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各 位

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、

脱字等がありましたら深くお詫びいたします。

なお、重要と思われる誤りがありましたら、事務局までご一報いただきますよう、よろ

しくお願い申し上げます。

木古内町議会議長 岩 館 俊 幸
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平成２４年１２月１３日（木）第１号

○ 開 会 日 時 平成２４年１２月１３日（木曜日）午前１０時００分

○ 閉 会 日 時 平成２４年１２月１３日（木曜日）午後 ３時１８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

病院事業管理者 小 澤 正 則

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４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

承認第1号 専決処分の承認を求めることについて 24.12.13 原案承認

議案第1号 平成24年度木古内町一般会計補正予算（第7 24.12.13 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 24.12.13 原案可決

正予算（第2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 24.12.13 原案可決

補正予算（第2号）

議案第4号 平成24年度木古内町水道事業会計補正予算 24.12.13 原案可決

（第4号）

議案第5号 平成24年度木古内町下水道事業特別会計補正 24.12.13 原案可決

予算（第2号）

議案第6号 木古内町長等の給与等に関する条例の一部を 24.12.13 原案可決

改正する条例制定について

議案第7号 平成24年度木古内町一般会計補正予算（第8 24.12.13 原案可決

号）

発議案第1号 議会閉会中の所管事務調査について 24.12.13 承 認

発議案第2号 木古内町議会委員会条例の一部を改正する条 24.12.13 原案可決

例制定について

発議案第3号 木古内町議会会議規則の一部を改正する規則 24.12.13 原案可決

制定について

発議案第4号 総合交通体系調査特別委員会の調査項目の追 24.12.13 原案可決

加について

発議案第5号 大間原子力発電所建設の無期限凍結を求める 24.12.13 原案可決

決議について

意見書案1号 安心できる介護制度の実現を求める意見書 24.12.13 原案可決

議会閉会中の正・副議長及び議員の出張・派 24.12.13 承 認

遣承認について
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平成２４年第４回木古内町議会定例会議事日程

第１号 平成２４年１２月１３日（木） 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

２ 議会運営委員会報告

３ 会期の決定

４ 議長諸報告

５ 総務・経済常任委員会所管事務調査報告

６ 行政報告

７ 一般質問

８ 承認 第１号 専決処分の承認を求めることについて

9 議案 第１号 平成24年度木古内町一般会計補正予算(第7号)

10 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2号)

11 議案 第４号 平成24年度木古内町水道事業会計補正予算(第4号)

12 議案 第５号 平成24年度木古内町下水道事業特別会計補正予算(第2号)

13 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2号)

追加 議案 第６号 木古内町長等の給与等に関する条例の一部を改正する条例制定につい
第１ て

追加 議案 第７号 平成24年度木古内町一般会計補正予算（第8号）
第２

14 発議案第１号 議会閉会中の所管事務調査について

15 発議案第２号 木古内町議会委員会条例の一部を改正する条例制定について

16 発議案第３号 木古内町議会会議規則の一部を改正する規則制定について

17 発議案第４号 総合交通体系調査特別委員会の調査項目の追加について

18 発議案第５号 大間原子力発電所建設の無期限凍結を求める決議について

19 安心できる介護制度の実現を求める意見書意見書案第１号

20 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
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平成２４年１２月１３日

木古内町議会

議 長 岩 館 俊 幸 様

木古内町議会議会運営委員会

委員長 吉 田  幸

議会運営委員会報告書

平成２４年第４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

24.11.19 吉田、平野 な し 総務課長 山 本

又地、竹田 近 藤

新井田

24.12. 4 吉田、平野 な し な し 山 本

又地、竹田 近 藤

新井田

24.12.10 吉田、平野 な し 町長、総務課長 山 本

又地、竹田 近 藤

新井田

２ 平成２４年第４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、１２月１３日の１日限りとしたい。

(2) 議事日程については、別紙配布のとおりである。

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５件、承認１件、発議案５件、意見書案１件である。

(4) 一般質問者は４名であり、通告順により質問者ごとに行うこととする。



月日 出席した会議等名称 場所 出席者 備考

平成24年

9月18日 平成24年第2回渡島西部広域事務組合議会 福島町 佐藤、新井田、議長 議長に報告

定例会 議員に配布済み

9月23日 汚泥再生処理センター整備に係る交付金に 函館市 議長

ついて逢坂誠二国会議員要望

船員税制（住民税）減免について全日本 議長室 議長

海員道南支部陳情来庁

9月25日 平成24年度交通安全意識啓発運動決起 木古内商工会 議長

大会

9月27日 リロナイふれあい学園生との議会懇談会 中央公民館 福嶋、又地、吉田

平野、竹田、笠井

新井田、議長

9月27日 第15回議会だより編集特別委員会 中央公民館 平野・新井田・竹田

小会議室 笠井

9月28日 平成24年度木古内・知内地区安心安全 中央公民館 議長

まちづくり住民大会

9月30日 第46回木古内中学校学校祭 木古内中学校 議長

10月6日～ 平成24年さっぽろ木古内会親睦会 札幌市 議長

10月7日

10月7日 ＭＯＡ美術館知内・木古内児童作品展 知内町 副議長

表彰式

平成24年度四署消防総合訓練 木古内消防署 福嶋、佐藤、吉田

訓練場 平野、竹田、笠井

新井田、副議長、議長

北海道水産林務部森田良二林務局長来庁 町長室 吉田 林活会長

議長

10月11日 平成24年度木古内町都市計画審議会 第5研修室 吉田 議長に報告

議員に配布済み

10月15日 平成24年度渡島管内市町議会議員研修会 北斗市 福嶋、佐藤、吉田

平野、竹田、笠井

新井田、副議長、議長

10月17日～ 主要道道江差・木古内線整備促進期成会 函館市 議長

10月18日 函館・札幌要望 札幌市

10月19日 木古内を訪ねる会創立20周年記念祝賀会 鶴岡市 議長

10月20日 第18回東京木古内会総会 東京都 議長

平成24年第2回渡島廃棄物処理広域連合 北斗市 福嶋・副議長 議長に報告

議会定例会 議員に配布済み

10月24日 第16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、東出

9月24日

10月10日

議長諸報告（平成24年12月定例会提出）

平成２４年第３回木古内町議会定例会（９月14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。

渡島西部広域事務
組合構成自治体
町長・議長

10月23日

議長：渡島西部広
域事務組合議会副
議長として出席
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10月28日 第29回木古内町合同音楽祭 中央公民館 議長

「北風のハーモニー」

10月30日 第４回総務・経済常任委員会 第5研修室 全委員

10月31日 木古内町遺族会戦没者追悼式 中央公民館 議長

総務・経済常任委員会委員長

第29回木古内町ふるさと産業まつり 産業会館前 議長

木古内を訪ねる会・庄内を訪ねる会 石川屋 議長

懇親会

11月10日 木古内町町制施行70周年記念式典 中央公民館 全議員

祝賀会

11月12日 新函館農業協同組合古内支店新築落成式 新築事務所 副議長

11月12日～ 平成24年度渡島町村議会議長会行政視察 愛知県小牧市 議長

11月14日 第56回町村議会議長全国大会 東京都

11月13日 例月現金出納検査 監査委員室 又地

国保病院

11月16日 第5回総務・経済常任委員会 第5研修室 竹田、新井田、福嶋

又地、佐藤、平野

笠井、東出、岩館

第6回総務・経済常任委員会 第5研修室 他 全委員

総務・経済常任委員会と木古内商工会・ 木古内商工会 全議員

木古内町観光協会との意見交換会

総務・経済常任委員会と上磯郡漁業協同 上磯郡漁協 全議員

組合木古内支所との意見交換会 木古内支所

第5回議会運営委員会 第5研修室 全委員、議長

第7回総務・経済常任委員会 第5研修室 全委員

総務・経済常任委員会とＪＡ新はこだて ＪＡ新はこだて 全議員

木古内支店との意見交換会 木古内支店

11月25日 木古内商工会女性部設立40周年記念の集い 石川屋 議長

11月26日 木古内町心身障害（児）者福祉協会 石川屋 議長

５０周年記念祝賀会

11月27日 第8回総務・経済常任委員会 第5研修室 全委員

12月2日 前田一男　渡島西部四町後援会 知内町 議長

合同総決起集会

第9回総務・経済常任委員会 第5研修室 全委員

北海道医療労働組合連合会函館地区協議会 町長室 議長

来庁

木古内町民生委員推薦会 第2研修室 福嶋 議長に報告

議員に配布済み

第6回議会運営委員会 第5研修室 全委員、副議長、議長

12月5日 ＪＲ北海道との意見交換会 札幌市 全議員

12月7日 平成24年第3回渡島西部広域事務組合議会 福島町 佐藤、新井田、議長 議長に報告

定例会 議員に配布済み

第10回総務・経済常任委員会 第5研修室 全委員

第7回議会運営委員会 第5研修室 全委員、副議長、議長

11月3日

11月19日

12月10日

12月4日

11月20日

-5-
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平成２４年１２月１３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

24.10.30 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

佐藤、吉田、平野、笠井 幅崎主査、若山建設水道課長

近藤東出、岩館 小池主幹、吉田（広）主査

木本（邦）主任、岩本主任、小西主任

新井田まちづくり新幹線課長

阿部主査、佐藤生涯学習課長

佐藤給食センター長

24.11.16 山本竹田、新井田、福嶋、又地 吉 田 大野総務課長、中島保健福祉課長

佐藤、平野、笠井、東出 吉田（宏）主査、高橋主査、竹田主査

近藤岩館 中山（章）主任、加藤保健師

大瀬町民税務課長、田中主幹

田畑主査、若山建設水道課長

小池主幹、吉田(広）主査

小田島主任、木本（邦）主任

岩本主任

24.11.19 山本竹田、新井田、福嶋、又地 な し 大野総務課長、木村産業経済課長

佐藤、吉田、平野、笠井 藤谷主幹

近藤東出、岩館

24.11.20 山本竹田、新井田、福嶋、又地 な し 大野総務課長、木村産業経済課長

佐藤、吉田、平野、笠井 東主査、羽澤（真）主任

近藤東出、岩館 野村教育長、佐藤生涯学習課長

佐藤給食センター長、山本（忠）主査

平野（智）主査、畑中主査

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

阿部主査、片桐主査

若山建設水道課長、構口主査
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24.11.27 山本竹田、新井田、福嶋、又地 な し 大野総務課長、鈴木介護老健施設長

佐藤、吉田、平野、笠井 大坂介護老健事務長

近藤東出、岩館 小澤病院管理者、地本病院事務長

平野（弘）主査

中尾新幹線振興室長、片桐主査

木村産業経済課長

24.12．4 山本竹田、新井田、福嶋、又地 な し 大森町長、大野総務課長

佐藤、吉田、平野、笠井 名須賀主幹、幅崎主査

近藤東出、岩館 新井田まちづくり新幹線課長

中尾新幹線振興室長

若山建設水道課長、小池主幹、

構口主査、阿部主査、福田主査

片桐主査

24.12.10 山本竹田、新井田、福嶋、又地 な し 大森町長、大野総務課長

佐藤、吉田、平野、笠井 若山建設水道課長、小池主幹

近藤東出、岩館 幅崎主査

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）一次産業の振興策について

水稲は、春先の雪解けの遅れや天候不順から減収も予想されたが、天候の回復と

今夏の記録的猛暑により、計画数量を超える豊作年となった。

野菜関係は、春作業の遅れはあったものの、栽培管理徹底による収量確保に努め

るなど、総体的には計画以上の販売が見込める状況となっている。

なお、優良繁殖牛導入事業に取り組んでいる「はこだて和牛」については 「第11、

回北海道あか牛枝肉共励会」において 「最優秀賞４連覇達成」という快挙を成し遂、

。 、げたことは喜びに絶えないところである 更なるブランド化の推進を図るとともに

気軽に地元で食すことができる施策やシステムづくりについて検討されたい。

一方、高海水温の影響により、特にホタテ養殖は過去にない甚大な被害額となっ

た。来年以降の生産量の確保はもとより、魚種変更を検討する漁家も出ている。後

継者不足と合わせ、更なる漁業従事者の減少も懸念される状況にあることから、将

来に向けた振興策について関係者と協議を行うなど、対応策について十分配意され

たい。

（２）既設公営住宅解体除却工事契約の解除について

このたび、既設公営住宅の解体工事を落札した業者が、建設業法に基づく許可更

新手続きの未了から、無資格のまま入札執行に参加・落札し、その後、工事契約の

解除という事案が発生したことは、これまでも前例がなく誠に遺憾である。
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指名通知を行う際に、内容の確認を行っていれば防げたことであり、行政事務の

怠慢と言わざるを得ない。

、 、 、また これまで９件にわたる指名通知を行い このうち１件は解体工事を落札し

すでに工事も完了済みとなっている。町発注の公共事業として許されるものではな

く、今後の指名委員会のあり方を含め、木古内町建設工事等入札参加資格審査の原

点に立ち返り、二度とこのようなことのないよう強く要請する。
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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4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。

2番 又地信也さん、3番 佐藤悟さん、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9月14日に開かれました、平成24年第3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の報告を求めます。

議会運営委員会 委員長 4番 吉田裕幸さん。

平成24年12月13日 木古内町議会 議長 岩館俊幸様。○4番（吉田裕幸君）

木古内町議会 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4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4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、12月13日の1日限りとしたい。

（2）議事日程については、別紙配布のとおりである。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5件、承認1件、発議案5件、意見書案1件である。

（4）一般質問者は4名であり、通告順により質問者ごとに行うこととする。

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。
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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

1日限り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。○議長（岩館俊幸君）

よって、会期は本日1日限り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ので、これを省略いたします。

なお、10月6日にさっぽろ木古内会、参加者34名でございました。10月20日には東京木古

内会、参加者47名でございましたが、それぞれ開催されております。

また、10月19日には、山形県鶴岡市におきまして、木古内を訪ねる会創立20周年記念祝賀

会が盛会裏のうちに開催されておりますので、併せてご報告いたします。

なお、鶴岡市には32名のかたが我がまちから出席をされておりますので、併せてご報告申

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9月14日に開かれました、平成24年第3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12月13日 木古内町議会 議長 岩館俊幸様。○6番（竹田努君）

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。

1の会議開催状況につきましては7回の開催でありまして、下記のとおりでありますので、
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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）一次産業の振興策について。

水稲は、春先の雪解けの遅れや天候の不順から減収も予想されたが、天候の回復と今夏の

記録的猛暑により、計画数量を超える豊作年となった。

野菜関係は、春作業の遅れはあったものの、栽培管理徹底による収量確保に努めるなど、

総体的には計画以上の販売が見込める状況となっている。

なお、優良繁殖牛導入事業に取り組んでいる、はこだて和牛については、第11回北海道あ

か牛枝肉共励会において、 優秀賞4連覇達成という快挙を成し遂げたことは喜びに絶えな

いところである。更なるブランド化の推進を図るとともに、気軽に地元で食することができ

る施策やシステムづくりについて検討されたい。

一方、高海水温の影響により、特にホタテ養殖は過去にない甚大な被害額となった。来年

、 。 、以降の生産量の確保はもとより 魚種変更を検討する漁家も出ている 後継者不足と合わせ

更なる漁業従事者の減少も懸念される状況にあることから、将来に向けた振興策について関

係者と協議を行うなど、対応策について十分配意されたい。

（2）既設公営住宅解体除却工事契約の解除について。

このたび、既設公営住宅の解体工事を落札した業者が、建設業法に基づく許可更新手続き

の未了から、無資格のまま入札執行に参加・落札し、その後、工事契約の解除という事案が

発生したことは、これまでも前例がなく誠に遺憾である。

指名通知を行う際に、内容の確認を行っていれば防げたことであり、行政事務の怠慢と言

わざるを得ない。

また、これまで9件にわたる指名通知を行い、このうち1件は解体工事を落札し、すでに工

事も完了済みとなっている。町発注の公共事業として許されるものではなく、今後の指名委

員会のあり方を含め、木古内町建設工事等入札参加資格審査の原点に立ち返り、二度とこの

ようなことのないよう強く要請する。

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）

は全員に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）

以上を持ちまして、報告を終了いたします。

町 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、町長より行政報告がありますので、これを許します。

町長。
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皆様おはようございます。○町長（大森伊佐緒君）

議員の皆様には、年末を控え何かとご多忙の中をご参集いただきましたこと、誠にありが

とうございます。

第4回定例会の開催に当たりまして、行政報告が1件ございますので、ご報告を申し上げま

す。

工事契約の解除、並びに今後の対策についてでございます。

解除の概要につきましては、被解除者名は後藤建設、後藤勝美。解除年月日は、平成24年

11月20日。工事の名称は既設公営住宅解体除却工事。解除の理由でございますが、平成24年

3月15日をもって建設業許可を失効していた。また、受注した工事において無許可のため解

体工事の施工ができなかった。

、 。以上のことから 工事施工において適格者でないと判断したことによるものでございます

事案の概要につきましては、平成24年11月13日付で締結した工事契約について、契約締結

後に、受注者から「建設業許可を更新していない」との申し出がございました。このため事

実の確認を調査し、実施しましたところ、今回の工事に当たりましては適格者ではないと認

められましたので、工事契約の解除のうえ平成24年11月30日から6か月間の指名停止処分と

いたしました。

今後の対策につきましては、建設業法の許可を受けていることの確認につきまして、指名

願いを受理した際に、許可期間を確認の上、一覧表で整理することとし、指名通知を送付す

る際には、建設業法の許可、及び経営事項審査結果を確認の上、入札に参加することを明記

した文書を添付することといたします。

また、関係職員に対し、地方公務員法第33条の信用失墜行為の禁止違反に当たるものとし

、 、 、て処分を行っておりますが 行政の信頼回復に向けて 担当課を中心に事務の見直しを図り

再発防止に努めてまいります。

以上で行政報告を終わります。

質問があれば受けたいと思います。○議長（岩館俊幸君）

2番 又地信也さん。

2番 又地です。○2番（又地信也君）

行政報告の中で（2）番の事案の概要の後段から2行目 「工事契約を解除のうえ、平成24、

年11月30日から6か月間の指名停止処分とした」とありますが、私はこの文言はおかしいと

思うのです。それはどういうことかというと、この業者は建設業許可を失効していたわけで

すよね。そして、その後において再申請していないというのであれば我がまちの指名のあり

方からして、もう既に許可がない業者には指名はできないわけですよね。それで、11月30日

から6か月間の指名停止処分としたと、この部分の文言は私は変えるべきだと思うのです。

この辺は、もう既に指名業者には指名に参加することができないわけですよ。それなのに

且つ指名停止処分というのは、これは何か変だと思うのです私は。だから、工事契約を解除

のうえ、その次、平成24年11月30日から6か月間の指名停止処分としたというところの、こ

の部分の文言は違った形になるのではないのかなと思うのですが、いかがですか。

町長。○議長（岩館俊幸君）

又地議員のお尋ねの解釈はそのとおりだと思います。現に指名を○町長（大森伊佐緒君）

できる状態にない業者に対して指名処分の必要はないというふうなことは、これは現実的だ
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と思います。しかし当町の場合は、指名停止処分等につきまして、北海道の基準に基づき行

っているということから、この度の案件につきまして北海道の指導を仰いでおります。その

中で、指名できる業者ではないにしろ、業者の処分として的確な処分をするということの指

導に基づきまして、今回6か月の指名停止処分、これは道と協議をした結果で、本人に対し

て出したものでございます。

2番 又地信也さん。○議長（岩館俊幸君）

上級官庁の指導を仰いだということですが、そうするとこの後段から○2番（又地信也君）

2行目の平成24年から 後の指名停止処分としたという部分に関して、何ら業者側からして

も何も影響のないことなのですね、結論からいくと。私はたぶん、上級官庁では今回のうち

の町のこの事件に類したようなことはないと思うのですよ、上級官庁では。まず、何をどう

言おうとたぶんないと思うのですよ。そんな中で、私はある意味では工事契約を解除したう

え、例えば文言としては、建設業許可の再申請をし木古内町に、我がまちに指名願いを出し

た時点までだとか、提出していただかなければ永久的に指名には参加させないとかというよ

うな文言のほうが私は適切な文言ではないのかなと、そんなふうに思っていたところなので

すが、その辺は総務課長も同席していますので、いかがですか。その辺。

町長。○議長（岩館俊幸君）

又地議員のおっしゃるとおりでございまして、何もそれに異論は○町長（大森伊佐緒君）

ないわけでございますが、まず本人のマイナス面というものはこうした処分をすることによ

りまして報道機関等にその内容が記載されます。こうしたことで、事業は指名に参加をする

しないを別としてこれが広く世間に広まるということでのマイナス面、デメリット面が出て

くるかと思います。

また、ご本人との調査の中で建設業の許可、並びに指名申請につきましては 「今後しな、

」 、 、い ということを確認しておりますので 今回の指名停止処分は影響はないとは言うものの

このような類似というか事件の重さ等をこれからのことも考えますとしっかりとした処分は

必要かと考えております。

6番 竹田努さん。○議長（岩館俊幸君）

ただいまの関連ですけれども、同僚議員が言っているように、いま町長○6番（竹田努君）

から言われたように、本人も「今後建設業の手続きもとらない 「町の指名願いもしない」」、

という、そういう回答がいまありましたけれども、それであれば口頭ではなく書面で一筆、

やはり取っておいたほうがいいのではないかというふうに思いますので、その辺について見

解があればお答えを。

(｢議事進行｣と呼ぶ声あり)

2番 又地信也さん。○議長（岩館俊幸君）

いまの質問なのですけれども 「する、しない」は、業者のそれはち○2番（又地信也君） 、

ょっと言い方が悪いですけれども勝手なことですよ。業者がどう考えるかであって。例えば

「いやいや、そう思っていたけれども再許可をすることになった」と。それはそれで何も止

めることができないのです。だから、いまの同僚議員が言っている書面云々という部分に関

しては、これは何かちょっとおかしい話ではないのかな。

それは例えばこのかたが、そうは思っていたけれどもと。これは何も止めることができな

。 、 。 、いのですね 書面でもらったからといって その結果どうなるか これは個人の自由だから
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ある意味では好きなようにすればいいことなのです。私はそう思いますけれども。

6番 竹田努さん。○議長（岩館俊幸君）

若干、同僚議員と見解が違うようでありますけれども、建設業の許可を○6番（竹田努君）

本人が手続きするかどうかというのは、例えば木古内町で営業しなくても他町に行って自分

で商売したいとなればするかもわかりません。だけれども、今回のこの縷々、もう既に受注

済みの工事もあり、今回落札した部分の解約という、2件同年の中であったという部分から

すれば、本人が今後木古内町の仕事をしないということであれば口頭ではなく、やはりそう

いう部分は書面で残すべきだと自分は考えます。

町長。○議長（岩館俊幸君）

まず、私どもが事業所さんから指名願いの受付というのは自由に○町長（大森伊佐緒君）

できることでございますので、これは書類を交わしてそこで誓約をできるものではありませ

ん。ただ、その事業所を指名に参加させるかどうかというのは、指名委員会での議論になり

ますので、この点は十分配慮していかなければならないと思っております。

したがいまして、ここで書類を交わすということには及ばないというふうに考えておりま

すのでご理解いただきたいと思います。

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)

ないものといたします。○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。

はじめに、5番 平野武志さん。

こんにちは。本日は、2項目の質問を通告しております。○5番（平野武志君）

中身については多岐にわたるのですけれども、話の中で聞きづらい、わかりづらい部分が

ございましたらご指摘ください。

それでは、 初の質問に入らせていただきます。

1つ目といたしましては、町政懇談会の検証についてでございます。11月上旬に、町内各

地区で町政懇談会が開催されました。一部の内容については広報誌にも記載されましたが、

そのほかいくつか気になった部分についてお伺いいたします。

1番といたしまして、町道等の道路損傷状況についてでございます。新幹線等の工事車両

が多く通過するため、激しい損傷や浮き沈み、またマンホールの浮上など、道路状況の実態

や原因究明等を含めた調査結果をお伺いいたします。

、 、2項目めといたしましては釜谷地区の避難所 旧釜谷小学校のほうでございますけれども

そちらの整備について懇談会の中でも出ましたが、ストーブ設置等、避難所として必要な備

品、物品は整備されているのかをお伺いいたします。
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3番目でございます。はこだて和牛の販路拡大について。今年度事業、補助金を利用しま

して事業を行いましたが、その現状の検証、また総務・経済常任委員会で今年度事業の検証

については報告されましたが、私自身は、委員会の中でも話は出たのですけれども成果が見

受けられないように感じております。先ほどの報道でも全道大会での4連覇というような偉

業を受けまして、次年度以降のＰＲ計画、またどのような方法で販路拡大を考えているのか

お伺いいたします。

4番目といたしましては 「治安を含め世の中が悪くなっている。人として優しいまちにな、

ってほしい 」という女性のかたからの意見がございました。私にしましては、一番重要な。

、 。 「 」課題に感じましたが 行政側からの答弁はございませんでした そこで 答弁は要りますか

というやりとりはあったのですけれども、そんな中でもひとことふたこと、町としての気持

ちを聞きたかったなというようなことを感じました。

以前にも、昨年の12月だったと思いますけれども、行政サービスの向上など同様の質問を

いたしましたが、さらに具体的な施策や考え方についてお伺いいたします。

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いたします。○町長（大森伊佐緒君）

お尋ねは、11月に開催されました町政懇談会において、地域の方々からのご意見や要望事

項からのお尋ねと。したがいまして、重複する点もございますが順にお答えをしたいと思い

ます。

まず始めに、道路の損傷状況につきましては、懇談会終了後の現地調査において、町道の

損傷を確認しております。道路の舗装や路盤の構造につきましては、大型車両の交通量など

によりその基準が定められておりますので、町道は国道や道道と比較しますと下回る構造と

なっております。そういったことから、新幹線工事に伴う大型工事車両の往来による損傷も

。 、 、原因の一つと考えられます このため 事業主体であります鉄道・運輸機構との協議の中で

工事車両の要因と思われる山崎１号線の中野踏切からみそぎ橋の間などの損傷につきまして

は、その都度、維持、道路補修を行っていただいております。

今後につきましても、鉄道・運輸機構との連携を図り、損傷箇所の早期発見と、補修に万

全を期してまいります。

また、町といたしましては、町内の道路全般につきましても損傷や沈下などを再確認を行

、 、 、いまして 町道につきましては速やかな対応に努めると共に その他の道路につきましても

それぞれの道路管理者に速やかに報告をし補修の要請をしてまいります。

まもなく、新幹線駅舎の建設や駅周辺整備に伴う道路・駐車場の建設工事が始まりますの

で、引き続き住民の皆様がたの安全を第一に対応してまいりたいと考えております。

次に、釜谷地区避難所の整備についてでございますが、本年5月から7月にかけまして改修

工事が完了しており、避難施設としての環境を整えたところでございます。この施設は、普

段より住民の皆様の利用機会が極めて多くありません。したがいまして、11月14日に開催を

した木古内町防災訓練の終了後に、釜谷地区の皆様に現地を公開し、設備などの状況につい

て確認をしていただいたところでございます。

お尋ねの、ストーブの配備につきましては、ポット式のストーブ3台を設置し、煮炊き用

のガスレンジの配備をしております。

、 、なお 公開後に釜谷町内会より情報を得るためのテレビの設置の要望がございましたので
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速やかに対応をしたところでございます。

今後につきましても、町内会との協議を重ね整備を進めてまいりたいと考えております。

次に、はこだて和牛の販路拡大につきましては、現在実施のはこだて和牛に関する事業に

つきましては、今年度より、はこだて和牛ブランド化推進事業として、町内で食することの

できる仕組みを整え、地域の逸品としての認知度向上を図ること、更には観光資源としての

価値観を高めることなどを目的に取り組んでおり、現在町内飲食店9店で取り扱っておりま

す。取扱店には 「はこだて和牛取扱店」との掲示物、更には提供時に添える「はこだて和、

牛カード」を作成し、配付の上、ご協力をいただいており、これらを通して少しずつ認知度

が高まってきていると認識しております。

、「 」 、総務・経済常任委員会では 町民に直接販売するシステムをつくるべきではないか と

このような意見をいただいておりますが、生産数量や流通システムの関係から、直ちにとい

うのは困難な課題が伴いますので、今後も関係団体などとの協議を継続してまいります。

また、次年度以降のＰＲ計画につきましては、今年度の検証を踏まえまして次年度以降の

事業展開に活かしてまいりたいと考えております。

観光アクションプランにおきましても 「食の魅力向上」という項目では、はこだて和牛、

を活用した魅力的なメニューづくりと飲食店に対するはこだて和牛の安定的供給を構成事業

のひとつとしており、今後、推進に向けて部会において議論していくこととしております。

次に、行政サービスにつきましては、昨年12月の第4回定例会において町民が望むサービ

スについてのお尋ねにお答えしております。この度は、さらに具体策や考え方についてのお

尋ねでございますが、職員には常に住民に対するサービスに務めると共に仕事に対する意欲

を高め、能力の向上を図ることが重要であり、現状に満足することなく、日々向上心を持っ

て業務に当たることを求めております。

現行、行っておりますのは、北海道町村会や北海道市町村職員研修センターが主催する職

員のスキルアップ研修に参加させ、職員の資質向上に努めております。

また、当町独自におきましては、新人研修あるいは法制研修にも積極的に取り組みを進め

ているところでございます。

これらの研修は今後も継続し、職員個々の資質の向上を図ると共に、これまで同様、住民

の皆様からのご意見やご要望に耳を傾け、互いに議論を重ね合い、担当課や関連する部署が

連携を図って施策の実現を目指してまいりたいと考えております。

以上、4点についてのお答えでございます。

5番 平野武志さん。○議長（岩館俊幸君）

まずは、釜谷の避難所については十分整備されたということでして、○5番（平野武志君）

地元のかたに公開もされたということで地元釜谷地区のかたも安心されたことだと思いま

す。

1番道路状況でございますが、都度補修は行っているということでございます。私も町政

懇談会が終わったあとに現地を確認してまいりました、全部見れたかどうかはわかりません

けれども。その中で、町側も見ていただいてわかるとおり、多々損傷が激しいと。そして、

都度直した部分もいままでに直した部分もたくさんあると思うのですけれども、今後も先ほ

どおっしゃいました駅の工事等で工事車両がまだまだ多く通過することを考えると、更なる

損傷、そしてその都度の補修ということになりますと道路全体が補修だらけ、つぎはぎだら
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けになっていくのかなということが懸念されますので、都度の補修はもちろん大事なのです

けれども、 終的につぎはぎだらけの道路で終わりでいいのか。それとも、すべての工事が

終了した際に全体を含めての検証、あるいは全体の補修もしていただけるのかだけ1点見解

を聞かせてください。

続きまして3番でございます。いまも食のブランド化推進事業ということで、地元で食す

る、9店舗のお店で食べられるということを取り組んでいるというお話がございました。1番

重要なのは、常任委員会の中でいま我々が言ったことを町長も復唱されておりましたけれど

も、地域のかた、地元のかたがいかに食べれるかということが大事だと思います。

そこでもう答えは出たわけですけれども、そこまで流通してしまうと生産量が間に合わな

いと。これでは、いくら頑張って今回も4連覇という偉業を達成したにもかかわらず、なか

なか事業としてはうまく進んでいけないという結果になり得ると思います。

そこで今後、市場供給が増加した場合、現在の4軒の生産者で間に合うのかという重要課

、 、題についてもう少し深くどのように取り組んでいくのか あるいは予算措置も含めて来年度

来年だけに限らず数年後に向けて考えがあるのかどうかお聞かせください。

それと、ブランド化推進事業といいまして、今回は言わば100万円の予算で肉屋さんに安

く仕入れさせて、肉屋さんの部分を補助してそれを飲食店のかたもいままでよりも安く仕入

れるというシステムだと思います。それで、町民のかたに多く食していただこうという流れ

だと思うのですけれども、その部分が全然町民のかたに浸透されていないのです。常任委員

会の中でもお話しましたけれども、町がそこまで予算をかけてやる事業なのですからもう少

し飲食店のかたにも 「今回このような町の補助事業がありまして安く仕入れましたので、、

このような価格で提供しています」という掲示があるだとか、ただ「取り扱っています 」。

だけではなかなか効果が見えないと思います。せっかく予算をそれだけ使っているのに、も

う少し町民のかたに還元できるようなＰＲ活動をするべきだと思います。あわせましてＰＲ

活動なのですけれども、新聞に載りまして新聞を見たかたは4連覇という状況を知っている

かたも多いと思うのですけれども、私の知っている範囲で聞いた人には、去年まで3連覇だ

ということ自体が知らないという人も多数いるのも現実です。ですから、このような偉業を

町としてもう少し「3連覇達成したよ、4連覇達成したよ」ということをＰＲすることがもう

少しはこだて和牛の普及につながることだと思いますので、何よりＰＲが足りないという思

いでございます。

来年度以降も町民のかたに食すことが課題だともおっしゃいましたので、いまその具体策

を聞いても、具体策は出て来ないかもしれませんけれども、本来であればもう少し中身、詳

しい来年度事業、予算措置も含めてお伺いしたかったのですけれども、それが出てこなけれ

ば、いま言った3点の部分についてもう一度見解をお願いいたします。

それと、行政サービスの件でございますけれども、町長の答弁では常に行政サービスを日

々行っていると、そのことを求めていると。研修会、新人研修を行っているというような答

弁がございましたけれども、丸っきり昨年の12月の答弁と一緒でございます。去年も同じこ

とを言いましたが、全員が対応が悪いという話ではもちろんございません。ただ、一部のか

たの対応が悪ければ、それは町行政、役場全体の責任になるということを町長もご理解いた

だけると思いますが、そこで去年発した具体例、本当に幼稚な話になりますということで去

年もお伝えしたのですけれども、役場内、庁舎内に張り紙をするですとか、この部分は町民



- 18 -

に対して一生懸命対応しますということをホームページでしたり広報紙に載せるだとか、目

に見える政策をやってくださいということをお伝えして、その際の町長の答弁は 「大変貴、

。」 。 、重な提言であり指摘のとおりです というお答えをいただきました そのお言葉を受けて

何かしら取り組んでいただけるのかなと思って1年見てまいりましたが、残念ながらそのよ

うな目に見える施策というのは出ていなかったように感じます。

また、優しいまちということで、この言葉は行政サービスはもちろんなのですけれども、

新幹線開業にあたり観光客の呼び込み、または定住化を進めるにあたり、非常に大事な分野

だと思います、幅はとても広いのですけれども。

そこで、他町の一例を見てみると 「人にやさしいまちづくり条例」というものを作って、

いる市町が多数あります。それをいま事前の通告書には書いていなかったので、その部分を

お答えをいただくことも難しいかと思いますけれども、やはりそのように目に見える条例は

あくまで一例ですけれども、目に見える取り組みをしてはじめて、職員はじめ町民の皆様も

それに取り組める状況になると思いますので、今後目に見える施策を何かやる気持ちがある

のか、やっていけるのかについてもう一度お伺いしたいと思います。

町長。○議長（岩館俊幸君）

3項目にわたりましてのお尋ねでございますが、まずはじめに町道○町長（大森伊佐緒君）

の維持補修に関して、現在はそれぞれ補修が必要な箇所について鉄道・運輸機構からの補修

、 、 、工事を行っていただいておりますが 後はどうなのかと こういうお尋ねでございますが

現在も機構側には、 後はきちんとした整備をして終わるようにということでお話をしてお

りますが、これはまだ 後にはなっておりませんが、その都度機会を捉えてお話をしており

ますので今後もきちんと 後に道路がこのようなつぎはぎだらけではなく、きれいな道路で

終わっていただくよう強く求めてまいります。

、 。 、 、次に はこだて和牛でございますが3点 まず 今後の具体策ということでございますが

平野議員のお尋ねのように、向かうところは販路拡大ということになるかと思います。

しかし、これは性急にできないという悩みもございます。これは現在当町の生産者、肉牛

として生産者が販売しているのは約230頭、年間ベース。この中には、農協があってそして

ホクレンがあって、ホクレン商事があってとさまざまな機関がございまして、この230頭が

順調に販売できるという仕組みづくりがされております。したがいまして 「来年50頭増や、

しましょう」ということは簡単にはできないシステムになっております。これは、関係機関

ともこれから十分協議をしながら頭数を増やしていって、そしてまた多くのかたに食してい

ただけるということを考えていかなければなりませんので協議が必要になってまいります。

まずは食していただく、地元のかたに食していただくという事業を進めておりまして、こ

れは2つ目のお尋ねにもありますが、まだまだ認知されていないということでございます。

確かにそうだと思います。お店の前に看板があります。そして、食事をする時に出てきたお

肉にメッセージカードがありますと、これだけでは不十分かと思います。飲食店とも十分協

議をしまして、これは改善していかなければならない課題だと認識をいたしております。飲

食店にとっても商売でございますから、これをいかにたくさん売るかということが大事にな

ってまいりますので、十分協議をしていきたいと思っております。

3つ目の、はこだて和牛が去年3連覇でことし4連覇、なかなか住民のかたが知らないよと

いうお尋ねでございますが、大変残念に思っております。私の昨年の新年の挨拶の中でも広
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報の新年号でございますが 「はこだて和牛が3連覇になりました」というような文言も入れ、

ておりますが、なかなかすべてのかたが読んでいただけると。また、すべてのかたが新聞を

ご覧いただくと、こういったことがないわけでございますが、できる限りこれは皆さんに知

っていただきたいというふうに思いますが、こうした素晴らしい牛の生産地でございますの

で、この販売促進という面では将来の大きな目標に向けて今後も進めて考えていきたいと考

えております。

次に、住民のサービスということでございますが、私は先ほど住民サービスには職員の資

質向上が大事だということでお話を申し上げておりまして、目に見える施策がどうも感じら

れないというお尋ねでございますが、平成24年度ですからことしから研修の5か年計画とい

うことで、これまでは財政の健全化に取り組んでおりましたので、研修に伴う費用というの

は大幅に削減しておりました。しかし、今年度からは5か年を通して職員の研修をしっかり

行おうということで現在実施をしております。予算につきましても、昨年度は23万7,000円

であったものがことしは63万7,000円ということで大幅に増額をして、あらゆる研修に行っ

ていただくということで職員の資質向上を図っているわけでございますが、これは大きな施

策だと私は思っております。目に見える見えないということになりますと、議会の皆さんは

決算の審査ですとか予算を決めていただいておりますので、この点はご理解していただいて

いると思いますが、なかなか住民の皆様に「いま職員は研修していますよ」ということは伝

わっていないのかと思います。 後にまちづくり条例等の例もお聞かせいただきましたが、

条例があるからまちが良くなると。これはイコールでなかなか結ばれませんので、必要があ

ればこういった条例も考えなければなりませんし、まずは職員の資質向上を図って住民のご

期待に応えられるように努力を進めることだと考えております。

5番 平野武志さん。○議長（岩館俊幸君）

道路については、 終的にも要請をしているということですのでその○5番（平野武志君）

部分は約束していただいたということで終わりたいと思います。

はこだて和牛でございます。販売のルートが決まっているのでなかなか厳しいということ

はありますけれども、年間に230頭の販売を農協・ホクレンが主として行っているというこ

となのでしょうか。その中で、先ほどから同じことを言いますけれども、町民のかたがまさ

に飲食店ではようやく食べれるようになったと。ただ、日頃からやはり町民としてこのまち

の生産している肉として、名前は残念ながら「はこだて」という名前なのですけれども、そ

れを日頃から家庭でも「きょうはちょっと良いことがあったから贅沢をして食べようか」だ

とか 「お客さんが来るのでちょっと地元の良い肉を買ってきてすき焼きをしようか」とい、

うような流れになることが理想だと思いますので、この230頭のルートを農協がすべて管理

してやる中に、いまも関係団体と協議をしていくとお話もありましたが。なんとか地元業者

なのか、どのような販売ルートなのかあれですけれども、そうなっていけるようにお願いし

たいと思います。

一つ言いますと、いま木古内町では農協のお店がなくなりまして、実質町民が買えるお店

というのはゼロだと思います。農協に行けば買えるといって知内に行くのか、函館のほうま

で走って北斗に買いにいくのか、あるいは肉のつしまさんというところには生産者の名前も

書いた丁寧な販売方法のもと、はこだて和牛が売られていると。やはり、地元で生産したも

のをよそでは売られて地元では一切買えないという 重要課題だと思いますので、何度も同
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じことを言いますけれども、そこの部分を何とか進めていきたく要望として終わらせていた

だきます。

行政サービスの部分につきましては、研修が大事なのはよくわかります。新人研修からい

まメモできませんでしたけれども2種類くらいの研修を行っていると。ただ、研修費も少な

くなっているよと。では研修も少なくなっていると。いままで研修は一生懸命取り組んでい

、 、 。て その中でもやはり町民から一部の苦情だったり 行政サービスが届かないところがある

更に今後研修会が少なくなっていったら、もっともっと低下するのではないかというように

単純に思ってしまいます。ですから、まずいまやれることは、日々研修、毎日仕事に来たと

きに、それは当たり前にやらなければないのですよということを全員が認識するような目に

見えるということを言っております。そこで、本当に幼稚な話なのですけれども、やはり職

員、あるいは町民にも見えるような、挨拶はしっかりしましょうだとか、小学校のオアシス

運動ではないですけれども、そういう取り組みをすることによって、町民の方々も「行政の

人はこんなことを考えているのだ」ということにつながるのではないかと。もちろん行政の

かたばかりではないのですけれども、議会でも議会事務局の中に張り紙をすることから始め

たいと思うのですけれども、行政、議会一丸となってそのようにサービスをするのだという

精神をまずはひとり一人植え付けていくことが一番大事だと思います。その結果、研修会と

いう言葉で答弁されていると思いますが、もう一歩踏み込んだ部分を進めていただきたいと

いう、これを質問にしますとまた同じような話になると思いますので、強い要望として先ほ

どの条例の部分も含めて今後検討していただきたいということで終了させていただきます。

続いて、2項目めの質問に入らせていただきます。

南北歩道橋、通称スカイロードでございますけれども、エスカレーターの設置についてお

伺いいたします。1１月29日でしょうか、町関係団体との意見交換会の中で「町の方針とし

てはエスカレーターの設置を見送った」というような報告がございました。その後、12月4

日、その結果を踏まえまして、常任委員会の中で「町民の設置要望が非常に強い」という意

見をお話しましたところ、担当課長からは「理事者には伝えます」というような答弁がござ

いました。

町民の意見を吸い上げるべく、担当課長から伝えていただいたと思いますが、町民の要望

が強いエスカレーター設置につきまして、町長として改めてどのような考えを持っているの

か。また、この答えの時期、 終のリミット時期はいつ頃までに決すればよいのかをお伺い

いたします。

町長。○議長（岩館俊幸君）

木古内駅自由通路のエスカレーター設置についてのお尋ねでござ○町長（大森伊佐緒君）

いますが、エスカレーター設置につきましては庁舎内部で協議を重ねてまいりました結果、

設置費に約１億円程度、運用費に毎年約300万円程度、これらの費用がかかります。設置後

の財政負担が極めて大きいことや、夜間の管理についての難しい面などを理由に設置を見送

っているわけでございますが、町といたしましても可能であれば設置をしたいという強い思

いを持ちながら検討を進めたところではございます。

12月4日の総務・経済常任委員会におきまして 「町民の設置要望が強い」との意見が多く、

出されたと報告を受けておりますので、私といたしましても設置をしたいという強い思いを

持ちながらの判断でありましたので、平成32年度、10年間ですね、平成32年度までの財政収
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支試算の確認、あるいは現在進めております新幹線関連事業全体の中で財源調整を図ること

などをして、再度検討してみたいと考えたところでございます。

年内を目処に判断をいたします。

5番 平野武志さん。○議長（岩館俊幸君）

町長からの一度は設置をしない方向に進めたが、再度検討したいとい○5番（平野武志君）

うような強いお言葉を聞きました。これは、エスカレーターの予算の部分はもちろんおっし

ゃられたとおり1億円がかかって、毎年300万円の維持費がかかるということでございますけ

れども、このエスカレーターが駅にできるかできないかは言うまでもなく木古内町にとって

今後死活問題になり得るというふうに思います。地元住民、いま木古内町は福祉のまちとし

て高齢者に優しいまちづくりをあげるにあたり、地域の方々が当然利用に利便性が良いこと

はもちろんのこと、観光客、今後多く木古内町をハブ駅としても9町村につながっていくた

めにも降りていただくという基盤の駅になると思います。その際にも、いまの設計ですと新

幹線駅を南側に来るには一度降りて、またいまのスカイロードを昇って降りるというような

複雑な構造が余儀なくされているという状況の中、昇って降りての行程をまずそこを超えて

来るのかということを考えた時に、エスカレーターの重要性というのは非常に大きな部分を

占めていると思います。そのことをよく理解していただいた上で、町長も年度内には結論を

出すというお話でしたが、そこはどうでしょう。

年内に結論を出すと、時期も非常に短いという期間でございますが、また庁舎内、行政の

かたの中だけでもう一度再考するのか。もしくは町民の強い要望をどこかでもう一度聞くよ

うな場を設けられるのか。私は、町民の強い要望を常任委員会の中では当然申し述べました

が、できれば町長に直にその声を聞くべく関係団体がいいのか、町民懇談会がいいのか、や

り方はいろいろあると思いますけれども、そのような場を設けて決する前にもう一度話をす

る機会をもっていただきたいと要望しますがいかがでしょうか。

要望というよりも質問ですね。○議長（岩館俊幸君）

5番 平野武志さん。

質問を伺います。○5番（平野武志君）

町長。○議長（岩館俊幸君）

先ほども申し上げましたが、総務・経済常任委員会の中で多くの○町長（大森伊佐緒君）

住民の皆さんが要望されているということを委員会のかたからお話があったと承っておりま

す。したがいまして、この声は大事にしたいと考えております。

現時点では財政の収支計画につきまして、総務・経済常任委員会には来年の１月を目処に

ご提出するということになっておりまして、まだ細かくはまとまっておりません。そうした

中で数字はまとまっておりませんが、エスカレーターの設置費用を加えて算出をしますと、

当町の平成32年度末の基金は現在予定しております約2億8,000万円が約1億6,000万円になる

と。また、エスカレーター設置の費用はどのくらいみているのかということになりますと、

まず1億円のうち4割は補助金をもらいます。6割は現金で払わなければならない、借金がで

きない。ですから、まず6,000万円が出ます。毎年300万円で設置した時からの費用になりま

すと、6年間かかります。3掛ける6で1,800万円。6,000万円と1,800万円で設置費用は7,800

万円になります。それをまず財政計画にはめ込んでおります。

また、これまで財政計画になかった第3セクターへの負担分、これも入れております。こ
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ういったものを入れて2億8,000万円が1億6,000万円になるということでございます。

並行在来線はちなみに約4,500万円でございます。32年度までこれがアバウトな数字にな

っておりますが、まず重要性なことは大事なことだということで十分理解しつつも、金が大

変だということで一旦は断念しております。したがいまして、この出るものはなかなか変わ

りませんので、先ほど申し上げました現在行っている駅周辺整備の事業、これらも削れるも

のはないか、こういったことも考えながら財源の捻出を行い前向きに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）

中身については、詳しく金額まで提示していただきました。中身につ○5番（平野武志君）

いてはよく理解できました。いま再質問で申し述べ上げましたのは、地域のかたと、決する

前にもう一度そのような話す機会を持てるのかどうなのかということなのですけれども、先

ほど申し上げました常任委員会での要望というのが町民の意見だということで、改めて町民

とのそういう会合は開かないという認識でよろしいでしょうか。

町長。○議長（岩館俊幸君）

お尋ねのとおりでございまして、総務・経済常任委員会から「地○町長（大森伊佐緒君）

域の声というのは大変強い」というお話を伺いました。これをもって地域の声と考えており

ます。

5番 平野武志さん。○議長（岩館俊幸君）

すみません、いま確認の部分で3回目になってしまいましたので、4回○5番（平野武志君）

目ですけれどもこれで終わりますけれども、12月4日の常任委員会の際にもちろん町民から

の強い要望は伝えてそれを十分理解してもらったと。きょうのこの定例会でも4名の一般質

問者がいるうちの2名はこの件に触れております。

先ほども申し上げましたとおり、必要性については予算の分を抜かしては言うまでもなく

町長はじめ皆さん、担当課長も含めて理解されていると思いますので、この強い町民からの

要望を何とか進めていっていただくべく予算の配置等についてはうまく進めていただき、設

置に向けて前向きな返答が年内中にあることを望みまして終了いたします。

以上でございます。

以上をもちまして、5番平野武志さんの一般質問を終わります。○議長（岩館俊幸君）

11時20分まで休憩いたします。

休憩 午前11：07分

再開 午前11：20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。

6番 竹田努さん。

それでは一般質問させていただきます。○6番（竹田努君）

第5次木古内町振興計画の検証評価、達成度についてであります。これは、ことし5月2日

の臨時会において木古内町振興計画の策定に関する条例制定をしたところであります。

北の大地の福祉都市木古内を掲げた第5次木古内町振興計画も残すところ来年度、25年度1
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年となりました。いろいろな苦難の上、策定した計画であったように思います。大森町長の

思いが集約された振興計画ではないでしょうか。この間、介護老人保健施設と公営住宅の複

合施設、念願でありました国保病院改築等々の北の大地の福祉都市にふさわしい施設が整備

されました。

第5次の木古内町振興計画は、まだ1年残っておりますが、この9年間の検証評価、達成度

について総論でもよろしいですから町長の考えをお願いをしたいと思います。

また、 後の仕上げの年度、ぜひやり遂げたい事業等があるのか、目玉的なものを考えて

いるか町長の考えを伺います。

また、第6次の振興計画に目指すもの、何を重点的に考えているのか。まだ5次が1年残っ

ておりますので、6次の関係がまだ整理されていないとすればその見解でよろしいですし、

考えているのであれば町長の見解を伺います。

町長。○議長（岩館俊幸君）

6番、竹田努議員のお尋ねにお答えをいたします。○町長（大森伊佐緒君）

お尋ねの木古内町振興計画につきましては、第5次の計画も来年度が 終年度となり、第5

次の検証評価、並びに達成度につきまして、庁舎内での取りまとめを終え、現在、まちづく

り委員会の皆様に住民の視点に立った評価を加える作業をお願いしているところでございま

す。庁舎内の評価、達成度につきましては、振興計画全体の総合評価はＡからＥまでの5段

階評価で、上から2番目のＢ評価としており、達成度につきましては約70%としたところでご

ざいます。

第5次の振興計画は、第1章から第5章までで構成されており、さらにそれぞれ章が節に分

類されておりますので、各担当がこの節ごとに評価を行い、各管理職が総合的にまとめたも

のを振興計画の総合評価・達成度としたところでございます。

後の仕上げの事業につきましては、これまで実施計画の中で財源の都合により後年度へ

ローリングした事業が数多くあり、 終年度の来年度につきましても残された事業を全て実

施することはできませんので、期限のある新幹線開業を見据えた関連事業は優先的に実施し

てまいりたいと考えております。

また、第6次の振興計画でございますが、福祉政策はもっとも重要と位置付け、また新幹

線効果が開業当初より十分に発揮できることを目指し、経済の活性化を図ることを目指して

まいりたいと考えております。さらに、一次産業の振興、教育、文化の向上など、きめ細か

な進行計画の作成を目指しております。特に、第6次の当初より新幹線関連事業を積極的に

推進をし、開業後につきましてはその事業効果が十分発揮される施策の展開を図り、まち全

体の発展につなげてまいりたいと考えております。

6番 竹田努さん。○議長（岩館俊幸君）

いま町長から庁舎内の評価・検証を終えて総合的にはＢ評価、達成度70○6番（竹田努君）

％と。ほぼ、振興計画にとっては順調に計画が推進されているのかなと、そういう一面もご

ざいます。いままで、振興計画の基本構想については議会の議決を経て行ってきた。これが

地方自治法の改正等でこの義務付けが廃止になって、それで5月の臨時会で振興計画の条例

が策定されたというひとつの背景です。

それと、5月の臨時会の中でまちづくり委員会の委嘱の関係も規則の改正がされていまし

て、ですからまちづくり委員会が5月からこの6か月間、庁舎内の検証は終わっているけれど
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もまちづくり委員会、これは前回の検証・評価のところでもあるように、住民自身が現状ど

のように捉えているかという住民満足度評価を新たに取り入れる、こういうふうに名言をし

ているわけでありますから、この部分についてはたぶんまちづくり委員会がその役割を成す

のだろうと思っています。

ただ、まちづくり委員会の半年間、検証・評価をし、次年度は6次の計画、策定に関わっ

ていくのかなと、そういうふうに思っているところであります。それで、今回の5月の条例

改正では、議会では基本構想、この部分については議会に諮る。ですけれども、振興計画の

検証・評価、あるいは基本計画と言いますか、実施計画に関わる部分は議会とのいまの現状

からすれば議論ができないというか、議会には基本構想だけの議論の展開となるわけであり

ますから、これは自分自身個人的に考えますと、今後は議会としても検証・評価、あるいは

この基本計画にも関われるような議論ができるようなそういうものにしていかなければなら

ないと思っています。これはまだ議会全体の中では特に話題にはなっていないわけでありま

すから、今後進める中で議会としてもこのまちづくり委員会の経過と言いますか、できれば

その中間的な報告も受けて一緒になってこの振興計画の推進というかその部分に関わってい

かなければならないものと考えているわけですから、特にこの部分は今後どうするというの

は議会としても十分内部議論をした上でなければ行政側にきちんと伝えることができない部

分ですから、これは今後議会討論の中で再度何らかの形で行政側と振興計画を今後進める上

でどうすればいいかということを十分詰めていきたいなと思います。

それと町長、6次に対する思いもやはり5次同様、福祉と言いますか、福祉都市にふさわし

い、それとあと付随するそういう部分を考えているようでありますから、ぜひそのことを実

現に向けて努力していただきたい。

それと、この振興計画は 終的に確認しますけれども、町の 高位の計画であるというふ

うに思っているかどうか、それ1点だけ伺います。

町長。○議長（岩館俊幸君）

竹田議員のお尋ねのとおり、当町の大きな 高位の計画がこの振○町長（大森伊佐緒君）

興計画というふうに理解しております。

6番 竹田努さん。○議長（岩館俊幸君）

検証等の部分については前段申し上げたとおりでありますので、この1○6番（竹田努君）

点目の質問については以上で終えたいとこのように思います。

次に、2点目の質問に入らせていただきます。

前段、同僚議員も町政懇談会の部分で触れられておりましたけれども、私も同様の若干視

点の違った部分で質問をさせていただきたいと思います。

12月号の町広報に、各地区で開催された町政懇談会の一部が紹介されております。これま

でにはない前向きで具体的な回答が記載され、町政懇談会の効果が発揮されたことを評価を

したいと思っています。

それで4点、再度町長に考えを問いたいと思います。

1つ目については、省エネ対策としてのＬＥＤを普及促進する。ＬＥＤ防犯灯器具に対す

る補助率の引き上げを来年度検討すると町広報に記載されておりました。この件は、3月に

自分はＬＥＤの部分で一般質問をしております。その中でも3月の時点でも今後ＬＥＤの器

具は高いけれども電気料は半減すると。長期展望にわたれば、はたしてＬＥＤを普及するか
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どうかという部分については検討させてくださいというような答弁でありました。それなの

にこの場にきて、この懇談会の中で、来年度もなぜ再度検討しなければならないのか、答え

が出てもいいのでないかというのが自分の考えです。そのことについてお答えをいただきた

いと思います。

それから、2点目の水道使用料については、今後の収支状況の推移をみて検討していきた

い。ごみ処理手数料については、新年度に向け値下げを行うための協議をする。このような

記載をされております。水道使用料については、水道事業会計の収支状況を見て、今後の検

討課題だというふうに思っています。ごみ処理手数料については、19年から財政の集中改革

プランの中でごみ処理手数料が、袋の部分が値上げになったと、そういうひとつの背景であ

りますから、これは庁舎内の協議を得て来年度4月から値下げをすると、このように理解を

すればいいのか町長の答弁をお願いしたいと思います。

それから3つ目でありますが、2年続けての大雪対策として独居老人、身障者等に対する屋

根や家屋周辺の除排雪支援については、昨年同様生活道路の確保には高齢者事業団による除

雪サービスで行っていただきたい。屋根等については、除排雪事業者を紹介しますと。独居

老人、障害者等のかたは個々に自分の責任で行ってくださいと、このようなことになるわけ

です。町長、前段申し上げました振興計画で北の大地の福祉都市、本当にこれでいいのでし

ょうか。このことについて再度、町長の見解をお願いしたいと思います。

、 、それから4つ目でありますが 広報にはこの部分は記事として記載はされておりませんが

釜谷地区の町政懇談会で、毎年要望のある課題であります。釜谷生活改善センター改築要望

に対しては、昨年までは振興計画で25年度の改築計画がされているが、まだ安心できる財政

。 。 、ではない 財政の計画に盛り込んでいないからできない もう少し先延ばし待っていただく

という答弁です。この間、部分的な補修、トイレの簡易水洗だとか部分的な補修はされてき

ましたけれども、ことしは一歩前進回答でも言うべきか、新幹線関連事業が終わる平成28年

度に整備されますと明言されております。この28年ではなく、改築年度を早めることができ

ないでしょうか。釜谷に住む町民にとっては、唯一のこの生活改善センターが葬儀会場でも

あるということは町長も十分認識だと思います。今回の町政懇談会5会場回って、1か所は産

業会館ですけれども、ほかの会館、老朽化してきている生活改善センター、そういう会館も

ありますけれどもどうでしょう、釜谷の生活改善センターと札苅のみらい館、あるいは農村

センター等、町政懇談会に行ってみて切実に感じませんか。

例えば建物は地区40年経っています、釜谷の。病院の改築は、35年で建て替えをしている

のですよ。そういうことからしますと、1年、1日でも早く釜谷地区のこの生活改善センター

を改築すべきと考えます。

、 、 。そのようなことで 町長 建設年次の早期着工についての考えをお願いしたいと思います

町長。○議長（岩館俊幸君）

お尋ねは、11月に開催されました町政懇談会において地域のかた○町長（大森伊佐緒君）

がたからご意見、ご要望があったことと重複しておりますので、答えにつきましても重複す

る場合があるかと思います。また、このたび出された質問につきましては 「何々の件につ、

いて」とだけでございましたので、具体的に何をお答えするかということについて十分理解

しておりませんでしたので、この場でお答えを用意するのも含めましてお答えしたいと思い

ます。
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まず始めに、ＬＥＤ防犯灯の普及促進につきましては、現行の水銀ランプの防犯灯と比較

しますと照明寿命において約6倍長い。消費電力や二酸化炭素の排出量においては、約60％

削減できると。さらには、紫外線が弱く飛来する虫などが減少するということで、省エネあ

るいは環境衛生に優れた防犯灯であると認識をしております。このため、早期にＬＥＤ防犯

灯が全町に及ぶ方策を含めまして、継続した協議をしてまいっております。

まとまりました時点で、ご説明の機会をいただくことがあるかと思います。当面は、現行

の助成制度では3分の1を町が補助する内容でございますが、町政懇談会でお話しております

ようにＬＥＤ防犯灯の普及促進に向けまして、現在補助率の引き上げに伴う作業を進めてお

ります。 低でも2分の1を目標に、新年度から実施してまいりたいと考えております。

前回のご質問から時間が経っており、具体的にどのように協議がされているか、もう既に

答えがあってもよいのではないかというお尋ねでございましたが、これはまち全体を早期に

代えるということでの協議が少し長引いておりました。具体的に申し上げますと、まず町内

の街灯の数でございますが、現在1,114基ございます。1基当たりこのＬＥＤ化を図るとしま

すと、単価が現段階で4万5,000円。したがいましてかけ算をしますと5,000万円、まちが50

％負担するとしますと2,500万円、まず2,500万円かかると。そして今度、当町が負担する電

気料は現在、昨年度の実績で550万円です。そして、ＬＥＤ化を図ることによりまして電気

料は330万円に抑えられる。当町が今度負担する修繕費ですが、現在は約年間40万円かかっ

。 、 。ております 地元の皆さんは3分の2を負担しますので 町内会さんは80万円かかっています

こういう数字が出てまいります。

そこで電気料は10年間をみますと、いま平成23年度までの計画を立てておりますので、10

、 。年間電気料をどれだけ節約できるかというと2,300万円 2,300万円の電気料が削減されると

そして、修繕費では毎年40万円かかっていますから、10年では400万円の節減効果があるだ

ろうと。この電気に代えることによって電気の交換などが減りますので、概ねそれに近い数

字はかからないのではないだろうか。合わせますと、10年間で2,300万円の電気料と修繕費4

00万円で2,700万円の効果がある。ですから、町にすると2,500万円を出しても10年間を見る

と2,700万円の効果が出るということで、まちとしてはいいのです。しかし、町内会では修

繕費を80万円掛ける10年間で800万円なわけですが、半分の2,500万円の交替する金がかかり

ますから、この負担は町内会の負担になってしまう。そこでどうするかということが出てま

いりまして、ですからいま事務能率委員会等でもいろいろ議論をしているのですが、まだ決

定はしていませんが、全町を新幹線の前に代えてしまいましょうと。同じものを付けてまち

並みを良くしましょうと。その代わり、それはまちが全額一旦出すと。町内会から10年がか

りでそれを回収しようと。こんなことも議論には上がっていますが、これはまだまだこれか

らの議論でございますが、そういったことを考えて今日まで時間の経過があったということ

をご理解いただきたいと思っております。補助率の改訂につきましては、既存の防犯灯には

該当しないということでご理解をいただきたいと思っております。

次に、水道料金やごみ収集手数料につきましては、町政懇談会ではまちの財政状況の改善

が見られる中で、住民負担の軽減を求めるというご意見をいただきました。この中で、ごみ

収集手数料は、改訂前の料金に戻すことで検討をするとお話しをいたしました。現在、料金

の改訂に伴う作業を進めておりまして、新年度からは前の料金で実施をしたいと考えており

ます。
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一方、水道料金でございますが、企業会計として健全経営を目指しております。したがい

まして現在、人口の減少あるいは世帯数の減少に伴いまして、使用料が大きな影響を及んで

おります。経営状態は大変厳しいと認識しております。

現在は、このマイナス分を新幹線工事あるいは新幹線の関連工事による使用料でカバーを

している。したがいまして、大幅なマイナスには至っていないわけですが、いずれ3年後の

新幹線開業が近づいてまいりますので、工事の減少が見込まれます。したがいまして、減額

改訂というのは現時点では難しいとお答えをしております。当面、改訂議論は収支状況の推

移をみて判断をすることになります。

次に、大雪対策でございますが、病弱な独り暮らしの高齢者、高齢世帯などの皆様には、

高齢者事業団に委託し、生活道路の確保をすることで安心・安全な日常生活につなげており

ます。また、屋根及び家屋周辺の除排雪につきましては、除排雪事業者の情報提供を行う。

情報による事業者が少ないという声が寄せられましたので、各団体に協力要請をし、事業所

の増強に努めているところでございます。

先般、除雪事業所の登録につきまして、木古内商工会の協力をいただき、工業部会の事業

所の皆様に協力要請をしておりますが、現在9つの企業から快諾をいただいており、昨年度

よりは若干事業者数の登録が増えております。

ボランティア組織につきましては、町内のボランティア団体、社会福祉協議会との協議を

進めておりまして、除雪ボランティア員の募集準備を進めているところでございます。

今後につきましても、関係団体との連携を図り高齢者の方々の安全確保に努めてまいりた

いと考えております。

この中で「屋根や家屋周辺の除排雪について、このままでいいのか」というお尋ねでござ

いますが、あくまでもご自身の住宅の管理でございますので、これにつきましては自己管理

ということで事業者の紹介に留めております。外に出入りする道路の確保につきましては、

これまでどおり行いますが、屋根の雪おろし、また周辺につきましては事業者の紹介に基づ

いてそれぞれの個々のご家庭で実践していただきたいと考えております。

4点目の釜谷生活改善センターにつきましては、釜谷地区の町政懇談会で「新幹線関連事

業が終了したあとの、 短で平成28年度に着手できるように検討を進める」と回答しており

ます。そのように、第6次の振興計画で位置づけたいと考えております。ただ 「それよりも、

早くならないのか」というお尋ねでございます。確かに、釜谷生活改善センターにつきまし

、 。てはほかの地域と違いまして お通夜や葬儀などで使う回数が極めて多い施設でございます

老朽化は進んでおりますが、その都度の改修で現在でも何とか地域の皆様にご不便をかけな

いようにご利用いただいております。私も昨日釜谷のお通夜に参列をいたしましたが、やは

り人口の減少でしょうか、かつてのように施設が狭いという感じは受けませんでした。それ

にしましてもほかの施設を比較しますと、まだまだ良いという評価が出せませんので、 短

で28年度の着手に向けまして振興計画で位置付けたいと、このように考えておりますのでご

理解いただきたいと思います。

6番 竹田努さん。○議長（岩館俊幸君）

ただいま町長から、1番と2番については新年度実施をすると、そういう○6番（竹田努君）

回答をいただきました。ただ、この1番目のＬＥＤの普及促進については、やはり新年度と

言わずなぜこの12月の定例会で防犯灯の規則の改正、あるいは補正等を盛り込むくらいの、
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いま新幹線が来るまち木古内です。スピード化、3月に例えばこの部分をＬＥＤの関係を一

般質問して、町長が先ほど縷々ＬＥＤと現状の水銀灯との比較をした場合の電気料、器具の

耐用年数だとか諸々のことから比較をして、逆にＬＥＤに代えることによって町の持ち出し

が長期展望に立って少なくなる。それと、大きく一斉に代えようではないかと、ひとつのそ

ういう案も出ているという素晴らしい前向きな姿勢だなというふうに思います。

ただ、せっかくこのＬＥＤの部分に提言した時点で、内部で検討して即良いことであれば

。 、新年度と言わず12月からでも年度の途中でやっていただきたい これはなぜ言うかというと

もう既にＬＥＤに切り替えている町内もあるのですよ。ですから遅れれば、ことしＬＥＤに

交換した町内については全く町の恩恵を得られないで、従前の防犯灯器具の3分の1の助成を

受けて事業をやっているのです。やはり、町内会だって厳しい財源の中でこれからのことを

考えればＬＥＤに代えるべきだという町内の議論の中で代えていると。そういうことからす

れば、やはりこういう部分は早急に町長の高度な判断をお願いしたいなというふうに思いま

す。これは、要望としてＬＥＤばかりではなくて行政のスピード化、これについて今後の行

政の中で進めていきたい。ごみ処理手数料については、来年度から元の価格に値下げをする

ということでありますので理解しました。

それと、3番目の除雪対策といいますか、一番困っているのは確かに高齢者事業団でやっ

ているサービス。それは、生活道路ですから自分の玄関から公道まで出るまでの間の雪は年

間5,000円を出してサービスを受けているという状況です。一番困るのは、高齢者のかたが

屋根の雪おろしはやはり町長が言われるように専門というか事業者でなければ危険が伴いま

すし、それは簡単にいきません、それはそれとして。ただ屋根の場合、町長は自分で屋根の

雪下ろしをしたことがあるかどうかわからないですけれども、屋根の雪をおろしたあとが大

、 。 。変なのですよ その始末が そこを何とか行政としてフォローできる部分がないのだろうか

これだって、町政懇談会で2年続けて出ている問題なのですよ。ということは、町民から

。「 」 、すれば切実な問題です なんとか助けてください と行政側に訴えているにもかかわらず

これはやはり「生活道路は行政も手助けしますけれども、あとは自己管理しなさい」という

ことになりますか。

例えば行政がどこまでやれる、何ができるだろう。そういう内部検討をした上でやはり無

理だったというのであればいいのですけれども、そうではなく木古内町の公共施設の中でミ

ニのタイヤショベルが何台かレンタルされています。病院、消防、教育委員会だとか、そう

いう施設に配慮なっていますし、例えば職員がやるかどうかというのは別にしてそういう土

日だとか、機械の空いている時に何とかボランティアと連携してそういうものに役立つこと

ができないだろうかと。そういう部分をやはりあれして、ここまで去年にはなかったこうい

うことをまちのサービスとしてことしはやりますと。やはりそれが福祉ではないかと、こう

いうふうに思うのです。その辺についてもし、ないならない、何か検討の余地があるのであ

ればあるというふうな町長の見解をお願いをしたいと思います。

それと、4番目の釜谷の改善センターの問題ですけれども、確かに町長は町政懇談会では

「新幹線の関連事業が終わった28年に着手できるよ」と言っていますけれども、受けるほう

は、町民サイドからすれば28年しか頭にないのですよ。ですから、そういう行政側はたぶん

言葉ではそう言った。受ける町民からすれば28年度に改築してくれると、そういう認識なの

ですよ。まずひとつはそこの差。これはやはり町長、28年の前倒し、これについては今後の
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6次の振興計画を含めて 優先の重要課題、これは前段申し上げた振興計画の中で25年度、

釜谷の名称は違いますけれども漁村センターを整備するという計画に入っています。ただ、

、 、 。財政の裏付けというか 財政計画が盛り込んでいないからいままでできませんと いままで

それと、やはりいままでずっとこの釜谷の懇談会等の中で出てきたのは、釜谷は毎年この

生活改善センターを「早く改築してくれ、早く改築してくれ」と切なる思いなのですよね。

そして、3年くらい前までは「財政が安定できる状態でないから」という部分で一辺倒でき

ました 「財政が厳しいなら無理なのだろうな」というようなことで、たぶん11月号の広報。

に毎年町の財政の状況が記載になっています。それを見れば、例えば19年から23年までの基

、 、 。金の状態 19年は2億であったものがいま23年度の決算では8億7,000万円 プラス備考資金

こういうふうになれば「財政が厳しい」というような町民は理解できないですよ。確かに、

新幹線関連事業を優先しなければならないという、それはわかります。ですけれども、釜谷

に住んでいる人間からすれば、例えばあの机、テーブル、椅子にしてもほかの会館なりセン

ターから見てどうでしょう。やはり、自分もたまに釜谷のセンターに行きますと 「ひどい、

な」と 「誰か寄付する人がいればいいだろうな」と思うくらいであります。やはり、1年経。

てば1年人口が減ります。高齢化が40％、4分の1が高齢者。高齢者の人に安心して住み慣れ

た地域で住んでいただくそういうための施設だとすれば、やはり早期に実現すべきではない

でしょうか、そう思います。町長の答弁をお願いします。

町長の答弁は午後からいただきますので、昼食のため 時まで暫時、○議長（岩館俊幸君） 1

休憩をいたします。

休憩 午後12時02分

再開 午後01時00分

休憩を解き、会議を再開いたします。○議長（岩館俊幸君）

竹田努さんの再質問に対しての町長の答弁から入りたいと思います。

よろしくお願いいたします。

町長。

お尋ねは2点でございますので、まず1点目は家屋周辺の除排雪が○町長（大森伊佐緒君）

更なる行政の支援ということでのお尋ねでございますが、先ほども申し上げましたとおり、

自宅の管理は自己管理が基本と考えておりますので、屋根の雪おろしあるいは家屋周辺の除

排雪につきましては、これまで同様事業者を紹介する中で有料で行っていただくようお願い

したいと思っております。

また、生活にお困りのかたや体にご不自由のあるかたにつきましては、ボランティア団体

との協力を求める中で行政も係わってまいりたいと考えております。

次に、生活改善センターでございますが、このあとまちづくり委員会での協議もございま

すが、優先度の高い事業と位置付けておりますので、現時点では 短で平成28年度に着手を

するということで、早期の着手を目指してまいりたいと考えております。

6番 竹田努さん。○議長（岩館俊幸君）

町長、除排雪の関係についてはこれ以上進展がないのかなと思います。○6番（竹田努君）

ただ、もう少し行政がどこまでできるのだろう。例えば、こうすることによって財源がこの
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くらい伴うだとか、そういう試算をしてみるだとか、また各地域、町内の中で除雪機等の機

械を個人で持っているかた等もあるわけだから、町内会長さん等が集まった会議の時にその

辺の提言というか、どこまでできるかできないか、それぞれの地域の中で異なると思います

けれども、それに例えば行政としてできること等々も含めてやはり検討していただきたい。

これは要請という形の中で留めますけれども、まだまだ本当に高齢者から見れば雪の始末と

いうのは大変なのですよ。やはりそういうことを真摯に受け止めて、福祉都市きこないにふ

さわしいまちづくり、年老いても安心して暮らせるまちづくりに、冒頭、前段の振興計画で

言いましたように、やはり福祉を主に考えているということですから、やはりそういうこと

が福祉でないかなと思うものですから、これは要望に留めておきます。

釜谷の生活改善センターについては 「28年度に着手できるよう努力」ではなくて 「28、 、

年度にはやります」というくらいの強い決断をしていただきたいと、このように思います。

もし、28年度やるにしても、いまから例えば地域の要望を聞いて、地域の人口が、例えば

人口、年齢構成がどうだ、それにふさわしい施設はどういう施設がいいのだろう。現在地が

いいのか、別な場所を探すとすれば用地の確保も出るわけですし、いま言われている災害時

の避難場所、それを兼ねるためにはどうすればいいか。役割あるいは規模等々をいまから地

域とのコミュニケーションを図って、そうすれば地域のかたも「あと何年我慢すれば釜谷に

センターが建つのだ」ということになれば頑張る気力も出ると、こういうふうに思うのです

よね。

ただ一方的に町長 「財政、財政」だけでいってほしくないような気がします。いろんな、

要素はあります。例えば、交付税あるいはいまの町有地の新幹線関連の補償費等で基金等が

いま一時期増えていますというのはわかるけれども、ただ19年、20年の基金から見て財政の

健全化計画の収支の中で32年の尻は同じなのですよ、2億8,000万円。そういう部分を一般の

人はなかなか年次の推移を見て、そうしたら増えた部分のこの財源はどこでどう使われるの

かという部分がよく見えていないからあまり出てこないと思うけれども、ただ財政は現時点

では好転していると言わざるを得ない。

それとここ1、2年で各臨時交付金の中で公共施設の整備というか、いろいろ念願だった公

民館だとかスポーツセンター含めていろんな施設の改修をやりましたよね。その財源と言っ

たら10割の交付金ですから「町の持ち出しはなくて済んだ、良かった」というだけでなく、

先ほども言いましたように、あと残る施設関連とすれば釜谷が 重要施設かなというふうに

僕は思います。

冒頭、振興計画の中で町長に確認したのは 「25年度に搭載をしている振興計画というの、

はまちの 上位の計画だ」と強調していました。そうすれば何がなんでも、 上位の計画で

あれば私は25年、25年が無理であれば25年にいろんな状況の中で27年に着手できないかとい

う部分を要望して終わりたいと思います。どうもありがとうございました。

以上をもちまして、6番竹田努さんの一般質問を終了いたします。○議長（岩館俊幸君）

続きまして、8番 新井田昭男さん。

8番 新井田昭男です。○8番（新井田昭男君）

平成24年第4回定例会にあたり、一般質問をさせていただきます。

質問は2問であります。

まず、質問に先立ちまして、ことしも残すところわずかとなりました。行政におかれまし
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ても、ことしは4月の町長選に始まり各部署の人事異動、町政施行70周年等々大変慌ただし

い1年であったと感じております。その間も、来たるべく新幹線開通に向けて行政総ぐるみ

での様々な取り組みや、そしていろいろな住民サービスの実施など、今後とも大森町長はじ

め職員各位には町住民のために職場の垣根を取り払い、惜しみないご尽力をご期待申し上げ

ます。

さて、 初の質問は、地域の空き地の雪捨て場利用についてでございます。

この質問に関しましては、昨年の第4回定例会の中で一般質問で要望に近い質問とさせて

いただいております。ご案内のとおりここ数年、当町では大変な豪雪が続いており、ことし

の気象予報でも豪雪になり得る予報としております。少子高齢化や地域事情を鑑み、行政と

、 、して冬場の住民に対する更なるインフラ確保のためにも 雪捨て場として各地の空き地利用

また町有地の利用を検討できないか、前向きな見解を伺いたい。

あわせて前回の答弁で「各町内会や自治会と協議した中で」というお話をしていただいて

おりますが、その後の経過を確認をいたします。よろしくお願いします。

町長。○議長（岩館俊幸君）

8番、新井田昭男議員のお尋ねにお答えいたします。○町長（大森伊佐緒君）

お尋ねの雪捨て場としての空き地利用につきましては、通常は道路除雪時に各地域の空き

地を利用させていただき、堆雪後に運搬排雪を行っております。お尋ねの空き地利用につき

ましては、空き地を有効に利用できるのが理想でありますが、それぞれに土地所有者のご協

力が前提となります。したがいまして、現状ではすべての民有地の活用というのは難しい面

もあるかと考えております。

町有地の利用では、特に大きな問題は発生いたしませんが、春先の融雪時に影響が心配さ

れる場所もございますので、泉沢のパークゴルフ場などをはじめ、充分配意しながら利用し

ているところでございます。

各町内会との協議につきましては、個々の皆様からの道路除雪相談等には対応させていた

だきましたが、町内会単位での相談は特段ございませんでした。今年度におきましても、除

排雪等の相談はあると思われますので、その都度状況を把握し、町内会等との協力・協議を

させていただき、公平性の欠くことのないよう注意を図りながら対応してまいりたいと考え

ております。

8番 新井田昭男さん。○議長（岩館俊幸君）

第1回目の町長答弁、ありがとうございます。現状の状況も踏まえ○8番（新井田昭男君）

てちょっとお話をさせていただきたいと思います。現状、行政は先ほどもちょっと出ました

が、排雪箇所の増設、また除雪サービス事業として高齢者事業団体の支援配備、そして除排

雪業者の紹介など住民サービスの一環として取り組んでおります。住民の皆さんにとっては

大変ありがたいサービスと思っておりますが、ご承知のとおり当町の高齢者、後期高齢者事

情は既に顕著に表現れております。空き地利用により交通路、通学路の確保、そして交通事

故防止、そして更なる除排雪費の大幅削減など、何よりも住民サービスの向上とインフラ確

保につながると考えます。

先ほど、町長から全地域というようなお話がありましたけれども、私どもも全部というよ

うな意味合いで申しているわけでございません。参考事例ですが、北斗市の事例で、ある空

き地利用で各町内会が雪解けのあとの清掃や年数回の草取りの実施など、お互いに持ちつ持
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たれつの関係で毎年利用させてもらっていると聞いております。この辺もぜひ参考にしてい

ただき、再度の各町内会や、そして自治会との協議の中で行政として前向きに、いわゆる方

向性を検討し、そして定めてほしいと思います。その方向性に対する見解をもう1回ちょっ

とお伺いしたいです。よろしくお願いします。

町長。○議長（岩館俊幸君）

お答えは町内全域ということでお答えしておりますが、個々の地○町長（大森伊佐緒君）

域ということになりますと、また状況が変わってまいりますが、それぞれのお困りになって

いる町内会の皆さんとの協議が必要になってくるかと思いますので、それはその町内会単位

での協議は十分させていただくことが可能かと思います。

新井田議員の地域は泉沢自治会でございますので、泉沢自治会の中でお困りの点がありま

したらお伝えいただければ、こちらから出向いてそれぞれの箇所の実情のご相談をさせてい

ただきたいと思っております。

また、その他の地域でも気が付いた点がございましたら、私どもが全域でなかなか確認で

きない点がありましたが、その都度ご指摘をいただきたいと考えております。

8番 新井田昭男さん。○議長（岩館俊幸君）

いまの町長のお話ですと確たる方向性を定めていくよと、そういう○8番（新井田昭男君）

ような解釈をさせていただきました。今後ともぜひ一つお願いします。

町長は5月の臨時会の所信表明の中で 「広く町民の声に耳を傾ける町政」と「時代に即応、

した判断と行動ができる町政」をも掲げております。雪問題は、永遠のテーマかもしれませ

ん。先ほど私が申し上げたことは、町住民の声をして受け止めていただきたい。高齢者、後

期高齢者の問題も鑑み、行政として時代に即応した判断と行動を起こす時期に来ていると確

信をもっております。どうか、行政には冬場対策として格段の配慮を強く要望し、1問目の

質問を終了したいと思います。ありがとうございました。

2つ目の質問は、防災行政無線活用についてでございます。

この質問に関しても昨年3月の定例会において、防災行政無線の活用について質問としま

したが、その後の活用状況を見ても大きな変化が感じられません。ことしも残すところわず

かとなりましたが、防災行政無線で報じられない重大事故や住民の命に関わることなどがあ

りました。ヒグマ情報、ＪＲ木古内－江差線の脱線事故、信号機故障による運行ストップな

ど、これらのことがなぜ放送されないのか。行政として、今後どのようにして住民の皆様に

安全・安心を含めた適切な情報提供サービスを図っていくのか見解を伺いします。

ちょっと待ってください。○議長（岩館俊幸君）

昨年3月と言いましたけれども、ことしの3月の定例会ではないですか。その辺訂正して質

問してください。

8番 新井田昭男さん。

失礼しました。ことしの3月の定例会でした。訂正します。○8番（新井田昭男君）

町長。○議長（岩館俊幸君）

、 、○町長 大森伊佐緒君（ ） 防災行政無線の活用についてのお尋ねでございますが 設置目的

あるいは運用につきましては3月の定例会でお答えしておりますので、この場では省略をさ

せていただきます。

まずはじめに、防災無線で報じられていない重大事故等の中で熊の出没状況につきまして
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は、出没時点での現地確認を終了した後に放送を流しております。

また、脱線事故、信号機故障につきましては、ＪＲ北海道から当町に対して事故等に関す

る報告がございませんので、町内で起こっている事故につきましてはマスコミ報道で知った

というのが現状でございます。このため、町が知った時には既に報道がなされておりました

ので、防災行政無線の活用はいたしておりません。また、同時にＪＲ北海道青函トンネル工

務区へ復旧の目処、あるいは事故の状態について照会をしておりますが 「検討中、あるい、

は調査中」という返答でありましたので住民の皆様へお知らせする状況にはなく、そのよう

な情報もありませんでした。報道機関に対するプレス発表はあるようでございますが、当町

は報道機関ではないことから、情報を把握するには一定の限界を感じているところでござい

ます。

お尋ねの今後の適切な情報提供につきましては、住民生活に重大な影響を及ぼす案件や安

全や安心を脅かす事案等につきましては、その内容の情報収集に努め、放送を行うことによ

り不安、疑問が生じないよう重要で必要な項目をお知らせすることとしております。

なお、緊急時を含め、いつでも防災行政無線による安定して放送ができることが不可欠で

ありますので、器具に不具合がないのかを確認をすることも兼ねまして、行政情報を放送す

ることにしております。

8番 新井田昭男さん。○議長（岩館俊幸君）

当町の防災行政無線施設及び管理に関する条例施行規則の中で、第○8番（新井田昭男君）

2条で 「この無線局で放送される内容」という項目があるのですけれども、1つは非常災害、

その他緊急事項の通知及び連絡。2つ目、行政事務に関すること。3つ目、住民に役立つ地域

情報に関すること。4つ目、その他町長が必要と認める事項に関すること。こんなことがう

たわれております。この4つの項目が、全て地域住民に重大な必要事項であることは言うま

でもありません。しかし、残念ながら未だに2番目に申し上げた行政事務に関する放送が大

半の状況でございます。前回も申しましたが、現状の放送内容が悪いと言っているのではご

ざいません。少なくとも、いま当町で何が起こっているのか、それが住民にどんな影響を与

えるのか。つまり、総じて住民に役立つ地域情報が少ないということです。

今回、住民の皆さんより「ヒグマ情報が少ない、もっと発信して 」とのお怒りの声をい。

ただきました。ヒグマ問題に関しては、ここ数年春先早々より札幌方面も含めヒグマ報道が

報じられておりましたが、9月のヒグマ目撃件数は延べ963件、これは速報値まで上がってい

る状況だったのです。そんな中、当町でも熊駆除の騒動があったわけですが、この季節は収

穫時期と重なるわけです。場所によっては、大変危険な状況が十分考えられるところもある

わけです。1、2回程度の注意喚起で何のための防災無線なのか。これはまさしく命に関わる

ことです。お叱りを受けて当然のことだと思っております。

また、ＪＲの脱線事故、信号機故障などは、車を持たない地域住民や通学手段が寸断され

ているにも関わらず何も放送されない。

3月の質問の中でも、鶴岡－江差線での雪崩による不通状況でも全く防災無線が機能しま

せんでした。参考事例があっても、改善のためのシグナルを送っても反応がないのはいかが

なものなのでしょうか。新聞紙上で報道されているから情報発信はしなくてもいいと考えて

いるならば、行政として大変な過ちを犯している、そのように思います。何よりも取り組み

に対する使命感を感ずることはございません。以上のようなことを踏まえて、どのような改
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善策を取るのか、あわせてご提案申し上げますが、できることであれば今後防災行政無線を

生かし、木古内警察署管内での交通事故情報の発信、そして木古内消防署からは他町村を含

めた地域火災状況などをいままで以上に防災に関する情報を発信希望したい。いずれにして

も、各機関との連携強化を図り防災行政無線の活用で適切な情報が発信できるよう更なる検

討をお願いしたい。以上のことを踏まえもう一度ご見解をお伺いします。

町長。○議長（岩館俊幸君）

新井田議員のお尋ねにありますように、報道機関での情報が既に○町長（大森伊佐緒君）

流れているから当町での防災行政無線を流していないということにつきましては、確かにお

っしゃることはよくわかります。事後になっても、そのことによってどんな影響があるかと

いうことなどは流すことが可能だと思いますので、これは今後見直す必要が出てくるかと思

います。また、事故とかできごとが起きたあと、これがどんなふうに影響していくか。こう

いったことも流す必要があるかと思います。そういった面では再度この情報提供をする内容

について、私どもで協議をしてみなければならないというふうに考えます。現時点での報道

よりも、もっと役立つ住民目線に立った報道ができるように努めてまいりたいと考えており

ます。

8番 新井田昭男さん。○議長（岩館俊幸君）

町長、一応の見解ありがとうございました。○8番（新井田昭男君）

今回一般質問としたテーマは、全て住民のかたからの声です。命に関わる情報は注意喚起

も含め、場合によってはリアルタイムで放送を視野に入れなければならないと思います。

地域住民の憂慮していることが実現とならないように、ことし3月の定例会での質問内容

。 、 。 、も紐解いては言いません やはり その辺も認識をしていただきたいと思います あわせて

今回の提案も十分検討し、地域住民の憂慮を取り払っていただきたい。

今回の質問は、2問全て前回の質問とし、一応の終結としておりましたが、問題に対する

行政の取り組み姿勢がどうなのか、問われれば答えていかなければなりません。すなわち、

取り組みに対する進歩や精度が問われているのです。住民の声が反映されなければ終結にな

らないと考えます。我々議員も行政も、目指すところ一緒と認識しております。どうか、町

住民の声は真摯に受け止めていただき、執行に当たっては緊張感、使命感をもって対応をお

願いしたいと思います。以上をもちまして質問を終わります。ありがとうございました。

以上をもって、8番新井田昭男さんの一般質問を終了させていただき○議長（岩館俊幸君）

ます。

続きまして4番 吉田裕幸さん。

4番 吉田裕幸です。○4番（吉田裕幸君）

1つ目に、北海道新幹線木古内駅周辺整備計画についてであります。

これについては午前中、平野議員のほうから同等の質問が出されました。その中で、町長

が答弁されておりますので、中身については深く申しません。これについては、私も町長が

唱える福祉都市木古内、そして新幹線を核としたまちづくりの中で大変重要なものだと認識

しております。そして、ここは木古内町の人口のみならず、松前、福島、知内、そして上ノ

国。いま、広域観光を進める上でこの駅に集まって来る人口を考慮した中で、このエスカレ

ーターは絶対必要と考えていますので、12月中に結論を出すという町長の答弁でございます

ので、それに期待してこの問題については省略をさせていただきます。数団体から要望書も
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提出されるという噂も聞いていますので、その辺を加味しながら行政の中で十分審議した中

で、町長自らリーダーシップを出して結論を出していただきたいと思います。それについて

もし町長ののほうからあるのであれば答弁をいただきたいと思います。

そして、本題に入ります。

新幹線駅の正面になる北側アクセス道路歩道には、シェルターの設置が計画されておりま

せん。このことについても住民要望が多いです。担当課では「メーター当たり鉄骨構造で80

万円の建設費がかかるため実施設計に盛ることはできない」との説明がありました。

しかし、シェルター構造は町有林を活用した杉材等による木材とした場合、耐久性も劣り

ますが、鉄骨より安価な工事費で進むと考えています。これについては、山崎1号線から駅

までの距離、すべての歩道に付ける場合と本当に車から降りる部分だけをつける。そして駅

に誘導するシェルター、そういう考え方の中から、なるべく全部付ければいいのですけれど

も、だけれどもそういうわけにもいかないのかもしれませんが、その辺の考え方。そして、

南側に人を誘導したいという行政の考え方はわかるのですが、北側、本当の正面になる北側

のほうが丸っきり駐車場のみの野っぱらになると。杉材を使ったまちづくりをしているので

すけれども、本当の新幹線の正面は何もない。そういう意味で、これはやっぱり 低限必要

なものであると私は考えます。その辺の見解をお伺いいたします。

町長。○議長（岩館俊幸君）

4番、吉田裕幸議員のお尋ねにお答えをいたします。○町長（大森伊佐緒君）

初の新幹線駅周辺整備計画のお尋ねにつきましては、先ほど平野議員にお答えしたとお

り年内を目処に結論を出すということで、前向きな姿勢であるということをご理解いただき

たいと思います。そのための財源の捻出について、これから十分協議をしてまいります。

次に、北側のアクセス道路歩道のシェルター設置につきましては、北側アクセス道路は南

側の駅前広場と異なりまして、車の乗り降りをすると。全ての駅の出入り口とするものと想

定されます。全てが車の乗り降りということで考えております。

したがいまして、ここでのアクセス道路歩道部のシェルターにつきましては、当初から計

画はしておりません。

南側については、バス停あるいはタクシーがプールするところ。こういったことが予定さ

れておりますので、現在、事業者であります北海道に対してシェルター設置を強く要望して

いるところでございますが、北口の駐車場につきましては、おもに自家用車の駐車というこ

とでございますので、シェルターは設置をしないということでご理解をいただきたいと思い

ます。

4番 吉田裕幸さん。○議長（岩館俊幸君）

エスカレーターの件についてはしませんが、そのあとのシェルターの○4番（吉田裕幸君）

件ですね。この件については、はっきり町長のほうから「設置しない」ともう言い切られま

したので、この辺についてはどうあとを判断するのかというのはどうしようもないのですけ

れども、僕は必要だと思います。いくら乗用車で乗降のためと言えども、やはり町長の唱え

る福祉都市という考え、高齢者福祉を考えると雨の日でもいくらでも、その駐車場から降り

て駅までの間というのは雨に濡れるわけですよね。ここは雪も多いと。そういうことを考え

、 。 、 、ると いまはできないのかもしれない しかし 今後もし予算が許せばここは町道ですから

この部分はもしかしたら再考の余地があるのかなと思います。これもたぶん予算の中でいろ
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いろ考えた中、住民要望が出てきた時に町長が、行政側が再度考える余地がないのか。全く

やらないというのか、その辺について再度お伺いいたします。

町長。○議長（岩館俊幸君）

この北口の歩道でございますが、南口の歩道とは違いまして、か○町長（大森伊佐緒君）

なり狭い歩道が計画されております。その中では冬場の雪の問題、除雪をするという観点か

らしますと若干支障になるというのもあります。また、ここでの駐車場利用者にとってシェ

ルターの設置は必要ないというように当初から判断しておりましたし、またいまのような理

由も加味しますと付けるという明確な理由がないと。こういう観点から、この件については

これからも再考する予定はございません。

4番 吉田裕幸さん。○議長（岩館俊幸君）

これからも再考するあれがないと。僕としてはここは町道の部分です○4番（吉田裕幸君）

ので随時、これからも要請はしていこうかなと思っていますので、その辺、いまの時点では

ないですけれども、先々についてはまだ継続して委員会等でも言っていきますので、その辺

留意してよろしくお願いいたします。

以上をもちまして、私の一般質問を終了させていただきます。

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）

暫時、休憩をいたしますが、病院事業管理者の勤務の都合上、退席をしていただきたいと

思いますのでよろしいでしょうか。

休憩 午後 1時38分

再開 午後 1時39分

承認第1号 専決処分の承認を求めることについて

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８ 「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6号）

の専決処分を行い、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ710万8,000円を追加し、予算

の総額を歳入歳出それぞれ45億800万8,000円とするものでございます。

補正の内容は、第46回衆議院議員選挙の執行に係わる補正でございます。

それでは、詳細についてご説明を申し上げます。

歳出から申し上げますので7ページをお開き願います。

7ページ、2款 総務費、1項 総務管理費、1目 一般管理費、25節 積立金、6万7,000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、国庫委託金で不足する財

源について財政調整基金で減額し充てるものでございます。
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。 、 、 、続きまして8ページをお開き願います 4項 選挙費 1目 選挙管理委員会費 1節 報酬

9節 旅費、合わせて6万7,000円の追加につきましては、選挙管理委員会を3回開催する費用

でございます。4目 衆議院議員選挙費、1節 報酬から次のページになりますが、18節 備

品購入費、合わせて710万8,000円の追加につきましては、衆議院選挙におけるポスター掲示

板の作成、入場券の作成送付、選挙啓発用懸垂幕、投票管理者・立会人報酬、時間外手当、

国民審査読み取り集計機購入費でございます。

次に、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。

13款 国庫支出金、3項 国庫委託金、1目 総務費委託金、2節 選挙費委託金、710万8,

000円の追加につきましては、衆議院議員選挙費委託金でございます。

、 、 。以上 提案理由といたしますので よろしくご審議ください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。

6番 竹田努さん。

、 、○6番 竹田 努君（ ） ただいまの提案については 特に総体的には異論はないわけですが

9ページの備品購入で国民審査読取集計機、168万円の計上をしています。これは、国民審査

より使えないのか、他の選挙時に集計機を使うことができないのかという部分が一点。

それと、今回の衆議院選挙に係わる部分は選挙委託金ということで、ほぼ総額が委託金で

入るわけでありまして、総務課長、その金額がマックスなのか。もし、マックスでないとす

れば、例えば今後、選挙の掲示看板の設置なのですが、職員を含めてどちらかと言えば原材

料だけを購入して人的な部分は職員だとか、嘱託職員等が設置したように見受けられるので

すけれども、この部分をやはり経済というか雇用という意味に結びつけるような、例えば事

業者あるいは、かつては高齢者事業団にこの部分を委託、発注していたという過去の経過も

踏まえて今後、こういう委託金で全部来るような選挙の賄いについては、そういうこと等も

検討というかそれができないかどうか、この2点をお願いしたい。

総務課長。○議長（岩館俊幸君）

備品購入費で購入を予定しております国民審査読取集計機、これ○総務課長（大野泰君）

は○あるいは×を記載するわけですけれども、国民審査の場合。×を記載した数がどこの項

目に何個あるかというのを、全てを一回通すだけで読み取りができる機械ですですので、国

民審査を中心とする読み取りができる機械ということになります。ただ、これまでの個人名

を書いて票を束ねたときに何票あるかという、票数を数えるという票数の計算には流用はで

きます。できますが、そういう使い方をする予定はございません。というのは、そちらの機

械を持っておりますので。票を通せば何枚通りしたかという数は出ますから、これは把握す

、 。 。ることはできるのですが そういう使い方はする予定はございません 別な機械でやります

それと、いま言いましたように選挙費用なのですが、選管のほうでもこういった国政選挙

の時に備品関係をそろえていきたいという考え方がございますので、まず備品をあるいは掲

示看板であれば掲示看板類、こういったものを先に予算化をしまして、その上で経費の節減

を図っていくと。国政選挙の場合には3年に一度、交付金の基準というのが決められてきま

すので、その基準をあらかじめ想定をした中で、先に備品等の必要部分を計算し、人件費は

これはかかりますから人件費の分を計算し、そして看板設置費用等についてもなるべく予算

の範囲内、交付金の範囲内でやりたいものですから、軽減できる方法を取っていきます。そ

こで余裕が生じれば外注ということも検討できるかと思いますが、今回の予算組みとしては
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そういった外注できるところまで予算を組むことができなかったということでご理解をお願

いいたします。

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。

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）

をいたしました。

議案第1号 平成24年度木古内町一般会計補正予算（第7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2号）

議案第4号 平成24年度木古内町水道事業会計補正予算(第4号）

議案第5号 平成24年度木古内町下水道事業特別会計補正予算（第2号）

（ ）、○議長（岩館俊幸君） 日程第9 議案第1号 平成24年度木古内町一般会計補正予算 第7号

日程第10 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2号 、日程）

第11 議案第4号 平成24年度木古内町水道事業会計補正予算（第4号 、日程第12 議案第5）

号 平成24年度木古内町下水道事業特別会計補正予算（第2号）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。

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4号、議○町長（大森伊佐緒君）

案第5号につきましては、一括して上程となりましたので、議案毎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7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、1,153万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を45億1,954万6,0

00円とするものでございます。

補正のおもな内容につきましては、第2款 総務費において嘱託員人件費、基金積立金、

建物火災保険金、咸臨丸イルミネーション撤去工事並びに選挙費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、国民年金事務費、私立保育所運営委託費
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の補正です。

4款 衛生費は、水道事業会計負担金、渡島西部広域事務組合衛生負担金、不法投棄廃棄

処理委託料に係わる補正でございます。

6款 農林水産業費は、養殖ホタテ稚貝購入事業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収用事業認定申

請に係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、臨時職員の共済費、旧中学校体育館高所除雪及び新中学校植木冬囲い委

託、各部活動・大会参加に係る車借り上げ料などの補正でございます。

14款 職員給与費は、公務災害補償に関する共済費の補正でございます。

、 、 、 。なお 詳細につきましては 後ほど総務課長より説明をさせますので ご審議を願います

、 （ ） 、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2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、29万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を8億7,922万円とす

るものでございます。

補正の主な内容は、1款 総務費、及び8款 保健事業費は職員及び嘱託員に関る人件費の

補正でございます。

3款 後期高齢者支援金、4款 前期高齢者納付金、6款 介護納付金は平成23年度の事業

費確定による補正でございます。

10款 諸支出金は、高齢者医療制度円滑運営補助金及び出産育児一時金補助金の追加で、

これは事業費の確定に伴う償還金に係る補正でございます。

11款 予備費は、この度の補正により不足する一般財源へ充当する補正でございます。

それでは、詳細につきましては歳出からご説明を申し上げます。

7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、1節 報

酬では9,000円、2節 給料3万7,000円、3節 職員手当27万8,000円、4節 共済費8万円の追

加につきましては精査及び扶養手当、寒冷地手当の変更によるものでございます。

続きまして、8ページをお開き願います。3款 後期高齢者支援金、1項 後期高齢者支援

金、1目 後期高齢者支援金 19節 負担金補助及び交付金、後期高齢者支援金の確定によ

る4万4,000円の追加でございます。

続きまして、9ページをお開き願います。4款 前期高齢者納付金等、1項 前期高齢者納

付金等、1目 前期高齢者納付金、19節 負担金補助及び交付金、前期高齢者納付金の確定

による1万4,000円の減額でございます。

続きまして、10ページをお開き願います。6款 介護納付金、1項 介護納付金、1目 介

護納付金、19節 負担金補助及び交付金、これは介護納付金の確定による4万5,000円の減額

でございます。

続きまして、11ページをお開き願います。8款 保健事業費、3項 特別総合保健施設事業

費、1目 保健指導事業費、2節 給料 2万6,000円の追加、3節 職員手当等 1,000円の追

加、4節 共済費 1万1,000円の減額は、人件費の精査によるものでございます。

、 。 、 、続きまして 12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
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3目 償還金、23節 償還金利子及び割引料でございますが、高齢者医療制度円滑運営補助

金 7,000円、出産育児一時金補助金 5万円、合わせて5万7,000円は事業の確定による追加

でございます。

続きまして、13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、予

備費で16万9,000円は財源調整のため減額でございます。

続きましては、歳入をご説明させていただきますので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、歳出

でご説明させていただきました1款 総務費、8款 保健事業費の人件費精査に伴う一般会計

繰入金29万3,000円追加するものでございます。

国民健康保険特別会計補正予算につきましては、以上でございます。

次に、議案第4号 平成24年度木古内町水道事業会計補正予算（第4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。収益的収入及び支出の予定額におきまして、収益的収入では1

8万7,000円を減額し、その総額を1億4,528万1,000円とし、収益的支出では14万2,000円を減

額し、その総額を1億5,468万円とするものでございます。

続きまして、2ページをお開き願います。資本的収入及び支出の予定額におきまして、資

本的収入では156万円を減額し、その総額を2,904万円とし、資本的支出では137万4,000円を

減額し、その総額を7,658万9,000円とするものでございます。

続きまして、3ページをお開き願います。企業債につきましては、二乃岱地区配水管改良

事業 190万円を減額し、総額を1,520万円とするものでございます。

続きまして、議会の議決を経なければ流用することができない経費、職員給与費を4,508

万3,000円から4,494万1,000円とするものでございます。

それでは、収益的支出から説明をさせていただきます。10ページ、そして11ページをお開

。 、 、 、 、 、き願います 1款 水道事業費用 1項 営業費用 2目 配水及び給水費 節 給料 手当

法定福利費、合わせまして2万2,000円の追加､並びに3目 総係費、節 給料、手当、法定福

利費 合わせまして16万4,000円の減額でございます。これは、人事異動等に伴う人件費の

補正でございます。

それでは次に、収益的収入の説明をさせていただきますので、戻りまして9ページをお開

き願います。1款 水道事業収益、2項 営業外収益、2目 他会計負担金、節 他会計負担

金 18万7,000円の減額でございます。これは、人件費の補正に伴う人件費按分等に係わる

負担金の減額補正でございます。

次に、資本的支出について説明をさせていただきます。

13ページをお開き願います。1款 資本的支出、1項 建設改良費、2目 配水管改良費、

節 工事負担金に続きまして、二乃岱地区配水管改良工事の完了に伴う額の確定により、13

7万4,000円の減額でございます。

次に、資本的収入の説明をさせていただきます。

、 。 、 、 、戻りまして 12ページをお開き願います 1款 資本的収入 1項 企業債 1目 企業債

節 企業債につきましては、二乃岱地区配水管改良工事負担金の減額及び国庫補助金の追加

により190万円の減額でございます。
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また、2項 国庫補助金、1目 国庫補助金、節 水道管路耐震化等推進事業補助金につき

ましては、これも同じく二乃岱地区配水管改良工事負担金への補助の減額及び単独費として

計上していた二乃岱地区配水管改良工事が新たに補助対象となったため差し引きで34万円の

追加でございます。

以上、ご説明を終わらせていただきます。

次に、議案第5号 平成24年度木古内町下水道事業特別会計補正予算（第2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、1万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を2億353万5,000円と

するものでございます。補正の内容につきましては、嘱託員及び職員人件費、汚水管渠整備

に係る補正でございます。

それでは、歳出についてご説明申し上げます。

7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、1節 報

酬 7,000円、2節 給料 1万1,000円の追加につきましては、嘱託員及び職員の独自削減率

を0.3％緩和したことによるものです。4節 共済費 5,000円の減額は、共済組合負担金の

減、公務災害補償基金負担金の増及び社会保険料の減額分でございます。

続きまして、8ページをお開きください。2款 施設費、1項 施設整備費、1目 施設整備

費、15節 工事請負費から13節 委託料に700万円の振り替えをお願いするものでございま

す。これは、今年度における汚水管渠工事において、駅前通用地買収との調整に伴い施工予

定区間が減少したため工事費を減額し、来年度以降の工事に係る汚水管渠詳細設計に振り替

えるものでございます。

次に、歳入のご説明をいたします。6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、1万3,000円の追加でございます。これは、

歳出の追加分を一般会計からの繰入金で調整するものでございます。

以上が、一括上程となりました議案毎の提案理由の説明でございます。

説明を終わらせていただきます。

なお、議案第1号の詳細につきましては、この後、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申し上げます。

以上で提案理由の説明を終わります。

2時20分まで、暫時、休憩をいたします。○議長（岩館俊幸君）

休憩 午後2時07分

再開 午後2時20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。

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○総務課長（大野泰君）

計補正予算(第7号)について、ご説明申し上げます。

歳出からご説明します。16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、1節 報酬 4万6,000円の追加は、嘱託職員の独自削減率を0.3%緩和したこ
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とによる増額です。4節 共済費、1,000円の追加は、社会保険料率の改定増及び雇用保険料

率の改定減の差し引きで増額です。

25節積立金 296万6,000円の追加は、この度の補正で不足する財源について財政調整基金

積立金を7万6,000円減額し、教育基金積立金31万円、まちづくり応援基金積立金273万2,000

円の増額です。なお、寄附については11月16日現在の実績額です。3目 施設管理費、12節

役務費、40万1,000円の追加は、新中学校及び物品保管倉庫の火災保険料です。15節 工事

請負費 22万1,000円の追加は、一般道道木古内停車場線改良工事に伴い、木古内駅玄関口

に設置している咸臨丸イルミネーションが支障物件となるため撤去工事を行うものです。

続きまして、17ページです。4項 選挙費、3目 渡島海区漁業調整委員会委員選挙費、1

節 報酬37万4,000円、職員手当等70万1,000円、11節 需用費4万7,000円、12節 役務費8,

000円、合わせて113万円の減額は、平成24年8月2日執行の渡島海区漁業調整委員会委員選挙

が無投票で終了したことによる事業費確定の減額です。

続きまして、18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 繰出金29万3,000円の追加は、国民健康保険特別会計への繰出金の追加で、人件費の増

額によるものです。

2目 国民年金事務費、18節 備品購入費、66万4,000円は、年金加入記録等の照会のため

新たにねんきんネットサービスへ接続する端末機器を導入するための追加です。

続きまして、19ページです。2項 児童福祉費、2目 児童措置費、13節 委託料、1,168

万8,000円の追加は、議案説明資料、資料番号1の1ページをお開き願います。①運営費の欄

の園合計欄が補正追加額です。入所児童の増加が要因であり、特に 歳児や1歳児の入所が0

多くなっており、保育単価が低い3、4歳児が減少していることによります。

続きまして、20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18万7,000円の減額は、水道事業会計負担金の減額で、人事異動

による人件費按分等による減額です。

続きまして、21ページをお開き願います。2項 清掃費、1目 清掃総務費、19節 負担金

補助及び交付金17万4,000円の追加は、渡島西部広域事務組合の衛生負担金の追加です。内

容は、職員の異動や共済費率確定による減額と循環型社会形成推進交付金の減額に伴う構成

町負担金の追加による増額です。2目 ごみ処理費、13節 委託料、310万円の減額は、不法

投棄廃棄物の撤去範囲が当初想定より縮小となったことによるものです。

続きまして、22ページです。6款 農林水産業費、3項 水産業費、2目 水産振興費、19

節 負担金補助及び交付金104万8,000円の追加です。これにつきましては、議案説明資料、

資料番号1の2ページをお開き願います。養殖ホタテ貝へい死に伴う稚貝購入輸送経費の補助

です。

続きまして、23ページです。8款 土木費、3項 都市計画費、1目 都市計画総務費、28

節 繰出金、1万3,000円の追加は下水道事業特別会計への繰出金を追加するもので、人件費

等の増額によるものです。3節 都市計画整備費、12節 役務費、56万4,000円の追加は、木

古内駅周辺事業用地収用事業認定申請に係る手数料と広告料の追加です。

続きまして、24ページをお開き願います。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346万円の減額は、渡島西部広域事務組合の職員の異動や共済費

率確定による減額と署員の人件費の独自削減によるものです。
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続きまして、25ページです。10款 教育費、1項 教育総務費、2目 教育総務費、4節

共済費10万6,000円の追加は、臨時職員の社会保険料の改定増及び精査によるものです。3目

財産管理費、13節 委託料 63万円の追加は、旧中学校の体育館屋根の除雪について、高所

作業であることから業者委託を行うものです。

続きまして、26ページをお開き願います。3項 中学校費、1目 学校管理費、13節 委託

料24万2,000円の追加は、新中学校校舎4階からの雪庇落雪等から樹木を保護するため雪囲い

。 、 、業務を委託するものです 2目 教育振興費 14節 使用料及び賃借料19万7,000円の追加は

年度末までの生徒のクラブ活動に関する移動経費を軽減するバス借り上げ料を増額するもの

です。

続いて、27ページをお開き願います。14款 職員給与費、1項 職員給与費、1目 職員給

与費、4節 共済費16万1,000円の追加は、公務災害補償基金負担金に関して、震災に係る公

務災害給付金及び被災地域の職員等に対するメンタルヘルス対策費として、平成24年度に限

り特別負担が徴収されることになったことによります。

、 。 。 、次に 歳入についてご説明します 8ページをお開き願います 11款 分担金及び負担金

1項 負担金、1目 民生費負担金、2節 児童福祉費負担金、179万4,000円の減額は、当初

予算に計上した入所見込み児童の所得階層の上位世帯の減少による減額です。

、 。 、 、 、続きまして 9ページです 12款 使用料及び手数料 1項 使用料 1目 総務費使用料

3節 パークゴルフ場使用料69万円の減額は、平成24年度の確定による減額です。

続きまして、10ページです。13款 国庫支出金、1項 国庫負担金、1目 民生費負担金、

1節 社会福祉費負担金66万4,000円の追加は、ねんきんネット導入に係る国庫負担金です。

2節 児童福祉費負担金724万9,000円の追加は、保育所入所児童数の増による追加です。

続きまして、11ページです。14款 道支出金、1項 道負担金、1目 民生費負担金、1節

社会福祉費負担金362万4,000円の追加は、保育所入所児童数の増による追加です。

続きまして、12ページです。3項 道委託金、1目 総務費委託金、3節 選挙費委託金

。113万円の減額は渡島海区漁業調整委員会委員選挙が無投票で終了したことによるものです

、 。 、 、 、続きまして 13ページです 15款 財産収入 2項 財産売払収入 1目 不動産売払収入

1節 土地売払収入 49万5,000円の追加は、一般道道木古内停車場線改良工事に伴う支障物

件として咸臨丸イルミネーション移転補償費です。

続きまして、14ページです。16款 寄附金、1項 寄附金、3目 教育費寄附金、1節 教

育費寄附金31万円の追加は、11月16日現在の3件、1社2個人についての追加です。4目 まち

づくり応援寄附金、1節 まちづくり応援寄附金 273万2,000円の追加は、11件11個人につ

いての追加です。

続きまして、15ページをお開き願います。19款 諸収入、5項 雑入、1目 雑入、4節

雑入 7万8,000円の追加は、雇用保険繰替金の減額2万2,000円と渡島西部4町で行っている

芸術鑑賞会へ公立学校教職員互助会からの助成金10万円の追加です。

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。

6番 竹田努さん。

一点、一般会計の21ページの委託料で、不法投棄廃棄物収集運搬委託○6番（竹田努君）
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料が310万円ほど減額になっていますけれども、総務課長の説明では範囲が縮小したという

ようなことですけれども、これで町内の不法投棄等の部分が全て解消されたという、そうい

う認識でいいのかどうなのかという部分がまず一点。

それと、25ページの教育費の財産管理費で委託料で63万円。旧中学校の体育館の高所除雪

委託料で63万円の追加ですけれども、これは従来、いままでもこのような予算計上はしてい

なかったように思うのですけれども、特にことし、昨年等の大雪を想定しての部分なのか。

また、今冬のプールの雪による崩壊等を踏まえてのこういう委託料を計上したのか、それら

についてちょっとお答えをいただきたいと思います。

、 、 。それと 上水の13ページ 資本的支出で工事負担金が137万4,000円が減額になっています

ただ、この工事はＪＲへの委託工事だと思うのですけれども、これは町内の水道指定業者が

このメンバーに入っているのかどうなのか。それと、今回工事をしている時に、貨物の脱線

事故があってかなり長い時間、貨物が二乃岱の踏切をふさいでいたという、それらの要素が

この減額の部分に影響しているのかどうなのかという部分で、わかる範囲内でお答えしてい

ただきたいと思います。

それと下水道の8ページ、工事請負費の管渠の整備工事が700万円減額になって、その分を

ことしにおける駅前の用地等の減少から汚水管管渠詳細設計委託に追加をしたという部分

で、これは金額がツーツーで、汚水管の工事の減額がなければ詳細設計委託が必要としなか

ったのか。予算が減額になったからこの詳細委託を計上したのかどうなのかという、何か数

字だけをとらえればそういうふうにも見えるのですけれども、その辺の内容についてお答え

願います。

町民税務課長。○議長（岩館俊幸君）

ただいまの不法投棄廃棄物収集運搬委託料の310万円の減額○町民税務課長（大瀬政廣君）

でございますけれども、これは旧大釜谷地区のじん芥処理場のところの横に隣接している土

地のところに、高規格道路の橋りょう部の基礎工事を行うために、その町の部分の土地を買

収することになったわけなのですけれども、その土地に不法投棄のゴミがあったということ

で、当初はその土地全体についての予算見積もりをしまして500万円ほどの予算を計上した

のですけれども、開発建設部のほうと話し合いをした中で、工事に直接差し障る部分だけで

。 、 、いいということになりました そのために 面積が約三分の一に減ったということでその分

不法投棄のゴミの処理料も310万円ほど減額になったということでございます。

生涯学習課長。○議長（岩館俊幸君）

旧中学校の体育館の高所除雪委託料についてですが、中学○生涯学習課長（佐藤宏生君）

校につきましては今月25、26日の2日間で引越作業を行う予定でございます。その後、体育

館の中には暖房が入りませんので、それから大変屋根が錆びておりまして雪が落ちないとい

う可能性もございます。先ほどご指摘がありましたようにプールの件もありますので、それ

がつぶれないように除雪をするということで計上したものです。

建設水道課長。○議長（岩館俊幸君）

上水の13ページ、工事負担金の減の補正でございますけれど○建設水道課長（若山忍君）

も、これについきましてＪＲに踏み切り下の工事を委託しておりまして、それが事業費が確

定したことによりＪＲへの負担金が確定したことによってこの額を減額補正をお願いするも

のです。さきほどおっしゃられた事故の関係につきましては、この負担金には影響なく、Ｊ

Ｒのほうで行っていることですので補正には関係しておりません。それと、この工事につき

ましては新規の管の埋設事業ですので、ＪＲさんのほうで土木業者に発注したというふうに
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聞いております。

それから下水の8ページですが、700万円を工事費から委託料に振り替えておりますけれど

も、今年度の下水は例年どおり事業費5,000万円、補助金2,500万円で行っておりまして、今

年度工事が進まなかった分、資料番号1の3ページに位置図を示しておりますけれども、駅前

通のほうで工事が進めなかった分、今後予定しておる路線の委託料で今年度の事業を賄うと

いうことでご理解いただきたいと思います。

6番 竹田努さん。○議長（岩館俊幸君）

教育費の委託料ですけれども、現在の中学校が新しい高校へ引越をし○6番（竹田努君）

て、今年度は体育館に暖房も入らないということで雪下ろしの委託料を計上しているわけで

すけれども、技術的にもし屋根が錆びているのであれば、逆に長い目で見ればあの体育館と

いうか、施設があるうちこの予算が伴うのかという危惧もします。ですから、屋根の雪下ろ

しをしなくてもいいような手立てや方法、屋根がプールのように崩壊しないためにはどのよ

うにすればいいかということ等も十分、今後の施設の管理として検討していただきたいとい

うことを申し添えて終えます。

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)

ほかに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7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。

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2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いたしま○議長（岩館俊幸君）

した。

次に、議案第4号について討論を行います。



- 46 -

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年度木古内町水道事業会計補正予算（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。

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年度木古内町下水道事業特別会計補正予算（第2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2号）

日程第13 議案第3号 平成24年度木古内町後期高齢者医療特別会○町長（大森伊佐緒君）

計補正予算（第2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年度木古内町後期高○町長（大森伊佐緒君）

齢者医療特別会計補正予算（第2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24万円を追加し 歳入歳出予算の総額を1億6,752万2,000円とする

補正の内容につきましては、健康診査実施委託料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。

7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39万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、8ページをお開き願います。5款 予備費、1項 予備費、1目 予備費、予備

費15万円の減額につきましては、この度の歳出補正財源について、後期広域連合の負担金を

見込んだ残りについて、予備費より充当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申し上げます。6ページをお開き願います。6款 諸収
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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、24万円の追

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、提案理由の説明を終わります。

よろしくご審議をくださる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。

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2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 事 日 程 の 追 加

お諮りします。○議長（岩館俊幸君）

ただいま、町長から、議案第6号並びに議案第7号が提出されました。

これを日程に追加し、追加日程第1、議案第6号 木古内町長等の給与等に関する条例の一

部を改正する条例制定について、及び追加日程第2、議案第7号 平成24年度木古内町一般会

計補正予算（第8号）として、議題にしたいと思いますがご異議ございませんか。

（ 異議なし」と呼ぶものあり）「

異議ないものと認めます。○議長（岩館俊幸君）

議案第6号並びに議案第7号を日程に追加し、追加日程第1、議案第6号 木古内町長等の給

与等に関する条例の一部を改正する条例制定について、及び追加日程第2、議案第7号 平成

（ ） 、 。24年度木古内町一般会計補正予算 第8号 として 議題とすることに決定をいたしました

議案第6号 木古内町長等の給与等に関する条例の一部を改正する条例制定について

議案第7号 平成24年度木古内町一般会計補正予算（第8号）

追加日程第1 議案第6号 木古内町長等の給与等に関する条例の一○議長（岩館俊幸君）

部を改正する条例制定について、追加日程第2 議案第7号 平成24年度木古内町一般会計補
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正予算（第8号）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。

ただいま追加日程として上程となりました議案第6号、議案第7号○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ことから、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6号 木古内町長等の給与等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。

今回の改正内容につきましては、附則第30項の次に第31項を追加するもので、町長及び副

町長の給与月額について、平成25年1月1日から同年1月31日までの間、第3条第1項に規定す

る町長70万円、副町長60万円から100分の5を減額した上で、独自削減措置であります町長21

万円、副町長12万円を減額するもので、減額の合計は町長が24万5,000円、副町長が15万円

となります。

改正の理由につきましては、平成24年11月20日に行いました工事契約の解除に関して、適

格者ではない者を入札に参加させていたことに対し、行政の信頼を損なう事態が発生しまし

たことから、町長、副町長として自らの姿勢を正し、職員を管理監督する 高責任の立場に

あるものとして減額提案をするものでございます。

なお、附則といたしまして、この条例は、公布の日から施行するとしております。

次に、議案第7号 平成24年度木古内町一般会計補正予算（第8号）について、提案理由の

ご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45億1,954万6,000円とするものです。補正の主

な内容は、議案第6号で可決をいただく予定としております木古内町長等の給与等に関する

条例の一部を改正する条例に基づく職員給与費の減額でございます。

、 。 。 、それでは 詳細についてご説明を申し上げます 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、9万1,000円の追加につきましては、こ

の度の補正で減額となる職員給与費9万1,000円を財政調整基金に積み立てするものでござい

ます。

続きまして、7ページをお開き願います。14款 職員給与費、1項 職員給与費、1目 職

員給与費、2節 給料、4節 共済費、合わせて9万1,000円の減額につきましては、議案第6

号でご説明しました町長と副町長の給与と共済費でございます。

以上、一括上程になりました議案につきましての提案理由の説明を終わります。

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）

初に、議案第6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)
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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 木古内町長等の給与等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いたしま○議長（岩館俊幸君）

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。

議案第7号 平成24年度木古内町一般会計補正予算（第8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。

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14 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

ありました。

お諮りいたします。

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、本案は原案のとおり承認することに決定いたしま○議長（岩館俊幸君）

した。

発議案第2号 木古内町議会委員会条例の一部を改正する条例制定について

日程第15 発議案第2号 木古内町議会委員会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。
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提案理由の説明を求めます。

4番 吉田裕幸さん。

4番 吉田裕幸です。○4番（吉田裕幸君）

発議案第2号 木古内町議会委員会条例の一部を改正する条例制定について、提案理由の

説明を行います。

発議案第2号 平成24年12月13日 木古内町議会議長 岩館俊幸様。

提出者 木古内町議会議員 吉田裕幸、賛成者 木古内町議会議員 平野武志、賛成者

木古内町議会議員 竹田努。

木古内町議会委員会条例の一部を改正する条例制定について。

上記の議案を地方自治法第112条の規定により、別紙のとおり提出する。

このたびの、木古内町議会委員会条例の一部改正は、地方自治法の一部改正に伴い、木古

内町議会委員会条例の一部を改正するものであります。

このたびの法改正では、特別委員の在任の規定及び、常任委員会委員の所属義務を規定す

ることが条例に委任されたことに伴い、本条例の改正を行うものであります。

資料番号2、議案説明資料1ページをお開きください。

木古内町議会委員会条例の新旧対照表でご説明いたします。はじめに、第5条の特別委員

、 、「 、会の設置についてですが 第3項として特別委員の在任の規定を設けるため 特別委員会は

委員会に付議された事件が議会において審議されている間存在する 」を加えるものであり。

ます。

次に、第7条の委員の選任について、現在の第7条を第2項とし、常任委員会への所属義務

を規定するため、第1項として 「議員は、全員常任委員となるものとする 」を加えるもの、 。

であります。

附則としてこの条例は、地方自治法の一部を改正する法律、附則第1条ただし書きの政令

で定める日から施行するものであります。

なお、このたびの法改正に伴う標準委員会条例の例は、二以上の常任委員会の設置を想定

してつくられておりますが、当町議会の常任委員会は、一常任委員会となっているため、こ

れに合わせた改正内容となっております。

将来、二以上の常任委員会を設置する場合は、改めて委員会条例の改正が必要となります

ので申し添えます。

以上、提案理由の説明とさせていただきます。

ご審議のほど、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。
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お諮りいたします。

発議案第2号 木古内町議会委員会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。

発議案第3号 木古内町議会会議規則の一部を改正する規則制定について

日程第16 発議案第3号 木古内町議会会議規則の一部を改正する規○議長（岩館俊幸君）

則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。

4番 吉田裕幸さん。

4番 吉田裕幸です。○4番（吉田裕幸君）

発議案第3号 木古内町議会会議規則の一部を改正する規則制定について、提案理由の説

明を行います。

発議案第3号 平成24年12月13日 木古内町議会 議長 岩館俊幸様。

提出者 木古内町議会議員 吉田幸、賛成者 木古内町議会議員 平野武志、賛成者

木古内町議会議員 又地信也。

木古内町議会会議規則の一部を改正する規則制定について。

上記の議案を地方自治法第112条の規定により、別紙のとおり提出する。

このたびの、木古内町議会会議規則の一部改正は、地方自治法の一部改正に伴い、木古内

町議会会議規則の一部を改正するものであります。

主な改正の内容は、このたびの法改正に伴い条項の移動、及び委員会と同様に本会議にお

いても公聴会の開催や参考人の招致ができることとなったことから、本規則の改正を行うも

のであります。

なお、公聴会の開催や参考人の招致につきましては、木古内町議会委員会条例の内容とほ

ぼ同様となっております。

資料番号2、議案説明資料2ページをお開きください。木古内町議会委員会会議規則の新旧

対照表でご説明いたします。

2ページは、木古内町議会委員会会議規則の目次となりますが、このたびの改正により、

第14章公聴会と第15章の参考人を加えるため、現在の第14章から第17章までが、それぞれ2

章ずつ繰り下がるものであります。

次に、3ページをお開きください。第17条及び第73条につきましては、地方自治法の条項

の移動に伴い、それぞれ改正を行うものであります。

次に、第14章として公聴会については、第116条の2から、続きまして、4ページになりま

すが、第116条の7まで、及び第15章として参考人について、第116条の8を加えるものであり

ます。

なお、公聴会の開催の決定、及び参考人の出席要求につきましては、議会の議決でこれを
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決めることとしております。

附則として、この規則は公布の日から施行するものであります。

以上、提案理由の説明とさせていただきますので、ご審議のほど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。

発議案第3号 木古内町議会会議規則の一部を改正する規則制定については、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。

発議案第4号 総合交通体系調査特別委員会の調査項目の追加について

日程第17 発議案第4号 総合交通体系調査特別委員会の調査項目の○議長（岩館俊幸君）

追加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。

2番 又地信也さん。

2番 又地です。○2番（又地信也君）

発議案第4号 総合交通体系調査特別委員会の調査項目の追加について、提案理由の説明

を行います。

発議案第4号 平成24年12月13日 木古内町議会 議長 岩館俊幸様。

提出者 木古内町議会議員 又地信也、賛成者 木古内町議会議員 佐藤悟、賛成者 木古内

町議会議員 笠井敬吾。

総合交通体系調査特別委員会の調査項目の追加について。

上記について、木古内町議会会議規則第14条第1項及び第2項の規定により、別紙のとおり

提出する。

本年9月3日、ＪＲ北海道から、江差線(木古内－江差間)について、2014年度(平成26年度)

の初頭に廃止したいとの正式表明がありました。総合交通体系調査特別委員会としては、Ｊ

Ｒ江差線を利用される地域住民の足を確保するという観点から 調査項目(4)としまして Ｊ、 、「

Ｒ江差線(木古内－江差間)の廃止に関すること 」を調査項目として追加するものでありま。
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す。

以上、提案理由の説明とさせていただきますので、ご審議のほど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。

発議案第4号 総合交通体系調査特別委員会の調査項目の追加については、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。

発議案第5号 大間原子力発電所建設の無期限凍結を求める決議について

日程第18 発議案第5号 大間原子力発電所建設の無期限凍結を求め○議長（岩館俊幸君）

る決議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 東出洋一です。○9番（東出洋一君）

大間原子力発電所建設の無期限凍結を求める決議。

平成23年3月の福島第一原子力発電所事故により、多くの国民が原子力発電所の安全性に不

安を抱き、その後、事故収束の困難さも明らかになるなど、その不安は増大の一途をたどっ

ている。

この間、木古内町議会では、平成23年9月に原発依存からの脱却と大間原子力発電所建設の

凍結を求める意見書を可決した。

このような中、政府においては 「2030年代に原発ゼロを目指す｣革新的エネルギー・環境政、

策が示され、原発に依存しない社会の実現に向け、大いに期待したところであるが、去る9月15

日に青森県知事などに対し、枝野幸男経済産業大臣は、｢既に設置許可を与えている原発につ

いて、これを変更することは考えていない。｣と述べ、経済産業省として、大間原子力発電所

の建設継続を容認する意向を示し、さらに、藤村修官房長官も9月18日の記者会見の中で、建

設再開を政府としても支持する旨の考えを表明した。

工事進捗状況が4割にも満たない大間原子力発電所の工事を再開し、これを稼働させること
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は 「原発の新増設は行わず、2030年代に原発ゼロを目指す」という政府方針と矛盾するもの、

であり、国民の期待を裏切るものである。

福島第一原子力発電所の事故原因が未だに解明されていない中で、大間原子力発電所の建

設を推進するということは、北海道道南地域の意向を一切斟酌することのないものであり、

断じて受け入れられるものではない。

また、大間原子力発電所は、世界でも 大級の原子力発電所で、商業用としては世界で初

めてＭＯＸ燃料を全炉心で使用する、より危険性の高い原子力発電所であり、このまま大間

原子力発電所が建設され、稼働した場合、風評被害により基幹産業である漁業や農業の一次産

業をはじめ水産や観光など、道南地域の経済に甚大な影響がもたらされるとともに、ひとたび

福島原子力発電所と同様の事故が起これば、大間原子力発電所との間に遮へい物もなく、 短

で23キロメートルの対岸に位置する道南地域の住民の生命は危険にさらされることになる。

よって、木古内町議会は、道南地域における生命の安全、安心と産業を守るため、大間原

子力発電所建設の無期限凍結を断固求めていくことを表明するものである。

以上、決議する。平成24年12月13日 木古内町議会。

以上。

提案理由の説明が終わりましたが、この決議は議員全員によるもの○議長（岩館俊幸君）

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)

異議なしと認めます。○議長（岩館俊幸君）

採決を行います。

お諮りいたします。

発議案第5号 大間原子力発電所建設の無期限凍結を求める決議については、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1号 安心できる介護制度の実現を求める意見書

日程第19 意見書案第1号 安心できる介護制度の実現を求める意見○議長（岩館俊幸君）

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。

8番 新井田昭男さん。

8番 新井田昭男です。○8番（新井田昭男君）

意見書案第1号 安心できる介護制度の実現を求める意見書案について、提案理由の説明

を申し上げます。

介護保険制度が始まって以来、制度改定がなされるたびに給付が削減され、使いづらい制

度となっています。

2012年4月の介護報酬改定では、ヘルパーが行う訪問介護での生活援助の時間区分が短縮



- 55 -

されたことにより、サービス低下や事業所の経営悪化、ヘルパーの収入減など様々な問題が

表面化し、利用者の自立を妨げるものとなっています。

介護保険の利用限度額上限に達したり自己負担が大きいため、必要な介護を受けることも

出来ず、家族の負担もいっこうに軽減されていません。

また、介護労働者の賃金は低く、職場では離職者が後を絶ちません。

よって、介護保険制度を改善し介護報酬を引き上げるとともに、介護保険料・利用料を国

の責任で軽減するなど、安心して必要なサービスを受けられるよう、内閣総理大臣はじめ各

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、議員の皆様方の賛同をよろしくお願いします。

以上です。

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 安心できる介護制度の実現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。

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

日程第20 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、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いたしました。○議長（岩館俊幸君）

なお、現在予定されております出張または派遣につきましては、下記のとおりであります

が、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、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）
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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4回木古内町議会定例会を閉会いたします。

どうも、ご苦労さまでございました。

（ ）午後 3時18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１２月１３日

木 古 内 町 議 会 議 長 岩 館 俊 幸

署 名 議 員 又 地 信 也

署 名 議 員 佐 藤 悟
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