。

平成24年9月10日 木古内町議会議長 岩館俊幸様。木古内町議会総務○6番（竹田努君）
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・経済常任委員会委員長 竹田努。

総務・経済常任委員会所管事務調査報告書。

このことについて、当委員会の調査について、会議規則第41条第1項の規定により報告い

たします。

会議開催状況につきましては、下記のとおりでありますので省略させていただきます。

2の調査報告。総務・経済常任委員会所管の事務について調査を行った結果、当委員会と

して次のとおり報告いたします。

(1) 町民プールの改築について。

本年2月の豪雪により崩壊した町民プールの改築について、事務調査を行った。当初、主

たる財源は保険金とし、崩落した上屋は規模を縮小し鉄骨で改築。管理棟は一部を改修し、

プール本体は現状のものを補修して使用する。使用開始時期は、平成25年7月という計画案

が示された。現状の利用期間は2か月間であり、更なる利用期間の延長や老朽化している管

理棟の建て替えなど、全面改築を含め再考を求めた。

終的には、プール本体は現状のものを補修して使用するものの、崩壊した上屋はもとよ

り老朽化した管理棟を含め、全面改築することとした。改築工事費は、概算で一般財源を含

め総額約2億2,600万円となっている。

なお、プールのレーン数は現在の7レーンから5レーンに減じ、使用開始時期は平成26年6

月で、初年度の使用期間は試行として4か月間を予定している。

今後の基本・実施設計にあたっては、町木である杉材をふんだんに使用し 「杉の町、き、

こない」をＰＲできるモデル的な施設となるよう強く要望する。

(2) 国民健康保険病院の地方公営企業法による全部適用及び医師確保対策について。

国民健康保険病院の地方公営企業法による全部適用については 平成20年度に策定した 木、 「

古内町病院改革プラン」に基づく「民間的経営手法の導入」の一環として昨年11月、病院事

業の全部適用への移行に関する説明が行われ、これまで継続して事務調査を行ってきた。

本年10月から全部適用に移行したいということから、今定例会に全部適用に関する条例制

定や一部改正、廃止等の提案がされることとなっているが、今後の病院経営にあたってはこ

れまで以上に独立採算性が求められることから、新たな事業管理者のもとで、特に職員によ

、 、るより一層の意識改革が図られ 病院を受診される患者の皆様やご家族の皆様から信頼され

喜ばれ、安心して診療が享受できる医療施設となるよう、大いに期待するところである。

また、医師確保対策については、新規採用者の見通しがある旨の報告を受けたが、引き続

き医師不足の状況にあることから、一刻も早く医師が充足され、町民が望む診療体制並びに

救急医療体制の充実が図られるよう努力されたい。以上であります。

総務・経済常任委員会委員長の報告が終わりましたが、この委員会○議長（岩館俊幸君）

は全員よる委員会でありますので、質疑を省略することにご異議ございませんか。

(｢異議なし｣と呼ぶ声あり)

異議ないものと認めます。○議長（岩館俊幸君）

以上をもちまして、報告を終了いたします。
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町 長 ・ 教 育 長 行 政 報 告

日程第6 行政報告。○議長（岩館俊幸君）

町長諸報告並びに教育諸報告につきましては、別紙配布のとおりであります。

なお、町長、並びに教育長から行政報告をしたい旨の申し出がありますので、これを許し

ます。

はじめに町長。

皆様、おはようございます。議員各位には、時節柄、何かとお忙○町長（大森伊佐緒君）

しい中、ご参集を賜り、誠にありがとうございます。

平成24年第3回定例会を開催するに当たり、行政報告が1件ございますので、ご報告を申し

上げます。

ＪＲ江差線（木古内・江差間）についてでございます。

去る9月3日、江差町ホテルニューえさしにおいて、北海道旅客鉄道株式会社代表取締役社

、 （ ） 、 、長小池明夫氏から ＪＲ江差線 木古内・江差間 の沿線自治体である木古内町 上ノ国町

江差町の3町の町長に対して、同線区は利用状況が極めて少ないことや、路線設備等の老朽

化により今後莫大な経費が必要なことなどから、平成26年度初頭をもって鉄道事業を廃止す

る旨の説明がございました。

また、これまで同社が地域で果たしてきた役割に鑑み、鉄道事業廃止後の沿線自治体の交

通手段確保のため、できる限りの支援を行うとの説明もございました。

なお、説明会終了後に、関係3町で協議を行った結果、対策協議会を設置し今後の対応に

ついて協議していくことを確認しております。

以上で行政報告を終わります。

次に、教育長。○議長（岩館俊幸君）

皆様、おはようございます。○教育長（野村広章君）

教育行政報告が2件ございますので、報告をさせていただきます。

1．町民プール改築計画について。

今年2月、屋根が崩落した町民プールを改修するため、教育委員会では4月から改修計画の

。 、 、取り組みを進めてまいりました これまで 改修基本方針やスケジュールなどの検討のため

生涯学習課と町長部局関係課による改修準備作業部会会議をはじめ社会教育委員、スポーツ

推進委員や保育園、小中学校、体育協会などの委員構成による改修検討委員会議において協

議をいたしました。

さらには、町議会総務・経済常任委員会事務調査においても貴重なご意見等をいただき、

このたび町民プール改築計画を策定いたしました。

改築にあたっては、25ｍ7コースを5コースにして水張り面積は減少しますが、小学校低学

年・幼児用プールをはじめ、シャワー室や遊泳後の身体を暖める採暖室を設けるなど利用者

の快適性を高めることとしております。また、運営期間の延長や不順な天候による休業日を

なくするため、プールを温水化するとともに、利用者の安全性や利便性を確保するため築40

年経過の現管理棟を取り壊し、改築する上屋と一体的に整備することとしております。

しかし、町民プール改築には、建物災害共済の基準による保険金が充てられますが、不足

分の財源確保が必要となることから、国の資金活用を図るために、改築年度を平成25年度と
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することとしております。

なお、町民プールの供用を開始する時期は、平成26年6月を予定しております。

2．北海道が行う旧木古内高等学校校舎等整備工事について。

8月20日、北海道教育庁渡島教育局で入札が執行され、函館市の株式会社小鹿組が落札い

たしました。工事の内容は、商業科校舎Ｂ棟、渡り廊下Ｂの解体をはじめ、校舎棟Ａ、屋内

体育館、格技場等の改修工事、公共下水道接続工事、機械設備保守点検となっております。

工期は、平成24年8月21日から12月18日までの120日間です。

なお、8月28日、渡島教育局、請負業者、木古内町の担当者が現地打ち合わせを実施して

おります。

以上で教育行政報告を終わります。

行政報告に対する質疑があれば、受けたいと思いますけれども、質○議長（岩館俊幸君）

疑ございませんか。

9番、東出洋一さん。

町長の行政報告に対して、実は要望と言ったらよいのか、または、こ○9番（東出洋一君）

れからの3町の協議がなされていくことだというふうに思うわけですけれども、以前、旧松

前線が廃止になった当時のことをちょっと頭に描いて話しをするのですけれども、松前線廃

止になった時におそらく代替交通として函館バスが運行をしたわけですけれども、その当時

からずっとバス転換交付金と言いましたか、そんなのを利用し、そして地元自治体の負担も

小限に留めてきたわけですけれども、今後のこの話の中に道もおそらく入って来るのだろ

うと思うし、ただ当時は国鉄、いまはＪＲ海道ですよね。そんなことで、そういう財政面の

部分で何か手立てがあるのかないのか。その辺で、今後のテーブルの中で一つ見い出しても

らいたいものだなというふうに思いますし、もう1点は、その中に平成26年初頭ということ

でございますので、ずいぶん江差のほう、湯ノ岱から江差に向けてはずいぶん道路も拡幅さ

れているのですけれども、トンネルからこっち、まだ道路がずいぶんと狭い所があるし、は

たしてこの26年までの間に、道路の拡幅工事等がきちんとなるのか。やはりその辺がちょっ

といま私、心配なものですから、これからの協議の中でそれは当然出て来るものだと思うの

ですけれども、現段階はそこまでいっていないのかなと思うのですが、私個人としては、そ

んなことでちょっとこれから進めていく中での大きな会議の中の重要課題かなと思うので、

この辺ひとつ早く地元住民にも説明する機会も当然必要になってくると思うので、その辺の

確認をやっていただきたいものだと思うし、いま現段階でその辺について、町長の考えがあ

ればお伺いしておきたいとこのように思います。

町長。○議長（岩館俊幸君）

2点のお尋ねでございますが、まず1点目の従来廃止となっており○町長（大森伊佐緒君）

ます松前線の事例をあげておられましたので、そことの比較になるかと思いますが、当時は

運営母体が国ということで、国鉄でございましたのでバス転換交付金といいますか、このよ

うな形で国からの支援があったと伺っております。この度は、民間企業でありますＪＲ北海

道が経営者でございますので、これまでとは若干様相は変わって来るかと思いますが、これ

から関係する3自治体での協議会には北海道も加わっていただくことにしておりますので、

道と3自治体との間でＪＲ北海道に対して住民の足の確保について、しっかりとした行政を

行っていくという考えでおります。
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2点目は、ＪＲ北海道が示しております26年度初頭をもって鉄道事業の廃止ということに

つきましては、新幹線開業の約1年前ということになります。そうしますと、現在の道道江

差線につきましては、あと2年程度ということでございますので、すべての区間が道路拡幅

ができるかというと、決してそうではありません。3自治体で道道江差-木古内線の建設促進

協議会も設置しておりまして、このあと10月には道の渡島総合振興局、そしてそのあと北海

道の建設部にそれぞれ要請活動を予定しておりますが、その中でも新たなＪＲからの指針が

示されましたので、これらも含めて早期に工事の進捗を図るように要請してまいりますし、

これまでも新幹線開業に向けて広域観光の重要な路線という位置付けもございましたので、

あわせて北海道に対してしっかりとした要請を行っていきたいと考えております。

ほかにございませんか。○議長（岩館俊幸君）

(｢なし｣と呼ぶ声あり)

ないようですので、これで質疑を終了いたします。○議長（岩館俊幸君）

以上をもちまして、行政報告を終了いたします。

一 般 質 問

日程第7 一般質問。○議長（岩館俊幸君）

これより一般質問を行います。

一般質問につきましては、お手元に配付の通告書によって行うことにいたします。

5番 平野武志さん。

おはようございます。冒頭に議長からの挨拶でもありましたとおり、○5番（平野武志君）

大変ことしの夏は猛暑でございました。9月中旬に差しかかりました今日においても大変残

暑厳しく、そんな中ですが私自身は体調をこわすこともなく、さらには数キロ増量いたしま

してこの定例会に気合いを入れて臨んでおります。よろしくお願いいたします。

書類の整理が整いましたので、きょうは4項目の質問を通告をしておりますので、1つ目の

質問から入っていきたいと思います。

1つ目の質問ですが、表題といたしましては町民負担の軽減策について、こちらのほうを

。 、 、 、お伺いいたします 日頃より 町民主体 町民サービスを公言いたしております町長ですが

水道料、ごみ処理手数料、ごみ袋の代金ですね、その他各種使用料、役場窓口等の各種手数

料など、町民負担の軽減について検討しているのかお伺いいたします。

町長。○議長（岩館俊幸君）

5番 平野武志議員のお尋ねにお答えをいたします。○町長（大森伊佐緒君）

お尋ねにあります、各種使用料や手数料の住民負担の軽減につきましては、当町の財政状

況、並びにこれまでの実績や将来予測をする中で、施策の優先度に配慮しつつ検討をしてい

く重要な課題だと認識をしております。こうしたことから、平成23年度では、保育料の引き

下げや防犯灯料金の軽減を行うほか、新規事業として、乳幼児・障がい者・ひとり親家庭等

への医療費助成制度の拡充、また、高齢者等の訪問・外出支援サービス員の増員などを実施

し、住民サービスの向上に努めているところでございます。

また、水道料金並びにゴミ処理手数料の軽減につきましては、平成23年度の予算編成にお
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いて、庁舎内で検討協議を行っておりますが、軽減する状況にないとしております。

まず、水道料金につきましては、平成18年度より、企業会計の健全化を図る目的で15％の

値上げ改定を実施しておりますが、平成22年度までの達成率が97.7％の実績となり、かろう

じて収支均衡が図られております。 しかし、達成率の中には、新幹線の工事関係者の使用

料が22％含まれておりますことから、この分を除きますと一般会計からの繰り入れが必要と

なり、独立採算を継続していくためには軽減できる状況にないと判断をいたしました。

次に、ゴミ処理手数料につきましては、平成19年度より当町のゴミ処理に要する総額の10

％程度の負担をお願いし、燃えるゴミの袋・燃えないゴミの袋・粗大ゴミのシールの3種類

について、50％の値上げを実施しております。

平成23年度予算編成に当たりましては、この検討協議の中で、売り上げの減少に伴い実績

が5.7％と、計画値である10％を大きく下回っておりますことから、軽減を見送る判断をい

たしました。

水道料金、並びにゴミ処理手数料につきまして、これまでの経緯を含めて申し上げました

が、検討協議から1年を経過いたしましたので、新しい実績値も踏まえ整理をしてまいりま

す。

次に、各種使用料や窓口等の手数料につきましては、平成17年度木古内町財政健全化計画

を基本に集中改革プランを策定しており、実績の検証や評価を行い、次の計画を構築するた

め、職員による検討を進めることとしておりますので、今年度中に検討協議を終え、平成25

年度予算に反映してまいります。

よろしくお願い申し上げます。

5番 平野武志さん。○議長（岩館俊幸君）

町民負担の軽減策について、いままでの一般質問に比べても非常に中○5番（平野武志君）

身を詳しく説明いただけた答弁なのかなと思い、満足しております。

その中でですけれども、一部中身に詳しく入って提案、話をさせていただきたいと思うの

ですけれども、いま現在行っている町民サービスについて、保育料の軽減ですとか、あとは

先般、医療費補助を中学生まで拡大しました。そのように素晴らしい施策も行っているとは

承知しておりますが、一部の町民に限定されている政策だと感じております。やはり、すべ

ての町民が日々の生活負担減を軽減されることを望んでおります。そのような、町民全体に

行き渡るような施策こそが町民サービスであり、過疎化、定住化対策として少子化、人口減

の歯止めに繋がり得ると私は考えます。

その中で申し上げました、答弁にもいただきました4点のうち、例といたしまして決算額

を見ますと、ごみ袋の手数料収入が1,180万円です。近隣市町とごみ袋代金、町民の負担し

、 、 、ている金額を比較したところ 燃えるごみの54ℓ換算なのですが 木古内町は松前町の1.3倍

福島町の1.8倍、知内町の3倍以上でございます。また、高いと言われている函館市よりもさ

らに金額は高く、北斗市と比べると約5倍の金額となっております。そんな中、財政は厳し

いと、よく精査した中で進めていると申し上げますが、比較市町の平均金額に合わせて、さ

らには町民サービスをうたい、これは僕の提案なのですけれども、全種類を50％の軽減策で

590万円の試算になると思います。また、役場の手数料、窓口手数料においては、全国一律

で決まっている戸籍手数料以外の手数料収入は180万円でして、こちらも50％軽減したとし

ましても90万円の試算でございます。
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平成23年度から1年かけて検討していて、今後も前向きに軽減策に努めると良い答弁もい

ただきましたが、財政再建計画では将来の基金残高は減少しておりますが、新幹線工事終了

後の公共工事費は増額しております。その分を、少しでもいま提案したような、町民負担軽

減分に早急に充てられるのではないかと私自身は考えます。

もう一度、町長の施策見解をお伺いいたします。

町長。○議長（岩館俊幸君）

先ほど、申し上げましたとおり、これらの住民負担の軽減策につ○町長（大森伊佐緒君）

きましては、それぞれ施策の優先度に配慮し、また財政状況も鑑みながら検討する重要な課

題でございます。ただいま 「全体に行き渡るものこそ」というお尋ねもございましたが、、

それも大変重要なことだと認識しておりますので、現在2つに分けた考え方で、1つは水道料

金、ごみ処理手数料につきましては、値上げから日数が経っているということから、検討を

進めていくということでお答えをしておりますし、また、各種使用料あるいは窓口の手数料

につきましては、これも同時に現在職員による検討を進めておりますので、25年度の予算に

反映をしていきたいと考えております。

5番 平野武志さん。○議長（岩館俊幸君）

非常に前向きに軽減策を考えていただくというような答弁をいただき○5番（平野武志君）

ましたので、できれば時期についても明言いただきたかったのですけれども、今後よく検討

していただいて、他町の金額を例にあげましたけれども、その分も比較しまして我が町の町

民が喜ぶというような施策を、これは先ほど申し上げましたが、定住化促進にも大いにつな

がる施策だと思いますので、なるだけ早い時期に進めれるようお願いして、1つ目の質問を

終了したいと思います。

続いて、2点目の質問に入ります。

標題といたしましては、町主催事業の具体策についてでございます。今年度は町制施行70

周年ということで、各種事業に冠や予算付をしておりますが、その中でも今後継続して力を

。 、 。入れていく町民参加の事業があるのか また 新規事業を検討しているかお伺いいたします

新規事業の一例といたしまして、町主催の婚活フェスティバル、言い方はいろいろありま

すが、いわゆる「街コン」でございます。そのような事業を提案いたしますので、見解をお

伺いいたします。

町長。○議長（岩館俊幸君）

町が主催する事業についてのお尋ねでございますが、本年度実施○町長（大森伊佐緒君）

しております記念事業につきましては、町主催の式典あるいはコンサート、並びに各団体が

開催する教室、コンサートなどの招へいについて、基本的に単年度事業としておりますが、

この度はじめて実施をしました陸上自衛隊によるコンサート、生徒との合同演奏、生徒への

指導につきましては、次年度以降も継続したいと考え、現在陸上自衛隊広報室を通して要望

を行っているところでございます。

また、各種イベントやスポーツ大会などの既存の事業では、冠を付けて実施しております

が、次年度以降は冠をはずした開催となります。したがいまして、新規事業につきましては

検討しておりません。

、 、 、 、なお 町制施行70周年に際し 木古内町の新キャラクター キーコをデビューさせており

木古内町の宣伝マンとして町内の各種イベントの参加をはじめ、木古内町新幹線観光駅長と



- 20 -

して、3年後の新幹線木古内駅開業を全国にＰＲ、発信してまいりたいと考えております。

次に、お尋ねにあります婚活フェスティバルにつきましては、具体的な内容をご提示いた

だき協議を進めることが望ましいと考えますが、一般的に婚活フェスティバルと呼ばれる事

業の中では、自治体が行っている婚活支援は全国で10万人以上の主要都市のデータでは198

市のうち37団体、約19％が実施している状況でございます。特に、少子化対策や一次産業に

おける後継者対策、さらには人口減少対策として取り組むケースがあるようでございます。

一方でプライバシー保護の観点から、成果の把握が難しく、施策としての効果に限界があ

ることや、民間の領域をおかす懸念があることなどの課題もあり、特に小さな自治体ではそ

の取り組みに慎重さが求められます。したがいまして、その目的を定め、町内における対象

者や希望者などを見極めた上で、協力団体としていま考えられます商工会や社会福祉協議会

などとの協議から始まることが必要だと考えております。

5番 平野武志さん。○議長（岩館俊幸君）

今年度70周年記念事業で開催された催し、ただいま町長からもお話が○5番（平野武志君）

ありましたが、北電ファミリーコンサート、それから 「来年も要請をしている」と言われ、

、 、 。ました陸上自衛隊 小・中学校吹奏楽部の演奏会 またはＮＨＫジュニアスポーツ教室です

すべて新しい事業なのですけれども、こちらはやはり真新しさもあり、町民の方々も非常に

興味があり大変盛り上がったように感じます。その反面、今後行われる5事業を含めて70周

年という冠を付けました継続事業につきましては、ご存知のとおり木古内町の人口減も手伝

い、参加人数の減少、また予算規模の縮小など、どんどん衰退していくように私は感じられ

ます。来年からは冠をはずして継続をしていくということで、事業継続はもちろん大事なこ

となのですけれども、やはりマンネリ化を避け、もう少し工夫をした案を盛り込んだ中での

開催に当たってほしいと、そのように思います。

また 「新規事業は検討しておりません」とおっしゃいましたが、町民の活気、町の盛り、

上がりを考えますと、新規事業は毎年、考案・展開していただきたいと私は思います。まず

は、以上の2点について、もう一度町長の見解を伺います。

また、婚活フェスタでございますが、主旨自体は町長自身もご賛同いただいているようで

話は早いです。ご承知のとおり、全国的に先ほどデータも述べられていましたが、よくデー

タの中身に関してはちょっと聞き取れなかったのですけれども、先ほど人口が10万人以上の

町のデータをおっしゃいましたが、離島や過疎地において定住対策、少子化対策として自治

体が主催、あるいは支援しているような同様の事業が数多く実施されております。特に、小

さな自治体では慎重さを盛り込まなければいけないという町長の言葉もありましたが、慎重

さを加えた中での実施が大いに可能だと考えます。先ほども申し上げましたが、木古内町の

現状も人口が5,000人を割りまして、過疎化対策、少子化対策の対応が急がれる状況でござ

います。プライバシーの問題はもちろんありますけれども、町内を見ましても未婚者の率が

非常に多いと感じます。正直言いまして、子どもの少ない、いない町に将来は見い出せませ

。 、「 」 、ん 先ほどは 商工会と連携をあげて進める と言う前向きなお言葉もいただきましたが

私は町をあげて取り組むべき事業、これは町が企画・主催するべきだと考えます。合わせて

前半と3点になりますけれども、もう一度町長の見解をお伺いいたします。

町長。○議長（岩館俊幸君）

これらの事業につきましては、平野議員のお尋ねのとおり、町の○町長（大森伊佐緒君）
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活性化ということあるいは少子化対策、様々な観点から住民がこぞって参加をして実施する

ことが望ましいと思います。これが町だけにまかせるというのではなく、民間と町が一緒に

なってやる、町が主催する、あるいは町が支援する。これは、それぞれの事業によって変わ

ってくるものがあるかと思いますが、協力した中で今後も進めてまいりたいと考えておりま

す。

5番 平野武志さん。○議長（岩館俊幸君）

町が主催するという、もちろん正確な答弁まではございませんでした○5番（平野武志君）

が、今後、事業の中身については趣旨賛同し、関係団体と連携をとりながら、このような事

、 、 、業も進み得れるという認識の答弁をいただきましたので 今後もちろん 私も民間の団体も

いま現在既にそのような企画を計画しているところも正直あります。その関連団体と大いに

連携を取り、町ができれば主催になれるような話をしていき、もしそれが無理だとしても、

大いに支援していただくような形でこのような事業を進めていってほしいなと考えます。2

点目の質問を終了いたします。

続いて、3点目の質問に入ります。

標題といたしましては、町民、すべての町民プラス工事関係者、木古内町に滞在している

人も含めましての安心・安全対策についてお伺いいたします。

こちらは（1 （2 、2点通告しております （1）番といたしましては、新幹線工事も本）、 ） 。

格化し、通行する車両や歩行者が危険だと感じております。4点について、高齢者の歩行、2

番、生徒・児童の通学路、3番、自転車の走行、4番、車の走行、以上の4点について、現在

工事中、またはそれ以外の場所もあわせて危険であると指摘されている場所をどの程度まち

として把握しているのか。また、冬道も含めて今後の対策をどうお考えなのか、お伺いいた

します。

続きまして、同じ3番目の中の（2）番、全国的にＡＥＤの必要性が高まり、設置箇所も急

増しております。木古内町内における設置箇所や台数、こちらは工事現場も含みます、管理

状況についてお伺いいたします。

また、木古内町として、木古内町で設置しております場所に勤務する職員のＡＥＤに関す

る研修状況についてもお伺いいたします。

町長。○議長（岩館俊幸君）

住民の安心・安全対策についてのお尋ねでございますが、北海道○町長（大森伊佐緒君）

新幹線の建設工事につきましては、トンネル区間の工事が山を越え、現在は明かり区間がメ

、 、 。インとなっており 市街地におきましても 重機や大型車両の通行が頻繁となっております

このため、鉄道・運輸機構においては、危険箇所には誘導員を配置するなど、交通安全に

十分に配意をしながら工事を進めておられるものと承知をしております。踏切と工事現場が

近接しております、道道中野木古内停車場線と町道山崎1号線の交差点付近や、あるいは公

民館の利用者や、木古内中学校の生徒が多く通行する町道冷水線と中学校線の交差点などに

つきましては、安全確保にとりわけ注意が必要だと感じております。

町といたしましては、町民の方々からの通行の支障についてご相談がある都度、鉄道・運

輸機構にその旨を伝え、必要な対策をお願いしているところでございますが、今後とも、冬

期間の問題を含めて、同機構としっかり連携を図り、住民の皆様の安全確保に努めてまいま

いりたいと考えております。
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、 、 、続きまして 当町のＡＥＤの設置状況でございますが まずはじめに町内全ての設置箇所

台数というのは行政に対して届け出義務、行政と言いますのは消防ですとか、市町村に対し

て届出義務というのがございませんので、工事現場あるいは駅、金融機関、警察、保健所、

スーパー、様々なところに設置していることが見込まれますが、これらの設置箇所での台数

については把握しておりません。

当町につきましては、国保病院を除きますと、役場、老健施設いさりび、健康管理センタ

ー、中央公民館、ファミリースポーツセンター、木古内中学校、木古内小学校、計7か所で

７台でございます。管理状況につきましては、ＡＥＤ管理台帳により、電極パット、並びに

バッテリーの交換時期を管理しております。昨年10月には大人用パットを、12月には小児用

パットの交換を行っております。来年8月にはバッテリーの交換の時期となっております。

設置箇所に勤務する職員の研修状況でございますが、設置した平成21年9月に、2週間にわ

たる消防署員による普通救急講習会を実施しております。昨年10月にも同講習会を実施する

など、緊急時に素早く対応ができる態勢に努めているところでございます。なお、木古内消

防署では、各団体等の要請を受けまして普通救急講習会を実施するほか、毎年行っておりま

す「消防フェア」では、ＡＥＤの扱い方について説明を実施しているところでございます。

以上でございます。

5番 平野武志さん。○議長（岩館俊幸君）

、 、○5番（平野武志君） 道路事情について 具体的な場所まで一部把握しているということで

関係機関との連携を密にするというご答弁をいただきました。いま町長もおっしゃった中の

危険な箇所の一部ですけれども、まずは冷水線から上がった公民館までの道路、工事中の含

めた道路でございますけれども、警備員が配備しているというお話なのですけれども、工事

、 。 、休工日 あるいは工事時間が過ぎますと警備員のかたはいなくなります 私自身も夜7時頃

公民館までの道を通ることが多いのですけれども、歩行者、小さい歩道は一応右側のほうに

あるのですけれども、だいたいの歩行者がそこを通らずに普通に車道を歩いております、自

転車も含めまして。そのような状況から歩行者、自転車、自動車、接触しそうな場面を何度

か見ました。急カーブ、歩道がなく道は狭い、見通しが悪い。まさにいつ事故が起きてもお

かしくないような状況だと感じております。

また、同じくお話にも出ました、新しくできた山崎線、こちらは新幹線駅北口への主要道

路に今後なっていくと思うのですけれども、予想以上に狭い道路、鋭角なカーブ、大型車両

同士のすれ違いも厳しく、歩道に大型車同士がすれ違う際に歩道に乗り上げて待機している

というような大型車両を見かけたこともあります。この山崎線に関しては除雪の問題も非常

に多く、冬になると歩道もなくなる状況でございます。毎年、冬場近くになると除雪態勢を

しっかり整え町民に不便がないようにというようなお話をいただきますが、昨年度から今年

度の冬にかけましても、正直町民に不便をかけている状況ではないのかなと思います。ほん

の一部ですけれども、そのような危険と思われる道路状況について、工事の発注者、関係者

と大いに連携をとって話をしていくというお話はいただきましたが、実際に通行する町民へ

の注意や呼びかけが足りないのではないかなと感じてもおります。

例えば、大きな反射板、あるいは看板を設置するだとか、あまりに鋭角な曲がり角に関し

ましては、見直しの工事、そのような危険箇所を広報紙ですとか防災無線で工事中や危険箇

所の周知、このようなことが進めれるのではないかと思いますが、そのような具体的対策案
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について、関係業者と話をするだけではなくて、町としてどのように町民に周知していくの

かという部分について、もう一度町長の考えをお伺いいたします。

町長。○議長（岩館俊幸君）

まず、危ない場面があるということで、そういう場面に立ち会い○町長（大森伊佐緒君）

ましたら､直ちに私ども、あるいは関係機関に連絡をいただきたいと心から願っているとこ

ろでございます。そういった危険箇所をそのまま放置しておくことが一番危険でございます

ので、ぜひそういう場面に立ち会いましたら、お知らせいただきたいと、まずはお願いを申

し上げておきます。

道路管理者といたしまして、町道等での事故防止に 大限努めなければならない責務がご

ざいますから、ただいま平野議員からのお尋ねは当然のことだと思います。住民周知につき

ましては、それぞれ工事施工に伴う周辺の皆様には、工事関係者からの周知はしているとこ

ろでございますが、そこには複数のかた、全く別の地域から来るかたもおられますので、こ

ういった皆様には十分な周知ができていないのが現状かと思います。周知につきましては、

またちょっとただいまご意見をいただきましたので、あわせて考えていかなければならない

課題かと思います。

ただ言えるのは、鉄道・運輸機構の発注側の様々な安全対策の中で、工事業者は普段、人

のいなくなる夜間についても危険でないような措置を講じて現場を離れていると認識をして

おりますので、その箇所がミラーが必要だとか、看板が必要だという所があるようでござい

ますので、再度調査をして鉄道・運輸機構に協力を要請したいと考えております。

5番 平野武志さん。○議長（岩館俊幸君）

危ない箇所については、そういうのを目撃したら今後もお知らせくだ○5番（平野武志君）

さいということでして、もちろん今までもしておりますし、きょうもその部分を説明したと

ころでございます。運輸機構さんが直接町民に向けて安全対策を行っているというお話につ

いては、おそらく泉沢地区でも地元の工事関係者が回覧板のようなものを町民に向けて流し

ている部分も合わせておっしゃっていると思うのですけれども、どうも町民の皆さんはその

ような工事の現場からの案内というのをなかなか、字も小さいですし、すごい文章も多いで

すので、なかなか見ない人が多いと思います。町民向けの情報収集については、そのような

工事現場とはもちろん連携をとってやられているのでしょうけれども、やはり町独自で町民

への危険周知をする部分が必要だと思いますので、その部分については町長もいまその部分

を参考にして進めるというようなお話もいただけましたのでよくわかりました。

また、町長は日頃より 「町民は私の子です」というお考えから、町民の葬儀には必ず参、

列されております。私自身は素晴らしい考えだと思いますし、町民の命を預かっている身で

ございます。先ほど再質問の中で、ＡＥＤの件に関してちょっと申しそびれたのですけれど

、「 」 、も 各事業所の設置については報告義務がないので関与していない というお話でしたが

やはり先ほど申したとおり、町民の命を守るという観点から各事業所とせっかくＡＥＤを現

場として設置しているわけですから、その業者さんももちろん、その現場の作業員に使用と

いいますか、危険があった時に使うというのがもちろん一番ですけれども、木古内町に対し

て「何かしら還元したい」というように考えている業者さんも多いので、やはりそれはせっ

かくあるＡＥＤ、木古内町に持って来てくれているわけですから、そのような事業所との連

、 。携も大いに考え 町民の命を守るということにつなげていけるのではないのかなと思います
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ＡＥＤに関しては、本当に全国的に設置台数が増えておりまして、管理状況によりまして、

いま現在も行われている各種スポーツ大会ですとか、あるいは今後スポーツ合宿の誘致等に

も大きな安心・安全を掲げられる材料になると思いますので、町の管理はもちろんのこと、

関係企業の持っている部分についてももう少し、今言ったような連携の部分を考えていただ

きたいなと考えます。

道路状況については、事故があってからでは本当に遅いです。新幹線新駅の木古内駅の開

業に伴い、北口側の大型バスの走行や、あるいは一般車両の増加、また先ほどの行政報告で

もありましたが、木古内・江差間の鉄路廃止により路線バスの通行も今後考えられてくると

思います。木古内新駅を中心に、先ほど町長も申し上げましたが、近隣町村への観光プロジ

ェクトも木古内新駅周辺の道路整備次第では、良くもなるし悪くもなると考えられます。こ

、 、 、のような重要課題ですので 道路状況につきましては 大いに町長あるいは行政の皆様がた

力を合わせて真摯に取り組んでいただくことを願って、こちら3項目めの質問を終了いたし

ます。

それでは、4項目めにつきましては、暫時休憩の後にしたいと思いま○議長（岩館俊幸君）

すので、11時15分まで休憩をいたします。

休憩 午前11時０５分

再開 午前11時15分

休憩を解き、会議を再開いたします。○議長（岩館俊幸君）

一般質問を続けます。

5番、平野武志さん。

それでは、4項目めの質問に進みたいと思います。○5番（平野武志君）

新幹線工事関係企業の地元企業利用の斡旋についてお伺いいたします。

木古内町内で新幹線工事が始まった平成17年頃は、落札された各企業に対し、地元企業の

。 、利用や優遇を常に伝えていたと思います 年次も経過しまして企業数も数倍になった今現在

地元業者を利用しようと考える企業が多いとは感じません。言うまでもなく、地元各企業の

営業努力こそが1番だとは考えますが、駅周辺整備など、今後の工事はさらに増大し、発注

者となる木古内町の取り組み状況によっては、地元企業の生き残りがかかると言っても過言

ではありません。現状把握と今後の取り組みについて見解をお伺いいたします。

町長。○議長（岩館俊幸君）

新幹線工事に伴う地元企業利用斡旋についてのお尋ねでございま○町長（大森伊佐緒君）

すが、北海道新幹線の建設工事に当たりましては、できるだけ地元業者から建設資材、ある

いは諸雑貨などの購入をしていただき、地域経済の活性化に結びつけていくことが望ましい

ことから、町といたしましては、工事開始以前より町議会や商工会などと共に、鉄道・運輸

機構をはじめとする関係機関に対して、地元消費の拡大について要請を行ってきたところで

ございます。町内の建設事業者 既に燃料や食料品、日用、さらには商業者におきましては、

雑貨品などの購入や各種祭事への参加などを通して、地域経済の振興にご協力をいただいて

おりますが、町といたしましては残された新幹線の工事期間に引き続き地元利用を図ってい
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、 、 、 。ただくべく 今後 改めて商工会との連携の上 協力を求めてまいりたいと考えております

また、町が発注する「駅周辺整備事業」につきましては、これまでと同様、地元企業への

発注について配慮を行うとともに、今後の工事施工に当たりましては、地元利用の拡大につ

き理解を求めてまいります。

先ほどの答弁でちょっと一部訂正させてください。

町内業者、町内での建設事業者ということで、そのあと「商工」という名称を使いました

が、それは削除していただいて、もう一度ここの所を申し上げますと、町内での建設業者に

おいてはということで 「既に燃料だとか食料品、日用雑貨品などの購入」と、こういうこ、

とで理解をしていただきたいと思います。

5番 平野武志さん。○議長（岩館俊幸君）

今までも業者に大いに要請を続けていますし、今後も要請活動を続け○5番（平野武志君）

ていくという意味合いの答弁はよくわかりました。先ほどの 初の質問で、現状の把握につ

いてもお聞きしたのですが、現状把握については少し答弁漏れがあったように感じます。現

状把握と言いますのは、業者が今現在どの程度地元の業者を利用しているのかというデータ

的な部分の答弁を期待しておりました。常日頃 「経済効果に大いに期待している」と申し、

ておりますが、やはり内容をもう少し把握していただかなければ、漠然とした話に聞こえて

しまいます。それで、まず内容について、どの程度把握しているのかお伺いするのと、合わ

せまして、いまちょっと思いついたのですけれども、元請けの業者さんに再度、今後も要請

活動を続けて行くということですので、地元業者の優先をお願いしに行く際に、元請けはも

ちろんですけれども、下請けの業者まで、地元利用率の調査を行ってはいかがでしょうか。

例えば、元請けの業者さんが、分野はたくさんあると思いますけれども、こちらの工事に関

しては地元業者が何％、よその市町の業者が何％、そのような調査を行うことによって、も

う少し地元の利用率が上がるのではないかと私は考えるのですけれども、その部分の調査に

ついても町長の見解をお願いいたします。

町長。○議長（岩館俊幸君）

まず、町内の企業の皆様がたが、どの程度この北海道新幹線の建○町長（大森伊佐緒君）

設工事の事業に参画されているかというのは、なかなか調査が難しい状況にありますので、

これは商工会に対して調査の依頼をしたいと思います。私どもは、これまでも開業前そして

開業後につきましても、鉄道・運輸機構並びに地元においでになる事業所、これは元請けの

企業、ＪＶになりますが、これらに対して商工会からいただいたリストをお渡しして、これ

らの事業所をぜひ使っていただきたいというお願いをずっと続けていおりましたが、これの

検証ということになりますと、商工会のほうでなければなかなか難しいかと思いますので、

商工会に調査を依頼したいと思っております。

また、鉄道・運輸機構から発注された元請けの事業者でございますが、既に駅舎の工事が

今、 後大きな工事になると思いますが、その他の本体工事と言われるトンネル、明かり工

事は既に発注が終えております。この発注者に対しての協力要請はこれまでも同様に続けて

おりますので、これからの事業所が少なくなってはまいりますが、これまで同様の協力要請

は続けてまいりたいと考えております。

このようなことで、答弁漏れはなかったでしょうか。

5番 平野武志さん。○議長（岩館俊幸君）
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申し上げた調査に関しましては、地元業者ではなくて元請けの業者さ○5番（平野武志君）

んに調査をして 「地元企業をどれだけ利用されていますか」という調査をお願いしてはど、

。 、 、うでしょうかという意味でした その部分についても 商工会に依頼するというお話なのか

その部分については、聞き違い、思い違いをしていたのか、 後にお言葉をいただきたいと

思います。あとは、地元企業の調査と言いますのは、地元企業がこの新幹線工事に対して、

どの程度利用してもらっているかという、どのような思いなのだということだろうと思うの

ですけれども、 初に申し上げましたとおり、平成17年、18年頃は、町あるいは商工会が、

「地元を利用してください」と、そのような委員会もございますし、大いに要請活動も強か

ったと思います。そのおかげもありまして、 初は本当に地元の企業を利用しようと思う企

業が多かったのですけれども、ここ1､2年はそのような企業も、企業の諸事情もありますけ

れども 「地元を利用するという思いがなかなか少なくなったね」と話した私の話が地元企、

業の思いだと思っております。今のアンケートについて、 後答弁をいただきますが、町発

注事業に関しましては、基本的には町内業者にお願いするというお話、またその他の部分に

、 、つきましても要請活動は今後大いに続けていくというようなお話 約束を交わしましたので

この4点目についてはアンケートの部分以外、質問を終了いたします。

1点について、答弁をお願いいたします。

町長。○議長（岩館俊幸君）

商工会に依頼できる範囲というのは、地元商工会員がどれだけ利○町長（大森伊佐緒君）

用しているかということになるかと思いますが、元請け事業者に対して、町が「町内の事業

所をどの程度利用していますか」という質問は極めて失礼な話ではないかと私は思います。

できるとすれば、鉄道・運輸機構に対して、業者さんがどのくらい地元を利用しているかと

いうことをお願いする程度かと思っております。

また、地元で仕事をされている事業所の皆さんは、地元からの購買のみならず、各地域の

祭典ですとか、あるいは町の大きな事業に対して、さらには地域とのコミュニケーションを

図る、様々な面でご協力をいただいておりますので、その点も十分ご理解いただきたいと思

っております。調査ということになりますと、できるとすれば鉄道・運輸機構にどのくらい

かという程度かと思いますが、それがどの程度まちづくりに必要なデータになるのかはよく

承知できませんが、地元事業者に対しての調査については改めて申し上げますが、商工会に

依頼をいたします。

5番 平野武志さん。○議長（岩館俊幸君）

4回目になります。これで終わります。ありがとうございます。○5番（平野武志君）

いまのお話では、企業に対して失礼ではないかと、そのような地元を何％、どのくらい利

用しているのかが失礼ではないかと言う町長の思いですけれども、私は全然そのように感じ

ていなくて、そのような調査をお願いすることによって、より地元を利用しなければならな

、 、 、いという思いが 業者に対してそういう気持ちになっていただきたいのと 木古内町は行政

あるいは民間の商工会の連携が非常にとれているのだなという印象もつけれると思いますの

で、私は大いに町側が「何とか地元をお願いします」と、合わせて 「地元をどのぐらい利、

用されているかちょっと教えてください」と。それのデータに基づき 「もう少し何とかお、

願いできませんか 「この部分についてはもう少し地元にもこのような企業があるので」」、

と、そういうような部分を行政、もちろん関係団体、商工会と連携をとった中で、そのよう
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なことを進めて行っていただきたいというお願いを申し上げまして終了いたします。以上で

す。

以上をもちまして、一般質問を終了いたします。○議長（岩館俊幸君）

報告第1号 健全化判断比率及び資金不足比率について

日程第8 報告第1号 健全化判断比率及び資金不足比率についてを○議長（岩館俊幸君）

議題といたします。

報告内容の説明を求めます。

町長。

ただいま上程になりました、報告第1号 健全化判断比率及び資金○町長（大森伊佐緒君）

不足比率について、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項

の規定により、ご報告申し上げます。

お手元に配布しております議案の後ろのほうになります 「別紙 監査委員意見書」の17、

ページから18ページまで、もう一つは議案説明資料番号4の31ページから36ページを、合わ

せてご覧いただきたいと思います。

まず、実質赤字比率につきましては、普通会計における実質赤字額の標準財政規模に対す

る比率であり、普通会計の赤字の程度を指標化し、財政運営の深刻度を示すものでございま

す。

次に、連結実質赤字比率につきましては、町の全会計を対象とした実質赤字額の標準財政

規模に対する比率で、町全体としての赤字の程度を指標化し、全体の財政運営の深刻度を示

すものであります。

当町におきましては、実質赤字比率、連結実質赤字比率ともに赤字額が生じていないこと

から、比率は生じておりません。

次に、実質公債費比率につきましては、普通会計の地方債元利償還金に特別会計や一部事

務組合の地方債元利償還金に対する普通会計負担額を合算した額の標準財政規模に対する比

率で、元利償還金等の大きさを指標化し、資金繰りの危険度を示すものでございます。

当町における実質公債費比率は9.7％で、前年度より0.6ポイントの減少となっており、早

期健全化基準の25％を大きく下回っております。

次に、将来負担比率につきましては、普通会計が将来負担すべき実質的な負債の標準財政

規模に対する比率で、普通会計の借入金残高、特別会計や第三セクター等の借り入れ残高に

対する普通会計負担見込額など、各負債に対して普通会計が将来負担するであろう可能性の

ある額の大きさを指標化し、将来の財政の圧迫度を示すものであります。

当町における将来負担比率は65.2％で、前年度より12.7ポイントの減少となっており、早

期健全化基準の350％を下回っております。

また、資金不足比率につきましては、公営企業会計並びにそれに準じた会計における資金

不足額の事業規模に対する比率で、資金不足を料金収入の規模と比較の上、指標化し、経営

状況の深刻度を示すものであります。

当町におきましては、水道事業会計、国民健康保険病院事業会計、介護老人保健施設事業
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会計及び下水道事業特別会計の4会計が該当しますが、いずれの会計におきましても、前年

度と同様に資金不足額が生じていないことから、比率は算出されておりません。

以上、平成23年度決算における当町の各比率は、いずれも健全段階に位置づけられる算定

内容となっておりますが、厳しい財政状況に変わりがありませんことから、今後におきまし

ても、木古内町財政収支計画をさらに推進し、比率の抑制に努めてまいりたいと考えており

ます。

以上で、健全化判断比率及び資金不足比率についての報告を終わります。

報告が終わりました。○議長（岩館俊幸君）

質疑があればこれを許します。

質疑ございませんか。

4番、吉田裕幸さん。

4番 吉田です。○4番（吉田裕幸君）

ただいま、町長のほうから実質公債比率についての報告がございました。この件につきま

しては、僕も一期目の時に実質公債比率、たぶんその時は16か18％あったと思うのです。そ

れについて、いま現在、約半分程度9.7％、これについては行政の皆さんも財政が厳しいと

いうことで、かなりの面で苦労してここまで来たなという感じを受けています。それに対し

ては敬意を表します。ただ、これについては、確かに下げればよいという問題ではなく、こ

れからの事業展開ということを考えると、ある程度かけるものはかけていかなければならな

い。確かに公共事業が減っていって、これから新幹線事業がなくなった場合、そういうふう

な関係になった時、ますます町としても厳しい状況に追い込まれていくのかなという感じが

します。だから、これを考えてみると、先ほど一般質問の中でもいろいろ手数料の関係、水

道料金の関係、そういうのもいろいろ出てきます。確かに、これを見ると楽になったように

見えるのですけれども、いま町長からもらった答弁の中では、財政は厳しいと。そうしたら

どうなっているのかというのが、はっきりいってこのままいくと見えずらい部分がたくさん

ある。その辺について、この部分というのは、僕もまだ勉強不足でどこがどうなのかという

のがわかりづらいので、この辺をもう少し説明をしていただきたいと。そうしたら、どこま

で実質公債比率が下がっていけば、町として本当に楽になるのだということが示されるので

すが、その辺が未だに見えないというのが僕の意見ですので、その辺についてもしわかる部

分で説明をいただければなと思いますが、よろしくお願いいたします。

総務課長。○議長（岩館俊幸君）

ただいまのご質問なのですけれども、資料番号4の32ページのほう○総務課長（大野泰君）

に実質公債費比率についての記載がございます。公債費の比率が減っていくということは、

町の借金が減っていっている有利子を含む借金です。こういったものが減っていっていると

いう状況になります。一方で、では事業量が落ちているかと言いますと、事業量自体につい

ては、これは落ちてはおりません。なぜ、そのようになるかと言いますと、昨年、一昨年と

これは新幹線の道路工事関係の付替事業等については、すべて機構側の負担事業ということ

で町のほうの費用がかかっていないので、これは公債費として計上にはなってきません、ゼ

ロですので。また一方、過疎債、起債の中でも交付税の算入のある、将来交付税として交付

、 、 。される過疎債 こういったものを利用していくことによって 償還すべき借金は減っていく

一方で一般単独事業債ですとか、教育関係の事業債、施設整備等の費用に対する起債なので
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すけれども、こちらで交付税の算入がないものについては償還額が大きくなりますので、そ

ういったものをなるべく借り入れしないで過疎債を中心に借り入れをしていっている中で、

このような実質公債費比率になっている。この実質公債費比率は、3年間の平均ですので、

昨年、一昨年と数字が下がっていて、ことしも下がっていけば、これはもう前年よりも下が

っていく。吉田議員がいまおっしゃいましたように、公債費比率が18といいますか、15に近

い時期もうちはありました。この表でいくと真ん中に平成21年、22年、23年というふうに数

字が載っています。11.4％、10.3％、9.7％ですので、来年についての話をするのは少し早

いのかもしれませんけれども、いま現在下がって行っている中ではこのような数値で推移す

るものというふうには推測しています。以上です。

ほかにございませんか。○議長（岩館俊幸君）

(｢なし｣と呼ぶ声あり)

ほかになければ、以上をもちまして報告を終了いたします。○議長（岩館俊幸君）

報告第2号 平成23年度木古内町一般会計継続費の精算報告について

日程第9 報告第2号 平成23年度木古内町一般会計継続費の精算報○議長（岩館俊幸君）

告についてを議題といたします。

報告内容の説明を求めます。

町長。

ただいま上程になりました、報告第2号 平成23年度木古内町一般○町長（大森伊佐緒君）

会計継続費の精算報告について、事業年度の終了に伴い、地方自治法施行令第145条第2項の

規定によりご報告を申し上げます。

報告の内容につきましては、平成22年3月の町議会定例会において議決をいただいた継続

費につきまして、北海道新幹線建設に伴う町道付替工事が平成24年3月末に終了した事によ

る精算でございます。計画年割額の総額が4億5,618万3,000円に対して、実績は同額でござ

います。以上で報告を終わります。

報告が終わりました。○議長（岩館俊幸君）

質疑があればこれを許します。

質疑ございませんか。

(｢なし｣と呼ぶ声あり)

質疑がないようでございますので、以上をもって報告を終了いたし○議長（岩館俊幸君）

ます。

報告第3号 平成23年度木古内町水道事業会計継続費の精算報告について

日程第10 報告第3号 平成23年度木古内町水道事業会計継続費の精○議長（岩館俊幸君）

算報告についてを議題といたします。

報告内容の説明を求めます。
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町長。

ただいま上程になりました、報告第3号 平成23年度木古内町水道○町長（大森伊佐緒君）

事業会計継続費の精算報告について、事業年度の終了に伴い、地方公営企業法施行令第18条

の2第2項の規定により、ご報告を申し上げます。

報告の内容につきましては、平成22年3月の町議会定例会において、議決をいただきまし

た継続費につきましては、北海道新幹線建設に伴う水道管移設事業が平成24年3月末に終了

した事による精算であります。計画年割額の総額が9,655万8,000円に対して、実績は同額で

ございます。以上で報告を終わります。

報告が終わりました。○議長（岩館俊幸君）

質疑があればこれを許します。

質疑ございませんか。

(｢なし｣と呼ぶ声あり)

質疑なしと認めます。○議長（岩館俊幸君）

以上をもちまして報告を終了いたします。

報告第4号 平成23年度木古内町下水道事業特別会計継続費の精算報告について

日程第11 報告第4号 平成23年度木古内町下水道事業特別会計継続○議長（岩館俊幸君）

費の精算報告についてを議題といたします。

報告内容の説明を求めます。

町長。

ただいま上程になりました、報告第4号 平成23年度木古内町下水○町長（大森伊佐緒君）

道事業特別会計継続費の精算報告について、事業年度の終了に伴い、地方自治法施行令第14

5条第2項の規定により、ご報告を申し上げます。

報告の内容は、平成22年3月の町議会定例会において、議決をいただきました継続費につ

きまして、公共下水道事業が平成24年3月に終了したことによる精算であります。計画年割

額の総額が5,093万6,000円に対して、実績は5,093万5,500円でございます。計画年割額と支

払義務発生額の差額は500円の減でございます。以上で報告を終わります。

報告が終わりました。○議長（岩館俊幸君）

質疑があればこれを許します。

質疑ございませんか。

(｢なし｣と呼ぶ声あり)

質疑なしと認めます。○議長（岩館俊幸君）

以上をもちまして報告を終了いたします。
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承認第1号 専決処分の承認を求めることについて

日程12 承認第1号 専決処分の承認を求めることについてを議題と○議長（岩館俊幸君）

いたします。

提案理由の説明を求めます。

町長。

ただいま上程になりました、承認第1号 専決処分の承認を求める○町長（大森伊佐緒君）

ことについて、提案理由の説明を申し上げます。

地方自治法第179条第1項の規定により、平成24年度木古内町一般会計補正予算（第3号）

の専決処分を行い、歳入歳出予算の総額を40億5,908万9,000円とするものでございます。

補正内容につきましては、中学校費の各部活動・大会参加報償費に係わる補正でございま

す。

それでは、詳細につきましてご説明申し上げますので、歳出6ページをお開き願います。

2款 総務費、1項 総務管理費、1目 一般管理費、25節 積立金、33万8,000円の減額に

つきましては、この度の補正で増額となる財源について、財政調整基金を減額し充当するも

のでございます。

続きまして7ページをお開き願います。

10款 教育費、3項 中学校費、2目 教育振興費、8節 報償費、33万8,000円の追加につ

きましては、陸上部と吹奏楽部が全道大会に出場する報償費について、既定予算で不足する

額を追加するものでございます。

以上、よろしくご審議をお願いいたします。

提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。○議長（岩館俊幸君）

質疑ございませんか。

(｢なし｣と呼ぶ声あり)

質疑がないようですので、質疑を終了いたします。○議長（岩館俊幸君）

これより討論を行います。

討論ございませんか。

(｢なし｣と呼ぶ声あり)

討論なしと認め、討論を終結いたします。○議長（岩館俊幸君）

採決を行います。

お諮りいたします。

承認第1号 専決処分の承認を求めることについては、原案のとおり承認することにご異

議ございませんか。

(｢異議なし｣と呼ぶ声あり)

異議なしと認め、本案につきましては原案のとおり承認することに○議長（岩館俊幸君）

決定をいたしました。

昼食のため、午後1時まで休憩をいたしたいと思います。

休憩 午前１１時５０分

再開 午後０１時００分
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休憩を解き、会議を再開いたします。○議長（岩館俊幸君）

議案第1号 平成24年度木古内町一般会計補正予算（第4号）

議案第2号 平成24年度木古内町国民健康保険特別会計補正予算（第1号）

議案第5号 平成24年度木古内町水道事業会計補正予算（第3号）

議案第7号 平成24年度木古内町下水道事業特別会計補正予算（第1号）

日程第13 議案第1号 平成24年度木古内町一般会計補正予算（第4○議長（岩館俊幸君）

号 、日程第14 議案第2号 平成24年度木古内町国民健康保険特別会計補正予算（第1号 、） ）

日程第15 議案第5号 平成24年度木古内町水道事業会計補正予算（第3号 、日程第16 議）

案第7号 平成24年度木古内町下水道事業特別会計補正予算（第1号）は、関連がありますの

で一括議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

町長。

ただいま上程になりました議案第1号、議案第2号、議案第5号、議○町長（大森伊佐緒君）

案第7号につきましては、一括して上程となりましたので、議案ごとに提案理由の説明を申

し上げます。

はじめに議案第1号 平成24年度木古内町一般会計補正予算（第4号）につきましては、歳

入歳出予算の総額に、4億4,181万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を45億90万円とす

るものでございます。

補正の主な内容は、2款 総務費におきまして、平成23年度歳計剰余金や普通交付税の増

額等について、この度の補正財源として充当した後の剰余分を年度内の補正財源として、財

政調整基金の補正と備荒資金積立の補正でございます。3款 民生費は、国民健康保健特別

会計繰出金の補正でございます。4款 衛生費は、水道事業会計負担金と渡島西部広域事務

組合衛生負担金に係る補正でございます。6款 農林水産業費は、経営安定対策基盤整備緊

、 、 。急支援事業 駅前通商店街景観統一事業 大平栗山支線開設事業に係わる補正でございます

7款 商工費は、函館・みなみ北海道グルメパークインさいたま・大宮出展に係わる補正で

。 、 、 、ございます 8款 土木費は 下水道事業特別会計繰出金 木古内駅周辺整備事業用地購入

公営住宅解体工事に係わる補正でございます。9款 消防費は、渡島西部広域事務組合消防

負担金の補正でございます。10款 教育費は、食育推進事業、移転後の木古内中学校ボイラ

ー等管理業務委託、グラウンド整備事業、各部活動・大会参加報償費、臨時職員賃金などに

係わる補正でございます。13款 諸収入は、障害者介護給付費等の国及び道費の過年度精算

返還金の補正でございます。

なお、このあと詳細につきまして総務課長より説明をさせます。

次に、議案第2号 平成24年度木古内町国民健康保険特別会計補正予算（第1号）につきま

しては、歳入歳出予算の総額に6,508万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を8億7,892万

7,000円とするものでございます。

補正の内容は、渡島・檜山地方税滞納整理機構負担金及び出産育児一時金、平成23年度療



- 33 -

養給付費及び退職被保険者等療養給付費、特定健診事業費の確定に伴い道負担金の返還、並

びに予備費に係わる補正でございます。

それでは、詳細につきまして歳出からご説明を申し上げます。

議案の8ページをお開き願います。1款 総務費、2項 徴税費、1目 賦課徴収費、19節

負担金補助及び交付金 77万7,000円の追加につきましては、渡島・檜山地方税滞納整理機

構へ徴収を移管した税額の確定による国保税分について、国保特別会計より負担するもので

ございます。

続きまして次のページ、9ページをお開き願います。2款 保険給付費、3項 出産育児諸

費、1目 出産育児一時金、19節 負担金補助及び交付金 126万円の追加につきましては、

国保加入者の出産予定者の増が見込めるため追加するものでございます。

続きまして10ページをお開き願います。10款 諸支出金、1項 償還金及び還付加算金、3

目 償還金、23節 償還金利子及び割引料 2,129万2,000円の追加につきましては、平成23

年度一般被保険者及び退職被保険者等療養給付費の確定により、1,895万7,000円と192万3,0

00円を、特定健診受診者の確定により国、道負担金をそれぞれ20万6,000円を返還するもの

でございます。

続きまして11ページをお開き願います。11款 予備費、1項 予備費、1目 予備費 4,17

5万9,000円の追加につきましては、平成23年度の繰越確定額から、この度の歳出補正財源を

充当した後の剰余分を年度内の補正財源とするものでございます。

続きまして、歳入についてご説明をいたしますので、戻りまして6ページをお開き願いま

す。8款 繰入金、1項 一般会計繰入金、2目 一般会計繰入金、1節 一般会計繰入金は、

出産育児一時金に関する繰入でございます。

続きまして7ページをお開きでございます。9款 繰越金、1項 繰越金、1目 繰越金、1

節 繰越金 6,424万8,000円の追加につきましては、前年度の繰越確定額でございます。

以上、提案理由の説明といたします。

次に、議案第5号 平成24年度木古内町水道事業会計補正予算（第3号）につきましては、

1ページをお開き願います。収益的収入の予定額におきまして、営業収益を150万円減額し、

営業外収益へ同額の150万円を追加することとし、水道事業収益総額では、増減なしの1億4,

546万8,000円とするものでございます。

それでは、詳細につきましてご説明をいたします。

歳入5ページをお開き願います。1款 水道事業収益、1項 営業収益、2目 その他の営業

収益、節 負担金 150万円を減額し、2項 営業外収益、2目 他会計負担金、節 他会計

負担金 水道管網システム修正業務負担金として150万円の追加をお願いするものでござま

す。これは、北海道新幹線建設に伴う水道管網システムの修正業務について、鉄道・運輸機

構と当町の水道事業会計との協定を締結する予定で予算措置をしておりましたが、その後、

鉄道・運輸機構との協議の中で、この水道管網システム修正業務を含む3業務につきまして

は、一般会計で一括協定を締結することとなり、水道管網システム修正業務負担金につきま

しては、一般会計を通して水道事業会計に支出されることなりましたので、節・他会計負担

金での予算の組み直しとなったものでございます。

以上、提案理由といたします。
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次に、議案第7号 平成24年度木古内町下水道事業特別会計補正予算（第1号）につきまし

ては、歳入歳出予算の総額に40万円を追加し、歳入歳出予算の総額を2億352万2,000円とす

るものでございます。補正の内容は、前年度の繰越確定額に係わる補正でございます。

それでは、詳細につきまして、地方債からご説明を申し上げます。

。 、 、 、4ページをお開き願います 4ページは 下水道事業債について 前年度の繰越金を充当し

借入額を7,780万円とし、120万円の減額をお願いするものでございます。

続きまして、歳出についてご説明を申し上げます。

10ページをお開き願います。1款 総務費、1項 総務管理費、1目 一般管理費、19節

負担金補助及び交付金 40万円の追加につきましては、下水道接続者の増加を見込むもので

ございます。

続きまして、11ページでございます。3款 公債費、1項 公債費、1目 元金は、前年度

の繰越額のうち120万円を財源振替するものでございます。

次に、歳入につきましてご説明いたします。7ページをお開き願います。4款 繰入金、1

、 、 、項 繰入金 1目 他会計繰入金 1節 一般会計繰入金 4万1,000円の減額につきましては

、 。前年度の繰越金を 水洗化助成金及び公債費に充当した剰余分を減額するものでございます

続きまして、8ページでございます。5款 繰越金、1項 繰越金、1目 繰越金、1節 繰

越金 164万1,000円の追加につきましては、前年度の繰越確定額でございます。

続きまして、9ページでございます。7款 町債、1項 町債、1目 下水道事業債、1節

下水道事業債 120万円の減額につきましては、繰越金で発生した一般財源相当額を資本費

平準化債に充て、発行額を減額するものでございます。以上、提案理由といたします。

これを持ちまして、一括上程となりました議案ごとの提案理由の説明を終わります。

なお、議案第1号の詳細につきましては、このあと総務課長より説明をさせますので、ご

審議を賜りますようお願い申し上げます。

総務課長。○議長（岩館俊幸君）

ただいま上程されました議案第1号 平成24年度木古内町一般会計○総務課長（大野泰君）

補正予算（第4号）についてご説明申し上げます。

議案第1号 1ページの地方債の補正及び債務負担行為の補正についてご説明します。第2

条の地方債につきましては、6ページをお開き願います。臨時財政対策債 650万円の減額及

び道路整備事業債530万円、駐車場整備事業債 3,400万円の減額及び道路整備事業債 530

万円、駐車場整備事業債 3,400万円、都市計画整備事業債 170万円の追加による差し引き

3,450万円の追加です。

第3条の債務負担行為につきましては、7ページをお開き願います。土地改良総合整備事業

及び中山間地域総合整備事業で基盤整備を行い、受益者負担している農家への利子補給事業

を4年間延長する経営安定対策基盤整備緊急支援事業が創設されましたので、25年から3年間

の債務負担行為の追加です。

それでは、歳出からご説明します。

19ページをお開き願います。2款 総務費、1項 総務管理費、1目 一般管理費、9節 旅

費を12万9,000円減額し、19節 負担金補助及び交付金へ節の移動です。これは、北海道か

らの派遣職員の赴任旅費の支給方法が赴任先市町村の旅費規程による支出から、北海道の旅
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費基準による支給としたことにより、北海道へ負担金を納付するものです。

25節、積立金 3億3,240万円の追加につきましては、平成23年度 歳計剰余金の1億3,838

万9,000円及び普通交付税の増額、1億9,128万2,000円などを補正財源として充当したあとの

、 、 、譲与分について 預入金利が0.82％と高金利の備荒資金積立金として1億円を追加し また

年度内の補正財源として財政調整基金へ2億3,240万円の積立金の追加です。6目、新幹線推

進費、7目 広域観光推進費は財源振替 220万円です。これは、北海道新幹線を活用した地

域力拡大プロジェクトが北海道の平成24年度地域づくり総合交付金地域再生加速事業の採択

となったことによる振替です。事業メニューは、木古内駅開業プロモーション事業です。

続きまして、20ページです。2項 徴収費、1目 税務総務費、19節 負担金補助および交付

金 77万7,000円の減額は、平成24年度渡島・檜山地方税滞納整理機構負担金について、国

保税分が確定したことにより一般会計と按分した財源振替による減額です。

続きまして、21ページです。3款 民生費、1項 社会福祉費、1目 社会福祉総務費、28

節 操出金 84万円の追加は、国民健康保険特別会計操出金の追加で出産育児一時金に係る

操出金です。

続きまして、22ページです。4款 衛生費、1項 保健衛生費、1目 保健衛生総務費、19

節 負担金補助及び交付金 150万円は、水道管網システム修正業務に関して、水道事業会

計へ負担金の追加です。

続きまして、23ページです。2項 清掃費、1目 清掃総務費、19節 負担金補助及び交付

、 。金 692万9,000の減額は 渡島西部広域事務組合の按分率確定に伴う衛生負担金の減額です

続きまして、24ページです。6款、農林水産業費、1項 農業費、4目 農業振興費、19節

負担金補助及び交付金 23万円の追加は経営安定対策基盤整備緊急支援事業負担金の追加で

す。

続きまして、25ページです。2項 林業費、2目 林業振興費、8節 報償費を100万円追加

し、同額を負担金補助及び交付金の減額を行う節の移動です。これは、駅前通商店街景観統

一事業について、地域づくり総合交付金地域再生加速事業の対象となり、道南杉を活用した

まちなみ景観づくりに協力した謝礼金の支出金に代えるものです。13節 委託料を96万円減

額し、15節 工事請負費へ同額の節移動です。これは、7月から工事が開始されております

林業専用道大平栗山支線開設工事に関する設計委託料の確定による減額と、設計変更による

工事費の増こうが見込まれるため、補助金の交付決定額までの追加です。

続きまして、26ページです。7款 商工費、1項 商工費、2目 商工振興費、8節 報償費

6万7,000円、9節 旅費 6万7,000円、14節 使用料及び賃借料 12万円、19節 負担金補

助及び交付金 35万円、合わせて60万4,000円の追加は議案説明資料、資料番号4の1ページ

をお開き願います。南北海道の食を一堂に集め、広域観光の魅力を広く発信することを目的

に開催される函館・みなみ北海道グルメパークｉｎさいたま・大宮への出店費用についての

追加です。また、財源振替については、地域づくり総合交付金地域再生加速事業として280

万円、観光おみやげ品開発事業に180万円、はこだて和牛メニュー開発事業が100万円といき

いきふるさと推進事業助成金 80万円です。

続きまして、27ページです。8款 土木費、2項 道路橋梁費、2目 道路新設改良費は町

道双葉線の改良工事に係る起債借入分を見込む財源振替です。

続きまして、28ページです。3項 都市計画費、1目 都市計画総務費、28節 操出金 4



- 36 -

万1,000円の減額をお願いします。これは、下水道事業特別会計の平成23年度決算による繰

越金の確定等に伴う財源調整のため、操出金を減額するものです。3目 都市計画整備費、9

節 旅費 75万3,000円の追加は、駅周辺整備事業町外地権者への契約関係業務に出向く旅

費です。17節 公有財産購入費 1億635万円の追加は、5月補正予算で計上済みの西側駐車

場用地購入費の単価変更による増加分100万円と、観光交流センター用地購入費増加分290万

円と新たに北側駐車場用地購入費 9,638万円と新幹線駅アクセス道路用地購入費 607万円

の追加です。新幹線駅駐車場用地、北側駐車場に関しては、議案説明資料、資料番号4の2ペ

ージと3ページをお開き願います。購入する面積は、4,832､5平米です。単価は平米当たり2

、 、万1,200円としており ＪＲ木古内駅北側の土地の売買実例と位置を記載しておりますので

ご参照願います。

戻りまして、29ページです。4項 住宅費、2目 公営住宅建設費、15節 工事請負費 75

0万円の追加は、老朽化し入居見込みのない住宅を除去し、跡地を雪捨て場等に利用するも

ので、中野団地2棟8戸、港団地1棟4戸の解体です。

続きまして、30ページです。9款、消防費、1項 消防費、1目 消防費、19節 負担金補

助及び交付金 2,000円の減額は、渡島西部広域事務組合の事務局費及び本部職員人件費の

按分率確定による減額です。

続きまして、31ページです。10款 教育費、2項 小学校費、2目 教育振興費、11節 需

用費 25万9,000円、12節 役務費 8,000円、18節 備品購入費 2万3,000円、合わせて29

万円の追加は、北海道教育委員会の指定を受け、栄養教諭を中核とした食育推進事業を実施

する諸経費です。

続きまして、32ページです。3項 中学校費、1目 学校管理費、13節 委託料 135万9,0

00円の追加は、移転後の中学校のボイラー管理業務について、有資格業者への委託料です。

15節 工事請負費 318万2,000円の追加は、議案説明資料、資料番号4の4ページをお開き願

います。移設後の中学校のグラウンドについて、側溝、陸上競技場、鉄棒施設の整備を行う

ものです。

戻りまして、2目 教育振興費、8節 報償費 41万3,000円の追加は、各種大会や参加し

た生徒が上位の成績を修め、全道大会へ出場しており、今後の地区大会や全道大会への出場

を見込む追加です。

続きまして、33ページです。4項 社会教育費、2目 公民館費、4節 共済費 10万5,000

円、7節 賃金 68万4,000円、合わせて78万9,000円の追加は、社会教育グループの職員1名

が欠員となっており、ことし5月から臨時職員を雇用しています。この支出予算は、職員の

長期病気休暇などに対応するため予算組している総務費からの支出としており、10月以降は

雇用している公民館費で予算組みするものです。

続きまして、34ページです。5項 保健体育費、2目 保健体育施設費、13節 委託料 95

0万円の減額は、町民プール改修工事設計業務を平成25年度実施事業とするものです。3目

学校給食費、11節 需用費 61万6,000円の追加は、野菜くずや給食の残渣を処理するため

使用しているディスポーザーの修理費です。

続きまして、35ページです。13款 諸支出金、1項 還付金、1目 過誤納還付金、23節

償還金利子及び割引料 223万4,000円の追加は、平成23年度分の国及び道の負担金や補助金

の精算返還金です。
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次に、歳入についてご説明します。

10ページをお開き願います。8款 地方特例交付金、1項 地方特例交付金、1目 地方特

例交付金、1節 児童手当及び子ども手当特例交付金 10万円の減額は、平成24年度の交付

税本算定における交付金額の決定によるものです。2節 減収補てん特例交付金 81,000円

の追加は、平成24年度の交付税本算定における交付金額決定により住宅借入金等特別税額控

除分 8万1,000円追加です。3節 減税補てん特例交付金 180万円の減額は、恒久的な減税

に伴う地方税の減収の一部を補填する減税補てん特例交付金が減収補てん特例交付金へ整理

統合されたことにより、当初予算全額を減額するものです。

続きまして、11ページをお開き願います。9款 地方交付税、1項 地方交付税、1目 地

方交付税、1節 地方交付税 1億9,128万2,000円の追加をお願いします。これは平成24年度

の普通交付税の額の決定に伴う追加です。

続きまして、12ページです。13款 国庫支出金、2項 国庫補助金、3目 土木費補助金、

1節 住宅費交付金 375万円の追加は、社会資本整備総合交付金公営住宅解体事業交付金で

す。3節 都市計画費交付金 6,688万5,000の追加は、社会資本整備総合交付金駐車場整備

事業交付金として6,329万7,000円と、都市計画整備事業交付金 358万8,000円です。5目

農林水産業費補助金、1節 農業費補助金 23万円の追加は、経営安定対策基盤整備緊急支

援事業利子補給補助金です。

続きまして、13ページです。14款 道支出金、2項 道補助金、1目 総務費補助金、2節

地域づくり総合交付金 600万円の追加は、北海道新幹線を活用した地域力拡大プロジェク

トが北海道の平成24年度地域づくり総合交付金地域再生加速事業の採択となったことにより

追加です。

続きまして、14ページです。3項 道委託金、6目 教育費委託金、1節 小学校費委託金

29万円の追加は、食育推進事業委託金です。

続きまして、15ページです。18款 繰越金、1項 繰越金、1目 繰越金、1節 繰越金 1

億3,838万9,000円の追加は、前年度決算による繰越金の確定による追加です。

続きまして、16ページです。19款 諸収入、4項 受託事業収入、2目 土木費受託事業収

入、1節 道路事業受託収入 150万円の追加は、北海道新幹線建設に伴う町道付替事業受託

収入の追加です。

続きまして、17ページです。5項 雑入、1目 雑入、4節 雑入 80万4,000円の追加は、

いきいきふるさと推進事業助成金 80万円と雇用保険繰替金 4,000円の追加です。

続きまして、18ページです。20款 町債、1項 町債、1目 総務債、1節 臨時財政対策

債 650万円の減額は、平成24年度の交付税本算定における臨時財政対策債発行可能額確定

による減額です。3目 土木債、1節 道路整備事業債 530万円の追加は、新幹線駅アクセ

。 、ス道路及び町道双葉線に係る起債の追加です 2節 駐車場整備事業債 3,400万円の追加は

新幹線駅駐車場及びＪＲ駅西側駐車場に係る起債の追加です。3目 都市計画整備事業債 1

70万円の追加は、観光交流センターの用地購入に関する起債の追加です。

以上、よろしくご審議をお願いいたします。

提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。○議長（岩館俊幸君）

質疑ございませんか。

(｢なし｣と呼ぶ声あり)
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質疑がないようですので、質疑を終了いたします。○議長（岩館俊幸君）

初に、議案第1号について討論を行います。

討論ございませんか。

(｢なし｣と呼ぶ声あり)

討論なしと認め、討論を終結いたします。○議長（岩館俊幸君）

採決を行います。

お諮りいたします。

議案第1号 平成24年度木古内町一般会計補正予算（第4号）については、原案のとおり可

決することにご異議ございませんか。

(｢異議なし｣と呼ぶ声あり)

異議なしと認め、本案については、原案のとおり可決することに決○議長（岩館俊幸君）

定をいたしました。

次に、議案第2号について討論を行います。

討論ございませんか。

(｢なし｣と呼ぶ声あり)

討論なしと認め、討論を終結いたします。○議長（岩館俊幸君）

採決を行います。

お諮りいたします。

議案第2号 平成24年度木古内町国民健康保険特別会計補正予算（第1号）については、原

案のとおり可決することにご異議ございませんか。

(｢異議なし｣と呼ぶ声あり)

異議なしと認め、本案については、原案のとおり可決することに決○議長（岩館俊幸君）

定をいたしました。

次に、議案第5号について討論を行います。

討論ございませんか。

(｢なし｣と呼ぶ声あり)

討論なしと認め、討論を終結いたします。○議長（岩館俊幸君）

採決を行います。

お諮りいたします。

議案第5号 平成24年度木古内町水道事業会計補正予算（第3号）については、原案のとお

り可決することにご異議ございませんか。

(｢異議なし｣と呼ぶ声あり)

異議なしと認め、本案については、原案のとおり可決することに決○議長（岩館俊幸君）

定をいたしました。

次に、議案第7号について討論を行います。

討論ございませんか。

(｢なし｣と呼ぶ声あり)

討論なしと認め、討論を終結いたします。○議長（岩館俊幸君）

採決を行います。

お諮りいたします。
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議案第7号 平成24年度木古内町下水道事業特別会計補正予算（第1号）については、原案

のとおり可決することにご異議ございませんか。

(｢異議なし｣と呼ぶ声あり)

異議なしと認め、本案については、原案のとおり可決することに決○議長（岩館俊幸君）

定をいたしました。

議案第3号 平成24年度木古内町後期高齢者医療特別会計補正予算（第1号）

日程第17 議案第3号 平成24年度木古内町後期高齢者医療特別会計○議長（岩館俊幸君）

補正予算（第1号）についてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

町長。

ただいま上程になりました、議案第3号 平成24年度木古内町後○町長（大森伊佐緒君）

期高齢者医療特別会計補正予算（第1号）について、提案理由の説明を申し上げます。

歳入歳出予算の総額に、135万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を1億6,728万2,000

円とする。補正の内容につきましては、前年度の繰越確定額及び健康診査実施委託料に係わ

る補正でございます。

それでは、詳細につきまして歳出からご説明を申し上げます。

8ページをお開き願います。2款 保健事業費、1項 保健事業費、1目 疾病予防費、13節

委託料 78万円の追加につきましては、健康診査受診人数の増加によるものでございます。

続きまして9ページでございます。5款 予備費、1項 予備費、1目 予備費 57万6,000

円の追加につきましては、平成23年度の繰越確定額から、この度の歳出補正財源を充当した

後の剰余分を、年度内の補正財源とするものでございます。

次に、歳入についてご説明をします。

6ページをお開き願います。5款 繰越金、1項 繰越金、1目 繰越金、1節 繰越金 87

万6,000円の追加につきましては、前年度の繰越確定額でございます。

続きまして、7ページでございます。6款 諸収入、3項 受託事業収入、1目 受託事業収

入、1節 健康診査等受託事業収入 48万円の追加につきましては、健康診査に関する後期

広域連合の負担金でございます。

以上、提案理由を終わります。よろしくご審議をお願い申し上げます。

提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。○議長（岩館俊幸君）

質疑ございませんか。

(｢なし｣と呼ぶ声あり)

質疑がないようですので、質疑を終了いたします。○議長（岩館俊幸君）

これより討論を行います。

討論ございませんか。

(｢なし｣と呼ぶ声あり)

○議長（岩館俊幸君）

討論なしと認め、討論を終結いたします。
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採決を行います。

お諮りいたします。

議案第3号 平成24年度木古内町後期高齢者医療特別会計補正予算（第1号）については、

原案のとおり可決することにご異議ございませんか。

(｢異議なし｣と呼ぶ声あり)

異議なしと認め、本案については原案のとおり可決することに決定○議長（岩館俊幸君）

をいたしました。

議案第6号 平成24年度木古内町介護保険事業特別会計補正予算（第1号）

日程第18 議案第6号 平成24年度木古内町介護保険事業特別会計○議長（岩館俊幸君）

補正予算（第1号）についてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

町長。

ただいま上程になりました、議案第6号 平成24年度木古内町介○町長（大森伊佐緒君）

護保険事業特別会計補正予算（第1号）について、提案理由の説明を申し上げます。

歳入歳出予算の総額に、25万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を6億6,036万7,000円

とする。補正の主な内容は、平成23年度における介護給付費の確定に伴う支払基金交付金及

び国や道の負担金の精算交付と前年度の繰越確定額に係る補正でございます。

それでは詳細について、歳出からご説明を申し上げます。

10ページをお開き願います。6款 予備費、1項 予備費、1目 予備費 25万6,000円の追

加につきましては、平成23年度の繰越確定額へ、この度の歳入補正財源を充当した後の剰余

分を年度内の補正財源とするものでございます。

次に歳入についてご説明いたします。

。 、 、 、6ページをお開き願います 4款 国庫支出金 1項 国庫負担金 1目 介護給付費負担金

2節 過年度分 1,05万3,000円の追加につきましては、介護給付費の確定による精算交付で

ございます。

続きまして7ページでございます。5款 支払基金交付金、1項 支払基金交付金、1目 介

護給付費交付金、2節 過年度分 75万5,000円の追加につきましても、同様に介護給付費の

確定による精算交付でございます。

続きまして8ページでございます。6款 道支出金、1項 道負担金、1目 介護給付費負担

金、2節 過年度分 312万9,000円の追加につきましても、同様に介護給付費の確定による

精算交付でございます。

続きまして9ページでございます。8款 繰越金、1項 繰越金、1目 繰越金、1節 繰越

金 468万1,000円の減額につきましては、前年度の繰越確定額でございます。

以上で提案理由の説明を終わります。よろしくご審議をお願い申し上げます。

提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。○議長（岩館俊幸君）

質疑ございませんか。

(｢なし｣と呼ぶ声あり)
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質疑がないようですので、質疑を終了いたします。○議長（岩館俊幸君）

これより討論を行います。

討論ございませんか。

(｢なし｣と呼ぶ声あり)

討論なしと認め、討論を終結いたします。○議長（岩館俊幸君）

採決を行います。

お諮りいたします。

議案第6号 平成24年度木古内町介護保険事業特別会計補正予算（第1号）については、原

案のとおり可決することにご異議ございませんか。

(｢異議なし｣と呼ぶ声あり)

異議なしと認め、本案については原案のとおり可決することに決定○議長（岩館俊幸君）

しました。

議案第 4号 平成24年度木古内町国民健康保険病院事業会計補正予算（第1号）

議案第 8号 木古内町病院事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴う

関係条例の整備に関する条例制定について

議案第 9号 木古内町病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例制定について

議案第10号 木古内町介護老人保健施設の施設長の給与に関する条例制定について

日程第19 議案第4号 平成24年度木古内町国民健康保険病院事業会○議長（岩館俊幸君）

計補正予算（第1号 、日程第20 議案第8号 木古内町病院事業に地方公営企業法の規定の）

全部を適用することに伴う関係条例の整備に関する条例制定について、日程第21 議案第9

号 木古内町病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例制定について、日程第22 議案第

10号 木古内町介護老人保健施設の施設長の給与に関する条例制定については、関連があり

ますので一括議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

町長。

、 、 、 、○町長 大森伊佐緒君（ ） ただいま上程になりました 議案第4号 議案第8号 議案第9号

議案第10号につきましては、一括して上程となりましたので、議案ごとに提案理由の説明を

申し上げます。

はじめに、議案第4号 平成24年度木古内町国民健康保健病院事業会計補正予算（第1号）

について、提案理由の説明を申し上げます。

1ページをお開き願います。収益的支出の予定額におきまして、医業費用を1,153万3,000

円減額し、病院事業費用総額を14億8,982万4,000円とし、議会の議決を経なければ流用する

ことのできない経費を9億907万3,000円に改めるものでございます。

なお、詳細につきましては、後ほど病院事務長より説明をさせます。

次に、議案第8号 木古内町病院事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴
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う関係条例の整備に関する条例制定について、提案理由の説明を申し上げます。

この条例は、病院事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴い、関連する条

例を整備するために制定するものでございます。

第1条から第10条までは条例の一部改正であり、第11条では条例の廃止を行うものござい

ます。

附則といたしまして、この条例は、平成24年10月1日から施行することとしております。

なお、詳細につきまして、後ほど病院事務長より説明をさせます。

次に、議案第9号 木古内町病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例制定について、

提案理由の説明を申し上げます。

この条例制定は、病院事業に地方公営企業法の規定の全部を適用させることにより、管理

者を設置することになりますので、その管理者の給与及び旅費について規定をするものでご

ざいます。

附則といたしまして、第1項では施行期日を規定しており、この条例は、平成24年10月1日

から施行することとしております。

第2項では、適用除外として現在実施している独自削減は行わないことを規定しておりま

す。

なお、詳細につきましては、後ほど病院事務長より説明をさせます。

、 、次に 議案第10号 木古内町介護老人保健施設の施設長の給与に関する条例制定について

提案理由の説明を申し上げます。

これまで、介護老人保健施設長の給与は、医師の給与等に関する条例の規定で支給してお

りましたが、この度の木古内町病院事業の地方公営企業法の全部適用に伴い、議案第8号で

この条例が廃止されますので、新たに施設長の給与に関する条例を制定するものでございま

す。

附則といたしまして、第1項では施行期日を規定しており、この条例は、平成24年10月1日

から施行するとしております。

第2項では、適用除外として現在実施しております独自削減は、行わないことを規定して

おります。

なお、詳細につきましては、総務課長より説明をさせますので、よろしくご審議をお願い

いたします。

以上、一括上程となりました、議案ごとの提案理由の説明を終わります。

なお、議案ごとの詳細につきましては、この後、担当者より説明をさせますので、よろし

くご審議をお願い申し上げます。

2時5分まで、暫時休憩いたします。○議長（岩館俊幸君）

休憩 午後０１時５２分

再開 午後０２時０５分

休憩を解き、会議を再開いたします。○議長（岩館俊幸君）
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それでは病院事務長より説明を求めます。

病院事務長。

○病院事務長（地本隆利君）

ただいま一括上程になりました、議案第4号、議案第8号、議案第9号についてご説明いた

します。

初に、議案第4号 平成24年度木古内町国民健康保険病院事業会計補正予算（第1号）に

ついてご説明申し上げます。

今回の補正は、地方公営企業法の規程の全部適用に伴う管理者の給与などを補正するもの

でございます。

それでは、議案6ページをお開き願います。1款 病院事業費用、1項 医業費用、1目 給

、 。 、与費の給料で 管理者分月額60万円の6か月分で360万円の追加 医師862万8,000円の減額は

当初予算で計上していた医師の給料を、現時点で医師の確保に至っておりませんので減額を

し、差引で給料502万8,000円を減額するものです。手当 329万8,000円の減額は、管理者及

び医師の各手当の追加、減額です。

次のページをお開き願います。同じく追加と減額ですが、管理者の診療業務手当で432万

円の追加は、医師である管理者が診療業務を行った場合に支給するものでございます。

次に、退職給与金 166万1,000円、法定福利費 163万3,000円は、それぞれ管理者の追加

と医師の減額を差し引いて減額するものでございます。3目 経費、旅費交通費、管理者の

赴任旅費として8万7,000円を追加するものでございます。

次に、議案第8号 木古内町病院事業に地方公営企業法に規程の全部を適用するとともに

関係条例の整備に関する条例制定について、ご説明いたします。

議案説明資料で説明いたしますので、5ページをお開き願います。

初に、例規類一覧表についてご説明します。

議案第8号の関係条例が№１の１、特別職等の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関

する支給条例から、№１の10、木古内町国民健康保険病院保育室条例までは条例の改正で、

それぞれ改正概要を明記しておりますので、なお青く塗りつぶしているのが改正する条文で

す。

6ページをお開き願います。№１の11、医師の給料等に関する条例から№1の15の木古内町

訪問看護費徴収に関する条例までは廃止する条例でございます。ここまでが議案第8号関係

です。なお、赤く塗りつぶしているのが廃止する条例でございます。

№2の16、木古内町病院事業管理者の給料の及び旅費に関する条例の制定は、議案第9号で

す。

、 、 。№3の17 木古内町介護老人保健施設施設長の給料に関する条例制定は 議案第10号です

次に、全部適用に伴い病院事業独自として規程を設けることから、現行ある町の規則、規

程を廃止又は改正し、病院事業で規程を制定する内容でございます。

№4の18の木古内町臨時職員等の任用及び勤務時間等に関する規程から29までは規則の改

、 、 。正と廃止 №5の30 木古内町事業管理者の特殊勤務手当に関する規則は制定でございます

№6の31、木古内町公印規程から7ページをお開き願います。№6の34、木古内町国民健康

保険病院事務専決規程から№25の60までは改正と廃止する規程であり、それに伴い病院事業
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で制定する規程でございます。それぞれ改正概要を明記しておりますので、ご参照をお願い

いたします。

それでは、関係条例の改正をご説明いたします。

8ページをお開き願います。特別職等の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する支

給条例の改正は、別表第1から木古内町国民健康保険病院運営審議会を削除するものです。

この審議会は、地方自治法第202条の3第1項の規定に基づき、町長の付属機関として置かれ

たものであり、全部適用では病院の業務執行が管理者の権限になることから、運営審議会を

廃止するものです。

次に、職員の給料に関する条例の改正は、第2条、第18条は文言の整理でございます。

9ページをお開き願います。第18の2第2項では、管理職手当の支給額から病院長やその他

管理職を削除する改正条文です。附則第35条は給料の自主削減の条文で、病院及び老健の医

師を削除する改正条文です。

10ページをお開き願います。職員の特殊勤務手当の支給に関する条例の改正は、第2条、

第3条は手当の種類及び支給範囲から病院職員の該当する手当を削除する改正条文です。

11ページをお開き願います。第4条は、文言の整理でございます。

12ページをお開き願います。企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の改正は、第7

条では管理者から町長又は管理者が指定するに改正、第11条の3の第2項は、町長又は管理者

が指定するに改正する条文です。

（委任）の第16条は、町長又は管理者が定めるのを追加する条文です。

次に、木古内町在宅福祉複合施設の設置及び管理に関する条例の改正は （施設の貸与）、

の第5条は、国民健康保険病院を病院事業へ改正する条文です。

13ページをお開き願います。木古内町国民健康保険病院事業の設置等に関する条例の改正

は、題名を国民健康保険病院から病院事業へ改正する条文です。

（病院事業の設置）の第1条は、介護サービスを追加し「病院事業を設置する」に改正す

る条文です。

（経営の基本）の第2条第2項は、病院事業が行う施設の位置、診療科目、事業内容及び病

床数を明記し、木古内町国民健康保険病院と追加し、14ページをお開き願います。併せて、

木古内町訪問看護ステーションを追加する条文です。

（法の適用）の第3条は、地方公営企業法第2条第3項及び地方公営企業法施行令第1条第1

項の規定に基づき、病院事業に法の規定の全部を適用する追加条文です。

（組織）の第4条は、法第14条の規定に基づき、管理者の権限に属する事務を処理させる

ため、木古内町国民健康保険病院及び木古内町訪問看護ステーションを置くとする追加条文

です。

15ページをお開き願います。第5条、第6条、第7条は、文言の整理でございます。

。 、 。16ページをお開き願います 第8条は 町長から管理者へ改正する条文と文言の整理です

（運営委員会）の第9条は、病院事業の適正かつ円滑な運営を図るため、木古内町病院事

業運営委員会を置く。2項 運営委員会は、病院事業の運営に関する調査及び研究をし、必要

に応じ意見を提言する。第3項、前2項に定めるもののほか、委員会の組織、運営その他の必

要な事項は、管理者が定める。以上が追加する条文です。この運営委員会は、木古内町国民

健康保険病院運営審議会に代わる組織であります。
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また、この委員会の規程ですが、資料25ページをお開き願います。第１条では設置、第2

条では委員数及び委嘱又は任命する委員、第3条では、日額報酬と交通費の支弁、第4条では

、 、 、 。任期 第5条では委員長及び副委員長の任務 第6条では会議 次のページをお開き願います

委員会の傍聴、審議内容の公開、第7条では庶務、第8条では委任を定めております。

資料の16ページにお戻りください。 後の行ですが （委任）の第10条は、町長から管理、

者へ改正する条文です。

17ページをお開き願います。木古内町国民健康保険病院使用条例の改正は、題名を国民健

康保険病院から病院事業へ改正する条文です。

（目的）第1条 木古内町訪問看護ステーションを追加する条文です。第2条と第5条は、

町長から管理者へ改正する条文です （入院及び退院）の第6条は削除します。削除する条文。

は、病院管理規定で整備するものでございます。

18ページをお開き願います。現行の（雑則）8条を（委任）第6条として、町長から管理者

へ改める条文です。

（ ） 、 （ ） 。過料 現行の第7条を削除し 新たに 過料 第7条の条文を追加するものでございます

次に、木古内町国民健康保険病院の利益及び資本剰余金の処分等に関する条例の改正は、

題名を国民健康保険病院から病院事業へ改正する条文です。

（目的）の第1条は、国民健康保険病院から病院事業へ改正する条文です。

19ページをお開き願います。木古内町国民健康保険病院奨学資金貸付条例の改正ですが、

文字の訂正をお願いいたします。第2条の町は、保険師とありますが、保険師の「険」が間

、 「 」 。 、 、違っておりましたので お詫びし健康の 健 に訂正お願いをいたします 第1条 第2条は

看護師へ奨学資金を貸し付けることにより、条文のを整理し改正するものでございます。

20ページをお開き願います。第3条から第8条までは、文言の整理と町長から管理者へ改正

する条文です。

21ページをお願いいたします。第9条は、看護師への奨学資金を貸し付ける条文へ整理し

改正するものでございます。

22ページをお開き願います。第10条から第12条までは、文言の整理と町長から管理者へ改

正する条文です。

次に、23ページをお開き願います。木古内町国民健康保険病院保育室条例の改正は、題名

を国民健康保険病院から病院事業へ改正する条文です。第1条から第7条までは、文言の整理

と病院長から管理者へ改正する条文です。

、 。 。次に 議案の議案第８号の 後のページをお開き願います 第11条では廃止する条例です

(1) 医師の給料等に関する条例を廃止しますが、木古内町病院事業職員給与規程で整備

します。

(2)非常勤病院長及び医員の報酬等に関する支給条例の廃止は、全部適用に伴い廃止をす

るものでございます。

、 、(3)木古内町国民健康保険病院運営審議会条例の廃止は 先ほど説明いたしましたように

全部適用では病院の業務執行が管理者の権限になることから、運営審議会を廃止するもので

ございます。

(4)木古内町訪問看護ステーションの設置及び管理に関する条例を廃止し、先ほど説明い

たしましたが、病院事業の組織の中で整備します。
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、 。(5)木古内町訪問看護費徴収に関する条例を廃止し 病院事業使用条例の中で整備します

附則として、この条例は平成24年10月1日から適用する。

後に、議案第9号について説明申し上げます。議案第9号 木古内町病院事業管理者の給

与及び旅費の関する条例制定についてご説明いたします。

第1条で目的を、第2条の給与は、管理者には、給与、期末手当、寒冷地手当及び管理者が

、 。医師である場合 診療業務に従事する場合の宿直手当及び特殊勤務手当を支給する条文です

第3条の給料の額は、給料月額を60万円とする。第2項、第3項は、就任の日、退任の場合

による給与額の支給方法の条文です。

第4条の期末手当、第5条の寒冷地手当は、木古内町長等の給与等に関する条例を適用する

条文です。

第6条の宿日直手当は、木古内町病院事業職員給与規程第7条の規程を適用する条文です。

第7条の特殊勤務手当は、給料月額に100分の120を乗じて得た金額を超えない範囲内で、

規則で定める条文です。

この規則でありますが、議案説明資料24ページをお開き願います。木古内町病院事業管理

者の特殊勤務手当に関する規則の第1条では目的、第2条では特殊勤務手当の種類、第3条で

は支給区分及び額、第4条では支給方法です。

議案第9号にお戻りください。第8条の旅費は、木古内町病院事業職員の旅費に関する規程

の適用する条文です。第9条の委任は、この条例に定めるもののほかは、職員の給与に関す

る条例の適用する条文です。附則として、この条例は平成24年10月1日から施行する。

以上でご説明を終わります。ご審議をよろしくお願いいたします。

総務課長。○議長（岩館俊幸君）

議案第10号 木古内町介護老人保健施設の施設長の給与に関する○総務課長（大野泰君）

条例制定について、提案理由の説明を申し上げます。

本条例の制定につきましては、先に提案のありました議案第8号 木古内町病院事業に地

方公営企業法の規定の全部を適用することに伴う関係条例の整備に関する条例制定について

の第11条、条例の 終ページになりますが、医師の給与等に関する条例について、この度の

全部適用に伴い廃止することから、地方公営企業法の規定の一部適用である介護老人保健施

設の施設長の給与に関する条例を制定するものです。

第1条では、目的について、木古内町介護老人保健施設の施設長の給与について定めるこ

ととし、第2条では施設長の受ける給与の種類について定め、第3条では給与の額について町

長が経歴や経験年数を考慮して定め、第4条では給料以外の給与について、ほかの行政職員

と同様の手当の支給の適用について規程しています。

以上、よろしくご審議をお願いいたします。

提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。○議長（岩館俊幸君）

質疑ございませんか。

2番 又地信也さん。

多岐にずいぶん渡っておりますので、整理をするために15分くらい○2番（又地信也君）

休憩をお願いします。

それでは暫時休憩をしたいと思いますけれども、よろしいでしょう○議長（岩館俊幸君）
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か。

(｢異議なし｣と呼ぶ声あり)

皆さん、それぞれ目を通していただく時間があったほうがよいので○議長（岩館俊幸君）

はないかと思いますので、議長のほうで、それでは2時45分まで休憩をしたいと思います。

休憩 午後２時２７分

再開 午後２時５８分

休憩を解き、会議を再開いたします。○議長（岩館俊幸君）

大変、ボリュームが多かったために15分間という時間をいただいて、2時45分まで休憩し

て、その間に目を通す時間をいただきたいということでございましたけれども、15分多くな

りまして30分目を通していただきました。それで3時になりましたことをお詫びを申し上げ

たいと思います。

それでは、休憩を解き、これから始めたいと思います。

提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

質疑ございませんか。

6番 竹田努さん。

1点だけ確認させてただきたいと思います。○6番（竹田努君）

資料の24ページの管理者の特殊勤務手当に関する規則でありますけれども、この3条の診

療日数が1日、2日、3日以上というこの定義。それと3日以上の場合はこの上限がないと、4

日でも5日でもこの月額72万円という金額なのか。なぜ、10月が1日で、11月が2日で、12月

が3日、こういう定義なのかどうなのかという、週の診療日数の部分の説明をお願いしたい

と思います。

病院事務長。○議長（岩館俊幸君）

この第3条の診療日数については、外来のいわゆる一般的な○病院事務長（地本隆利君）

医師の用語で言いますと、コマ数と言いますか、午前1コマ、これを1日で換算しますけれど

も、だいたい午前午後で分かれていきます。その中で、病院の外来の診療の中に組み入れた

場合、週1日とか、この場合は48万円。週2回、例えば月曜日と木曜日とか、この場合は週2

回。週3回は同じように3回、それ以上になったらこの72万円をマックスとするということに

しています。あくまで、これは外来の診療体制を意味しているところでございます。以上で

す。

6番 竹田努さん。○議長（岩館俊幸君）

そうしますと、管理者に迎えようとしている医師も内科だと聞いてい○6番（竹田努君）

るのですが、そうすれば内科が現在2名で外来の診療を行っていると思いますけれども、そ

うすれば3名体制で行う。患者が込んで来たら週2回というか2日、診療をさせる。そういう

ことなのか。月によって10月は週1回ですよというふうに決めるのか、曜日で、例えば管理

者の診察日を特定するのかという部分がちょっと何か見えないような気がするのですけれど

も、再度お願いします。

病院事務長。○議長（岩館俊幸君）

以前に管理者を予定しているかたについて、総務・経済常任○病院事務長（地本隆利君）
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委員会で説明を申し上げましたときには、内科医というふうにはしておりませんでした。内

科医ではございません。それで、この診療日数はあくまでも当病院の外来診療体制といいま

すか、その中に組み入れるということで、その週に2回。いま現在は、内科医は2名おります

けれども、週3日、週4日になっています。この管理者が週1回、あるいは2回等と組み入れた

ときにそれぞれの1日、2日、それぞれ月額48万円から60万円とか、そういうふうに支給する

ということです。あくまでも、診療体制が組み入れるという前提でこの第3条を設けており

ます。

6番 竹田努さん。○議長（岩館俊幸君）

外来の診療体制に組み入れる、サイクルに入れると言うのはわかりま○6番（竹田努君）

す、理解できます。ただ、月によっての部分なのか、その月によって異なるということなの

か、どうなのかという部分がちょっと見えていないのです。

病院事務長。○議長（岩館俊幸君）

月という設定はしておりません。あくまでも、その週、月曜○病院事務長（地本隆利君）

日から開院している金曜日、この中に組み入れるということですから、週1回やれば月額、

毎週いっていますから、その中で毎週1回、例えば毎週1回やって累積されていきますから、

そうすると月額48万円という支給をするということです。月額です、週に組み入れるという

ことです。

4回目ですから。6番 竹田努さん。○議長（岩館俊幸君）

終わりますけれども、そうすれば、例えば第1週に1日診療体制に組み○6番（竹田努君）

入れた。例えば、第4週に3日組み入れたということになれば、要するにこのマックスの72万

円の支給だという、僕はそういうことも含めて聞いているのですよ。例えば、1週目は1日、

2週目も1日、3週目も1日、4週目だけ3日診療しました。そうした場合でも、当然週3日とい

う定義ですから48万円でなくて、72万円の支給をしなければならないという、そういうこと

なのですねということを聞いているのです。

病院事務長。○議長（岩館俊幸君）

いま、竹田議員さんが言ったように、週3回やった日があっ○病院事務長（地本隆利君）

たということは、当然ながらこの月額に反映されています。ただし、いま予約制でございま

すから、当然ながら常に常に毎週毎週この先生が、診療、曜日、時間、変更というのは想定

。 、 、 、はしていません あくまでも 変更があるところは ある時はあるかもしれませんけれども

ほとんどはこの診療体制で変わらずにいこうというふうにいま思っています。万が一、そこ

かの欠員が生じて、医師の欠員が生じた時に、週に2回、3回を組み入れていかなければなら

ないと、これは変動しないということですから､変えていくということですから、そこから

支給されるということです。

ほかにございませんか。○議長（岩館俊幸君）

9番 東出洋一さん。

直接この条例をいま審議しているのですけれども、ただ一つ心配な○9番（東出洋一君）

のは、町長に聞いておきたいのですけれども、いままでこっち本庁から、例えば病院、それ

から教育委員会、老健と、いろいろと出向というのか、辞令一つでそちらこちら動きますよ

ね。人事異動というものがありますよね。ただ、今度この病院に関しては、同じ公務員なの

、 、 、 、ですけれども そういう人事の交流といいますか 内部での異動 それらのものについては
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、 、 、 。どのような考え方でいるのか その辺 この機会ですので お伺いしておきたいと思います

実は、今度管理者は町長ではなくて、管理者がきちんと決まってしまうと。そして、その

中でのいろいろなルールをつくり、そしていろんな仕事があるわけなのですけれども、そこ

までの介入というのは語弊がありますけれども、そういう人事の異動についてはどのように

考えているか。

町長。○議長（岩館俊幸君）

、 、○町長 大森伊佐緒君（ ） 制度が新たになったあとの人事関係につきましては 病院の医師

あるいは看護師、技術職、病院に直接関係する職員についての異動というのは考えておりま

せん。ただし、事務職につきましては、町との交流は十分ございますので、これまでのよう

に人事異動の中で配置を考えてまいります。

9番 東出洋一さん。○議長（岩館俊幸君）

そうしますとその旨については、この10月1日から管理者が決定さ○9番（東出洋一君）

れるわけですけれども、町長との引き継ぎとなりますか、いままで全部町長が責任を持って

やって来たわけですけれども、今度は管理者に平たく言えば、事務の引き継ぎみたいなもの

になってくるのだろうと私は思うのですけれども、ちょっとその辺についても、そうすると

新しい管理者と町長の中ではそういう議論をされ、そしてある程度一定の時期をみて、こう

見ますとずいぶんはっきり言いまして、病院に長い事務のかたもおりますし、その辺につい

ては病院事務長の所管事務調査の中であった言葉だと私は思うのですけれども 「病院はい、

ろいろなレセプト関係だとかいろいろなものがあるので、長くいてくれたほうが良いのだよ

な」というようなことがあったのですけれども、やはりその辺は、なかなか長くそこにいる

といろいろと語弊等もないとも言い切れないし、その辺を十分配意して、そしてそういう事

務の引き継ぎ等を考えていくのか、再度改めてお伺いしておきます。

町長。○議長（岩館俊幸君）

お尋ねにありますように、専門的な仕事をしている職員もおりま○町長（大森伊佐緒君）

すので、これまでもそのような仕事をしているかたの人事については大変難しい面がありま

した。現在、限られた人員での町政運営でございますので、なかなか専門的になりますと異

動は難しいのでありますが、管理者との協議の中で進めてまいりたいと考えております。

ほかにございませんか。○議長（岩館俊幸君）

2番 又地信也さん。

10月1日からの適用ということなのですけれども、私も10月1日から○2番（又地信也君）

の適用には反対するものではないのですが、いままで従来あった病院の運営審議会に、この

、 。 、 、全適の部分では 町長は諮問いたしましたか これは 私がなぜこのことを聞くかというと

いままでの事務調査の段階の中で、運営審議会に諮問したと。そして、運営審議会が答申を

受けた中で、こうこうこういう運審からの答申はこうでしたというあれがいままでないので

すよね。だから、そこのところを1点確認しておきたいということと、10月1日から全適開始

という中で、管理者が実際にスタートして、管理者自らが指定する部分というのは、これは

事務長、残されているものがあるのですか。まず、この2点を先に伺っておきます。

病院事務長。○議長（岩館俊幸君）

廃止を予定されている運営審議会については、諮問して町長○病院事務長（地本隆利君）

に答申をするという、これは地方自治法の202条の中で規定される付属機関、町長の付属機
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関としての位置づけとされています。

そして、今度は経営がすべてこの公営企業法が適用になることによって、管理者が権限を

持つということになると、この地方自治法202条が適用がされません。したがって、病院管

理者、この設置をする運営審議会の代わりに、いま先ほど前段に資料で説明を申し上げまし

たけれども、ここにいろんな職種のかたが入ってもらって、それらの職種から提言を受ける

と。提言を受けて、その管理者が具体的にどうするか。 終的に管理者の判断によると思い

ますけれども、そこで運営委員会の提言を受けて、管理者がどう運営に反映していくか、こ

こだというふうに思っております。

したがって、運営委員会の規程で定めるということです。設置はあくまで条例ですけれど

も、中身については規程で定めると。管理者、病院事業の規則、規程で定めるということで

す。病院の現在ある規程がまだ足りないのか、どうかと。これで全部ですかということのご

質問かというふうに思っています。この廃止の中に、現在ある規則、規程の中に病院に係わ

る問題がまだあります。今回、廃止規則の中で廃止する、例えば給食委員会あるいは感染委

員会等が、とりあえず廃止をされて、10月1日に向けて、新たに病院内規でつくるかつくら

ないか議論があります。これは、病院の運営に係わる各種委員会が病院の内部にあります。

ここをどのように整理をして、現在は内規でありますけれども、ここを病院規程できちんと

定めていくか、病院の内規でしていくかは、ここの議論がまだ未決定でございますので、そ

の辺は、規則、条例等々は公開の原則からすれば、それらについてもう少しわかるようにし

ていきたいなというふうには思っていますけれども、10月1日に向けてこれは整備していき

たいなと、ここが残されているところでございます。以上です。

2番 又地信也さん。○議長（岩館俊幸君）

事務長、私が聞きたいのは、例えば、いままででない方法をとりた○2番（又地信也君）

いという町長の意向。全適に向かって10月1日から。10月1日までは、病院の運営審議会とい

うのは生きているわけですよ。だから、従来の形でなくして、全適に向かうという部分につ

いての運営審議会の答申を受けましたかということなのです。

それと、公営企業法からいけば、たぶん管理者が設置という言葉、全適を開始して管理者

が決まってスタートしたと。スタートしてから、管理者自らがいろいろ規程なり、規則なり

。 、とかというものに手をかけていくということは私はあり得ると思うのですよ これは例えば

管理者の担当する事務だとか、あるいは権限だとか、そういうものを相対的に考えたときに

は、これは当然あってしかるべきです。だから、私がいまちょっと不安に感じるのは、10月

1日からの適用をするのであれば、まだ10月1日にならないと管理者になるかたの採用は決ま

っていないわけだから、そうですよね。いまのところは内定です。すると、ある意味では、

1か月くらい前に採用して、条例から規程から規則から、あるいは管理者の職務、事務担当

する部分、そういうものの諸々を1か月前にさかのぼって、もう既に管理者と頭を付け合わ

せして、そして1か月後にスタートするというのが本来のスタートの仕方ではないのかなと

私は思うのです。やはり、例えば管理者が決まりました、スタートした。管理者の権限とい

うのはずいぶんあるのです。大変な権限ですよ。それから、事務の分担等々、いろいろある

中で、たぶんいま10月1日からスタートしようとしても、実際に来た管理者が「あれ」と思

う点がこれからずいぶん増えてくる可能性がある。その辺、町長、ずいぶん私は心配なので

す。ですから、もし10月1日から、去年の11月ですか、町長が全適云々の話を出して、そし
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て「新年度からスタートしたい」という中で、いろいろお話がありましたけれども 「そん、

なに急がないとだめですか」という話も常任委員会でありました。

よくよく考えてみると、やはり、スタートする1か月前に管理者を採用、成るべく人を、

予定者を採用して、そして1か月、私は1か月でも足りないのではないのかなという気がしな

いでもないのです こんなにたくさんあるのだから そして スタートするのであれば よ。 。 、 、「

し 、管理者と頭を交えていろいろ検討して、条例の部分、規程の部分、規則の部分、いろ」

いろやった中で「はい、いいです」と 「間違いなく、手落ちがない」という形のスタート。

をして欲しかったなと。ですから、今、言う10月1日云々に関しては、反対するものではあ

りませんけれども、大変私とすれば、不安要素というか、そんなものを強く感じないわけで

はないのです。この辺は、町長、事務長、どうですか。

初に町長。○議長（岩館俊幸君）

2点のお尋ねがございましたので、ご説明を申し上げます。○町長（大森伊佐緒君）

まず 初に、現在の病院の運営審議会に対して、諮問をしているかというお尋ねでござい

、 、 。 、ますが 書面をもった諮問 そして書面による答申というのはございません 早い時期から

これらにつきまして、委員の皆様にご説明を申し上げ、数回にわたるこれまでの運審の中で

議論を重ね、皆様がたにご理解をいただき、先月も行われた運審の中では 「これが 後に、

なるかもしれませんね」と、いうことで皆さんがたのご理解をいただいたところでございま

す。

次に、又地議員がご心配されます、管理者がすぐ着任して、そして病院の経営に当たれる

かということでございまして、議員お尋ねのとおり、早めの採用が望ましいということは十

分理解をいたします。しかし、この間、条例あるいは規則を作成するに当たり、該当する管

理者候補とも様々な面で打ち合わせをさせていただいております。

また、前任の経歴から、当時の病院でこの制度を実施するときに参画をされ、様々な設立

に当たって尽力をされたという経験も伺っておりますので、その点につきましては、ある程

度スムーズに運営をしていただけるものと思っております。

また、私どもが、まだ十分に病院の問題点を当該管理者候補のかたにご説明をしておりま

せんので、大雑把な説明にいま留まっております。したがいまして、本日、議会の議決を経

、 、 、た後に 詳細な病院が抱える課題についても 就任前にお会いすることにしまして説明をし

できる限り就任間もなくスムーズな管理ができるように努めてまいりたいと思っておりま

す。

事務長のほうから何かありますか。○議長（岩館俊幸君）

よろしいですか。

2番 又地信也さん。

。 、 。 、 、○2番 又地信也君（ ） なるほど 全適の部分では 私は本当に賛成したいと ただ 町長

10月1日施行と、これは案なのですよね。だから、ある意味では、管理者と頭を突き合わせ

て、いろいろ対策を練る期間が仮りに1か月必要だとすれば、私は議会側として修正案を出

すこともできるのですよ。

これは、例えば、施行月日は11月1日というような修正案も出せるには出せるのです。た

だ、先方との採用するかたとのコミュニケーション等々、議長も交えた中でお話もしたとい

うことですから、この辺はいた仕方しかたないのかなと思うのですけれども、 後に1点。
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この管理者というのは、さっき事務長のほうから特別職云々の部分での説明もあったので

すけれども、管理者というのは町長が任命するとあるのですが、これは特別職になるのかど

うかというところをちょっと確認したいのですが。

病院事務長。○議長（岩館俊幸君）

地方公務員法の第3条3項に特別職はとあります。次に掲げる○病院事務長（地本隆利君）

職とする。その中の1の2項で、地方公営企業の管理者及び企業団の企業長の職と明記されて

います。この地方公営企業の管理者が病院の地方公営企業ですから、管理者ですから特別職

に該当するということでございます。

2番 又地信也さん。4回目ですので、よろしくお願いします。○議長（岩館俊幸君）

4回目ですけれども、ちょっと肝心なことなので5回目になるかもし○2番（又地信也君）

れません。

特別職の給料というのは、60万円と今回決まって条例で出てきました。特別職の給料を決

めるときは、報酬審議会等に諮らなくてもいいのですか。

それと、その辺ですね。私はある意味では、町長が任命するという形であれば 「いやい、

や、どちらなのだろう」と、そう思っていたのですよ。いま、事務長からの説明で 「特別、

職です」ということになれば、常任委員会では副町長相当の給料ということであったのです

よね。私は、副町長というのは特別職だと思いながらいたのですけれども、今回、いま事務

長からの答弁で「特別職です」と言うのであれば、報酬審議会にかけないとだめでないのか

、 、 。という問題点が出て来るのではないのかなと思うのですが 町長 この辺はどうなのですか

それでは暫時、休憩いたします。○議長（岩館俊幸君）

休憩 午後３時２６分

再開 午後３時３６分

休憩を解き、会議を再開いたします。○議長（岩館俊幸君）

総務課長。

お時間をいただきまして、大変ありがとうございます。○総務課長（大野泰君）

地方公務員法の規定になるのですけれども、地方公務員法の第３条で一般職と特別職を分

けています。特別職については、次に掲げる職ということで、就任について、公選または地

方公共団体の議会の選挙、議決、若しくは同意によることを必要とする職というふうになっ

ております。公選によるものというのは、地方議会の議員等、あるいは市町村長等が該当し

ます。議会の同意によるものにつきましては、副町長、教育長等が該当いたします。

法令に基づく委員というのは、この1条の3項に地方公営企業の管理者及び企業団の企業長

の職については、これは地方公営企業法のほうで特別職という定めがあります。ですので、

法令に基づく特別職が全適病院の管理者ということになります。

一方、報酬審議会につきましては、当町の報酬審議会条例では、議員報酬、町長、副町長

の給与について審議するということになっておりまして、管理者についてはこの条文に入っ

ておりません。そこで、今回の提案に当たっては、管理者について副町長と同等の職という

ような、そういう位置付けをいたしまして60万円ということを町長による給料の提案という

ことにしております。以上です。
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ほかに、ございませんか。○議長（岩館俊幸君）

2番 又地信也さん。

すみません、5回目ですけれども、うちの病院と同規模の病院で、○2番（又地信也君）

全適適用の病院の管理者の給料と比較してうちはどうなのでしょうか。それは、当初決めた

のは、副町長クラスということで決めたようですけれども、私はある意味ではうちの病院と

、 、 、同程度 うちは99床ですけれども 同程度の病院の経営内容にもよると思うのですけれども

60万円と決めるにはやはり同じような全適を受けている病院の給料等も参考にすべきだろう

というふうに私は思っているのですよ。それで、その辺の検討はなさったのかどうか。

病院事務長。○議長（岩館俊幸君）

北海道内において当院と同規模で全適をやって管理者をおい○病院事務長（地本隆利君）

ているのはないです。ただし、市立病院では、それぞれ稚内あるいは室蘭、小樽、函館市等

があります。ここはあくまでも規模が大きいので、それで一番私が参考にしたのは、東北に

ある一関市の藤沢国保病院ですけれども、ここの管理者が副町長と同じ62万7,900円という

。 、 。形で設定をしております やはり これは副町長の相当職ということをお聞きしております

したがって、当病院と比較をしてというのはこの道内にはないということでございます。

以上です。

ほかに、ございませんか。○議長（岩館俊幸君）

(｢なし｣と呼ぶ声あり)

ほかにないようですので、質疑を終了いたします。○議長（岩館俊幸君）

初に、議案第4号について討論を行います。

討論ございませんか。

(｢なし｣と呼ぶ声あり)

討論なしと認め、討論を終結いたします。○議長（岩館俊幸君）

採決を行います。

お諮りいたします。

（ ） 、議案第4号 平成24年度木古内町国民健康保険病院事業会計補正予算 第1号 については

原案のとおり可決することにご異議ございませんか。

(｢異議なし｣と呼ぶ声あり)

異議なしと認め、本案については、原案のとおり可決することに決○議長（岩館俊幸君）

定いたしました。

次に、議案第8号について討論を行います。

討論ございませんか。

(｢なし｣と呼ぶ声あり)

討論なしと認め、討論を終結いたします。○議長（岩館俊幸君）

採決を行います。

お諮りいたします。

議案第8号 木古内町病院事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴う関係

、 。条例の整備に関する条例制定については 原案のとおり可決することに異議ございませんか

(｢異議なし｣と呼ぶ声あり)

異議なしと認め、本案については、原案のとおり可決することに決○議長（岩館俊幸君）
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定いたしました。

次に、議案第9号について討論を行います。

討論ございませんか。

(｢なし｣と呼ぶ声あり)

討論なしと認め、討論を終結いたします。○議長（岩館俊幸君）

採決を行います。

お諮りいたします。

議案第9号 木古内町病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例制定については、原案

のとおり可決することにご異議ございませんか。

(｢異議なし｣と呼ぶ声あり)

異議なしと認め、本案については、原案のとおり可決することに○議長（岩館俊幸君）

決定いたしました。

次に、議案第10号について討論を行います。

討論ございませんか。

(｢なし｣と呼ぶ声あり)

討論なしと認め、討論を終結いたします。○議長（岩館俊幸君）

採決を行います。

お諮りいたします。

議案第10号 木古内町介護老人保健施設の施設長の給与に関する条例制定については、原

案のとおり可決することにご異議ございませんか。

(｢異議なし｣と呼ぶ声あり)

異議なしと認め、本案については、原案のとおり可決することに決○議長（岩館俊幸君）

定をいたしました。

議案第11号 木古内町水道事業の設置に関する条例の一部を改正する条例制定について

日程第23 議案第11号 木古内町水道事業の設置に関する条例の一○議長（岩館俊幸君）

部を改正する条例制定についてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

町長。

ただいま上程になりました、議案第11号 木古内町水道事業の設○町長（大森伊佐緒君）

置に関する条例の一部を改正する条例制定について、提案理由の説明を申し上げます。

本条例の新旧対照表につきましては、議案説明資料、資料番号4の27ページ、28ページに

添付しておりますので、ご参照を願います。

改正内容につきましては、関連する条例間での、統一した表現とするための文言の整理で

ございます。具体的には、金額の単位を千円から万円とするものでございます。

附則といたしまして、この条例は、公布の日から施行することとしております。

以上で説明を終わります。よろしくご審議をお願いいたします。

提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。○議長（岩館俊幸君）
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質疑ございませんか。

(｢なし｣と呼ぶ声あり)

質疑がないようですので、質疑を終了いたします。○議長（岩館俊幸君）

これより討論を行います。

討論ございませんか。

(｢なし｣と呼ぶ声あり)

討論なしと認め、討論を終結いたします。○議長（岩館俊幸君）

採決を行います。

お諮りいたします。

議案第11号 木古内町水道事業の設置に関する条例の一部を改正する条例制定について

は、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。

(｢異議なし｣と呼ぶ声あり)

異議なしと認め、本案は原案のとおり可決することに決定をいたし○議長（岩館俊幸君）

ました。

議案第12号 木古内町災害対策本部条例の一部を改正する条例制定について

日程第24 議案第12号 木古内町災害対策本部条例の一部を改正す○議長（岩館俊幸君）

る条例制定についてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

町長。

ただいま上程になりました、議案第12号 木古内町災害対策本部○町長（大森伊佐緒君）

条例の一部を改正する条例制定について、提案理由の説明を申し上げます。

本条例の新旧対照表につきましては、議案説明資料、資料番号4の29ページに添付してお

りますので、ご参照を願います。

改正内容につきましては、災害対策基本法の一部が改正され、これまで災害対策本部の規

定が、都道府県と市町村で同じ条文（第23条）で対応しておりましたが、この度、都道府県

と市町村の災害対策本部の規定を分けたことにより、条文が移動になったもので改正するも

のでございます。

附則といたしまして、この条例は、公布の日から施行することとしております。

以上で説明を終わります。よろしくご審議をお願いいたします。

提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。○議長（岩館俊幸君）

質疑ございませんか。

(｢なし｣と呼ぶ声あり)

質疑がないようですので、質疑を終了いたします。○議長（岩館俊幸君）

これより討論を行います。

討論ございませんか。

(｢なし｣と呼ぶ声あり)

討論なしと認め、討論を終結いたします。○議長（岩館俊幸君）
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採決を行います。

お諮りいたします。

議案第12号 木古内町災害対策本部条例の一部を改正する条例制定については、原案のと

おり可決することにご異議ございませんか。

(｢異議なし｣と呼ぶ声あり)

異議なしと認め、本案については原案のとおり可決することに決定○議長（岩館俊幸君）

をいたしました。

議案第13号 木古内町立学校設置条例の一部を改正する条例制定について

日程第25 議案第13号 木古内町立学校設置条例の一部を改正する○議長（岩館俊幸君）

条例制定についてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

町長。

ただいま上程になりました、議案第13号 木古内町立学校設置条○町長（大森伊佐緒君）

例の一部を改正する条例制定について、提案理由の説明を申し上げます。

本条例の新旧対照表につきましては、議案説明資料、資料番号4の30ページに添付してお

りますのでご参照を願います。

改正内容につきましては、平成25年1月1日より、木古内中学校を旧木古内高等学校へ移転

することに伴い、位置を木古内町字木古内57番地の4から木古内町字木古内194番地の5に変

更するものでございます。

附則といたしまして、この条例は、平成25年1月1日から施行することとしております。

以上で説明を終わります。よろしくご審議をお願いいたします。

提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。○議長（岩館俊幸君）

質疑ございませんか。

2番 又地信也さん。

旧木古内高校を中学校にするということの住所変更でありますけれ○2番（又地信也君）

ども、もし、いまやっている工事等々が何かの理由で1月1日に間に合わないという心配をあ

る意味ではするのですが、12月の定例議会でもよかったのではないのかなと、そう思うので

すけれども、もし万が一、もう既に発注になっておりますけれども、1月1日、常任委員会で

の説明では冬期、冬休み中に引っ越しをするという予定でいるようですけれども、もし間に

合わなかったらどうするのか。だから、そういう意味では、私は12月の定例会でもよかった

のではないのかなと思うのですが、教育長どうですかね。

町長。○議長（岩館俊幸君）

中学校から旧木古内高等学校への施設の移転につきましては、そ○町長（大森伊佐緒君）

れぞれ発注事業所に対して、北海道並びに木古内町が工期を定めて発注をしております。し

たがいまして、何かの都合ということになりますと、事業所さん側の都合が考えられるかと

思います。また、何かの有事の際に引っ越しができないとか、こういったことが考えられま

すが、現時点では想定しておりませんでした。万が一、何かの理由で移転が難しいという場
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合には、改めて議会の皆様にご相談をさせていただきたいと思っておりますので、本件につ

きまして可決いただきますようお願い申し上げます。

ほかにございませんか。○議長（岩館俊幸君）

(｢なし｣と呼ぶ声あり)

質疑がないようですので、質疑を終了いたします。○議長（岩館俊幸君）

これより討論を行います。

討論ございませんか。

(｢なし｣と呼ぶ声あり)

討論なしと認め、討論を終結いたします。○議長（岩館俊幸君）

採決を行います。

お諮りいたします。

議案第13号 木古内町立学校設置条例の一部を改正する条例制定については、原案のとお

り可決することにご異議ございませんか。

(｢異議なし｣と呼ぶ声あり)

異議なしと認め、本案については原案のとおり可決することに決定○議長（岩館俊幸君）

をいたしました。

同意案第1号 木古内町教育委員会委員の任命について

日程第26 同意案第1号 木古内町教育委員会委員の任命について○議長（岩館俊幸君）

を議題といたします。

野村広章さんの退席を求めます。

(野村教育長 退席）

提案理由の説明を求めます。○議長（岩館俊幸君）

町長。

ただいま上程になりました、同意案第1号 木古内町教育委員会○町長（大森伊佐緒君）

委員の任命について、提案理由の説明を申し上げます。

次のページに資料を添付しておりますので、ご参照いただきたいと思います。

この度、木古内町教育委員会委員の任命について同意を求めます野村広章氏は、昭和55年

に木古内町役場に勤務され、その多くを教育関係の業務に就いて来られました。

平成20年10月からは、木古内町教育委員会教育長として、様々な諸課題に正面から向き合

い、その業績は、教育関係者はもとより町民の皆様が認めるところでございます。

勤勉実直で、ユーモアに溢れ、統率力に優れているかたでもあり、教育委員の適任者であ

り、引き続き当町の教育推進に貢献していただけるものと確信をいたしております。

以上、提案理由といたします。ご審議を賜り、満場一致での同意を賜りますようお願いを

申し上げます。

提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。○議長（岩館俊幸君）

質疑ございませんか。

(｢なし｣と呼ぶ声あり)
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質疑がないようですので、質疑を終了いたします。○議長（岩館俊幸君）

これより討論を行います。

討論ございませんか。

(｢なし｣と呼ぶ声あり)

討論なしと認め、討論を終結いたします。○議長（岩館俊幸君）

採決を行います。

お諮りいたします。

同意案第1号 木古内町教育委員会委員の任命について、原案のとおり同意することに賛

成のかたはご起立をお願いいたします。

（賛成者起立）

全員起立でございます。○議長（岩館俊幸君）

よって、本案は原案のとおり同意することに決定をいたしました。

野村広章さんの復席を求めます。

暫時、休憩をいたします。

(野村教育長 復席）

休憩 午後３時４５分

再開 午後３時５６分

休憩を解き、会議を再開いたします。○議長（岩館俊幸君）

野村広章さんにご報告を申し上げます。

ただいま、同意案第1号 木古内町教育委員会委員の任命については、満場一致で同意を

されましたので、ご報告いたします。

おめでとうございました。

野村広章さんからご挨拶をお願いいたします。

議長のお許しをいただきましたので、一言ご挨拶を申し上げたい○教育長（野村広章君）

と思います。

ただいま、議員各位のご同意をいただきまして教育委員として再任されましたことは、大

変光栄でありますとともに責任の重さを痛感しているところでございます。

、 、教育に携わるかたがたとともに知恵を出し合い そして教育のために木古内町教育の発展

充実のために微力ながら誠心誠意努めてまいりたいというふうに考えているところでござい

ます。今後とも、議員各位におかれましては、ご指導ご鞭撻をいただきますようお願い申し

上げまして、再任に当たりましてのご挨拶にさせていただきたいと思います。

どうもよろしくお願いします。

どうもありがとうございました。○議長（岩館俊幸君）

これからも頑張ってやっていただきたいと思います。
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同意案第2号 木古内町教育委員会委員の任命について

日程第27 同意案第2号 木古内町教育委員会委員の任命について○議長（岩館俊幸君）

を議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

町長。

ただいま上程となりました、同意案第2号 木古内町教育委員会○町長（大森伊佐緒君）

委員の任命について、提案理由の説明を申し上げます。

次のページに資料を添付しておりますので、ご参照願います。

同意を求めます竹田光伸氏は、昭和62年3月に日本菓子専門学校を卒業され、その後、東

京、大阪の製菓店での勤務を経て、現在は家業であります有限会社末広庵の代表取締役社長

を務めてられております。

平成11年4月より今日まで、木古内町公民館運営審議会委員並びに木古内町社会教育委員

として、中央公民館の運営や社会教育の分野でご活躍していただいております。

また、竹田氏は小学校に通う児童の親御さんとして、積極的に学校教育活動に参画され、

現在は木古内小学校ＰＴＡ副会長としてご活躍されているほか、人格高潔でありますことな

どから、教育委員の適任者であり、今後における当町の教育推進に貢献していただけるもの

と確信をしております。

以上、提案理由といたしますので、ご審議をいただき、満場一致でご同意賜りますようお

願いを申し上げます。

提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。○議長（岩館俊幸君）

質疑ございませんか。

(｢なし｣と呼ぶ声あり)

質疑がないようですので、質疑を終了いたします。○議長（岩館俊幸君）

これより討論を行います。

討論ございませんか。

(｢なし｣と呼ぶ声あり)

討論なしと認め、討論を終結いたします。○議長（岩館俊幸君）

採決を行います。

お諮りいたします。

同意案第2号 木古内町教育委員会委員の任命について、原案のとおり同意することに賛

成のかたはご起立をお願いいたします。

（賛成者起立）

どうもありがとうございます。○議長（岩館俊幸君）

全員起立です。

よって、本案は原案のとおり同意することに決定をいたしました。
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同意案第3号 木古内町固定資産評価審査委員会委員の選任について

日程第28 同意案第3号 木古内町固定資産評価審査委員会委員の○議長（岩館俊幸君）

選任についてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

町長。

ただいま上程になりました、同意案第3号 木古内町固定資産評○町長（大森伊佐緒君）

価審査委員会委員の選任について、提案理由の説明を申し上げます。

次のページに資料を添付しておりますので、ご参照願います。

金田達也氏につきましては、昭和37年3月に北海道木古内高等学校を卒業し、同年4月から

、 、 、木古内町吏員 平成16年3月に当町を退職されたのち 平成18年10月から現在まで2期6年間

委員会委員としてご活躍をされております。

町職員として税務を担当した8年4か月、さらには、委員としての6年間の知識と経験を生

かして、委員の職責を果たしていただけるものと確信をしております。

以上、提案理由といたしますので、ご審議をいただき、満場一致での同意を賜りますよう

お願いを申し上げます。

提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。○議長（岩館俊幸君）

質疑ございませんか。

(｢なし｣と呼ぶ声あり)

質疑がないようですので、質疑を終了いたします。○議長（岩館俊幸君）

これより討論を行います。

討論ございませんか。

(｢なし｣と呼ぶ声あり)

討論なしと認め、討論を終結いたします。○議長（岩館俊幸君）

採決を行います。

お諮りいたします。

同意案第3号 木古内町固定資産評価審査委員会委員の選任について、原案のとおり同意

することに賛成のかたは、ご起立をお願いいたします。

（賛成者起立）

どうもありがとうございます。○議長（岩館俊幸君）

全員起立でございます。

よって、本案は原案のとおり同意することに決定をいたしました。

同意案第4号 被表彰者の決定について

日程第29 同意案第4号 被表彰者の決定についてを議題といたし○議長（岩館俊幸君）

ます。

地方自治法第117条の規定により、私、岩館が除斥対象となっておりますので、議長を副

議長と交代いたしますので、暫時休憩をいたします。
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(岩館議長 退席）

休憩 午後４時０４分

再開 午後４時０６分

休憩を解き、会議を再開いたします。○副議長（東出洋一君）

提案理由の説明を求めます。

町長。

ただいま上程になりました、同意案第4号 被表彰者の決定につ○町長（大森伊佐緒君）

いて、提案理由の説明を申し上げます。

木古内町表彰条例第5条の規定に基づき、表彰審査委員会へ自治功労者として岩館俊幸氏

を推薦したところ、平成24年8月31日開催の委員会におきまして決定となりましたので、本

議会での同意をお願いするものでございます。

岩館氏は、平成3年に木古内町議会議員に初当選以来、6期21年6か月に渡り優れた見識と

人格をもって、副議長や議会運営委員会委員長などを歴任され、現在は議長として地方自治

の振興発展に寄与されております。

、 、 、 、以上 提案理由といたしますので ご審議をいただき 満場一致での同意を賜りますよう

お願いを申し上げます。

提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。○副議長（東出洋一君）

質疑ございませんか。

(｢なし｣と呼ぶ声あり)

質疑がないようですので、質疑を終了いたします。○副議長（東出洋一君）

これより討論を行います。

討論ございませんか。

(｢なし｣と呼ぶ声あり)

討論なしと認め、討論を終結いたします。○副議長（東出洋一君）

採決を行います。

お諮りいたします。

同意案第4号 被表彰者の決定について、原案のとおり同意することにご異議ございませ

んか。

(｢異議なし｣と呼ぶ声あり)

異議なしと認め、本案は原案のとおり同意することに決定しまし○副議長（東出洋一君）

た。

10番 岩館俊幸さんの復席を求めます。

暫時、休憩いたします。

(岩館議長 復席）

休憩 午後４時０６分

再開 午後４時０７分
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同意案第5号 被表彰者の決定について

休憩を解き、会議を再開いたします。○議長（岩館俊幸君）

日程第30 同意案第5号 被表彰者の決定についてを議題といたします。

地方自治法第117条の規定により、9番 東出洋一さんの退席を求めます。

(東出副議長 退席）

提案理由の説明を求めます。○議長（岩館俊幸君）

町長。

ただいま上程になりました、同意案第5号 被表彰者の決定につ○町長（大森伊佐緒君）

いて、提案理由の説明を申し上げます。

木古内町表彰条例第5条の規定に基づき、表彰審査委員会へ自治功労者として東出洋一氏

を推薦したところ、平成24年8月31日開催の委員会におきまして決定となりましたので、本

議会での同意をお願いするものでございます。

東出氏は、平成3年に木古内町議会議員に初当選以来、6期21年3か月に渡り優れた見識と

人格をもって、議会運営委員会委員長や総務常任委員会委員長などを歴任され、現在は副議

長として地方自治の振興発展に寄与されております。

、 、 、 、以上 提案理由といたしますので ご審議をいただき 満場一致での同意を賜りますよう

お願い申し上げます。

提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。○議長（岩館俊幸君）

質疑ございませんか。

(｢なし｣と呼ぶ声あり）

質疑がないようですので、質疑を終了いたします。○議長（岩館俊幸君）

これより討論を行います。

討論ございませんか。

(｢なし｣と呼ぶ声あり)

討論なしと認め、討論を終結いたします。○議長（岩館俊幸君）

採決を行います。

お諮りいたします。

同意案第5号 被表彰者の決定について、原案のとおり同意することにご異議ございませ

んか。

(｢異議なし｣と呼ぶ声あり)

異議なしと認め、本案は原案のとおり同意することに決定をいたし○議長（岩館俊幸君）

ました。

9番 東出洋一さんの復席を求めます。

暫時、休憩いたします。

（東出副議長 復席）

休憩 午後４時１０分

再開 午後４時１１分
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同意案第6号 から 同意案第22号 被表彰者の決定について

休憩を解き、会議を再開いたします。○議長（岩館俊幸君）

日程第31 同意案第6号から日程第47 同意案第22号までの被表彰者の決定については一

括議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

町長。

ただいま上程になりました、同意案第6号から同意案第22号まで○町長（大森伊佐緒君）

につきましては、一括して上程となりましたので、議案ごとに提案理由の説明を申し上げま

す。

はじめに同意案第6号について、ご説明を申し上げます。

木古内町表彰条例第5条の規定に基づき、表彰審査委員会へ教育文化功労者として木元護

氏を推薦したところ、平成24年8月31日開催の委員会におきまして決定となりましたので、

本議会での同意をお願いするものでございます。

木元氏は、昭和59年10月に木古内町教育委員に就任され、7期28年に渡り学校教育行政の

推進に尽力されております。

この間、平成2年より6年間、教育委員長としてご活躍され、さらには木古内中学校ＰＴＡ

会長や木古内高等学校体育文化後援会長なども務められ、その功績は誠に顕著であります。

以上で説明を終わります。

次に、同意案第7号について説明を申し上げます。

木古内町表彰条例第5条の規定に基づき、表彰審査委員会へ教育文化功労者として伊藤ア

、 、サ氏を推薦したところ 平成24年8月31日開催の委員会におきまして決定となりましたので

本議会での同意をお願いするものです。

伊藤氏は、昭和56年4月に木古内町社会教育委員に就任され、16期32年に渡り社会教育行

政の推進に尽力されております。

さらに、昭和57年から木古内町文化団体連絡協議会副会長としてご活躍され、教育文化の

振興発展に寄与されております。

以上で説明を終わります。

次に、同意案第8号について説明を申し上げます。

木古内町表彰条例第5条の規定に基づき、表彰審査委員会へ教育文化功労者として村上セ

ツ子氏を推薦したところ、平成24年8月31日開催の委員会におきまして決定となりましたの

で、本議会での同意をお願いするものでございます。

村上氏は、昭和60年4月に木古内町社会教育委員に就任され、14期28年に渡り社会教育行

政の推進に尽力されております。

さらに、木古内町文化団体連絡協議会では積極的な活動を続けられるほか、木古内中学校

の学校評議員としてご活躍をされております。

以上で説明を終わります。
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次に、同意案第9号から同意案第20号までを説明申し上げます。

議案説明資料、資料番号6、1ページものでございます。消防団自治功労者一覧をご覧願い

ます。木古内町表彰条例第5条の規定に基づき、表彰審査委員会へ自治功労者として、佐々

木明氏、久村茂雄氏、畑中堅志郎氏、渥美徹氏、伊藤満洲男氏、加藤昇氏、西山菊男氏、岩

館隆喜氏、土門武広氏、高橋健二氏、吉田勝憲氏、石田敏昭氏、以上の12名を推薦したとこ

ろ、平成24年8月31日開催の委員会におきまして決定となりましたので、本議会での同意を

お願いするものでございます。

12名の皆様につきましては、資料に記載してありますとおり、それぞれ今日まで30年から

46年までの永きに渡り勤続されております。

この間、予消防活動を始め、消火活動、警戒活動などを率先して出動され、当地域の安心

・安全に多大な貢献をされております。

以上で説明を終わります。

次に、同意案第21号について説明を申し上げます。

木古内町表彰条例第5条の規定に基づき、表彰審査委員会へ社会功労者として苅部幾郎氏

を推薦したところ、平成24年8月31日開催の委員会におきまして決定となりましたので、本

議会での同意をお願いするものでございます。

苅部氏は、平成6年より木古内町社会福祉協議会評議員に就任され、19年間に渡り社会福

祉事業の推進に尽力されております。

この間、平成8年5月からは同協議会理事に、平成16年5月より会長に就任され、地域福祉

活動のリーダーとしてご活躍をされております。

また、平成18年4月より木古内町老人クラブ連合会会長に就任され、高齢者の生き甲斐活

動にも率先してご尽力されております。

以上で説明を終わります。

次に、同意案第22号について提案理由の説明を申し上げます。

木古内町表彰条例第5条の規定に基づき、表彰審査委員会へ社会功労者として浜坂幸吉氏

を推薦したところ、平成24年8月31日開催の委員会におきまして決定となりましたので、本

議会での同意をお願いするものでございます。

浜坂氏は、中学校まで当町で過ごされ、現在は札幌市内において浜坂皮フ科の院長として

経営に当たられております。

平成21年に、お父様が介護老人保健施設いさりびに入所されことをきっかけに、木古内町

の保健・医療・福祉の充実にと、継続的に多額の寄附をしていただき、当町の福祉行政の振

興発展に多大な貢献をされております。

以上で説明を終わります。

これを持ちまして、一括上程となりました、議案ごとの提案理由の説明を終わります。

ご審議をいただき、満場一致での同意を賜りますよう、お願いを申し上げます。

提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。○議長（岩館俊幸君）

質疑ございませんか。

(｢なし｣と呼ぶ声あり)
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質疑がないようですので、質疑を終了いたします。○議長（岩館俊幸君）

これより討論を行います。

お諮りいたします。

同意案第6号から同意案第22号までの一括議題につきましては、討論を省略することにご

異議ございませんか。

(｢異議なし｣と呼ぶ声あり)

異議なしと認め討論を省略することに決定をいたしました。○議長（岩館俊幸君）

初に、同意案第6号について採決を行います。

お諮りいたします。

同意案第6号 被表彰者の決定について、原案のとおり同意することにご異議ございませ

んか。

(｢異議なし｣と呼ぶ声あり)

異議なしと認め、本案については、原案のとおり同意することに決○議長（岩館俊幸君）

定をいたしました。

次に、同意案第7号について、採決を行います。

お諮りいたします。

同意案第7号 被表彰者の決定について、原案のとおり同意することにご異議ございませ

んか。

(｢異議なし｣と呼ぶ声あり)

異議なしと認め、本案については、原案のとおり同意することに決○議長（岩館俊幸君）

定をいたしました。

次に、同意案第8号について採決を行います。

お諮りいたします。

同意案第8号 被表彰者の決定について、原案のとおり同意することにご異議ございませ

んか。

(｢異議なし｣と呼ぶ声あり)

異議なしと認め、本案については、原案のとおり同意することに決○議長（岩館俊幸君）

定をいたしました。

次に、同意案第9号について、採決を行います。

お諮りいたします。

同意案第9号 被表彰者の決定について、原案のとおり同意することにご異議ございませ

んか。

(｢異議なし｣と呼ぶ声あり)

異議なしと認め、本案については、原案のとおり同意することに決○議長（岩館俊幸君）

定をいたしました。

次に、同意案第10号について採決を行います。

お諮りいたします。

同意案第10号 被表彰者の決定について、原案のとおり同意することにご異議ありません

か。

(｢異議なし｣と呼ぶ声あり)
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異議なしと認め、本案については、原案のとおり同意することに決○議長（岩館俊幸君）

定をいたしました。

次に、同意案第11号について、採決を行います。

お諮りいたします。

同意案第11号 被表彰者の決定について、原案のとおり同意することにご異議ございませ

んか。

(｢異議なし｣と呼ぶ声あり)

異議なしと認め、本案については、原案のとおり同意することに決○議長（岩館俊幸君）

定をいたしました。

次に、同意案第12号について採決を行います。

お諮りいたします。

同意案第12号 被表彰者の決定について、原案のとおり同意することにご異議ありません

か。

(｢異議なし｣と呼ぶ声あり)

異議なしと認め、本案は、原案のとおり同意することに決定をいた○議長（岩館俊幸君）

しました。

次に、同意案第13号について採決を行います。

お諮りいたします。

同意案第13号 被表彰者の決定について、原案のとおり同意することにご異議ありません

か。

(｢異議なし｣と呼ぶ声あり)

異議なしと認め、本案は原案のとおり同意することに決定をいたし○議長（岩館俊幸君）

ました。

次に、同意案第14号について、採決を行います。

お諮りいたします。

同意案第14号 被表彰者の決定について、原案のとおり同意することにご異議ありません

か。

(｢異議なし｣と呼ぶ声あり)

異議なしと認め、本案については、原案のとおり同意することに決○議長（岩館俊幸君）

定をいたいました。

次に、同意案第15号について、採決を行います。

お諮りいたします。

同意案第15号 被表彰者の決定について、原案のとおり同意することにご異議ありません

か。

(｢異議なし｣と呼ぶ声あり)

異議なしと認め、本案につきましては、原案のとおり同意すること○議長（岩館俊幸君）

に決定をいたしました。

次に、同意案第16号について、採決を行います。

お諮りいたします。

同意案第16号 被表彰者の決定について、原案のとおり同意することにご異議ありません
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か。

(｢異議なし｣と呼ぶ声あり)

異議なしと認め、本案については、原案のとおり同意することに決○議長（岩館俊幸君）

定をいたしました。

次に、同意案第17号について、採決を行います。

お諮りいたします。

同意案第17号 被表彰者の決定について、原案のとおり同意することにご異議ありません

か。

(｢異議なし｣と呼ぶ声あり)

異議なしと認め、本案については、原案のとおり同意することに決○議長（岩館俊幸君）

定をいたしました。

次に、同意案第18号について、採決を行います。

お諮りいたします。

同意案第18号 被表彰者の決定について、原案のとおり同意することにご異議ありません

か。

(｢異議なし｣と呼ぶ声あり)

異議なしと認め、本案については、原案どおり同意することに決定○議長（岩館俊幸君）

をいたしました。

次に、同意案第19号について、採決を行います。

お諮りいたします。

同意案第19号 被表彰者の決定について、原案のとおり同意することにご異議ありません

か。

(｢異議なし｣と呼ぶ声あり)

異議なしと認め、本案については、原案のとおり同意することに決○議長（岩館俊幸君）

定をいたしました。

次に、同意案第20号について、採決を行います。

お諮りいたします。

同意案第20号 被表彰者の決定について、原案のとおり同意することにご異議ございませ

んか。

(｢異議なし｣と呼ぶ声あり)

異議なしと認め、本案については、原案のとおり同意することに決○議長（岩館俊幸君）

定をいたしました。

次に、同意案第21号について、採決を行います。

お諮りいたします。

同意案第21号 被表彰者の決定について、原案のとおり同意することにご異議ありません

か。

(｢異議なし｣と呼ぶ声あり)

異議なしと認め、本案については、原案のとおり同意することに決○議長（岩館俊幸君）

定をいたしました。

次に、同意案第22号について、採決を行います。
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お諮りいたします。

同意案第22号 被表彰者の決定について、原案のとおり同意することにご異議ございませ

んか。

(｢異議なし｣と呼ぶ声あり)

異議なしと認め、本案については、原案のとおり同意することに決○議長（岩館俊幸君）

定をいたしました。

認定第1号 から 認定第9号（平成23年度各会計決算）

決算認定の一括議題に入ります。○議長（岩館俊幸君）

一括議題の議案については、議会事務局長から朗読をさせたいと思います。

議会事務局長。

それでは、朗読をいたします。○議会事務局長（山本哲君）

日程第48 認定第1号 平成23年度木古内町一般会計決算認定について、日程第49 認定

第2号 平成23年度木古内町国民健康保険特別会計決算認定について、日程第50 認定第3号

平成23年度木古内町後期高齢者医療特別会計決算認定について、日程第51 認定第4号 平

成23年度木古内町介護保険事業特別会計決算認定について、日程第52 認定第5号 平成23

年度木古内町介護サービス事業特別会計決算認定について、日程第53 認定第6号 平成23

年度木古内町下水道事業特別会計決算認定について、日程第54 認定第7号 平成23年度木

古内町水道事業会計決算認定について、日程第55 認定第8号 平成23年度木古内町国民健

康保険病院事業会計決算認定について、日程第56 認定第9号 平成23年度木古内町介護老

人保健施設事業会計決算認定について。以上です。

以上、認定第1号 平成23年度木古内町一般会計決算認定について、○議長（岩館俊幸君）

ほか8件は関連がありますので、一括議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

町長。

ただいま一括上程になりました、認定第1号から認定第9号までの○町長（大森伊佐緒君）

各会計決算の認定につきまして、提案理由の説明を申し上げます。

地方自治法第233条第3項及び地方公営企業法第30条第4項の規定に基づく、各会計別の決

算書、並びに議案説明資料、資料番号5の1ページから17ページの主要な施策の実績表、さら

には、議案書の後ろの方にあります、別紙 監査委員意見書を配布しておりますので、あわ

せてご覧願います。

それでは、各会計の決算についてご説明を申し上げます。

認定第1号 平成23年度木古内町一般会計決算の認定につきましては、歳入総額 42億9,01

1万5,484円、歳出総額 41億64万9,468円、差し引き 1億8,946万6,016円となりますが、翌年

度へ繰り越す財源が 5,077万円ございますので、実質収支は 1億3,938万9,016円となってお

ります。
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認定第2号 平成23年度木古内町国民健康保険特別会計決算の認定につきましては、歳入

総額 9億1,039万1,490円、歳出総額 7億8,284万2,391円、差し引き 1億2,754万9,099円でご

ざいます。

認定第3号 平成23年度木古内町後期高齢者医療特別会計決算の認定につきましては、歳

入総額 1億7,382万2,849円、歳出総額 1億7,294万5,566円、差し引き 87万7,283円でござい

ます。

認定第4号 平成23年度木古内町介護保険事業特別会計決算の認定につきましては、歳入

総額 6億6,723万5,979円、歳出総額 6億5,691万6,887円、差し引き 1,031万9,092円でござ

います。

認定第5号 平成23年度木古内町介護サービス事業特別会計決算の認定につきましては、

歳入総額 386万6,010円、歳出総額 386万6,010円、歳入歳出同額でございます。

認定第6号 平成23年度木古内町下水道事業特別会計決算の認定につきましては、歳入総

額 2億5,559万1,668円、歳出総額 2億5,394万9,632円、差し引き 164万2,036円でございま

す。

認定第7号 平成23年度木古内町水道事業会計決算の認定につきましては、収益的収入及

び支出は、消費税抜きで総収入 1億4,110万7,850円、総費用 1億5,846万6,509円、差し引き

1,735万8,659円の純損失であり、この要因は資産減耗費の増加によるものであり、現金の支

出を伴わないため資金不足とはなりません。

また、資本的収入及び支出につきましては、収入総額 9,847万2,700円、支出総額 1億4,5

03万3,773円、差し引き 4,656万1,073円の不足が生じましたが、これにつきましては過年度

分損益勘定留保資金をもって補てんいたしております。

認定第8号 平成23年度木古内町国民健康保険病院事業会計決算の認定につきましては、

収益的収入及び支出は、消費税抜きで、総収入 12億7,427万8,662円、総費用 14億9,336万9

06円、差し引き 2億1,908万2,274円の欠損金であり、この要因は減価償却費や資産減耗費の

増加によるものであり、現金の支出を伴わないため、資金不足とはなりません。

また、資本的収入及び支出につきましては、収入総額 3,488万9,000円、支出総額 6,445

万7,879円、差し引き 2,956万8,879円の不足が生じましたが、これにつきましては、過年度

分損益勘定留保資金をもって補てんしております。

認定第9号 平成23年度木古内町介護老人保健施設事業会計決算の認定につきましては、

収益的収入及び支出は、総収入 4億400万2,672円、総費用は、4億227万1,680円、差し引き

173万992円の純利益であり、前年度繰越利益剰余金 279万7,609円を加えた、452万8,601円

が利益剰余金でございます。

また、資本的収入及び支出につきましては、収入総額 4,100万4,000円、支出総額 1億59
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万7,322円、差し引き 5,959万3,322円の不足が生じましたが、これにつきましては、過年度

分損益勘定留保資金をもって補てんいたしております。

以上、一括上程となりました、平成23年度各会計の決算に関する認定第1号から認定第9号

までの提案理由といたします。

よろしくご審議いただきますようお願いを申し上げます。

時 間 延 長 に つ い て

時間延長について、皆様にお諮りいたします。○議長（岩館俊幸君）

本日、提案されております議事が全て終わるまで、時間を延長したいと思いますが、これ

にご異議ございませんか。

(｢異議なし｣と呼ぶ声あり)

異議ないものと認め、時間延長することに決しました。○議長（岩館俊幸君）

提案理由の説明が終わりましたので、審査の方法についてお諮りをいたします。

(｢議長｣と呼ぶ声あり)

動 議

5番 平野武志さん。○議長（岩館俊幸君）

5番 平野です。○5番（平野武志君）

認定第1号 平成23年度木古内町一般会計決算認定などに関しまして動議がございますの

で、お諮り願いたいと思います。

ただいま一括上程されました、平成23年度各会計の決算審査については、決算審査特別委

員会に審査を付託し、併せて地方自治法第98条第1項の規定を付与し、委任させたいと考え

ます。

以上、よろしくご審議お願いをいたします。

ただいま、5番 平野武志さんより動議が提出されました平成23年○議長（岩館俊幸君）

、 、度各会計決算認定については 決算審査特別委員会を構成したいということでございますが

会議規則第16条の規定により賛成者の起立を求めます。

（賛成者起立）

ありがとうございます。全員起立でございます。○議長（岩館俊幸君）

よって、ただいま、5番 平野武志さんより提出されました決算審査特別委員会の設置に

関する動議が成立をいたしました。
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議 事 日 程 の 追 加

議事日程の追加は、会議規則第22条の規定により議会に諮ってこれ○議長（岩館俊幸君）

を決めることになっておりますので、直ちに議事日程の追加についてを議題といたします。

お諮りいたします。

決算審査特別委員会の設置について、議事日程に追加することにご異議ございませんか。

(｢異議なし｣と呼ぶ声あり)

異議ないものと認め、今定例会の日程に「追加日程第1 決算審査○議長（岩館俊幸君）

特別委員会の設置について」を追加することに決定をいたしました。

追加日程第1

決算審査特別委員会の設置について

引き続き、追加日程第1 決算審査特別委員会の設置についてを議○議長（岩館俊幸君）

題といたします。

決算審査特別委員会の設置については、ただいま動議が成立し、議事日程の追加が議決さ

れましたので、質疑・討論を省略し採決を行います。

お諮りいたします。

決算審査特別委員会を設置することにご異議ございませんか。

(｢異議なし｣と呼ぶ声あり)

異議ないものと認め、決算審査特別委員会を設置することに決定い○議長（岩館俊幸君）

たしました。

次に、特別委員会の名称、目的、構成人員、期間等についてお諮りいたします。

提案者より、提案の趣旨説明をお願いします。

5番 平野武志さん。

5番 平野です。○5番（平野武志君）

名称は、平成23年度木古内町決算審査特別委員会とする。審査の目的、決算審査はややも

すれば執行済みのものとして軽んじられる傾向にあり、議会が決定した予算が適正に執行さ

れたかどうかを審査すると共に、その行政効果や経済効果を測定し、住民に代わって評価す

る極めて重要な意味があることを再認識し、審査の結果は、次年度の予算編成や行政執行に

生かされるよう、努力するという観点から一人でも多くの委員会構成にすべきと考えます。

なお、構成については、議長は議会の代表者として中立・公平を堅持する立場にございま

、 、 。すので 決算委員として審査に参加し 疑義や意見を述べることは適当ではないと考えます

よって、議長を除く9名で構成したいと思います。

特別委員会の設置期間は、本日から9月14日までの5日間とする。審査にあたっては、地方

自治法第98条第1項の規定を付与し、委任をさせたい。

以上、提案の趣旨説明を行いましたので、よろしくご審議をお願いいたします。

ただいま、5番 平野武志議員から提案のありましたとおり、名称○議長（岩館俊幸君）

につきましては、平成23年度木古内町決算審査特別委員会とし、設置期間は本日から9月14
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日までの5日間、構成につきましては議長を除く9名とし、審査にあたっては地方自治法第98

条第1項の規定を付与し委任すると共に、特別委員会に審査を付託することに決定したいと

思いますが、これにご異議ございませんか。

(｢異議なし｣と呼ぶ声あり)

異議ないものと認め、そのように決定をいたしました。○議長（岩館俊幸君）

これより、委員会条例第9条第1項の規定による、委員長及び副委員長の互選を行うため、

特別委員会の開催をお願いいたします。

特別委員会が終了するまで暫時、休憩いたします。

休憩 午後４時４５分

再開 午後４時５７分

休憩を解き、会議を再開いたします。○議長（岩館俊幸君）

諸般の報告をいたします。

休憩中に、第1回平成23年度木古内町決算審査特別委員会において、委員長及び副委員長

の互選が行われましたので報告をいたします。

平成23年度木古内町決算審査特別委員会委員長に吉田裕幸さん、副委員長に新井田昭男さ

ん、以上のとおり互選されました旨の報告がありましたので、お知らせをいたします。

よろしくお願いをいたします。

休 会 の 宣 告

ただいま設置されました平成23年度木古内町決算審査特別委員会の○議長（岩館俊幸君）

審査が終了するまで、本会議を休会したいと思いますが、これにご異議ございませんか。

(｢異議なし｣と呼ぶ声あり)

異議なしと認めます。○議長（岩館俊幸君）

よって、平成23年度木古内町決算審査特別委員会の審査が終了するまで、本会議を休会す

ることに決定をいたしました。

本日は、どうもご苦労様でございました。

（ 午後４時５８分 休会 ）
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地方自治法第123条第2項の規定により署名する。

平成２４年９月１０日

木 古 内 町 議 会 議 長 岩 館 俊 幸

署 名 議 員 笠 井 敬 吾

署 名 議 員 新井田 昭 男



平成２４年９月１４日（金）第２号

○ 開 会 日 時 平成２４年９月１４日（金曜日）午後２時４５分

○ 閉 会 日 時 平成２４年９月１４日（金曜日）午後３時４１分

・出席議員（１０名）

１番 福 嶋 克 彦 ６番 竹 田 努

２番 又 地 信 也 ７番 笠 井 敬 吾

３番 佐 藤 悟 ８番 新井田 昭 男

４番 吉 田 裕 幸 副議長 ９番 東 出 洋 一

５番 平 野 武 志 議 長 １０番 岩 館 俊 幸

・欠席議員（なし）

・地方自治法第121条の規定により説明のため出席した説明員

町 長 大 森 伊佐緒

総務課長 大 野 泰

町民税務課長 大 瀬 政 廣

会計管理者 大 瀬 政 廣

保健福祉課長 中 島 茂 行

まちづくり新幹線課長 新井田 勝 幸

まちづくり新幹線課新幹線振興室長 中 尾 敦

産業経済課長 木 村 春 樹

建設水道課長 若 山 忍

国保病院事務長 地 本 隆 利

介護老健施設長 鈴 木 俊 顕

介護老健事務長 大 坂 喜久雄

教 育 長 野 村 広 章

生涯学習課長 佐 藤 宏 生

給食センター長 佐 藤 宏 生

農業委員会事務局長 木 村 春 樹

代表監査委員 森 井 俊 郎

・本会議に職務のため出席した者の職氏名

議会事務局長 山 本 哲

議事担当主査 近 藤 真恵子

書記 吉 川 直穂美
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平成２４年第３回木古内町議会定例会議事日程

第２号 平成２４年９月１４日（金） 午後２時４５分開議

日程
議 件 番 号 議 件 名

番号

１ 会議録署名議員の指名

２ 議長諸報告

３ 行政報告

４ 平成23年度木古内町決算審査特別委員会報告

５ 議案 第14号 平成24年度木古内町一般会計補正予算（第5号）

６ 議案 第15号 まちなか公園支障物件解体工事請負契約の締結について

７ 議案 第16号 財産の処分について

８ 発議案 第１号 議会閉会中の所管事務調査について

９ 地球温暖化対策に関する「地方財源を確保・充実する仕組み」の構築意見書案第１号

を求める意見書

１０ 義務教育費国庫負担堅持・負担率1/2への復元 「30人以下学級」の実意見書案第２号 、
現をめざす教職員定数改善、就学保障充実など2013年度国家予算編成
における教育予算確保・拡充に向けた意見書

１１ 森林・林業・木材産業施策の積極的な展開に関する意見書意見書案第３号

１２ 議会閉会中の正・副議長及び議員の出張・派遣承認について



月日 出席した会議等名称 場所 出席者 備考

平成24年

9月10日 第1回平成23年度決算審査特別委員会 第1研修室 全委員

9月11日 第2回平成23年度決算審査特別委員会 第1研修室 全委員

9月12日 第3回平成23年度決算審査特別委員会 第1研修室 全委員

9月12日 例月現金出納検査 監査委員室 又地

9月13日 第4回平成23年度決算審査特別委員会 第1研修室 全委員

9月14日 第5回平成23年度決算審査特別委員会 第5研修室 全委員

議長諸報告（平成24年9月定例会提出）

平成２４年第３回木古内町議会定例会（９月１０日）以後における諸会議等の開催・
出席状況は次のとおりである。

-78-
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平成２４年 ９月１４日

木古内町議会

議 長 岩 館 俊 幸 様

平成２３年度木古内町決算審査特別委員会

委員長 吉 田 裕 幸

平成２３年度木古内町決算審査特別委員会審査報告書

、 、平成２４年第３回木古内町議会定例会において 本委員会に付託された事件について

次のとおり審査を終了したので、会議規則第４１条第１項の規定により報告します。

記

１．会議開催状況

開催日 出 席 委 員 欠席委員 説 明 員 事務局

吉田、新井田 な し 山 本24．9.10 なし
福嶋、又地、佐藤
平野、竹田、笠井 近 藤
東出

吉田、新井田 な し 山 本24．9.11 大森町長、大野総務課長、

森井代表監査委員、又地監査委員福嶋、又地、佐藤
平野、竹田、笠井 近 藤泉主査

名須賀主幹、尾坂主幹、幅崎主査東出
山下主任、敦澤主事、菅原主事

鈴木介護老人保健施設長、大坂事務長

木本（こ）主任

地本病院事務長、岡山総看護師長

平野（弘）主査、羽沢（裕）主査

東出主査、尾坂主任

野村教育長、佐藤生涯学習課長

山本（忠）主査、西山（隆）主査

平野（智）主査、西山（敬）主査

松本主任

佐藤学校給食センター長、畑中主査

岩館議長、山本議会事務局長、近藤主査

吉田、新井田 な し 山 本24．9.12 大森町長、大野総務課長

新井田まちづくり新幹線課長福嶋、又地、佐藤
平野、竹田、笠井 近 藤中尾新幹線振興室長、 片桐主査

福田主査、阿部主査、中山主任東出
産業経済課長、藤谷主幹、東主査

羽澤（真）主任、大山主事

吉田（匠）主事

木村農委事務局長、西嶋主査

中島保健福祉課長、高村主査、高橋主査

吉田（宏）主査、竹田主査、加藤技師

中山主任

大瀬町民税務課長、大坂主査、田畑主査

吉澤主任
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吉田、新井田 な し 山 本24．9.13 大森町長、大野総務課長

大瀬町民税務課長、田中主幹、渋谷主幹福嶋、又地、佐藤
平野、竹田、笠井 近 藤堺主査、田畑主査、加藤（崇）主任

若山建設水道課長、小池主幹、小西技師東出
木村（巳）主査、加藤（隆）主査

構口主査、吉田（広）主査、小田島主任

木本（邦）主任、岩本主任

吉田、新井田 な し 山 本24．9.14 なし
福嶋、又地、佐藤
平野、竹田、笠井 近 藤
東出

２．審査事項

認定第１号 平成23年度木古内町一般会計決算認定について

認定第２号 平成23年度木古内町国民健康保険特別会計決算認定について

認定第３号 平成23年度木古内町後期高齢者医療特別会計決算認定について

認定第４号 平成23年度木古内町介護保険事業特別会計決算認定について

認定第５号 平成23年度木古内町介護サービス事業特別会計決算認定について

認定第６号 平成23年度木古内町下水道事業特別会計決算認定について

認定第７号 平成23年度木古内町水道事業会計決算認定について

認定第８号 平成23年度木古内町国民健康保険病院事業会計決算認定について

認定第９号 平成23年度木古内町介護老人保健施設事業会計決算認定について

３．審査結果

認定第１号平成23年度木古内町一般会計決算認定ほか８件について慎重に審査を行っ

た結果、当委員会としていずれも認定すべきと決定した。

４．審査所見

平成23年度各会計決算は、長引く経済状況の低迷により税・使用料等の収納率も伸び

悩んでおり、より一層各課の連携を図り、引き続き収納率向上に向けた対応を望むとと

もに、一般会計をはじめ各企業会計においては更なる経費の節減に努め、健全運営・健

全経営に努力されたい。

特に、木古内町国民健康保険病院については、地方公営企業法の規定による全部適用

が今定例会で議決されており、今後における病院経営に注視したい。

なお、当町の高齢化率は約40％となっており、振興計画にある高齢者福祉施策を十分

考慮した中で新年度の予算編成が行われるよう強く要望する。
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（ 午後２時４５分 開会 ）

開 会 ・ 開 議 の 宣 告

定刻になりましたので、ただいまから9月10日に引き続き、会議を開○議長（岩館俊幸君）

会いたします。

ただいまの出席議員は10名でございます。

よって、地方自治法第113条の規定による議員定足数に達するので、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。

本日の議事日程及び説明員については、別紙配付のとおりであります。

会 議 録 署 名 議 員 の 指 名

日程第1 会議録署名議員の指名を行います。○議長（岩館俊幸君）

会議録署名議員は、会議規則第118条の規定により議長から指名をいたします。

9番 東出洋一さん、1番 福嶋克彦さん、以上、2名を指名いたします。

議 長 諸 報 告

日程第2 議長諸報告。○議長（岩館俊幸君）

議長諸報告につきましては、別紙配布のとおりでありますので、これを省略いたします。

町 長 行 政 報 告

日程第3 行政報告。○議長（岩館俊幸君）

町長から、行政報告をしたい旨の申し出がありますので、これを許します。

町長。

行政報告が1件ございますので、ご報告を申し上げます。○町長（大森伊佐緒君）

ＪＲ江差線貨物列車脱線事故についてでございます。

去る9月11日、午後7時半ごろ、ＪＲ江差線釜谷・泉沢間で、函館発仙台行きの貨物列車が

脱線し、緊急停車いたしました。

本日午前、ＪＲ北海道函館支社に対し、江差線の運転再開について確認したところ、特急

列車は本日14時台より、普通列車は16時台より通常運転を開始し、貨物列車は試験運転によ

る安全確認が済み次第運転を開始するとの回答がありました。

なお、事故原因につきましては、国土交通省運輸安全委員会の鉄道事故調査官が調査中と

伺っております。
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以上で行政報告を終わります。

質疑があれば受けたいと思いますけれども、質疑ございませんか。○議長（岩館俊幸君）

(｢なし｣と呼ぶ声あり)

質疑がないようですので、質疑を終了いたしたいと思います。○議長（岩館俊幸君）

以上をもちまして、行政報告を終了いたします。

平成23年度木古内町決算審査特別委員会報告について

日程第4 平成23年度木古内町決算審査特別委員会報告。○議長（岩館俊幸君）

平成24年9月10日開催の平成24年第3回木古内町議会定例会において設置されました、平成

23年度木古内町決算審査特別委員会の報告を求めます。

平成23年度木古内町決算審査特別委員会委員長 4番 吉田裕幸さん。

平成24年9月14日 木古内町議会議長 岩館俊幸様。平成23年度木○4番（吉田裕幸君）

古内町決算審査特別委員会委員長 吉田裕幸。

平成23年度木古内町決算審査特別委員会審査報告書。

平成24年第3回木古内町議会定例会において、本委員会に付託された事件について、次の

とおり審査を終了したので、会議規則第41条第1項の規定により報告します。

記 1．会議開催状況。会議開催状況につきましては、下記のとおりでありますので割愛

をさせていただきます。

2．審査事項。 認定第1号 平成23年度木古内町一般会計決算認定について、認定第2号

平成23年度木古内町国民健康保険特別会計決算認定について、認定第3号 平成23年度木古

内町後期高齢者医療特別会計決算認定について、認定第4号 平成23年度木古内町介護保険

事業特別会計決算認定について、認定第5号 平成23年度木古内町介護サービス事業特別会

計決算認定について、認定第6号 平成23年度木古内町下水道事業特別会計決算認定につい

て、認定第7号 平成23年度木古内町水道事業会計決算認定について、認定第8号 平成23年

度木古内町国民健康保険病院事業会計決算認定について、認定第9号 平成23年度木古内町

介護老人保健施設事業会計決算認定について。

3．審査結果。 認定第1号 平成23年度木古内町一般会計決算認定ほか8件について慎重

に審査を行った結果、当委員会としていずれも認定すべきと決定した。

4．審査所見。 平成23年度各会計決算は、長引く経済状況の低迷により税・使用料等の

収納率も伸び悩んでおり、より一層各課の連携を図り、引き続き収納率向上に向けた対応を

望むとともに、一般会計をはじめ各企業会計においては更なる経費の節減に努め、健全運営

・健全経営に努力されたい。

特に、木古内町国民健康保険病院については、地方公営企業法の規定による全部適用が今

定例会で議決されており、今後における病院経営に注視したい。

なお、当町の高齢化率は約40％となっており、振興計画にある高齢者福祉施策を十分考慮

した中で新年度の予算編成が行われるよう強く要望する。

以上であります。

平成23年度木古内町決算審査特別委員会委員長の報告が終わりまし○議長（岩館俊幸君）
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たが、この委員会は議長を除く全員による委員会でありますので、質疑、討論を省略するこ

とにご異議ございませんか。

(｢異議なし｣と呼ぶ声あり)

異議ないものと認めます。○議長（岩館俊幸君）

お諮りいたします。

ただいまの、平成23年度木古内町決算審査特別委員会報告については、委員長報告のとお

り認定することにご異議ございませんか。

(｢異議なし｣と呼ぶ声あり)

異議ないもの認めます。○議長（岩館俊幸君）

よって、平成23年度木古内町決算審査特別委員会の報告については、委員長報告のとおり

認定することに決定いたしました。

議案第14号 平成24年度木古内町一般会計補正予算（第5号）

日程第5 議案第14号 平成24年度木古内町一般会計補正予算（第5○議長（岩館俊幸君）

号）についてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

町長。

ただいま上程になりました、議案第14号 平成24年度木古内一般○町長（大森伊佐緒君）

会計補正予算（第5号）について、提案理由の説明を申し上げます。

歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ45億90万円とするものでございます。

補正の主な内容は、木古内中学校吹奏楽部全国大会参加報償費の追加でございます。

詳細につきましてご説明をいたしますので、歳出6ページをお開き願います。

2款 総務費、1項 総務管理費、1目 一般管理費、25節 積立金 108万8,000円の減額

をお願いしております。これは、この度補正増となります教育費の報償費の追加につきまし

て、財政調整基金への積立額を減額して財源とするものでございます。

続きまして、7ページをお開き願います。

10款 教育費、3項 中学校費、2目 教育振興費、8節 報償費 108万8,000円の追加に

つきましては、議案説明資料、資料番号7の1ページをお開き願います。木古内中学校の吹奏

楽部が、東日本学校吹奏楽大会へ出場する費用に関する補正でございます。

第12回東日本学校吹奏楽大会は、本年10月14日、日曜日、青森県八戸市で開催され、中学

校吹奏楽部門に参加をいたします。この大会への参加費用の補正額、参加人数を記載してお

りますのでご参照願います。

また、木古内中学校の生徒の活躍を、大いに期待をするところでございます。

以上で説明を終わります。よろしくご審議をお願いいたします。

提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。○議長（岩館俊幸君）

質疑ございませんか。

(｢なし｣と呼ぶ声あり)

質疑がないようですので、質疑を終了いたします。○議長（岩館俊幸君）
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これより討論を行います。

討論ございませんか。

(｢なし｣と呼ぶ声あり)

討論なしと認め、討論を終結いたします。○議長（岩館俊幸君）

採決を行います。

お諮りいたします。

議案第14号 平成24年度木古内町一般会計補正予算（第5号）については、原案のとおり

可決することにご異議ございませんか。

(｢異議なし｣と呼ぶ声あり)

異議なしと認め、本案は原案のとおり可決することに決定をいたし○議長（岩館俊幸君）

ました。

議案第15号 まちなか公園支障物件解体工事請負契約の締結について

日程第6 議案第15号 まちなか公園支障物件解体工事請負契約の○議長（岩館俊幸君）

締結についてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

町長。

ただいま上程になりました、議案第15号 まちなか公園支障物件○町長（大森伊佐緒君）

解体工事請負契約の締結につきまして、提案理由の説明を申し上げます。

契約する工事につきましては、中心市街地に緑あふれる公園を整備するために、支障とな

る旧国保病院を解体するものであり、予定金額が5,000万円を超えますことから、議会の議

決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定に基づき、契約の締結

について、議会の議決を求めるものでございます。

議案説明資料、資料番号7の2ページをお開き願います。

工事名は、まちなか公園支障物件解体工事。工事場所は、木古内町字本町地内。請負金額

、 、 、 、 。 、は 税抜きで9,660万円 契約の相手方は 字新道107番地の7 丸協土建株式会社 工期は

契約の日から平成24年11月30日までとしております。以上で説明を終わります。

よろしくご審議をお願いいたします。

町長、税抜きと言いました。税を含んで9,660万円です。消費税を○議長（岩館俊幸君）

含まないのが、9,200万円です。訂正していただきたいと思います。町長。

大変失礼いたしました。○町長（大森伊佐緒君）

請負金額につきまして、改めてご説明を申し上げます。請負金額は、税込みで9,660万円

でございます。よろしくお願いいたします。

提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。○議長（岩館俊幸君）

質疑ございませんか。

2番、又地信也さん。

税込みの9,660万円と、入札執行率が97.何％。ずいぶん高いなと思○2番（又地信也君）

うのですがそれはそれとして、今回のまちなか公園の支障物件の解体工事の中で、主たる
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ものはコンクリート殻等々だと思うのです、建物の。それで、中身をちょっとお尋ねしてお

きたいのですが、このコンクリート殻等の捨て場所、処分場所はどこになっているか。ほと

んどがコンクリート殻でないのかなと、私はそんなふうに思っているので、その1点だけお

尋ねしておきます。

建設水道課長。○議長（岩館俊幸君）

処分につきましては、設計段階では工事現場から1番近い知○建設水道課長（若山忍君）

内町を想定しております。その請負人さんのほうで、知内町さんの処理場あるいは木古内町

内の処理場は請負人さんの選択となっております。

2番 又地信也さん。○議長（岩館俊幸君）

木古内町には、処理できる会社は一社よりないですよね。その一社○2番（又地信也君）

よりない会社が指名業者の中に含まれています。私はそう思うのですよね。この辺は大丈夫

なのですか、法律上。

建設水道課長。○議長（岩館俊幸君）

処理を受け入れるものについては、下請けにならないという○建設水道課長（若山忍君）

判断をしております。廃棄物の処理の受け入れですね。受け入れについては、同一指名内で

も問題ないと判断しております。

ほかにございませんか。○議長（岩館俊幸君）

(｢なし｣と呼ぶ声あり)

質疑がないようですので、質疑を終了いたします。○議長（岩館俊幸君）

これより討論を行います。

討論ございませんか。

(｢なし｣と呼ぶ声あり)

討論なしと認め、討論を終結いたします。○議長（岩館俊幸君）

採決を行います。

お諮りいたします。

議案第15号 まちなか公園支障物件解体工事請負契約の締結については、原案のとおり可

決することにご異議ございませんか。

(｢異議なし｣と呼ぶ声あり)

異議なしと認め、本案は原案のとおり可決することに決定いたしま○議長（岩館俊幸君）

した。

議案第16号 財産の処分について

日程第7 議案第16号 財産の処分についてを議題といたします。○議長（岩館俊幸君）

提案理由の説明を求めます。

町長。

ただいま上程になりました、議案第16号 財産の処分について、○町長（大森伊佐緒君）

提案理由の説明を申し上げます。

一般国道228号線・高規格幹線道路・茂辺地木古内道路工事のために必要になる土地につ
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きまして、函館開発建設部へ売却するに当たり、売却金額が700万円を超え、かつ面積が5,0

00㎡を超えますことから、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

第3条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。

議案説明資料、資料番号7の3ページと4ページをご参照願います。

3ページでは、売却する土地の地番と評価地目、面積について記載をしております。

4ページは、売却する土地の位置を示しております。

土地の面積は、14,859.91㎡、売却価格は、3,871万2,210円でございます。

以上で説明を終わります。よろしくご審議をお願いいたします。

提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。○議長（岩館俊幸君）

質疑ございませんか。

2番 又地信也さん。

どうも不親切ですね。私は、これは地番、評価地目、これは例えば○2番（又地信也君）

林地もあれば宅地もあるわけですよね、総務課長。そうすると、例えばあとは土地の所在、

札苅と大平、結構離れているのですよね。私は、これから木古内町全体のことを考えた時に

民地の取引があるとすれば、近傍価格がひとつの基準になりますよね。そういう意味では、

例えば林地、仮に419番の1のうち、これは3つ同じなのですよね。そうするとここの部分は

林地としては、単価はこうでした、あるいは、大平の60番地の5のうち、ここは2つあるのか

な、あるいは60番の中では、1.2.3.4.5あるのですよね、林地と宅地と。ここは課長、例え

ば、単価、その地番によって単価が異なると思っているのですよ。その辺、少し丁寧に、そ

して教えてくれて、占めて3,800幾らなのですという資料を付けていただければ、後学のた

めに大変役に立つ、そう思うのです。これから今後、例えば町の中で土地の売買があるとす

れば、ある意味では近傍価格というものがひとつの基準になるわけですから、ある意味では

こういう町有地を売却をするという中では、ある意味では、町民に「この辺の土地の値段は

このくらいなのですよ」と知らしめるのも行政のひとつの仕事ではないのかなと、そんなふ

うに思っているのです。それで、もし総額で3,800なにがしですけれども、これの各地番ご

との、あるいは地目ごとの明細が資料として出せるのであれば出していただけないものかな

と、そんなふうに思うのですが。

建設水道課長。○議長（岩館俊幸君）

、 。○建設水道課長 若山忍君（ ） ちょっとお時間をいただいて 後ほど提出したいと思います

暫時、休憩いたします。○議長（岩館俊幸君）

休憩 午後３時０９分

再開 午後３時２３分

休憩を解き、会議を再開いたします。○議長（岩館俊幸君）

それでは、説明を求めます。建設水道課長。

ただいまお配りした資料についてですが、議案説明資料と順○建設水道課長（若山忍君）

番がちょっと入れ替わっております。

今回お配りした下の3行が、議案説明資料の上のほうに来ております。この中で単価と金

額ですが、林地につきましては、1,000平米当たりの単価です。宅地につきましては、平米
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当たりの単価となっております。以上です。

質疑ございませんか。○議長（岩館俊幸君）

2番 又地信也さん。

そこで、林地ですから立木があるだろうと。この林地の中には、例○2番（又地信也君）

えば、うちの町のあれである杉だとか、そういうものもあるのかどうか。もし、あるとした

ら、1,000平米当たりの単価ですので、その立木の値段も含まれるのかどうか、そこをお願

いします。

建設水道課長。○議長（岩館俊幸君）

この林地の中は立木のある土地です。今回の土地の売却につ○建設水道課長（若山忍君）

きましては、あくまでも底地の売却ということで、上物の立木については、別途契約の予定

となっております。

2番 又地信也さん。○議長（岩館俊幸君）

ちょっと休憩をお願いします。○2番（又地信也君）

暫時、休憩いたします。○議長（岩館俊幸君）

休憩 午後３時２５分

再開 午後３時３０分

それでは、休憩を解き、会議を再開いたします。○議長（岩館俊幸君）

ほかに、質疑ございませんか。

(｢なし｣と呼ぶ声あり)

質疑がないようですので、質疑を終了いたします。○議長（岩館俊幸君）

これより、討論を行います。

討論ございませんか。

(｢なし｣と呼ぶ声あり)

討論なしと認め、討論を終結いたします。○議長（岩館俊幸君）

採決を行います。

お諮りいたします。

、 。議案第16号 財産の処分については 原案のとおり可決することにご異議ございませんか

(｢異議なし｣と呼ぶ声あり)

異議なしと認め、本案は原案のとおり可決することに決定をいたし○議長（岩館俊幸君）

ました。

発議案第1号 議会閉会中の所管事務調査について

日程第8 発議案第1号 議会閉会中の所管事務調査についてを議題○議長（岩館俊幸君）

といたします。

議会閉会中の所管事務調査について、会議規則第75条の規定により総務・経済常任委員会

及び議会運営委員会の各委員長より下記のとおり、その所管に属する事務調査の申し出があ



- 85 -

りました。

お諮りをいたします。

議会閉会中の所管事務調査について、各委員長から申し出のとおり、これを承認したいと

思いますが、ご異議ございませんか。

(｢異議なし｣と呼ぶ声あり)

異議なしと認め、本案については原案のとおり承認することに決定○議長（岩館俊幸君）

いたしました。

意見書案第1号 地球温暖化対策に関する「 地方財源を確保・充実する仕組み」の『

構築を求める意見書

日程第9 意見書案第1号 地球温暖化対策に関する「地方財源を確○議長（岩館俊幸君）

保・充実する仕組み」の構築を求める意見書についてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

4番 吉田裕幸さん。

4番 吉田幸です。○4番（吉田裕幸君）

意見書案第1号 地球温暖化対策に関する地方財源を確保・充実する仕組みの構築を求め

る意見書案について提案理由を説明申し上げます。

地球温暖化防止のための温室効果ガスの削減により確実なものとするためには、森林整備

・保全等による森林吸収源対策や自然環境が生み出す再生可能エネルギーの活用などに取り

組み、山村地域の市町村が主体的・総合的に実施することが不可欠であります。

よって、地球温暖化対策のための税の一定割合を森林面積に応じて譲与する地方財源を確

保・充実する仕組みづくりを早急に構築するよう、内閣総理大臣、衆参両院議長及び各関係

大臣に要望するものです。

以上、提案理由としますので、議員皆様がたのご賛同をよろしくお願いいたします。

提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。○議長（岩館俊幸君）

質疑ございませんか。

(｢なし｣と呼ぶ声あり)

質疑がないようですので、質疑を終了いたします。○議長（岩館俊幸君）

これより討論を行います。

討論ございませんか。

(｢なし｣と呼ぶ声あり)

討論なしと認め、討論を終結いたします。○議長（岩館俊幸君）

採決を行います。

お諮りいたします。

意見書案第1号 地球温暖化対策に関する地方財源を確保・充実する仕組みの構築を求め

る意見書については、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。

(｢異議なし｣と呼ぶ声あり)

異議なしと認め、本案は原案のとおり可決することに決定をいたし○議長（岩館俊幸君）

ました。
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意見書案第2号 義務教育費国庫負担制度堅持・負担率1/2への復元、30人以下学級

の実現をめざす教職員定数改善、就学保障充実など2013年度国家予

算編成における教育予算確保・拡充に向けた意見書

日程第10 意見書案第2号 義務教育費国庫負担堅持・負担率1/2へ○議長（岩館俊幸君）

の復元、30人以下学級の実現をめざす教職員定数改善、就学保障充実など2013年度国家予算

編成における教育予算確保・拡充に向けた意見書についてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

9番 東出洋一さん。

、○9番 東出洋一君（ ） 意見書案第2号 義務教育費国庫負担制度堅持・負担率1/2への復元

30人以下学級の実現をめざす教職員定数改善、就学保障充実など2013年度国家予算編成にお

ける教育予算確保・拡充に向けた意見書案について提案理由を説明申し上げます。

義務教育費国庫負担制度は、子どもたちに行き届いた教育を保障するため、新・教職員定

数改善計画の確実な実施と学級基準編制の制度改正及びそれを上回る30人以下学級の早期実

現が不可欠であります。

国においては義務教育費無償、義務教育費国庫負担制度の堅持、当面負担率1/2への復元

など教育予算の十分な確保、拡充を行うよう、内閣総理大臣、衆参両院議長及び各関係大臣

に要望するものです。

以上、提案理由といたしますので、議員皆様のご賛同をよろしくお願い申し上げます。

以上でございます。

提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。○議長（岩館俊幸君）

質疑ございませんか。

(｢なし｣と呼ぶ声あり)

質疑がないようですので、質疑を終了いたします。○議長（岩館俊幸君）

これより討論を行います。

討論ございませんか。

(｢なし｣と呼ぶ声あり)

討論なしと認め、討論を終結いたします。○議長（岩館俊幸君）

採決を行います。

お諮りいたします。

意見書案第2号 義務教育費国庫負担堅持・負担率1/2への復元、30人以下学級の実現をめ

ざす教職員定数改善、就学保障充実など2013年度国家予算編成における教育予算確保・拡充

に向けた意見書については、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。

(｢異議なし｣と呼ぶ声あり)

異議なしと認め、本案は原案のとおり可決することに決定をいたし○議長（岩館俊幸君）

ました。

意見書案第3号 森林・林業・木材産業施策の積極的な展開に関する意見書

日程第11 意見書案第3号 森林・林業・木材産業施策の積極的な○議長（岩館俊幸君）

展開に関する意見書についてを議題といたします。
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提案理由の説明を求めます。

7番 笠井敬吾さん。

7番 笠井敬吾です。○7番（笠井敬吾君）

意見書案第3号 森林・林業・木材産業施策の積極的な展開に関する意見書案について提

案理由を説明申し上げます。

本道の森林・林業・木材産業を取り巻く状況は一段と厳しく、引き続く経済の低迷は、深

刻な影響をもたらしています。

安定的な林業経営の確立に向け、直接支払い制度による搬出間伐の推進、路網整備等経営

基盤の整備、フォレスター・現場技能者等の人材の育成確保対策の強化を図るとともに、森

林施業の集約化や機械化の推進など効率的施業の推進と助成の拡充を図るよう、内閣総理大

臣、衆参両院議長及び各関係大臣に要望するものです。

以上、提案理由としますので、議員の皆様方のご賛同をよろしくお願いします。

提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。○議長（岩館俊幸君）

質疑ございませんか。

(｢なし｣と呼ぶ声あり)

質疑がないようですので、質疑を終了いたします。○議長（岩館俊幸君）

これより討論を行います。

討論ございませんか。

(｢なし｣と呼ぶ声あり)

討論なしと認め、討論を終結いたします。○議長（岩館俊幸君）

採決を行います。

お諮りいたします。

意見書案第3号 森林・林業・木材産業施策の積極的な展開に関する意見書については、

原案のとおり可決することにご異議ございませんか。

(｢異議なし｣と呼ぶ声あり)

異議なしと認め、本案は原案のとおり可決することに決定をいたし○議長（岩館俊幸君）

ました。

議 員 の 出 張 ・ 派 遣

日程第12 議会閉会中の正・副議長及び議員の出張・派遣承認につ○議長（岩館俊幸君）

いてを議題といたします。

お諮りいたします。

議会閉会中、出張または派遣を要する各種の行事、慶弔、会議、研修、陳情等について、

正・副議長及び議員を出張・派遣させたいと思いますが、これにご異議ございませんか。

(｢異議なし｣と呼ぶ声あり)

異議なしと認め、承認することに決定をいたしました。○議長（岩館俊幸君）

なお、現在予定されている出張または派遣につきましては、下記のとおりでございますの

で、今後の出張または派遣する議員につきましては、その都度、議長において指名すること

にいたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
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(｢異議なし｣と呼ぶ声あり)

異議なしと認め、承認することに決定をいたしました。○議長（岩館俊幸君）

閉 会 の 宣 告

以上をもちまして、今定例会に付議されました案件は全て審議を終○議長（岩館俊幸君）

了いたしましたので、会議を閉じます。

これをもちまして、平成24年第3回木古内町議会定例会を閉会いたします。

大変どうもご苦労様でございました。

（ 午後３時４１分 閉会 ）
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地方自治法第123条第2項の規定により署名する。

平成２４年９月１４日

木 古 内 町 議 会 議 長 岩 館 俊 幸

署 名 議 員 東 出 洋 一

署 名 議 員 福 嶋 克 彦
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