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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２６年第１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26年度木古内町一般会計予算

議案第２号 平成26年度木古内町国民健康保険特別会計予算

議案第３号 平成26年度木古内町後期高齢者医療特別会計予算

議案第４号
平成26年度木古内町国民健康保険病院事業会計予
算

議案第５号 平成26年度木古内町水道事業会計予算

議案第６号
平成26年度木古内町介護老人保健施設事業会計予
算

議案第７号 平成26年度木古内町介護保険事業特別会計予算

議案第８号
平成26年度木古内町介護サ－ビス事業特別会計予
算

議案第９号 平成26年度木古内町下水道事業特別会計予算

議案第10号 平成25年度木古内町一般会計補正予算（第12号） 26. 3. 6 原案可決

議案第11号
平成25年度木古内町国民健康保険特別会計補正予
算（第4号）

26. 3. 6 原案可決

議案第12号
平成25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）

26. 3. 6 原案可決

議案第13号
平成25年度木古内町水道事業会計補正予算（第4
号）

26. 3. 6 原案可決

26. 3. 6
平成26年度予算等審
査特別委員会に付託

26. 3.13
原案可決

－1－



議案第14号
平成25年度木古内町介護保険事業特別会計補正予
算（第3号）

26. 3. 6 原案可決

議案第15号
平成25年度木古内町介護サ－ビス事業特別会計補
正予算（第1号）

26. 3. 6 原案可決

議案第16号
平成25年度木古内町下水道事業特別会計補正予算
（第2号）

26. 3. 6 原案可決

議案第17号 
木古内町地域の元気臨時交付金基金条例制定につ
いて

議案第18号 江差線代替輸送確保基金条例制定について

議案第19号  木古内町子ども・子育て会議条例制定について

議案第20号  
消費税率及び地方消費税率の改正に伴う関係条例
の整理に関する条例 制定について

議案第21号  
木古内町嘱託員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

議案第22号 
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一部を改正する条例制定につ
いて

議案第23号
職員の給与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24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25号
教育長の給与及び勤務時間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26号
木古内町国民健康保険税条例の一部を改正する条
例制定について

議案第27号
木古内町立学校給食センター条例の一部を改正す
る条例制定について

議案第28号 定住自立圏形成協定の締結について 26. 3. 6 原案可決

26. 3. 6
平成26年度予算等審
査特別委員会に付託

26. 3.13
原案可決

－2－



議案第29号
北海道市町村職員退職手当組合規約の一部を変更
する協議について

26. 3. 6 原案可決

議案第30号
朝日団地２号棟建設工事（建築主体工事）請負契
約の締結について

26. 3.13 原案可決

発議案第１号 議会閉会中の所管事務調査について 26. 3.13 原案可決

意見書案第１号
ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充を
求める意見書

26. 3.13 原案可決

意見書案第２号
住民の安全・安心を支える「国の出先機関」の拡
充を求め、「公務の民営化・独立行政法人化・業
務委託化」に反対する意見書

26. 3.13 原案可決

意見書案第３号 ＴＰＰ交渉等国際貿易交渉に係る意見書 26. 3.13 原案可決

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

26. 3.13 承　　認

平成26年度予算等審査特別委員会の設置について 26. 3. 6 設　　置

－3－



平成２６年３月６日（木）第１号平成２６年３月６日（木）第１号平成２６年３月６日（木）第１号平成２６年３月６日（木）第１号

○ 開 会 日 時 平成２６年３月６日（木曜日）午前１０時００分

○ 閉 会 日 時 平成２６年３月６日（木曜日）午後 ５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 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

副町長 大 野 泰

病院事業管理者 小 澤 正 則

総務課長 新井田 勝 幸

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 福 田 伸 一

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

病院事業事務局長 地 本 隆 利

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
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平成２６年第１回木古内町議会定例会議事日程

第１号 平成２６年３月６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 町政執行方針

８ 教育行政執行方針

９ 一般質問

10 議案 第10号 平成25年度木古内町一般会計補正予算（第12号）10 議案 第10号 平成25年度木古内町一般会計補正予算（第12号）10 議案 第10号 平成25年度木古内町一般会計補正予算（第12号）10 議案 第10号 平成25年度木古内町一般会計補正予算（第12号）

11 議案 第11号 平成25年度木古内町国民健康保険特別会計補正予算（第4号）11 議案 第11号 平成25年度木古内町国民健康保険特別会計補正予算（第4号）11 議案 第11号 平成25年度木古内町国民健康保険特別会計補正予算（第4号）11 議案 第11号 平成25年度木古内町国民健康保険特別会計補正予算（第4号）

12 議案 第12号 平成25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）12 議案 第12号 平成25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）12 議案 第12号 平成25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）12 議案 第12号 平成25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）

13 議案 第14号 平成25年度木古内町介護保険事業特別会計補正予算（第3号）13 議案 第14号 平成25年度木古内町介護保険事業特別会計補正予算（第3号）13 議案 第14号 平成25年度木古内町介護保険事業特別会計補正予算（第3号）13 議案 第14号 平成25年度木古内町介護保険事業特別会計補正予算（第3号）

14 議案 第15号 平成25年度木古内町介護サ－ビス事業特別会計補正予算（第1号）14 議案 第15号 平成25年度木古内町介護サ－ビス事業特別会計補正予算（第1号）14 議案 第15号 平成25年度木古内町介護サ－ビス事業特別会計補正予算（第1号）14 議案 第15号 平成25年度木古内町介護サ－ビス事業特別会計補正予算（第1号）

15 議案 第16号 平成25年度木古内町下水道事業特別会計補正予算（第2号）15 議案 第16号 平成25年度木古内町下水道事業特別会計補正予算（第2号）15 議案 第16号 平成25年度木古内町下水道事業特別会計補正予算（第2号）15 議案 第16号 平成25年度木古内町下水道事業特別会計補正予算（第2号）

16 議案 第13号 平成25年度木古内町水道事業会計補正予算（第4号）

17 議案 第28号 定住自立圏形成協定の締結について

18 議案 第29号 北海道市町村職員退職手当組合規約の一部を変更する協議について

19 議案 第17号 木古内町地域の元気臨時交付金基金条例制定について19 議案 第17号 木古内町地域の元気臨時交付金基金条例制定について19 議案 第17号 木古内町地域の元気臨時交付金基金条例制定について19 議案 第17号 木古内町地域の元気臨時交付金基金条例制定について

20 議案 第18号 江差線代替輸送確保基金条例制定について20 議案 第18号 江差線代替輸送確保基金条例制定について20 議案 第18号 江差線代替輸送確保基金条例制定について20 議案 第18号 江差線代替輸送確保基金条例制定について

21 議案 第19号 木古内町子ども・子育て会議条例制定について21 議案 第19号 木古内町子ども・子育て会議条例制定について21 議案 第19号 木古内町子ども・子育て会議条例制定について21 議案 第19号 木古内町子ども・子育て会議条例制定について
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22 議案 第20号 消費税率及び地方消費税率の改正に伴う関係条例の整理に関する条例22 議案 第20号 消費税率及び地方消費税率の改正に伴う関係条例の整理に関する条例22 議案 第20号 消費税率及び地方消費税率の改正に伴う関係条例の整理に関する条例22 議案 第20号 消費税率及び地方消費税率の改正に伴う関係条例の整理に関する条例
制定について制定について制定について制定について

23 議案 第21号 木古内町嘱託員の設置に関する条例の一部を改正する条例制定につい23 議案 第21号 木古内町嘱託員の設置に関する条例の一部を改正する条例制定につい23 議案 第21号 木古内町嘱託員の設置に関する条例の一部を改正する条例制定につい23 議案 第21号 木古内町嘱託員の設置に関する条例の一部を改正する条例制定につい
てててて

24 議案 第22号 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24 議案 第22号 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24 議案 第22号 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24 議案 第22号 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
一部を改正する条例制定について一部を改正する条例制定について一部を改正する条例制定について一部を改正する条例制定について

25 議案 第23号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定について25 議案 第23号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定について25 議案 第23号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定について25 議案 第23号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定について

26 議案 第24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26 議案 第24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26 議案 第24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26 議案 第24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
てててて

27 議案 第25号 教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例制定27 議案 第25号 教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例制定27 議案 第25号 教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例制定27 議案 第25号 教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例制定
についてについてについてについて

28 議案 第26号 木古内町国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定について28 議案 第26号 木古内町国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定について28 議案 第26号 木古内町国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定について28 議案 第26号 木古内町国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定について

29 議案 第27号 木古内町立学校給食センター条例の一部を改正する条例制定について29 議案 第27号 木古内町立学校給食センター条例の一部を改正する条例制定について29 議案 第27号 木古内町立学校給食センター条例の一部を改正する条例制定について29 議案 第27号 木古内町立学校給食センター条例の一部を改正する条例制定について

30 議案 第１号 平成26年度木古内町一般会計予算30 議案 第１号 平成26年度木古内町一般会計予算30 議案 第１号 平成26年度木古内町一般会計予算30 議案 第１号 平成26年度木古内町一般会計予算

31 議案 第２号 平成26年度木古内町国民健康保険特別会計予算31 議案 第２号 平成26年度木古内町国民健康保険特別会計予算31 議案 第２号 平成26年度木古内町国民健康保険特別会計予算31 議案 第２号 平成26年度木古内町国民健康保険特別会計予算

32 議案 第３号 平成26年度木古内町後期高齢者医療特別会計予算32 議案 第３号 平成26年度木古内町後期高齢者医療特別会計予算32 議案 第３号 平成26年度木古内町後期高齢者医療特別会計予算32 議案 第３号 平成26年度木古内町後期高齢者医療特別会計予算

33 議案 第４号 平成26年度木古内町国民健康保険病院事業会計予算33 議案 第４号 平成26年度木古内町国民健康保険病院事業会計予算33 議案 第４号 平成26年度木古内町国民健康保険病院事業会計予算33 議案 第４号 平成26年度木古内町国民健康保険病院事業会計予算

34 議案 第５号 平成26年度木古内町水道事業会計予算34 議案 第５号 平成26年度木古内町水道事業会計予算34 議案 第５号 平成26年度木古内町水道事業会計予算34 議案 第５号 平成26年度木古内町水道事業会計予算

35 議案 第６号 平成26年度木古内町介護老人保健施設事業会計予算35 議案 第６号 平成26年度木古内町介護老人保健施設事業会計予算35 議案 第６号 平成26年度木古内町介護老人保健施設事業会計予算35 議案 第６号 平成26年度木古内町介護老人保健施設事業会計予算

36 議案 第７号 平成26年度木古内町介護保険事業特別会計予算36 議案 第７号 平成26年度木古内町介護保険事業特別会計予算36 議案 第７号 平成26年度木古内町介護保険事業特別会計予算36 議案 第７号 平成26年度木古内町介護保険事業特別会計予算

37 議案 第８号 平成26年度木古内町介護サ－ビス事業特別会計予算37 議案 第８号 平成26年度木古内町介護サ－ビス事業特別会計予算37 議案 第８号 平成26年度木古内町介護サ－ビス事業特別会計予算37 議案 第８号 平成26年度木古内町介護サ－ビス事業特別会計予算

38 議案 第９号 平成26年度木古内町下水道事業特別会計予算38 議案 第９号 平成26年度木古内町下水道事業特別会計予算38 議案 第９号 平成26年度木古内町下水道事業特別会計予算38 議案 第９号 平成26年度木古内町下水道事業特別会計予算
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平成２６年 ３月 ６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２６年第１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

26. 3. 4 吉田、平野 な し 副町長、 総務課長 山 本

又地、竹田

新井田 近 藤

２．平成26年第1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、3月6日から13日までの8日間としたい。

6日は本会議を開催し、行政報告、町政執行方針並びに教育行政執行方針、一般

質問、補正予算等の議案審議、平成26年度各会計予算及び関連議案の上程を行う。

3月8日、9日は休会日とする。（実質6日間）

(2) 議事日程については、別紙配付のとおりである。

議事日程番号10から15まで及び議事日程番号19から38までの平成26年度各会計

予算及び関連議案については一括議題とする。

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29件、発議案1件、意見書案2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

12月19日 第10回総務・経済常任委員会 第5研修室 全委員

12月24日 第6回議会だより編集特別委員会 第5研修室 全委員

1月3日 平成26年木古内町成人式式典
ファミリー
スポーツセン
ター

福嶋、佐藤、吉田
平野、竹田、笠井
新井田、副議長、議長

1月4日 平成26年木古内消防団出初式 木古内消防署
佐藤、吉田、平野
竹田、笠井、新井田
副議長、議長

1月6日 平成26年木古内町新年交礼会 第1研修室
福嶋、又地、佐藤
吉田、竹田、笠井
新井田、議長

1月9日 平成26年交通安全祈願祭 石川屋 議長

1月12日 自民党木古内支部新年会 きたかい 議長

1月13日～
1月15日

平成26年佐女川神社寒中みそぎ祭典、寒中みそ
ぎフェスティバル2014

佐女川神社ほか 議長

1月16日 例月現金出納検査 第2研修室 又地

1月17日 渡島西部広域事務組合議会特別委員会 福島町 佐藤、新井田、議長
議長に報告
議員に配布済み

1月18日 平成26年木古内商工会新年会 石川屋 議長

1月19日 木古内建築協会新年交礼会 石川屋 議長

1月21日
北海道議会新幹線・総合交通体系調査特別
委員会地域課題等に関する意見交換会

第1研修室 全議員

1月22日～
1月23日

渡島町村議会議長会定期総会 函館市 議長

1月24日 第7回議会だより編集特別委員会 第5研修室 全委員

1月27日
平成25年度渡島西部四町議会議員連絡協議会
第2回理事会

松前町 吉田、副議長、議長

第10回ＪＡ女性部ふれあいフェスティバル 中央公民館 議長

平成26年第1回渡島廃棄物処理広域連合議会
議会運営委員会

北斗市 福嶋

第2回定期監査 第2研修室 又地

おおさか誠二氏新春の集い 第1研修室 副議長

1月30日 道道江差木古内線新吉堀トンネル安全祈願祭 上ノ国町 議長

1月31日 中学生議会 議場 全議員

2月4日 衆議院議員前田一男氏新春の集い 函館市 議長

議長諸報告（平成２６年第１回定例会提出）

平成２５年第４回木古内町議会定例会（１２月１８日)以降における諸会議等の開催及
び出席状況は次のとおりである。

1月29日

1月28日

－7－



月   日 出席した会議等名称 場   所 出 席 者 備   考

平成26年第1回木古内町議会臨時会 議場 全議員

第10回総合交通体系調査特別委員会 第5研修室 全委員

平成26年第1回渡島廃棄物処理広域連合議会
定例会

北斗市 福嶋、副議長
議長に報告
議員に配布済み

2月7日 北海道議会議員　冨原亮氏新春の集い 森町 議長

2月9日 はこしん木古内会新年懇親会 石川屋 議長

例月現金出納検査 第2研修室 又地

平成25年度木古内町青少年問題協議会 第1研修室 佐藤
議長に報告
議員に配布済み

2月17日
平成25年度渡島西部四町議連協総会・議員
研修会

松前町 全議員

2月18日 第11回総務・経済常任委員会 第5研修室
福嶋、又地、佐藤
平野、竹田、笠井
新井田、副議長、議長

2月19日～
2月20日

渡島町村監査委員協議会定期総会並びに第67回
定例大会

札幌市 又地

2月28日
平成26年第1回渡島西部広域事務組合議会
定例会

福島町 佐藤、新井田、議長
議長に報告
議員に配布済み

3月4日 第1回議会運営委員会 第5研修室 全委員、副議長、議長

2月5日

2月13日

－8－
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平成２６年 ３月 ６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

総務・経済常任委員会の所管事務調査について、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

25.12.19 竹田、新井田、福嶋、又地 な し 大野副町長、野村教育長、 山本
佐藤、吉田、平野、笠井 新井田総務課長、大瀬町民税務課長

東出、岩館 福田まちづくり新幹線課長 近藤
中島保健福祉課長、木村産業経済課長

若山建設水道課長、佐藤生涯学習課長

中尾新幹線振興室長、吉田（宏）主査

地本病院事務局長

26. 2.18 竹田、新井田、福嶋、又地 吉 田 大野副町長、大瀬町民税務課長 山本
佐藤、平野、笠井、東出 福田まちづくり新幹線課長

岩館 中尾新幹線振興室長、中山主査 近藤
木村産業経済課長、藤谷主幹、堺主査

東主査、羽澤主任、吉田主事

野村教育長、佐藤生涯学習課長

佐藤学校給食センター長

渋谷主幹、平野（智）主査、畑中主査

加藤（崇）主査、地本病院事務局長

平野主幹、阿部主査

若山建設水道課長、吉田主査

新井田総務課長、泉主査

中島保健福祉課長、尾坂主幹

２．所管事務調査項目

（１）町民税務課

①危険家屋の現状と課題について（継続）

（２）まちづくり新幹線課

①第６次木古内町振興計画について（継続）

②観光交流センター（仮）について（継続）

（３）産業経済課

①はこだて和牛ブランド化推進事業について（継続）

②観光おみやげ品開発支援事業について （継続）

③駅前景観統一事業について（継続）
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（４）教育委員会

①学校給食費について

（５）病院事業・建設水道課

①地方公営企業法会計制度の見直しについて（追加）

（６）総務課

①給与の独自削減について（追加）

②再任用制度について（追加）

（７）保健福祉課

①障害者福祉特別地域加算金の未支給について（追加）

３．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）危険家屋の現状と課題について

危険家屋対策として、役場・木古内消防署・木古内警察署による「木古内町空き

家等対策連携会議」を設置し、会議が開催された旨の報告があった。

目的は、危険住宅に関する情報の共有化を図り、緊急時における対応や改善方法

等について協議を行うほか、入居可能な空き家を定住化対策等としての活用方法も

検討する内容となっている。

今後、空き家適正管理条例の素案検討を行う中で、６月定例会には提案したいと

いうことであり、引き続き町内の実態把握を行うとともに各町内会とも連携を図り、

住みよい住環境整備に取り組むよう期待するものである。

（２）観光交流センター(仮)について

観光交流センターの名称は、町民から公募を行った結果、「みそぎの郷きこない」

と決定した旨の報告があった。

指定管理者については、町内の関係団体が受け皿となる一般社団法人を設立する

方向で検討されており、近日中にはその方向性が出される予定である。

また、テナント方式により運営される飲食事業者については、複数の町外業者か

らの問い合わせ等もあり、夏頃までには決定したいということである。

（３）学校給食費について

学校給食センター運営委員会に対し、学校給食費の適正な金額について協議を行

うよう諮問があり、同委員会では４回にわたり会議を開催し、現在の給食費が14年

ぶりに改定され、小学生は月額450円、中学生は月額550円を値上げするという答申

があった旨の報告があった。

学校給食費は、平成26年度から値上げされることとなるが、保護者の経済的負担

軽減を図るため、値上げ後の月額給食費の半額を軽減するという考えが示され、小

学生は月額4,050円を2,025円に、中学生は月額4,900円を2,450円となっている。

道内でも、全児童・生徒を対象とした半額の負担軽減策を実施している自治体は

数少なく、今後の少子化対策・定住化対策に資することに期待するものである。

なお、保護者に対する負担軽減についての説明会等は、３月下旬を予定している

ということである。
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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） 皆さん、おはようございます。

開会前にひとこと、ご挨拶を申し上げます。

3月に入りまして、何かとお忙しい中、ご出席をいただき誠にありがとうございます。

今、議会は、8日間と大変、長丁場になるものと思っております。健康には十分気を付け

ながら、慎重審議をしていただきますようお願いを申し上げ、ひとことご挨拶に代えさせて

いただきます。

ただいまから、平成26年第1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

○議長（岩館俊幸君） 日程第1 会議録署名議員の指名を行います。

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 会 運 営 委 員 会 報 告

○議長（岩館俊幸君） 日程第2 議会運営委員会報告。

平成25年12月18日に開かれました、平成25年第4回木古内町議会定例会において調査の申

し出がありました、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 幸さん。

○4番（吉田 幸君） 平成26年3月6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 幸。

議会運営委員会報告書。

平成26年第1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26年第1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、3月6日から13日までの8日間としたい。6日は本会議を開
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催し、行政報告、町政執行方針並びに教育行政執行方針、一般質問、補正予算等の議案審議、

平成26年度各会計予算及び関連議案の上程を行う。3月8日、9日は休会日とする。（実質6日

間）

(2) 議事日程については、別紙配付のとおりである。議事日程番号10から15まで及び議事

日程番号19から38までの平成26年度各会計予算及び関連議案については一括議題とする。

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29件、発議案1件、意見書案2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。

○議長（岩館俊幸君） 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。

質疑ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（岩館俊幸君） 質疑がないようですので、報告済みといたします。

会 期 の 決 定

○議長（岩館俊幸君） 日程第3 会期の決定を議題といたします。

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3月13日までの8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）

○議長（岩館俊幸君） 異議ないものと認めます。

よって、今、定例会の会期は本日から3月13日までの8日間と決定をいたしました。

議 長 諸 報 告

○議長（岩館俊幸君） 日程第4 議長諸報告。

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、1月30日に、道道江差木古内線「新吉堀トンネル」工事の安全祈願祭が行われてお

ります。

「新吉堀トンネル」は、全長が1,506ｍで総事業費が約63億円となっております。昨年10

月中旬に着工し、上ノ国町側から約50ｍが掘り進められております。現在は、既に100ｍを

超えているものと思っているところでございます。開通は、平成28年度の見通しとなってお

ります。

道道江差木古内線は、ＪＲ江差線「木古内－江差」間の廃止に伴う代替路線バスの運行ル

ートであることや、渡島・檜山を結ぶ広域観光ルートとしても非常に重要な路線であること

から、引き続き「新吉堀トンネル」の早期完成とあわせ道路整備について、北海道をはじめ

各関係機関に対し要望してまいりたいと考えております。
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総務・経済常任委員会所管事務調査報告

○議長（岩館俊幸君） 日程第5 総務・経済常任委員会所管事務調査報告。

平成25年12月18日に開かれました、平成25年第4回木古内町議会定例会において調査の申

し出がありました、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。

○6番（竹田努君） 6番 竹田努です。平成26年3月6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。

総務・経済常任委員会の所管事務調査について、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。

会議開催状況につきましては、12月19日と2月18日の2回開催しております。

2.所管事務調査項目。

事務調査項目につきましては、担当課からの要請もありました4件を含む11件について事

務調査を行いました。

3.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)危険家屋の現状と課題について。

危険家屋対策として、役場・木古内消防署・木古内警察署による「木古内町空き家等対策

連携会議」を設置し、会議が開催された旨の報告がありました。

目的は、危険住宅に関する情報の共有化を図り、緊急時における対応や改善方法等につい

て協議を行うほか、入居可能な空き家を定住化対策等としての活用方法も検討する内容にな

っている。

今後、空き家適正管理条例の素案検討を行う中で、6月定例会には提案したいということ

であり、引き続き町内の実態把握を行うとともに各町内会とも連携を図り、住みよい住環境

整備に取り組むよう期待するものである。

(2)観光交流センター(仮)についてであります。

観光交流センターの名称は、町民から公募を行った結果、「みそぎの郷きこない」と決定

した旨の報告があった。

指定管理者については、町内の関係団体が受け皿となる一般社団法人を設立する方向で検

討されており、近日中にはその方向性が出される予定である。

また、テナント方式により運営される飲食事業者については、複数の町外業者からの問い

合わせ等もあり、夏頃までには決定したいということである。

(3)学校給食費について。

学校給食センター運営委員会に対し、学校給食費の適正な金額について協議を行うよう諮

問があり、同委員会では4回にわたり会議を開催し、現在の給食費が14年ぶりに改定され、

小学生は月額450円、中学生は月額550円を値上げするという答申があった旨の報告があった。

学校給食費は、平成26年度から値上げされることとなるが、保護者の経済的負担軽減を図
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るため、値上げ後の月額給食費の半額を軽減するという考えが示され、小学生は月額4,050

円を2,025円に、中学生は月額4,900円を2,450円となる。

道内でも、全児童・生徒を対象とした半額の負担軽減策を実施している自治体は数少なく、

今後の少子化対策・定住化対策に資することに期待するものである。

なお、保護者に対する負担軽減についての説明会等は、3月下旬を予定しているというこ

とである。以上であります。

○議長（岩館俊幸君） 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

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）

○議長（岩館俊幸君） 異議ないものと認めます。

以上を持ちまして、報告済みといたします。

行 政 報 告

○議長（岩館俊幸君） 日程第6 行政報告。

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ので、これ

を省略いたします。

町長より行政報告がありますので、これを許します。

町長。

○町長（大森伊佐緒君） 皆様、おはようございます。

議員各位には年度末を控え、それぞれご多忙の中をお集まりをいただきましたことを、誠

にありがとうございます。

平成26年第1回定例会にあたり、行政報告が1件ございますので、ご報告をさせていただき

ます。

1.木古内川油流出事故について。

2月27日木曜日16時30分ころ、鶴岡地区で木古内川護岸工事をしている関係者より、「木古

内川に油が流れている」との通報がありましたので、ただちに現地調査を行い、字鶴岡223

番地地先の用水路から木古内川へ油が流出していることを確認いたしました。

このため、木古内川への流出防止策として用水路には油吸着マットを連結したオイルフェ

ンスを設置するとともに、海への流出防止対策として河口付近へもオイルフェンスと油吸着

マットを設置し、油流出対策にあたりました。

翌28日には、用水路の積雪を取り除くなどをして、流出もとの調査を行った結果、用水路

近くの農家敷地内に保管されていたドラム缶から、貯蔵されていた軽油が腐食部から漏れ出

し、近くの側溝を通じ、下流の用水路から木古内川へ流出したものと判明いたしました。

流出量は約60ℓと推定されますが、現在のところ被害はなく、海への流出も確認されてお

りません。

なお、2日間で出動した延べ人員は消防署員36名、役場職員5名でございます。

また、用水路の監視作業は、消防署員が現在も定期的に行っております。

以上で、行政報告を終わります。
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○議長（岩館俊幸君） 質疑ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○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。

町 政 執 行 方 針

○議長（岩館俊幸君） 日程第7 町政執行方針。

平成26年度 町政執行方針についての説明を求めます。

町長。

○町長（大森伊佐緒君） 平成26年第1回木古内町議会定例会の開会にあたり、町政執行につ

いて基本的な考え方を申し述べます。

まちづくりの柱となります、第6次木古内町振興計画は、昨年12月の第4回木古内町議会定

例会におきまして、基本構想が議決されております。

「ともに語り、ともに行動するまちづくり」を基本理念とし、行政と住民が協働する中で

「住みたい、住み続けたいまち木古内」を目指す構想であります。

私は、町長に就任して以来、「町民一人ひとりが主役のまちづくり」を進めてまいりまし

た。

今後も、町民皆様の信頼を戴きながら、間近に開業が迫った北海道新幹線の道内最初の新

幹線駅として開業効果を最大限活用すべく、全力で準備を進めてまいります。

町議会議員の皆様、町民の皆様の一層のご理解とご協力を賜りますよう心からお願い申し

上げます。

東日本大震災からまもなく丸3年を迎えます。

被災地では本格的な復興に向けた取り組みがされておりますが、未だ避難を余儀なくされ

ている方が27万人を超えるなど、各地に残された爪痕は大きく、今後幾多の困難に直面する

こともあるかと思いますが、被災された方々の一日も早い生活の再建と地域の再生を願うも

のであります。

さて、安倍総理のもとで行われている経済対策「アベノミクス」により、円高・デフレか

らの脱却が図られつつあり、また、2020年には、東京でオリンピック・パラリンピックが開

催されることが決定されるなど、国の経済に明るい兆しは見えてきておりますが、その効果

はなお一部の大企業や大都市にとどまっており、全国津々浦々まで地域経済が活力を取り戻

すまでには、道半ばであります。

安倍総理は、1月24日の施政方針演説で「地方が持つ大いなる可能性を開花させる」、「元

気な地方をつくる」と述べておりますが、このためには、町村が地域の実情に応じ、主体的

な地域づくりに取り組める財政基盤の強化と、安定的な財源の確保のため、地方交付税制度

の堅持と増額が必要であります。

また、社会保障を安定させ、厳しい財政を再建するために、4月からの消費税率8％への引

き上げを決定するとともに、これに伴う5兆円規模の経済対策の補正予算が計上されました。

毎年、社会保障関係経費が飛躍的に伸びているなかでは一定程度理解できるものの、消費

がますます冷え込むことも予想されるため、地方の中小事業者への配慮が望まれるところで
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あります。

総務省が示した平成26年地方財政対策では、一般財源について社会保障の充実分等を含め、

平成25年度の水準を上回る額の60.4兆円が見込まれており、地方交付税は16.9兆円となって

おります。

また、地域経済の活性化や行政改革に取り組んでいる自治体を支援する地域の元気創造事

業費や地方税収の回復が進まない地域への別枠加算が計上されております。

日本経済を牽引する政策と地域の活性化は車の両輪であり「地域の再生なくして、日本の

再生なし」との認識に立って、諸課題に取り組みます。当面は、地域経済の活性化と雇用の

創出を図る経済対策の「地域の元気臨時交付金」や「がんばる地域交付金」を活用した事業

に着手いたします。

さらに本年は、北海道新幹線の開業効果を最大限に活用する為の「最も重要な一年」と位

置づけ、関連する数々の事業に『職員が一丸』となって取り組んでまいります。

私は、こうした厳しい時代こそ、確固たる政策と的確なリーダーシップのもとに町政を執

行していくことが大切なことと考えており、次の5点を基本姿勢とし、木古内町の限りない

発展のため取り組んでまいります。

1．思いやりと温もりのある町政，2．誠実な心をもった町政，3．広く町民の声に耳を傾

ける町政，4．時代に即応した判断と行動ができる町政，5．公正で透明性のある町政、でご

ざいます。

それでは、第6次木古内町振興計画の施策の大綱に沿って、振興計画の初年度にあたる平

成26年度の町政執行方針について申し上げます。

第1章 福祉・医療・保健。

第1章の主要テーマは「地域住民が支え合う生きがいある福祉づくり」であり「高齢者福

祉」、「介護福祉」、「地域福祉」、「家庭・児童福祉」、「障がい者福祉」、「保健・疾病予防」、

「地域医療」への取り組みについてであります。

「高齢者福祉」では、全国的に少子高齢化が進行している中、当町の高齢化率は、平成26

年1月31日現在では42.0％に達しており、全国や全道平均を大きく上回っております。

高齢になっても住み慣れた地域や家庭で安心して暮らし続けることができるように、緊急

通報システムの更新、声掛け訪問員による安否確認、移送サービスや医療機関送迎バスの運

行、介護予防教室の開催やふれあい農園の運営、冬の除雪サービスや屋根の雪下ろし等助成

事業等に継続して取り組んでまいります。

また、高齢者の皆さんの経験と技能を生かす高齢者事業団への支援や各地区の老人クラブ

への助成を増額いたします。

「介護福祉」では、現在、第5期介護保険事業計画に基づき介護サービス事業を運営して

おり、地域包括支援センターを中心に介護相談・虐待防止対策など高齢者・家族のニーズに

沿った介護サービス計画を作成し、高齢者の尊厳を守りつつ、家族の負担・不安の解消に努

めてまいります。

日常生活のサービスはもとより、施設利用についても木古内町国民健康保険病院や介護老

人保健施設、法人が経営する特別養護老人ホームやグループホームなどの事業所との連携を

図りながら、保健・医療・福祉の提供に努めてまいります。
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また、認知症の知識や対応の普及啓発に努め、認知症サポーターの養成講座を開催いたし

ます。

高齢者の引きこもりを防ぐために、地域交流の場としてふれあい農園を開園し、障がいの

あるかたもともに参加できる共生型事業として取り組んでまいります。

「地域福祉」では、超高齢化社会を迎え、核家族化が進行する中で、援助や支援を必要と

する高齢者や障がい者を周辺住民で支えていくことが求められます。

全町的な地域福祉活動推進の中心組織として社会福祉協議会と町内会連合協議会があり、

それぞれの運営を支援してまいります。

なお、昨年から、町内会連合協議会の事務局が行政に移ったこともあり、社会福祉協議会

と地域の連帯や相互扶助意識を高める活動を一体となって進めてまいります。

「家庭・児童福祉」では、家族形態やライフスタイルの変化に伴い、人間関係の希薄化が

進む中で子どもを安心して生み育てられる社会・生活環境の整備として、小・中学生の医療

費の無料化、ひとり親家庭等医療費の一部負担無料化、保育料の独自軽減、育児教室の運営

の継続と、今年度からは、新たに給食費の半額助成を実施いたします。

また、親子が楽しく遊ぶことができる公園施設（小学校や中央公民館の遊具、みそぎ公園）

の安全管理を進めてまいります。

なお、民間保育所が実施している学童保育の支援については、別途検討が必要と考えてお

ります。

「障がい者福祉」では、障害者総合支援法に基づく障がいのあるかたへの障害者福祉サー

ビスを実施しており、健康管理センターを拠点に相談業務等を進めてまいります。

当町では、乳幼児等の医療助成と合わせ、重度心身障害者医療費の一部負担無料化を実施

しております。

また、地域活動支援センターの運営につきましては、社会福祉協議会やボランティア等の

協力を得ながら、障がい者の活動支援に取り組んでまいります。

「保健・疾病予防」では、住み慣れた地域で、健康で安心して日常生活を送ることができ

るよう、木古内町国民健康保険病院をはじめとする各医療機関と連携し、検診等を含め医師

の指導による健康不安の解消、疾病の早期発見・早期治療を基本に、重症化防止対策を実施

してまいります。

また、保健師や栄養士が中心となり、町民一人ひとりの健康の維持増進対策を進めてまい

ります。

母子保健事業としては、ワクチン接種や健診、育児相談、育児教室に取り組み、今年度は

インフルエンザ予防接種の無料化を中学生まで拡大して実施いたします。

成人保健事業は、特定健診、さわやか検診、がん検診等の受診率向上を図るため、健康づ

くり推進委員との連携を強化いたします。

国民健康保険事業については、昨年12月5日社会保障改革プログラム法案が成立しており、

保険運営を市町村から都道府県に移管するため、健康保険法などの改正案が、平成27年の国

会に提出されることになります。本年7月を目処に骨格が示される予定となっており、その

後道移管への諸課題を整理するため、道と市町村の連携会議が開催され、29年度の移管に向

けた準備を進めることになります。

現在の被保険者数は年々減少を続けておりますが、一人当たりの医療費は増加傾向にあり、
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医療費の安定化に向け、疾病の早期発見、早期治療につなげるよう、特定健診、健康づくり

事業や簡易脳ドック事業、各種健康診査、健康指導を実施し、被保険者の健康の増進に取り

組んでまいります。

また、国保税の賦課限度額について、国の改正案が決まり今国会に提案されますので、将

来の保険運営一元化と併せて改正を進めてまいります。

後期高齢者医療制度については、発足から6年が経過し、十分に定着してきたものと思わ

れます。

木古内町においては現在約1，150人が後期高齢者医療制度に加入しておりますが、全体医

療費、一人当たり医療費とも年々増加を続け、過去5年間で平均2％強の増加が続いておりま

す。この医療費の12分の1が木古内町負担となることから、後期高齢者に対する各種の健康

づくり活動やさわやか健診の受診勧奨を行い、安定的な事業の運営に努めてまいります。

「地域医療」では、当町には一般病床数99床の国民健康保険病院とベッドを有しない内科

系の医院と歯科医院がそれぞれ2か所あります。

町内の高齢化率が高いことから、国保病院を基幹病院として町内の医院や函館市内の中核

病院と連携を図り、住民ニーズに対応した医療を提供してまいります。

国保病院に関する執行方針では、町内における基幹病院として、地域住民の健康を守る役

割を担っており、近年は住み慣れた地域で暮らし続けることができる「地域包括ケアシステ

ム」の実現のため、健康管理センターや介護老人保健施設との連携を進めてまいります。

また、本年4月の診療報酬改正では地域包括ケアへ大きく動き出し、病院から在宅医療、

訪問看護、訪問リハビリなどの支援が不可欠であり、入院時から、その先にある患者さんの

幸せな生活につなげるための退院支援に取り組んでまいります。

医療の提供は、次の基本方針であります。

○思いやりのある医療、○安全で快適な医療、○他施設との連携による最適な医療、○健

全な経営の実現であります。

なお、医療の質の改善や職員の意識改革を目指して準備を進めてきた、日本病院機能評価

機構の審査を本年3月に受審いたします。

当院では、平成24年10月より地方公営企業法の全部適用となり着任した病院事業管理者の

もとで、乳がん検診やセカンドオピニオン、広報の発行などの新たな事業に取り組み、医療

の充実を図っており、引き続き、保健・医療・福祉の連携により住民の幸せに貢献してまい

ります。

第2章 教育・文化。

教育・文化については、「教育行政執行方針」に記載しております。

なお、本年行政が取り組む課題として、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的

に推進するための基本的な方針を策定してまいります。

第3章 産業・観光。

第3章の主要テーマは「新幹線を活かした活気ある産業づくり」であり「農業」、「林業」、

「水産業」、「商業」、「工業」、「観光」、「雇用」への取り組みについてであります。

「農業」では、昨年12月、政府において「農林水産業・地域の活力創造プラン」が策定さ
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れ、経営所得安定対策や水田フル活用と米政策の見直し、農地中間管理機構や日本型直接支

払制度の創設など農業政策の大転換が進められることとなります。

国は、農業・農村の所得を10年間で倍増させることを目指した施策を展開するとしている

ため、農業者や農業団体等と連携し、経営の安定につながるよう取り組んでまいります。

これまで、人・農地プランや農業経営基盤強化促進構想に基づき、施策を展開しており、

今後も、水稲・畜産・施設野菜など当町の振興作物の生産を中心とした経営を維持する中で、

関係機関と連携し高付加価値化・品質向上やさらなるブランド化等に取り組み、自由貿易な

どによる価格競争に耐えられる経営基盤を築くよう支援してまいります。

併せて、2次加工への取り組みと販売に関する協議、検討を進めてまいります。

担い手、後継者対策としては、新規就農総合支援事業などの交付金事業を継続して活用す

るとともに、熊本県の褐毛和種・あか牛の肥育農家への国内研修事業を支援してまいります。

また、鳥獣被害対策協議会などとの連携のもと、電気牧柵の設置など、有害鳥獣による農

作物被害の軽減に努めてまいります。

「林業」では、町有林の施業管理は、森林経営計画に基づき年間30から40ｈａを目安に利

用間伐事業などを進めるとともに、観光振興の面とあわせ、薬師山整備事業を実施いたしま

す。

民有林での事業を推進するため、林業専用道の整備に取り組みコストの軽減に努めてまい

ります。

当町の人工林面積における4分の3を道南スギが占めていることから、「木古内町地域材利

用推進方針」に基づき、新幹線木古内駅舎や観光交流センター、町民プール等の公共施設の

内装材や駅前景観統一事業の外装材に使用し、付加価値の向上とＰＲに努めてまいります。

また、木材価格の低迷により、売り払い収入が減少していることから、町有林の財産価値

が低下してきております。

さらに、労務単価の上昇などにより委託事業費が増嵩していることから、補助制度の拡充

について要望してまいります。

今後も、森林が持つ木材生産機能と公益的機能を重視し、森林整備計画等に基づいた適切

な森林整備を推進するとともに、森林空間の多面的利用を含めた森林の総合的な利用を促進

してまいります。

「水産業」では、老朽化が著しいホタテ・コンブ養殖施設の更新を継続し、計画的な整備

を図ることにより、養殖漁業の安定的な生産の実現に努めてまいります。また、アワビ人工

種苗事業の継続とともに、ウニ人工種苗事業の種苗数を増量し、資源管理型漁業の定着を進

めてまいります。

さらに、人工魚礁の整備に対する要望を展開してまいります。

また、平成24年の高海水温の被害を受けたホタテ養殖漁家に対し、借入資金への利子補給

を行ってまいります。

「商業」「工業」では、町内の人口減や少子高齢化の影響により厳しい経営状況が続き事

業所の数が減少している状況を踏まえ、地域経済活性化のために、新幹線関連事業を計画的

に発注してまいります。

本年は開業に向け、駅前通と駅前広場、駐車場、観光交流センターの整備とあわせ関連す

る道路整備などを進めてまいります。
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また、当町の知名度を高め、木古内駅の利用促進を図るため、はこだて和牛ブランド化推

進事業や、駅前通商店街景観統一事業、観光おみやげ品開発支援事業などを継続して取り組

んでまいります。

また、新幹線駅舎等の工事や高規格幹線道路、道路整備などにより町外からの就労者が増

えていることから、工事関係事業所に対して、弁当や飲み物などの日用品について町内の商

店を利用していただくよう要請してまいります。

さらに、商工会など関係団体と連携を図り、融資にかかる信用保証料や利子補給の補助事

業を継続して、中小企業事業者支援に努めるとともに、4月からの消費増税による消費購買

力の低下を防ぐため、「木古内共通プレミアム商品券」の発行を支援してまいります。

「観光」「広域観光」では、観光協会やまちづくり体験推進協議会と連携し、従来からの

イベントや体験観光事業などの継続支援に加え、まちなか回遊や町内観光周遊ルートづくり、

マスコットキャラクター・キーコを活用しての東北や首都圏、道央圏などでの開業プロモー

ション活動を行ってまいります。

開業機運の醸成に向け「北海道新幹線開業記念事業実行委員会・仮称」を組織し、函館市

や北斗市と連携しつつ、記念事業やイベントの企画、運営などの協議を進めてまいります。

新幹線木古内駅を活用した広域観光推進のため、観光案内、物販、飲食と2次交通の拠点、

地域住民の交流などの機能を持つ、観光交流センターの建設工事を進めてまいります。

また、観光交流センターの物販部門の魅力づくりと収益拡大のため「物販戦略検討会議・

仮称」を開催いたします。

新幹線木古内駅から9町広域観光を周遊する二次交通を運行する函館バスと連携し、定期

観光バスと路線バスが使える「江差松前・千年北海道手形」の実証実験に取り組んでまいり

ます。

さらに、9町の旬の観光案内を行う観光コンシェルジュとして、「はやぶさ03」の本番に向

けた訓練の総仕上げを行うこととしております。

また、当町を訪れた観光客が、行きたくなる飲食店、買いたくなるお土産品の魅力アップ

につながるアドバイザー事業を企画開催するなど、木古内アクションプランの推進も継続し

て行ってまいります。

「雇用」では、地域事業者の経営安定が雇用の継続につながることと捉え、金融機関と連

携し、設備投資や運転資金等の貸付け事業を進めてまいります。

また、国の経済対策事業メニューの緊急雇用創出推進事業の活用について検討を進めると

ともに、渡島西部通年雇用促進協議会の共同運営により、季節労働者の資格取得支援などを

行い、雇用の創出と安定化に努めてまいります。

第4章 生活環境・交通。

第4章の主要テーマは「安心と安全で快適に暮らせる環境づくり」であり「土地利用」、「住

環境」、「公共交通網」、「道路」、「上・下水道」、「環境衛生」、「環境美化」、「国土保全」、「消

防と救急」、「防災」、「交通安全・防犯」、「消費生活」への取り組みについてであります。

「土地利用」では、当町は、一般国道228号と並行して海岸沿いに集落が散在する東部地

区、ＪＲ木古内駅を中心に市街地が集積された中部地区、木古内川、中野川などの河川の流

域に広がる農業地帯の西部地区に大別されますが、東部地区においては、漁業関係者が沿岸
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漁業に従事しやすい、漁港背後地の整備を図るとともに、遊休地を活用した住宅地等の確保

を進めてまいります。

中部地区においては、北海道新幹線開業を見据えたまち並みを創出するため「木古内駅周

辺整備基本計画」に基づくインフラ整備を進めてまいります。

西部地区においては、地域に広がる農地の流動化や団地化を促し、荒廃の防止と高度利用

を図ってまいります。

また、町の総面積の89．5％を占める森林地域は、林業振興のための木材生産機能と山地

災害の防止や水源涵養、地球温暖化防止効果などの公益的機能に区分した森づくりを進めて

まいります。

「住環境」では、木古内町住生活基本計画及び公営住宅等長寿命化計画を昨年策定してお

り、計画に沿った施策を展開してまいります。

公営住宅の整備につきましては、朝日団地の建て替えを平成25年度の繰り越し事業として

推進するほか、北海道建設部住宅局による道営住宅建設計画が本年6月に決定となることか

ら、新幹線駅北側の町有地への建設の要望を継続し、今後の住宅ストック計画との調整を進

めてまいります。

「公共交通網」では、北海道新幹線事業着手から10年目を迎え、現在は、駅舎の建設や電

気設備の設置などの工事が行われており、昨年12月には駅舎の外壁が姿を現しました。

また、ことしの冬には試験走行が予定されるなど、開業が間近に迫っていることを実感す

る中で、駅周辺整備などの関連事業をより機動的にしっかりと進めてまいります。

並行在来線につきましては、ＪＲ北海道におけるトラブルが続いていることから、安全運

行体制の確保に向けた方針を協議し、ＪＲ北海道へ提示した上で、書面で合意することを前

提に、第三セクター鉄道準備会社を本年8月の設立に向けて進めております。

また、本年5月に廃線となる、ＪＲ江差線（木古内・江差間）の代替バスは函館バスが5月

12日より運行いたします。

運行に当たっては、利用者の安全性に配意するとともに、路線バス交通の充実を図るため、

バス事業者に対する支援を継続してまいります。

「道路」では、駅周辺整備と関連する道道改良事業は、「中央通」が事業の継続中、「駅

前通」は駅前広場の造成工事や電線の地中化工事が進められます。

また、高規格幹線道路「函館・江差自動車道」につきましては、引き続きトンネル工事や

橋梁工事、用地買収、支障物件の補償がおこなわれます。

新幹線駅北側へのアクセス道路の、都市計画道路環状線通「町道冷水線」は、本工事や用

地買収、支障物件の補償を進めてまいります。

既設の町道につきましては、道路安全パトロールを強化し、維持管理、修繕を実施すると

ともに、除排雪体制を充実させ、冬期間の安全確保に努めてまいります。

「上・下水道」では、水道事業は、安全で良質な水道水の安定供給をおこなうため、施設

の安全点検や有収率の向上を図ることにより、健全な水道事業運営と町民サービスの充実に

努めてまいります。

今後、老朽化している水道施設の更新が必要となり、投資的経費の増加が見込まれますが、

事業の運営に必要な利益の確保が難しくなって来ていることから、水道水の安定供給と経営

のバランスを取りながら、事業を進めてまいります。
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本年は、駅前通改良に伴う水道管移設工事、函館江差自動車道建設に伴う水道管移設工事

と経営計画の見直しに取り組んでまいります。

下水道事業については、快適な生活環境の確保や公衆衛生の向上、自然環境の保全など、

多様な機能を有し都市基盤の中心となる社会資本であり、本年は、駅前通雨水管渠新設及び

下町方面の下水道管渠新設工事を実施してまいります。

また、下水道接続率の向上に向け引き続き努力してまいります。

○議長（岩館俊幸君） 町長、ここまでで休憩をしたいと思いますので、よろしくお願いい

たします。

それでは、11時10分まで暫時、休憩をいたします。

休憩 午前11時00分

再開 午前11時10分

○議長（岩館俊幸君） 休憩を解き、会議を再開いたします。

環境衛生から町長、続けてください。

町長。

○町長（大森伊佐緒君) それでは、続けさせていただきます。

「環境衛生」では、民生活で排出される廃棄物の安定処理と処理コストの低減のため、広

域処理を実施しており、可燃ゴミは「渡島廃棄物処理広域連合」、資源ゴミや不燃ゴミ、し

尿の処理については「渡島西部広域事務組合」の施設での処理となりますが、4月からは移

転改築工事が終了した新施設「汚泥再生処理センター」が稼働いたします。

一方、産業廃棄物については、排出者の責任で処理することを徹底するとともに、不法投

棄の監視体制を強化いたします。

「環境美化」では、花いっぱい運動を推進し、さわやかさを感じることができる環境づく

りを進めていまいります。

ふるさとの森に広がる芝桜の景観の維持管理を行い、面積の拡大のため、民地の購入を進

め、平成27年度から芝桜の植栽に取り組んでまいります。

河川、海岸、林地、空き地などへのゴミの不法投棄やポイ捨て防止に努め、団体や地域の

清掃活動を支援してまいります。

また、地域内の危険な空き家については、環境面や安全面等に配慮しながら、危険家屋の

撤去に向けた空き家等対策連携会議を開催いたします。

火葬場については、老朽化が進んでいることから、適切な維持管理を行い、周辺の緑化に

も努めてまいります。

「国土保全」では、北海道が管理する木古内川の改修が継続実施されており、周辺住民の

安全が確保されております。

一方、町が管理する普通河川については、危険箇所を把握するパトロールを行い、河川内

の不要な立木の処理を進めてまいります。

また、海岸線の総延長が約15ｋｍであり、海と向かい合う町であることから、高波が越波

して人家に被害を及ぼすような危険箇所について、国や北海道にその対策を引き続き要望し

てまいります。
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「消防と救急」では、相互応援や協力を迅速かつ効率的に行う、広域事務組合を組織して

おり、消防力の充実のため、消防車両や施設、設備の整備を進めてまいります。また、消防

団の組織強化に向けた訓練や防火活動を展開いたします。

さらに本年は、庁舎の耐震診断を行うこととしております。

救急・救助活動の機会が増加しており、迅速な対応が求められておりますので、救急救命

士の配置と資機材を整備し、住民の生命に直接関わる重要な業務の充実を図ってまいります。

消防救急デジタル無線については、平成28年からの運用を目指し、設備の整備に着手いた

します。

また、道南地域におけるドクターヘリの平成27年1月運航に向け、設立準備委員会に参加

してまいります。

「防災」では、防災計画は、平成24年度に木古内町防災会議により見直され、防災組織や

災害予防計画、災害応急対策計画などを詳細に示した計画であります。

また、平成24年6月に北海道より公表された北海道太平洋沿岸にかかる津波浸水予想図等

に基づき、津波ハザードマップを作成し、全戸配付を行っております。

本年も地域住民が主体となる防災訓練を実施し、防災意識の高揚に努めるとともに、災害

発生時の情報伝達手段として、防災行政無線の安定活用を図るため、日常から運用するとと

もに、機器の点検を行ってまいります。

なお、災害が発生した場合、近所の「共助の力」が重要なことから、自発的に防災活動を

行う自主防災組織の結成を支援いたします。

また、アルファ化米や水、毛布などの防災用備蓄品の整備を進めてまいります。

「交通安全・防犯」では、木古内町交通安全条例に基づき、交通安全の総合的かつ計画的

な推進を図り、町民一丸となった交通死亡事故抑止の運動を推進いたします。

木古内警察署や交通安全推進委員会などと連携し、幼児から高齢者までそれぞれの対象に

応じた安全教育を推進いたします。

交通安全指導車による巡回啓発や、町内会、老人クラブ、経済団体、青年団体、町内事業

所等による街頭啓発や安全集会を開催いたします。

防犯意識の高揚と防犯体制強化に努め、安心安全なまちづくり住民大会を開催し、犯罪の

無いまちづくりを目指してまいります。

夜間における歩行者等の安全を図るため、地域の防犯灯のＬＥＤ化を推進するため、改修

費用の2分の1補助を継続してまいります。

「消費生活」では、食品や食材に関する偽装表示や安全管理に不安のある食品など、利益

のみを追求し消費者を軽視した流通・販売が大きな社会問題となっていることから、このよ

うな状況に対応するため、消費者協会などの関係団体と協力し情報の提供に努めてまいりま

す。

また、悪徳商法に関しては、すみやかに情報収集を進め、情報提供を行ってまいります。

第5章 行財政・住民参加。

第5章の主要テーマは「協働と共有で信頼される行政システムづくり」であり「行政運営」、

「財政運営」、「住民参加・協働」、「広域行政」への取り組みについてであります。

「行政運営」では、様々な、行政課題に的確に対応していくために、各種施策を計画的に
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推進するとともに、進行管理の充実を図ってまいります。

また、多様化する行政要望への対応と地方分権の推進に努め、住民に親しまれ活力ある行

政運営を目指してまいります。

さらに、平成24年度に策定された定員管理計画に基づき、具体的方策を定め、組織の効率

化を図るとともに、研修を通じて職員の能力開発や基礎知識の向上に努めてまいります。

一人ひとりが公務員としての自覚を持ち、住民から親しまれ信頼される役場づくりを進め

てまいります。

「財政運営」では、平成19年からの財政健全化の取り組みにより、一時の危機的状況を脱

していますが、収支が改善した主な要因は、地方交付税の増額であり、交付税依存体質の財

政構造は変わっておりません。

安定した財政基盤を確立するためには、自主財源である町税等の増収につながる地域経済

発展のための施策の推進や、納税意識の高揚を促し収納率向上を目指してまいります。

歳入の39％を占める地方交付税については、昨年の実績や国の新年度予算が前年並みとい

う地方財政対策方針から増額を見込んでおります。

財政健全化四指標においては、いずれも自治体財政健全化法の早期健全化基準を下回って

おりますので、今後も安定した運営を進めてまいります。

このような状況を踏まえ、本年の当初予算は、引き続き経常的経費の徹底した削減と、歳

入については、過去の実績や地財対策を基に十分見込める計数で積算しております。

歳出では、新幹線開業を核とした観光推進関連事業の実施、保健・医療・福祉ネットワー

クの構築、生活基盤や防災体制の強化、高速交通体系の整備に向けた諸施策の実施、産業の

振興・活性化、さらには、教育の充実等に努め、快適で活力に満ちたまちづくりを進める編

成としております。

「住民参加・協働」では、町の重要施策や発展計画、大型プロジェクトの取り組みなどに

ついては、広く住民の意見を求め、企画立案の過程から意見反映いたします。

第6次振興計画のまちづくり委員会では、初期の段階から住民参加を企画し、誰もが意見

を出しやすい会議の運営を行いました。

また、花いっぱい運動、公園や公共施設の管理など、地域住民と行政がお互いに役割分担

し、協働のまちづくりを推進してまいります。

広報・広聴について、広報誌やホームページの充実、防災行政無線を活用し、迅速かつ的

確な情報の提供を図ってまいります。

本年も町政懇談会を開催し、広く住民の声を聞くことに努めてまいります。

「広域行政」では、広域化を図ることにより、事務・事業の効率化や自治体間の相互協力

が進められており、北海道や関係市町村と広域連携に関する協議を重ね、地域振興を図って

まいります。

本年、取り組む広域行政は、渡島・檜山滞納整理機構では、地方税等の滞納整理、渡島西

部広域事務組合では、消防と環境衛生業務の推進、渡島廃棄物処理広域連合では、廃棄物処

理施設の運営、渡島西部地域介護認定審査会及び渡島西部地域障害支援区分認定審査会では、

要介護状態や障害支援区分の審査と判定業務を行ってまいります。

なお、「北海道新幹線木古内駅活用推進協議会」では、広域観光アクションプランに取り

組んでまいります。
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また、ＪＲ江差線対策協議会では、江差－木古内間の代替路線バスの安全で利便性の高い

運行に取り組んでまいります。

さらに、ドクターヘリの運航に関する具体的な協議が進められることから、函館市を中心

市とする「定住自立圏形成協定」の締結を進めてまいります。

以上、第6次振興計画の施策に沿って、平成26年度の町政執行に臨む考え方を述べさせて

いただきました。

終わりに、活力と元気に満ち溢れ、生涯にわたり希望や生きがいを持ち続けられる北の大

地の福祉都市『きこない』の実現を目指し、議会並びに住民の皆様のご協力のもと、町民全

員が目標に向かって一丸となることが重要ととらえ、今後も、ふるさと木古内の輝かしい未

来の創造に全力を尽くし、誠心誠意取り組んでまいります。

以上で、平成26年町政執行方針を終わります。ありがとうございました。

教 育 行 政 執 行 方 針

○議長（岩館俊幸君） 日程第8 教育行政執行方針。

平成26年度 教育行政執行方針について説明を求めます。

教育長。

○教育長（野村広章君） 皆様、おはようございます。

平成26年第1回木古内町議会定例会にあたり、教育行政執行方針を申し上げます。

いま、社会は少子高齢化や環境問題、知識基盤社会やグローバル化の進展の中、産業構造

の変化や雇用形態の多様化が進むなど、大きな変革期を迎えており、教育行政においても、

教育制度の改革など教育を取り巻く環境も大きく変化しています。

また、制定後60年ぶりに改正された教育基本法では、教育の目的を「人格の完成を目指し、

平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育

成を期して行うもの」とされています。

このため、町民一人ひとりが健康で、主体性をもって学び続けることができ、学習の成果

が社会生活に生かされる生涯学習社会の実現を図ることが大切であると考えます。

また、いかに社会が変化しようとも教育においては、未来の新しい時代を担う子どもたち

の「生きる力」の育成のため、子ども一人ひとりに確かな学力、豊かな心、健やかな体をは

ぐくむ質の高い教育活動の進展が重要です。

町づくりは人づくりや地域の教育によって支えられ、活性化されるものであります。次代

を担う人材をはぐくむために、教育の役割はますます重要になっています。

教育委員会といたしましては、第6次木古内町振興計画の趣旨を十分踏まえながら、新た

に策定した平成26年度を初年度とする向こう5か年の第6次木古内町教育総合推進中期計画に

基づき、教育計画の基本理念である「いのちを育み ふるさとを愛し たくましく未来を切

り拓く人づくり」の実現に向け、教育の直接的な担い手である行政・学校が、それぞれ抱え

ている課題や地域の特性を的確にとらえ、地域や関係機関・団体と連携を図りながら教育の

充実に努めます。

以下、木古内町の教育振興に向けて積極的に教育行政を推進します。
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第一は、「学校教育の推進」についてです。

学校教育においては、学習指導要領の趣旨を十分に踏まえるとともに、小・中学校の9年

間を見通し、児童生徒や保護者の期待に応える魅力ある学校づくりを進めることを基本とし

て、次の9項目について推進します。

一点目は、「確かな学力の育成」についてです。

学校教育においては、生きる力を支える確かな学力の育成のため、学習意欲を基盤とした、

基礎的・基本的な知識・技能の習得とその活用を通じて、思考力、判断力、表現力等をバラ

ンスよく伸ばしていくことが重要です。

このため、教科の指導にあたっては、習熟度別少人数指導やティームティーチングなど指

導体制や指導方法の工夫・改善を進めるとともに、一人ひとりが学習に意欲を持って取り組

めるよう、学校全体で指導や支援に努めます。

これまでの全国学力・学習状況調査や町独自の標準学力検査など各種調査から得た課題か

ら、家庭や地域、校種間の連携を一層深め、学習指導の改善や望ましい学習習慣及び基本的

生活習慣の確立を図ります。

放課後や長期休業中における補充的学習や道教委から提供されるチャレンジテスト等を有

効に活用し、きめ細かな指導の充実に努めます。

また、すべての教科等の学習基盤となる言語に関する能力の向上を図るため、言語活動を

取り入れた指導計画や読書活動の充実など、学校全体の言語環境の整備に努めます。

二点目は、「新しい時代に対応した教育の推進」についてです。

情報教育については、児童生徒用パソコンを更新することにより、教育活動全体を通して

情報活用能力をはぐくむとともに、情報モラル教育の充実に努めます。

国際理解教育については、外国語指導助手（ＡＬＴ）を活用し、子どものコミュニケーシ

ョン能力の育成や外国の伝統・文化に対する理解が深められるよう、外国語活動や英語教育

の充実に努めます。

また、ふるさと教育については、木古内町の歴史、文化及び産業などを取り上げ、多様な

体験的活動を通して地域の特性を生かした教育活動の充実に努めます。

キャリア教育については、地域の教育力を積極的に活用しながら、子どもたちが体験活動

を通じて働くことの意義ややりがいを実感するとともに、社会における自らの役割や将来の

生き方等の望ましい勤労観・職業観をはぐくむ教育に努めます。

環境教育については、環境への負荷の少ない持続可能な社会づくりのため、子どもの発達

段階を踏まえて、身の回りの環境に触れること・知ることを基本とし、自然を大切にする心

と実践力をはぐくむ教育活動を推進します。

三点目は、「特別支援教育の推進」についてです。

特別な教育的支援を必要とする子どもの指導については、昨年設立された木古内町特別支

援連携協議会をはじめ保護者や関係機関と緊密な連携を図りながら、子どもの発達段階や障

がいの程度に応じた適切な指導や支援を行うとともに、校内支援体制の一層の充実に取り組
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みます。

また、特別支援教育支援員を3名配置し、各学校の状況や子どもの教育ニーズに応じたき

め細かな支援に努めます。

さらに、特別支援教育パートナーティーチャー派遣事業の活用を図るとともに、町内外の

小・中学校の交流や共同学習による相互理解を促進するなど、自立し、社会参加していくた

めの適切な支援に努めます。

四点目は、「豊かな心を育成する教育の推進」についてです。

豊かな人間性を育むためには、生命を尊重する心、思いやりの心や社会性、倫理観や正義

感、美しいものや自然に感動する心など、豊かな心を育成することが重要です。

このため、ボランティア活動や自然体験活動など、子どもの発達段階に応じた心の教育や

体験的な活動の充実に努めます。

また、外部講師の招へいをはじめ、「心のノート」や子どもの心に響く道徳資料の活用を

図りながら、道徳の時間を要に学校の教育活動全体を通じて、望ましい生き方の自覚を深め

る道徳教育の充実に努めます。

読書活動については、学校図書室蔵書の充実はもとより、朝読書の推進や家読書の奨励に

取り組むとともに、公民館図書室との連携を図り、豊かな感性や創造力、表現力をはぐくむ

活動を推進します。

姉妹校交流事業については、木古内小学校と山形県鶴岡市立朝暘第一小学校両校の交流を

引き続き支援してまいります。

五点目は、「生徒指導・相談体制の充実」についてです。

子どもたちを取り巻く環境は深刻化しており、全国的にもいじめや不登校といった問題は、

大きな課題であります。

このため、今日的課題としてとらえ、小中学校の一貫性を持った生徒指導体制の充実を図

るとともに、生徒指導連絡協議会を軸として学校、家庭、地域の連携のもと、問題行動の未

然防止や的確な状況把握に努めます。

とりわけ、いじめの問題については、どの子にも起こりうる問題であるとの認識を持ち、

毅然とした態度でいじめやその前段階となる人間関係のトラブルの把握や早期発見・早期対

応に努め、危機意識を持ちいじめの根絶に取り組みます。

学校においては、いじめの防止基本方針を策定するとともに、いじめ把握や取組状況のア

ンケート調査を実施し、児童生徒の問題行動の情報共有や実効的な解決など、組織的な対応

を行います

また、教育委員会としても町担当部局と連携を図り、いじめ防止基本方針を策定し、対策

が迅速かつ適正で組織的に対応ができる体制を整備します。

不登校問題については、日頃からの子どもたち一人ひとりの状況に応じたきめ細かな対応

や、未然防止・早期発見・早期対応のための体制の充実に努めます。

なお、今年度は心の教室相談員（スクールカウンセラー）を配置し、学校の教育相談機能

の充実と児童生徒の心の成長を側面から支援します。
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六点目は、「健やかな体を育む教育の推進」についてです。

子どもたちが、生涯を通じて運動に親しみ、心身ともに健康で活力ある生活を営むため、

体力・運動能力や健康管理能力等の基礎的能力を育成することが大切です。

このため、基本的生活習慣の定着を図るため、学校や家庭、地域や関係機関と連携して「早

寝・早起き・朝ごはん・そと遊び」運動を推進します。

学校体育では、子どもたちの発達段階や個人差を踏まえた指導を充実させるとともに、体

育行事や特別活動など学校教育全体を通して、体力向上へ向けた総合的な取組を進めます。

また、各校の体力向上プランに基づき、新体力テストの結果から子どもたちの体力の状況

を把握するとともに、道教委から提供される体力向上支援プログラムを積極的に活用するな

ど、体育授業の充実や体力づくりの取組を通して子どもの体力・運動能力の向上に取り組み

ます。

とりわけ、夏季の水泳学習や冬季におけるスキー学習による体力づくりの充実のため、学

校支援事業との連携を図りながら推進します。

「食」は知・徳・体の基礎となるものであり、成長期にある子どもたちの健やかな体をは

ぐくむため、学校における食育を積極的に推進します。

このため、義務教育9年間を見通した食に関する指導計画に基づき、栄養教諭を中核とし

た食育指導や地場産物活用の拡充を図るなど、学校給食や食育活動の充実に努めます。

食生活実態調査については、家庭において望ましい食習慣の定着ができるよう、子どもた

ちの将来を見据えた食育指導を行うため、引き続き小学6年生、中学3年生、保護者そして新

成人を対象に実施します。

学校保健については、健康診断や日常の保健指導により子どもたちの健康状態を的確に把

握し、子どもの健康保持や健康増進に努めます。

また、小学校において児童の永久歯のむし歯予防のため、フッ化物洗口を引き続き実施し

ます。

七点目は、「子どもの安全・安心の確保」についてです。

学校給食については、衛生管理・食中毒の防止のため、ハサップ（ＨＡＣＣＰ）による衛

生管理導入評価事業を活用し、栄養教諭や調理員一人ひとりが学校給食の衛生管理に取り組

むとともに、施設管理や食材の安全管理を徹底します。

また、食物アレルギー対応を行うとともに、栄養バランスの取れた献立の工夫や国内産の

食材使用や地場産物の積極的な活用に配意しながら、安全・安心で美味しい学校給食の提供

に努めます。

なお、学校給食費についてですが、今年4月1日からの消費税増税やこれまでの食材高騰な

どにより給食費の改定を行いますが、保護者負担軽減や子育て支援のため、改定後の給食費

の半額を助成します。

安全教育については、子どもたちが安心して学校生活を送れるよう、学校安全計画の改善

・充実を図るとともに、危機管理マニュアルの見直しや、引き続き避難訓練や防犯訓練を実

施します。

八点目は、「信頼される学校づくり」についてです。
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地域に開かれ信頼される学校づくりでは、家庭、学校、地域が常に連携した取組を基本と

し、地域の教育力を活用した特色のある教育課程の編成とその実現を図ります。

このため、学校は自己評価による教育活動の成果や検証の結果を家庭や地域に情報発信し

説明責任を果たすとともに、学校評議員による学校関係者評価を受け、地域と相互に支え合

う学校づくりが進められるよう支援します。

子どもたちの教育に直接関わる教職員は、子どもたちや保護者の信託に応え、責任ある教

育活動を展開するため、確かな力量と情熱を持って、常に自らの資質向上を目指し研修に励

む必要があります。

このため、教職員のライフステージに応じた研修や時代の変化に対応した研修、指導方法

改善を目的とした研修など、校内外における研修への積極的な参加を奨励し、実践的な指導

力はもとより学校の教育力の向上を目指します。

また、町教育研究所においては、小・中学校の連携を基軸とした教職員の資質・能力の向

上を図る研修活動を実践します。

保・小・中の連携教育では、教育活動の活性化を図るため、保育園と小学校、小学校と中

学校など異校種間の連携や全体が連携した交流を道徳教育や総合的な学習の時間などと関連

づけながら、取り組みます。

九点目は、「教育環境の整備」についてです。

子どもたちが楽しく学び、夢や希望をはぐくむために、学校の教育環境の整備を図ること

が重要です。

このため、小・中学校の義務教育教材備品を整備するとともに、副教材やスキーセットの

保護者負担軽減を図ります。

また、小・中学校の部活動やスポーツ少年団などの活躍において、全道大会や全国大会に

出場する子どもたちや指導者の負担額全額を支援し奨励するとともに、栄誉を讃える文化ス

ポーツ表彰を行います。

施設整備については、教職員住宅の改修工事をはじめ、木古内小学校においては、ボイラ

ーやエレベーター改修など、木古内中学校においては、グラウンド改修や自転車スタンドの

設置などを行います。

第二は、「社会教育の推進」についてです。

心の豊かさと生きがいのための学習意欲への対応や、社会情勢の変化における地域課題や

生活課題解決のためには、生涯にわたり「いつでも、どこでも、だれでもが」学ぶことがで

きる学習環境づくりや、学ぶ気運の醸成を図ることが大切です。

そのため、事業計画を策定し、各事業に取り組みます。

社会教育においては、次の6項目について推進します。

一点目は、「青少年教育・家庭教育の推進」についてです。

青少年健全育成については、様々な体験活動を通して木古内の自然や歴史などに触れ、ふ

るさとに愛着と誇りを持ち、世代間交流が深められるよう、無名塾の内容を工夫し実施しま

す。
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通学合宿事業については、三年間の道教委モデル事業の成果と課題を検証し、子どもたち

の基本的生活習慣の確立に向けて、事業内容の充実に努めます。

また、連帯性や協調性を身に付けさせるために、子ども会や少年団活動においては、ボラ

ンティア活動、自然体験活動、地域行事などへの参加促進を図ります。

さらには、全国的な青少年の非行や犯罪の低年齢化などの状況を踏まえ、小・中学校、関

係機関・団体と一体となって非行の防止と青少年の健全育成の取組を進めます。

青年教育については、青年の仲間の輪を広げ活動の活性化を図るため、青年塾を開催し交

流を深めるとともに、町づくり活動につなげる支援を行います。

家庭教育については、子どもの行動や意識形成に最も責任を負うべき立場にあることから、

家庭の教育機能の充実を図るため、親子が共に参加できる体験活動の機会や子育て支援に関

する情報提供に努めます。

二点目は、「成人教育・高齢者教育の推進」についてです。

成人教育については、心の豊かさや生きがいを求め、町民が主体的に学び、活動できるよ

う、学習機会や学習情報の提供の充実が大切です。

このため、趣味・教養にかかわる公民館講座や地域に出向く「出前講座」を実施するとと

もに、町広報や学習情報の提供を積極的に行います。

社会参加の拡充につきましては、地域の特性を生かした多様な活動を行っている地域女性

会などと連携・協力して、世代間交流、他団体との交流を推進します。

また、今年度当町で開催される渡島ＰＴＡ連合会研修会の支援に努めるとともに、各学校

のＰＴＡや健康管理センターとの連携を図りながら、学習機会の提供に努めてまいります。

高齢者教育については、健康で生きがいのある充実した生活を支援するため、リロナイふ

れあい学園を継続実施し、要望に応える学習内容の充実に努めます。

また、学園生の自主的なクラブ活動を奨励するとともに、学習活動の成果を発表する機会

を充実します。

さらに、高齢者が培ってきた豊富な知識や経験を生かし、指導者として活躍できる地域活

動や世代間交流などの機会を拡充します。

人材バンクについては、改めて人材の発掘や登録を行い、町民が互いに学び合う学習活動

の支援に努めます。

三点目は、「読書活動の推進」についてです。

読書活動は、ことばを学び、感性を磨き、表現力と創造力を豊かにする人間形成に欠かす

ことができない学習活動の一つです。

このため、利用しやすい公民館図書室を目指し、蔵書の充実に努めるとともに、なかよし

移動文庫や宅配サービス事業などの充実に努めます。

また、図書館司書を配置することにより学校図書室との連携を図り、子どもたちの読書活

動の支援を行うとともに、図書室だよりなどの広報活動の充実に努めます。

さらに、ボランティア活動による読み聞かせ会や道立図書館の小学校ブックフェスティバ

ル連携事業などを実施し、読書の普及と利用拡大に努めます。

今年度は、誕生から本に親しむ環境づくりのため、0歳児の子どもと保護者のかたを対象
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に絵本を贈るブックスタート事業を実施します。多くの子どもたちが本に親しみ、本の楽し

さを知り、そしてお気に入りの一冊を探しに図書室を訪れることを願っています。

四点目は、「芸術文化活動の推進と文化財の保存・活用」についてです。

芸術文化活動は、町民にとって心の豊かさや文化意識を醸成するだけでなく、人と人との

つながりを築くといった役割も担っています。

このため、文化団体や各種サークル等と連携し、町民文化祭を実施するとともに、公民館

ギャラリー四季の活用を促進するなど、日ごろの活動の成果を発表する機会の充実に努めま

す。また、渡島管内や渡島西部四町の作品交流などの地域間交流を進め、特色ある地域文化

の振興を図ります。

芸術鑑賞事業については、子どもたちに優れた舞台芸術に触れる機会を提供するとともに、

町民を対象とした音楽鑑賞事業を実施します。

ふるさとの歴史的文化財は、先人たちが郷土の自然や風土の中で育み継承してきたもので

あり、いまなお人々の心のよりどころとして生活の中に生き続けています。ふるさとの歴史

や文化のすばらしさを後世に伝えていくため、旧鶴岡小学校校舎を活用した資料館の整備を

進めます。今年度中に、主たる資料を展示した開館を予定しておりますが、引き続き文化財

の保存管理や調査研究に努め、学習教材や資料として幅広く活用できるよう、発掘された遺

物や生活文化財の整理などに取り組みます。

また、木古内ゼミナールの開催や学校への出前授業などにより、町民に学習教材や資料を

提供するなど、町民自らがふるさとの歴史や文化のすばらしさを再発見・再認識できるよう

な情報発信の取組を進めます。

高規格幹線道路建設などに関連して行われる埋蔵文化財の調査は、今年度も大平・札苅地

区において主体的に実施される予定であるため、道教委などの関係機関と連携しながら引き

続き保護・活用に努めます。

五点目は、「生涯にわたるスポーツ活動の推進」についてです。

スポーツは、健康の保持増進や体力の向上に役立つことはもとより、明るく活力に満ちた

社会づくりにも寄与するものであります。

このため、それぞれの年齢・体力・目的に応じて、町民の誰もがスポーツに親しむことの

できるよう、各種大会や教室を開催し、スポーツ活動の普及を図ります。

今年度は、新たにパークゴルフ教室やパークゴルフ大会をはじめ、ジュニア水泳教室や健

康促進水泳教室を実施します。

また、町民プールは今年7月下旬に供用開始の予定ですが、プールでの活動においては、

水泳はもとより水中運動は浮力や水圧といった水の特性による疲労回復やストレス解消，高

血圧症を改善するなど、健康効果が高いと言われております。身体に障がいのあるかたや高

齢者のかたにとっても効果的な運動です。子どもたちの水遊びや水泳学習をはじめ、町民の

健康増進のため、快適に利用していただけるよう、施設運営に努めます。

さらに、渡島管内や渡島西部四町などの交流事業を促進するとともに、スポーツ推進委員

をはじめ体育協会やスポーツ少年団本部との連携を強化し、自主的なスポーツ活動の支援に

努めます。
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六点目は、「社会教育施設等の整備」についてです。

社会教育施設等については、町民が安全に安心して利用できるよう、改修などの施設整備

を図ることが重要です。

このため、中央公民館においては、耐震工事をはじめ電気設備や音響設備の改修工事を行

います。

また、資料館への改修工事にあわせて、屋上防水工事や外壁塗装工事などを行うとともに、

施設周辺の環境整備に努めます。

体育施設については、町民プール建設をはじめ、鷹取球場グラウンドやふるさとの森スキ

ー場のリフトの改修工事を行うとともに、ファミリースポーツセンターの耐震改修工事に伴

う実施設計を行います。

また、佐女川農村公園パークゴルフ場については、芝刈り機械の更新のほか、所用の施設

の整備に努めます。

以上、平成26年度の教育行政の主要な方針について申し上げました。

ふるさと木古内町の未来を担う子どもたちが、元気で笑顔あふれる学びをとおして、生き

る力をしっかり身に付けるとともに、生涯学習に取り組む町民一人ひとりが互いに支え合い、

連帯できる活力ある学びの環境をつくることが極めて重要であると考えます。

教育委員会といたしましては、教育の持つ重大な使命と責務を果たすため、一つひとつの

施策に全力で取り組みます。

町民の皆様並びに町議会議員の皆様のご理解とご協力を心からお願い申し上げます。

以上で、平成26年度教育行政執行方針について申し上げました。ありがとうございました。

○議長（岩館俊幸君） 昼食のため、午後1時まで休会をいたします。

休憩 午前11時59分

再開 午後 1時00分

○議長（岩館俊幸君） 休憩を解き、会議を再開いたします。

一 般 質 問

○議長（岩館俊幸君） 日程第9 一般質問。

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。

○5番（平野武志君） 5番 平野武志です。

事前に通告書を出しておりまして、記載のとおり質問の文面も非常に長いので、冒頭、挨

拶は省きまして、早速質問に入らせていただきます。

先ほど、午前中1時間にわたり、町長から町政執行方針についてご説明いただきました。
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平成26年度町政執行方針は、第6次木古内振興計画の初年度にあたります。今後、振興計

画が順調に進められていくかを見定める重要な年度になると考えられますが、その中で数項

目について、確認を含め町長の考えを伺います。

（1）番といたしまして、「国と地方を取り巻く情勢」という項目の中で、『新幹線の開業

効果を最大限に活用するための「最も重要な一年」と位置づけ、「職員が一丸」となる。』

というように記載されております。

特に、新幹線駅開業に対する思い入れについては、町民に対する意識の高揚を図るべく、

職員が意識を高く持つことが必要不可欠だと考えますが、担当していない課によってはまだ

まだ関心が薄い職員も多いと感じております。全職員へ意思疎通を図るため、町長はどのよ

うな指示や対応を行っているのか伺います。

（2）番といたしまして、「家庭・児童福祉」の中で、『人間関係の希薄化が進む中で』と

現状社会を分析しております。

その後の文面では、子育て世代の生活環境整備の施策についての記載があります。施策に

ついては大変理解するところではございますが、このような田舎町木古内町にとりまして、

人間関係の希薄化についての思いが述べられていないことは非常に残念でありました。

町政に臨む基本姿勢の1にも記載しているとおり、「思いやりと温もりのある町政」を目指

すのであれば、希薄化を改善すべく木古内町として大胆な思いを掲げても良いと私は思いま

した。その部分について、町長の考えを伺います。

また、学童保育の支援については、「別途検討が必要」と記載されておりました。現在、

木古内町では2か所の民間保育所が学童保育を運営しておりますが、大変厳しい運営状況だ

と聞いております。振興計画や予算案にも反映していないと思いますが、ここに記載してお

ります、午前中に述べました「別途検討」という部分についてはどのような意味を持ってい

るのか、町長の考えをお聞かせください。

ページをめくりまして、（3）番でございます。「国保病院に関する執行方針」の中で、平

成24年10月から全部適用となり、基本方針のもとに住民の幸せに貢献していきたいとの思い

は理解しております。

しかしながら、町民の国保病院への思いを多数のかたから伺いますと、まだまだ信頼を得

ているとは言いがたい状況だと思います。日本病院機能評価機構の審査を3月に受けるとの

ことですが、町民からの評価はどの程度把握しておるのでしょうか。また、現状把握をして

いるのであれば、その対策を小澤病院事業管理者とともに、連携してどう取り組んでいるの

か。また今後、どのような取り組みを考えているのか。この「考えているのか」ということ

は、あくまでも町民の声に対してという意味でございます。町長の具体的な考えを伺います。

（4）番目といたしまして、「雇用」についての部分でございますが、とても稀薄な感じで

例年と変わらない文言であり、積極的な雇用の創出に努めるという思いは感じられませんで

した。

定住・移住対策という最重要課題の大きな問題点でもある雇用場所の拡充については、積

極的な企業誘致が必要であり、木古内町内に現場や事務所を置く様々な業者に対し、町民へ

の積極的な雇用推進を図るべきだと思います。

また、農業対策でも2次加工までの記載しかなかったと思うのですけれども、3次産業・6

次産業の展開による地域の新規起業者の開拓など、多数の可能性があると思います。このよ
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うな部分について、雇用について、町長はどのような考えなのかを伺います。

最後（5）番ですけれども、「人口減対策」についてでございます。人口の推移や予測を見

ると大変深刻であり、いままでも対策をどうするのか複数回にわたりまして申し述べてきま

した。今後、予測どおり、あるいはそれ以上に人口減が進めば財政危機となり、自治体とし

て成り立たなくなる事も心配されるところであります。最重要課題であるこの対策が、振興

計画や執行方針にも特に記載もなく、強い憤りさえ感じております。

過去にも、人口減対策について、「担当課で進めていく」というような答弁をいただいて

おりますが、なかなか具体的施策が進展していないように感じております。

私自身は、定住対策・移住対策と併せ、人口減に対する「対策のプロジェクトチーム」、

いわゆる担当課を新設するということも含めまして考えております。そのように私自身は思

いますが、その部分について、町長の考えを伺います。以上、5点。

○議長（岩館俊幸君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君) 5番 平野武志議員のお尋ねにお答えをいたします。

町政執行方針に関わるお尋ねでございますが、はじめに、新幹線開業に向けた職員の意識

の向上では、新幹線木古内駅の開業は、首都圏や東北との交流人口を拡大するとともに、ま

ちの産業活性化に向けた大きな可能性を秘めており、開業までの残された期間、官民が一体

となって、全力で様々な取組を進めていく必要があります。

とりわけ、その旗振り役である役場においては、職員全員が「新幹線を見据えたまちづく

り」に対する意識を高く持ち、町民の皆様に対して、それぞれの立場を通じた働きかけを行

っていかなければならないことから、新幹線事業に対する関心を高めていくということは、

重要なことと考えております。

このため、町といたしましては、日頃から管理職会議の場において、新幹線事業を話題に

取り上げるとともに、関連行事の開催時や町の事業が報道で紹介される際などは、庁舎の電

子情報システムを通じた情報提供を行うなど、職員の理解促進に努めているところでござい

ます。

また、昨年におきましては、新幹線事業をより身近に感じていただくため、まちづくり新

幹線課の若手職員に指示をし、彼ら自身が講師となった全庁の職員を対象とした新幹線事業

の説明会を開いたところでございます。様々な質疑等が行われたと伺っております。

町では今後とも、このような取組を進めることで職員の意識高揚を図り、新幹線開業に向

けた町民の皆様の機運醸成につなげてまいりたいと考えております。

次に、希薄化の改善と学童保育のお尋ねでございますが、我が国の経済発展は、都市部に

若い世代を中心とした人口移動を招き、家族の形態が大きく変化をし、核家族世帯と高齢者

世帯が増加する一方で、三世代同居世帯が減少しております。

また、共稼ぎ世帯等の増加により子どもを産み育てるかたが減少し、少子化が進行してお

ります。

こうした社会動向から、家族間のコミュニケーションの低下をはじめ、高齢者と子どもの

ふれあいの場の減少。さらには、地域でのボランティア活動に理解のあるかたなどが減少し

ていることなどから、人間関係の希薄化に直結しているものと認識をしております。

このため、家族の団らんや、隣人や地域に住んでいる人との交流活動を活性化することが

大切であり、町内会や町内会連合協議会との連携を密にし、温もりのある地域づくりを進め
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てまいります。

特に、昨年度から町内会連合協議会の事務局をお受けしており、この機会を捉え、地域福

祉活動を推進する社会福祉協議会との連携を図り、地域の連帯や相互扶助意識の高揚を図っ

てまいりたいと考えております。

また、学童保育につきましては、平成17年3月に策定した、木古内町次世代育成支援行動

計画に基づいており、この中では、｢保育所と連携した学童保育のあり方を検討します。」と

明記されております。

この計画の策定にあたっては、平成13年12月に保護者へのアンケート調査を行い、翌年以

降は、希望する保護者との懇談会を重ねております。最終的には希望者が6名と少なく、国

・道の補助対象とならないことから、当時の厳しい財政状況から実施は困難とし、平成17年

度策定の行動計画に反映されております。

この計画も平成26年度が最終年度となり、平成27年度から10年間の計画として、子ども・

子育て支援事業計画の策定が義務づけられており、現在、その作業を進めております。

策定にあたりましては、昨年12月に行った、小学校児童、未就学児童の保護者を対象とし

た、子ども・子育て支援事業計画策定ニーズ調査があり、学童保育などを含む幅広い調査と

なっております。

また、新年度においては、子ども・子育て会議を開催し、調査結果に基づいた意見交換を

はじめ、将来の学童保育や子ども・子育て支援事業に対する議論を深め、計画に盛り込んで

まいりたいと考えております。

次に、国保病院の取り組みでございますが、お尋ねにあります、病院利用者からの信頼は

十分ではないとのご指摘につきましては、職員の対応に不快感があったのか。あるいは、医

療サービスに不満があったのか、その実態はわかりませんが、現在、当院では利用される皆

様に満足していただける医療サービスの提供に努めており、改築前と比較いたしましてもこ

こ数年は、多くの皆様に喜んでいただいていると認識しております。

また、当院では、住民や患者の皆様からの意見も大切と捉え、病院利用者、医療福祉関係

者、行政機関関係者で構成する病院運営委員会での議論をはじめ、外来患者・接遇満足度調

査、さらに、退院時・接遇満足度調査のアンケートを実施するなど、様々なご意見を伺い、

医療サービスの向上に役立てております。

昨年実施したアンケートでは、外来患者・接遇満足度調査において、満足している80％、

不満と感じる2％。また、退院時・接遇満足度調査においては、満足している88％、不満と

感じる0.3％との結果となり、平成22年5月に新病院への移転を機に、病院スタッフが意識改

革などに取り組んできた成果と評価をしております。

今後につきましては、当院が目指す病院運営の基本方針であります、患者さんの権利と責

任を指針とする医療の提供について、病院との連携を図り、しっかりサポートしてまいりた

いと考えております。

次に、雇用の創出につきましては、企業誘致の実現は、働く場所の確保が期待できますこ

とから、重要な施策として取り組みを継続しておりますが、現時点では企業との交渉を進め

る中で、契約の締結には至っておりません。

前向きに協議を進めている、観光交流センター内のレンタカー会社や駅前通の空き地対策

における事業者との協議など、引き続き対応を進めてまいります。
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また、3次産業や6次産業化につきましては、将来を見据えた取り組みとして有効と理解し

ておりますが、2次加工をした場合の流通や販路拡大なども必要となりますので、調査研究

や協議を行う中で、希望者への支援に努めてまいります。

とりわけ、6次産業化においては、経営状況や労働力の確保など、実現には様々な課題は

ありますが、若手後継者に意欲を示しているかたがいると伺っておりますので、ＪＡなど関

係機関と連携をし、情報提供などを含めた支援に努めてまいります。

次に、人口減少に対する取り組みにつきましては、お尋ねのとおり、急速に進む人口減少

に対し、その対策は極めて重要であると認識しております。

このため、当町ではこれまでに、人口減や移住・定住に向けた環境整備として、各分野で

の取り組みを進めておりますが、子育て・保育では、保育料の軽減、ラッコくらぶの運営な

どの実施。健康・医療では、妊婦検診、予防接種、乳幼児検診、中学生までの医療費の無料

化、医療バスの運行、国保病院の改築などの実施。また、教育では、奨学金の貸し付け、通

学バスの運行、通学費や各種大会における保護者負担軽減対策などを実施。このほかにも、

交通の利便性の確保、下水道事業の推進、土地建物の情報提供、さらに光ファイバーの導入

計画などを推進し、安心で暮らしやすいまちづくりを目指しております。

また、本年2月に、役場、木古内消防署、木古内警察署の連携による、木古内町空き家等

対策連携会議を組織し、今後の居住可能な空き家の活用について、検討をスタートさせてお

ります。

新年度では、保護者負担の軽減や、子育て支援策としての学校給食費の半額助成を開始す

るほか、子育て支援を目的とする道営住宅の整備につきましても、人口減少対策の有効な事

業でありますので、引き続き実現に向けて北海道との協議を進めてまいります。

また、現在、ホームページ上に移住・定住コーナーの設置作業を進めており、この中で、

当町が行っている様々な事業についての情報発信を行うこととしております。

このように、人口減少対策に各課が連携して、複合的に事業を進めておりますことから、

お尋ねの人口減対策プロジェクトチームの設置につきましては、現時点では考えておりませ

ん。以上でございます。

○議長（岩館俊幸君） 5番 平野武志さん。

○5番（平野武志君） 5番 平野武志です。

再質問させていただきます。自分で質問を出しまして、項目5個もありまして、ご丁寧に

答弁いただきまして、その再質問で私自身も5個の再質問をするわけですので、少しうまく

まとめられるか心配でございますが、1個ずつゆっくりと再質問していきますので、町長も

メモをしながら、次の答弁もいまのように丁寧な答弁を臨みたいと思います。

まずをもちましては、全職員に対し、新幹線開業の意識の高揚を図っているという進みを

しているということは理解しました。私も町長の答弁を聞く前に、全職員への講習会をやっ

たらどうかですとか、あるいはいまの新幹線駅の工事現場を全職員で見学する機会をもった

らどうでしょうですとか。あるいは今後、様々行われるであろうイベント等に全職員が、当

然公務もございますので全員が行くというのも難しいのかもしれませんが、可能な限り出て

いただくようなそういう提案をしたらどうでしょうということを申し上げようと思ったので

すけれども、いま現在も進めているということは理解しました。

ただ、先ほども申したとおり、まだまだ意識が低いのも現実だと私は思っておりますので、
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いま言った部分、町長が述べた部分プラス、さらに、全職員が本当に新幹線開業を機に、木

古内町は生まれ変わるんだぞという意識を持って、町民を引っ張って行くような町長の指導

・指示が欲しいと思いますので、これについては答弁はよろしいです。

続いて、（2）番目でございます。希薄化について、お答えをいただきました。

まずをもちまして、希薄化についてどのような要因で、このような現象が現代社会で進ん

でいるんだという町長からのお言葉もいただきました。町長が述べた以外にも、たくさんの

要因があると思います。サラリーマン化であったり、いわゆる独身といいますか1人身のか

たが多いですとか、アパートに住んでいるかたは近隣のかたとの付き合いが薄いですとか、

要因はそれぞれあると思います。その中で、町長は現代の人達はボランティアに対する理解

が非常に少なくなっているという言葉もございました。実際、私も希薄化についての資料を

いろいろ調べたところ、希薄化はいまの町長の言ったような事情で進んでいますよと。ただ、

アンケートをとると。地域のボランティアだったり、何かかにか協力したいなという思いを

持っている人のパーセンテージが上がっているのです、実際。なので、そういう気持ちにみ

んながなっていることではないと思うのです。

それと合わせまして、当然困った時に、近所の人と助け合いたいなと思っている人のパー

センテージも実際上がっているのです。ではそれははたして、「希薄化、希薄化」と現状の

状況は希薄化と言われているかもしれませんが、実際人間としての心は希薄化になっている

のかと言ったら、私はそうではないと思うのです。まして、この田舎町木古内町、皆さん高

齢者も多いですし、近所の人に助けられたい。我々も助けたいという気持ちはあるのですけ

れども、実際、きっかけがないということにつながっていくと思うのです。まさに、地域に

必要とされる役割といたしまして、先ほどの執行方針の中にもありましたけれども、防犯や

防災、あるいは高齢者福祉、児童生徒の健全な教育などが地域に求められる役割としてあり

ます。希薄化が進むということは、自治体にとって大事な役割が薄れていくことであり、早

急に対応しなければならないと私は思います。

私の提案といたしましては、この（2）番の希薄化について関連がありますので、（5）番

と合わせてお話をさせていただきたいと思います。

同じく（2）番の学童保育なのですけれども、ちょっと途中の答弁の中で聞き取れない部

分があったので、再確認ということになるのですけれども。平成十何年にアンケート調査を

して、懇談会で6名しかおらず断念をしたという部分だったのですけれども、それは何を断

念したのかちょっと聞き逃したものですから、もう一度説明を願いたいと思います。

プラス、先ほども申し上げましたとおり、民間運営の学童保育が厳しい現状の中、木古内

町としてはどのような支援増として考えているのか。あるいは全国のデータを調べると、市

町村が直営している割合が4割あるわけです。木古内町はその残りの6割なのですけれども、

我が木古内町としても町営として今後やっていく、検討していくという話はいままでされた

ことがあるのか。今後、その部分についても、検討していく考えがあるのかも合わせて答弁

いただきたいと思います。

続いて（3）番でございますけれども、病院、町民の声ということで町民の声をご存じ、

伺っていますかと聞いたところ、様々なアンケートや運営委員会をやっていて、満足度80％

あるというお答えもいただきましたけれども、一番最初のお言葉で、実態はわからないとい

う言葉を述べているのですね。そういう調査をしているのに、実態をわからないと言ったの
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はどういう意味だったのかちょっと理解し難いのですけれども。これは、数字を実際そうい

うアンケートをとっているわけですから、それが違うだろうという話はもちろんできるわけ

ないのですけれども、私自身の聞いている範囲としては、ちょっとこの数字はどうなのかな

と考える部分もあります。ただここで、私の聞いた話で「こう思っているのだよ、ああ思っ

ているのだよ」ということもちょっと非常に言いづらい部分もありますので、今後、アンケ

ートの資料提供といいますかそういう部分をちょっと調査させていただいて、その後また機

会を作って、町民の声という部分について、お話させていただきたいと思います。その資料

提供等が可能なのかをお答えをいただきたいと思います。

あと、病院運営についての中身については、このあと、竹田議員からも病院の内容につい

てのお話があると思いますので、私の思いとかぶるところもありますので、竹田議員にお任

せしたいと思います。

続いて（4）番、雇用です。雇用についても、企業誘致の話をしますと、特に新幹線絡み

の部分については相手方もあることですので、なかなか公にできず、内々で進めていかなけ

ればならないというお答えをずっといただいておりました。それが故に、我々議員はじめ町

民も、全然町は企業誘致をやっていないのではないかということも散々申してきました。こ

こにきて、やはり同様の答弁ですね。「これからも進めていきたいと思います」と言います

が、じゃあどう進めて、どう具体的にやっているのだと。それは、いまは相手がいないわけ

ですから、公表できないですとかもそういう話ではもちろんないと思うのですけれども。や

はり以前から提案しているように、「木古内町はここに土地があって、どういう場所がどう

いう企業だったら来られますよ」と。あるいは例えば、手を挙げる企業がいたら、「企業に

対してどういう優遇ができますよ。なので木古内町に来てください」と。そこまで言って、

紙に出して、企業誘致をやっているのですよということにつながっていくと思うのです。な

ので、いま現在、企業誘致をしていますという何も資料も何もないですよ。決して、「ああ、

やっていますね」と思えるような内容ではないと感じてしまいます。ですので、もう少し具

体的な今後の企業誘致、木古内町は本当に企業に来てほしいんだというような、そのために

こういう企業さんに優遇しているんだという部分を大いに打ち出してほしいと思います。そ

のような検討を今後していくのか、するのかどうなのかのみをご答弁いただきたいと思いま

す。

また、6次産業については、2次産業をまずは一生懸命やらなければ、3次、6次につながっ

ていけないのですよというその部分は確かに理解します。ただ、6次産業化という言葉が出

たのが、もうかなりの年数が経ちまして、木古内町はいまになって2次で止まっているのか

という思いも正直ございます。

先日の新聞にも載っておりましたが、6次化については、国や北海道そして渡島振興局も

非常に推進に力を入れてきております。今後、様々な補助金も予想されると思います。農業、

漁業対策で、もう少し具体的に6次化を本格的に取り組んで、国の政策を活用しながら製品

作りを進め、後には、やはり雇用が期待できるような個人企業者や生産の工場等をできてい

くような後押しを、町がもう少し力を入れてほしいというふうに思いますが、この部分につ

いても先ほどの答弁以上のことはないと思いますので、答弁はよろしいでございます。

続きまして（5）番、人口減についてでございます。この部分についても、過去にも同様

の質問をしてきたわけでございます。何でこんな同じような定住・移住化、人口減について、
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「聞いているし、言っているだろう」というような思いかもしれませんが、そこまでやはり

非常に大事なことだと思うのです。町長も述べたように、多数の木古内町の良い施策をいま

の答弁の中でも言いましたよね。教育の部分であり、高齢者に対する部分であり、でもせっ

かく良い施策をやっていても、町民はそれを受けている人はわかるかもしれませんが、他町

にはもちろん発信もできない。「定住、定住」といま、定住・移住化が流行っているといい

ますか、どこの町も進めていますけれども、木古内町はその良い条件さえも選んでいる人達

に開示されていない状況なのですね、いま現在は。そこで、先ほど町長は、「ホームページ

の設置も進めている」と言いましたけれども、それは何年前に言いましたか。「ホームペー

ジにさえも載っていない、木古内町だけですよ」と。多分、2年位前なのですよね、私が伝

えて「せめてまずそこからはじめましょう」と。「ちょっと暮らしはこの辺では木古内だけ

が入っていませんよ、年間5万円で大々的に宣伝してくれますよ」と。そのちょっと暮らし

についても、その後検討していないと、結局は。答弁になってしまったのですけれども。こ

のホームページも言えば、3年も前に言ったことがいままだできていないという現状ですよ。

土俵に乗っていないですよ。せっかくこんな良い土地柄、災害が少ない、いつも町長が言う

木古内町は素晴らしい町だということが、世に知らしめられていないのが非常に残念で。

まさにホームページからがスタートだと思っているのかもしれませんが、ホームページの

開設さえも、これは1人で一生懸命やるとできますよね。それがやる気がなくてできないの

か、結局いまの担当課のかたが、ほかのいま持ち合わせている業務で忙しくてここまで手が

回らないのか、どちらなのかわかりませんけれども、もし後者の業務が多忙で回らないとす

れば、やはり兼務ではなく、完全に人口減対策、定住・移住対策、「とにかく木古内のこと

を広めてくれ、1人でも2人でもいいから人口を増やしてくれ」とそういう対策を取らなくて

はないと。先ほど、「作りません」とは言いましたが、これは町長が木古内町のために、と

くかく人口を増やさなくてはならないのだという熱い思いで設置をして、これは反対する人

は1人もいませんよ、そこに人件費がかかろうが。これは検討しないではなくて、もう一度

考えてほしいと思いますので。町民が望んでおります、そこの部分は。

（5）番については、同様の答弁になるかもわかりませんが、もう一度お伺いします。

以上です。

○議長（岩館俊幸君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君) 5点のお尋ねでございますので、一つずつお答えをしたいと思いま

す。

はじめに、ボランティア意識のところからですが、住民の多くにボランティアを積極的に

したいのだというかたがおられると。そのきっかけがなかなか掴めないということも伺いま

した。これは全町的に見ますと、随分、地域間で差があるようでございます。そうした中で

は、ボランティアのかたが動きやすいような仕組み作りをしていかなければならないと思い

ます。先ほども申し上げましたが、町内会あるいは町内会連合協議会、当町が連合協議会で

は事務局をお受けしましたことから、社会福祉協議会とも連携を取りながら地域のそうした

方々のお力を借りて、進めていくことが必要だとそのように思っております。

早急にということでございますので、これにつきましては、そのように進めさせていただ

きたいと思います。

学童保育でございますが、遠い昔になりますので、少し聞きにくかったことがあったのか
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と思いますが、これは義務付けられておりまして、平成17年3月に木古内町次世代育成支援

行動計画というものを作っております。この計画作成にあたって、保護者へのアンケートを

実施したと。このアンケートの一番最初が平成13年12月でございました。その当時は、保護

者からの学童保育に対する声も非常に高かったものですから、この計画に乗せようと。町で

運営しようという意図で進めました。当初は、アンケートの結果でいきますと、記憶で大変

申し訳ないのですが、20数名のかたが学童保育を希望したいと、こういうことでございまし

た。翌年になりまして、この20数名の保護者の方々に懇談会を開催しますよということで、

お集まりをいただきました。お集まりをいただいたところ、町も負担をするけれども保護者

にも負担をしてほしいと。学童保育ではおやつ何かが提供されますので、その分については

ご負担をお願いしたいと。こういったことをお話をしたのですが、無料で入れると思ってい

た方々が大変多くおりまして、何回か協議を重ねましたら、町が提案した保護者負担、これ

で参加をするというかたが6名というふうに減りました。国と道と補助をもらう基準という

のが当時ありまして、20名以上で年間200日運営をすると。これではじめて国から3分の1、

道から3分の1ということでございますので、その当時、平成14年頃から町の財政が大変厳し

くなってきたこともありまして、それを全額町が負担して、よーいどんで6人の保護者のか

たにそのサービスを提供するということに対して、戸惑いを感じ、断念をしたというのが当

時のいきさつでございます。

現在、二つの保育園で学童保育が実施されておりますが、これはまさに民間保育園が経営

をされておりまして、独自のサービス事業として、平成17年、18年の4月からそれぞれ実施

しているようでございますが、園児の確保というものにも向けました経営努力とこのように

理解しておりまして、また、二つの保育所からの支援要請等も受けていないという中で、学

童保育に対する助成ということは、これまでにも考えておりませんでした。

そこで、今度新しく平成27年度からの子ども・子育て支援事業計画というものが作られる

わけでございまして、その会議を起ち上げるその中で、アンケート調査の分析やら将来の我

が町の学童保育、あるいは子育て・子ども支援これをどうするかというのを議論いたします

ので、この中で、議員お尋ねの内容につきましても十分議論してまいります。もう少し計画

まで時間がございますので、またご意見を伺いたいと思います。

次に、私が先ほどお答えした、平野議員が病院の信頼は十分ではないと。そのご指摘に対

してどういう理由なのだろうと、具体的なお話がありませんでしたので、これは職員の対応

に不満があったのかあるいは医療サービスに不満があったのか、その実態がわからないとい

うことで、「わかりませんが」というお答えをしたところでございます。

また、こればかりではありませんが、資料の要求につきましては、ルールとして議長をと

おして資料請求をしていただければ結構かと思います。

4点目は、企業誘致の具体的な対策ということになりますが、大変シビアな問題でござい

まして、相手の企業との交渉というのは先方もやる、やらないを決まらないうちに名前を出

していただきたくないという希望も多いございますし、また当町といたしましては、できる

限りの支援をするということを念頭に話を進めて、これまでもいくつかの企業と交渉をし、

現在も続けております。その名前を明かせというのは、ここでは遠慮させていただきますが、

それでは「わからないだろう」と、「何やっているんだ」と、「全くわからない」というこ

とだと思いますが、わからないということのご指摘はいただきながらも、しっかりと当町に
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来ていただけるような交渉を粘り強く続けていきたいと思っております。これまでも委員会

等で、観光交流センターへのレンタカー会社につきましては、概ね前進しているということ

をお伝えしているかと思いますが、具体的になりました時点でご説明をさせていただきたい

と思います。まずはいまは、粘り強くしっかりと交渉していくということを続けたいと思っ

ております。

続きまして、人口減少でございますが、ホームページの起ち上げについて、大変厳しいご

指摘をいただきまして、これは素直に時間がかかっていることに対してお詫びを申し上げた

いと思います。

遅れながらではありますが、あと開業まで2年と迫っておりますことから、遅くなったか

らやらないではなくて、遅くてもやるということで様々な事業を展開してまいります。人口

減少、極めて大切なことでございまして、先ほどご説明いたしました様々な事業の展開の中

で、各課が横断的な仕事をしている現実の中で、現時点ではご提案のプロジェクトチームの

設置につきましては、考えていないということを申し添えて終わらせていただきます。

○議長（岩館俊幸君） 5番 平野武志さん。

○5番（平野武志君） 5点、6点にわたってご答弁いただきましたが、再度質問する部分は省

かせていただきます。

先ほどちょっと申し漏れましたが、その前に雇用の企業誘致の部分ですけれども、その企

業を明かせという話をしたわけではありません。実際木古内町は、企業を明かせと、じゃあ

私がどういう内容で木古内町が進んでいるのだということを当然説明するということは、ど

ういう企業、それぞれの企業によって中身も違う、交渉の部分も違うのでそれは相手方がい

るので、「発表できません、イコール、企業名は当然言えません」ということになる部分は

わかりました。

例えば、木古内町で我々が単純に素人がですけれども町民が思うのは、例えば、少しでも

人数の大きい工場が木古内町のどこかに建ってくれたら、雇用の創出にもつながりますし、

働く場所があれば木古内に住んでもいいよと、そんな単純な思いでございます。じゃあ、木

古内町はどこの場所を企業に提供できるのか、まずはそこですよね。そこの場所は何平米あ

って、どういう工場だったらいいのか悪いのか。あるいは、そこの場所をいくらで売ってく

れるのか、あるいは木古内町は、「企業さん何名以上の工場ができるのだったら、無償でプ

レゼントしますよ、税制もその企業さんによってサービスしますよ」、そこまでやって木古

内町は、企業誘致をしているのだということが見えてくるのだと思うのです。いまは当然、

前回も「国保病院跡地に絞った企業の誘致を進めています」ですとか、レンタカー会社それ

はもう決まっていますよね。レンタカーの業者が何社かあって、そのうちのどこの業者と中

身について交渉しているという部分だと思うのですけれども、そういう絞った話ではなくて、

「全国からもう歓迎ですよ、ウェルカムですよ」と。「そのために木古内町はこういう提案

をしていますよ」という話ははたしてされているのか、されてないのかも見えませんし、さ

れているとしたらどういう具体的な企業に対する提案をいま現在できるのかという部分の説

明がほしいと言っているのです。それがもし、いま現在ここで説明できる部分がないのであ

れば、今後、その部分をどう説明していただけるのか時期も含めて、再度お聞かせください。

最後の人口減についてですけれども、2回目聞いてもプロジェクトチームの起ち上げはそ

れは考えていないということですので、それは町長の考えはわかりました。であれば、この
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人口減に対して、定住・移住に対して、非常に重要な問題だと考えているという言葉も以前

からいただいております。ただ、行動に移っていないのですよ。いまのホームページについ

ても、「謝ります」と言いましたけれども、謝って済めばそれでやらなくてもいいのかとい

うふうに言いますよね、皆さん。「なんで木古内町はこれをやらないのだ、こんな簡単なこ

と」を、「そうですよね、3年も前に言われましたけれども、すみませんでした。これから頑

張ります」と。ずっとその繰り返しで、こんな大事なことだとわかっているのにも関わらず、

進められない。よその町は進めている。それでも1人でも2人でも5人でも、実際移住してき

ている、定住しているそういう実績があるわけですよ。たまたま木古内町も、前回の説明で

もこのような紹介で、「それはこちらからあちらから来たわけでもない、こちらからたまた

ま知り合いが言ったら、このような状況で何人か来てくれていますよ」という事例は確かに

あります。それは極めて少ない事例を、唯一あるのを説明してくれただけで、本当にそれを

「全国の人がこういう情報を見て、木古内町に来ましたよ」という例はないではないですか、

ほぼほぼ。頑張っている町はあるのですよ、少なからず。5人でも10人でも、もっと言うと

何十人も来ているところもありますし、そういう人を呼ぶもし施策ができたら、木古内町に

どれだけの経済効果が上がるかもちろん想像つきますよね。いまそれをやらなければならな

いのですよ。それこそ早急にですよ。先ほど、違うところで「早急にやってください」と言

ったら、「早急にやります」と言ってくれたのですけれども、これは早急にやってくれない

のですか。どうですか、こんな大事なことですよ。私は形にこだわりませんよ。「プロジェ

クトチームを作って」と、これはあくまでも私の案ですし、こうすることが少しでも早く進

むと思って提案していますけれども、やり方は変わってもいいです。ただ、この中身につい

て進めなくてはならないのですよ。それをあまりに、いままでのこの数年の流れを見ると、

安易に捉えているのではないのかなと。とてもとても町長が大事だと思って、答弁ではそう

言いますけれども、実際それを町長は指示をしているのかしていないのか、担当課はその町

長の指示をどこまでやろうとしているのか、真剣に取り組んでいるのか。全くもって見えま

せん。その部分について、今後どのように進んでいくのか、いまの気持ちをお聞かせくださ

い。

○議長（岩館俊幸君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君) 2点についてのお尋ねでございますが、はじめに企業誘致でござい

ますが、企業に対してはこうした用地がありますと。企業によっては駅周辺が望ましいとこ

ろとそうではないところがありますので、また、町有地が限られているということから民有

地も含めて、「ここは民有地だけれども、交渉にあたっては十分に協力をします」というこ

とも含めて、面積あるいは近隣の売買実例なども話ながら交渉にあたっております。

ただ、後段に言われました、全国に向けた発信ということはしておりません。それぞれ紹

介者があったり私どものほうから声をかけたりということで、全国に向けて大々的に企業誘

致をしているかというとそうではありませんので、これが今後の課題かと思います。

人口減少におきましては、いくつかの事業の中で進めてきているわけでございますが、ホ

ームページが遅れたことが全てではないわけで、これも一つの手段でありますので、こうし

た環境を整えるということは、これまでも横断的にやってきている。そしていま、まさに間

近に迫った開業に向けて急がなくてはならないと。まさに気持ちは一緒でございます。それ

を具体的に進めていなかったということに、若干の反省点をもつわけでございますが、現在、
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各課が横断的に連携した事業を進めておりますので、この中でこれまで遅れがあるものにつ

いては、その遅れを取り戻すべく努力をしますし、また新しい事業に向けての様々な新幹線

開業に向けた戦略がありますので、これも同時に進めてまいりたいと考えております。

また、人口減少で言いますと、これは北海道との協議の中で、道営住宅の建設が近づいて

きたわけでございますが、こうしたことも人口減の対策の有効な一つだというふうに私は捉

えております。そうした意味では、いろんな分野でいろんな方向にアンテナを張って、これ

からも遅れのないように全力で取り組んでまいりたいと考えております。

○議長（岩館俊幸君） 5番 平野武志さん。

○5番（平野武志君） 3回目の答弁は、企業誘致の部分でも全然答弁になっていないと思い

ますので、その部分はもう1回答えていただきたいと思います。

企業誘致、先ほども同じことを申し述べましたが、いわゆるあちらから手を挙げて来てく

れた、あるいはたまたまこちらが声をかけられる業者さんとの内部での交渉を進めていると

いうのはわかったのですよ。その企業に合った条件を町側が模索して、それをいろんな土地

だったり民間のかたにも交渉していると言いましたけれども、それはあくまで絞った業者で

すよね。なので今後、「いままではやっていない」とお答えはいただきました。今後できる

のかどうなのか。例えばいま言った、何平米以上の土地をいま現在把握もしているでしょう

から、そこの所有者のかたは売る意志があるのか、貸す意志があるのか。そういう意志を確

認することによって、何平米の土地が確保できましたねと。この条件だったらどのくらいの

規模の工場だったらできると、「どんどんこれを提案して発信して、募集しましょう」と、

攻めですよ、攻め。待っていてもどんどんどんどん廃れていくだけですよ。新幹線の駅だっ

てラッキーのようなもので、それに甘えて木古内町は新幹線の駅ができるのでと言っていて

も生ぬるい話で、今後そこで木古内町がもっともっと前に出て進んでいかなければ、まさに

いまの人口の減少が物語っているとおり、廃れていく一方ですよ。企業誘致については、も

う少し具体的にそういうことを進められるのか、進めていく気があるのかどうなのかの部分

についてきちんと答弁してください。

それともう一つ。人口減についても、まさにいまの言っているホームページのことだけを

言っているのではありません、もちろん。移住・定住については、非常に多いですから、規

模も大きいですから。いわゆる町民のためにやっている施策というのは、全部が定住・移住

に関連する話ですよね。「それをこれからも担当課ごとにやっていきます」と、何にもいま

までと変わらない答弁です、それでは。それをどうやって発信するのか作戦を練って、新幹

線開業までに具体的に何人は木古内町に引っ越しをさせようと。新幹線開業後も何人は引っ

越しさせようと、このとおり高齢化ですから。いまいる人口では減っていくのはもう目に見

えています。じゃあ、それを少しでも減る率を減らすために、よそからの人を引っ張ってこ

ようという策を、本当に具体的にやっていく気があるのかないのかをきちんとした答えをし

てください。いまのやっている事業をさくさくと進めますですとか、何とかそれを担当課に

伝えてやりますという答弁はいりませんので。それを一歩超えたことを今後やるのかやらな

いのか、それをきちんと担当課に指示を出すのか出さないのかをお聞きします。最後です。

○議長（岩館俊幸君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君) まず、質問の中で、新幹線がラッキーだったという発言がありまし

たが、これは新幹線はラッキーではありません。長年培った新幹線誘致というその成果の結
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実でありますので、それはご理解いただきたいと思います。いろいろあって、新幹線がただ

木古内に到着したということではないことだけは、ご理解いただきたいと思います。

企業誘致、人口減少、これについて、なかなかいまやっている事業をきちんとすることが

まず第一なものですから、そこから飛び越えるということになりますと、新たな施策がいく

つも必要になります。

企業誘致については、これだけ冷え込んだ日本経済の中で、なかなか企業を誘致するとい

うことは大変でございます。簡単なことであれば、行った先ですぐ決まっているわけですが、

これまで何度も足を運んで、何社とも会って、その中で決まらないということは、いくらど

んな条件を出しても相手がいることですから、相手が木古内を選ばない限りなかなか難しい

と。工場の誘致と言いましても、なかなか木古内でやってくれるというところがない、そう

いう厳しい環境の中でいま誘致に努力をしている。こうしたことで、これは担当者も含めて

ですが、随分件数はあたっておりますが、具体的にはなっていないということで歯がゆい思

いもしながら、引き続き粘り強く進めてまいりたいと思っております。

これが、企業が来ることによって、人口減少の歯止めにもかかることは十分理解しており

ますし、また、将来、新幹線の札幌延伸となりますと、七飯町に多くできます函館総合車両

基地。ここでは、数百人という雇用が生まれます。この雇用を目指して、これはいますぐの

事業ではありませんが、高規格道路を使うと現地まで30分で行けるという距離にあります。

こうした中で、七飯周辺あるいは函館、北斗周辺の高い土地を買って住むのか、あるいは当

町にしっかりとした居住地を構えて、安価で通勤のしやすい場所を確保する。こういったこ

ともこれからやっていきたいと思いますが、それにはもう少し調査をする必要がありますの

で、具体的な発言はしておりませんが、そんなことをも含めてこれから期待に添えるように

努力してまいります。

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

2時10分まで暫時、休憩をいたします。

休憩 午後 2時00分

再開 午後 2時10分

○議長（岩館俊幸君） 休憩を解き、会議を再開いたします。

8番 新井田昭男さん。

○8番（新井田昭男君） 8番 新井田です。

平成26年第1回定例会において、一般質問をさせていただきます。

冒頭に、我が町も新幹線開業までまさに最終章段階にきており、町長も町政執行の中で、

北海道新幹線の開業効果を最大限の活用や関連する事業に職員一丸となって取り組むとして

おります。まさに、町民が大いに期待しているところであり、来たるべく開業に向け、初志

貫徹の中、誠心誠意取り組んでいただきたいと思います。

また、木古内町第6次振興計画に沿った町政執行方針では、多岐にわたり政策が説かれ、

まさにことし1年の思いが相当に感じられる内容と感じております。

そういう中で、今回の町政執行の中で、第1章 福祉・医療・保健について約4ページにわ

たり、各方針説明が記載されておりますが、今回は、今回の質問は、高齢者医療について質
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問とさせていただきます。それでは、質問に移りたいと思います。

高齢者向けの肺炎球菌ワクチン及びインフルエンザワクチンに係る医療費の負担軽減措置

について、次の3項目についてお願いします。

一つは、当町の高齢者率は42％に達しており、全国・全道の平均を大きく上回る状況の中

で、我が町の高齢者はどの程度肺炎球菌ワクチンやインフルエンザワクチンを利用し、予防

接種を受けているのか現状はどうなっているのでしょうか。

二つ目、当町の医療機関で肺炎球菌ワクチンを接種する場合は、7,000円の自己負担とな

っていますが、他町では70歳以上のかたは1,000円の自己負担で対応しているなど、負担額

については他町と比較した場合に相当な差があると感じております。我が町も、条件付きで

も負担額について軽減措置が図れないのか伺います。

三つ目として、現状、インフルエンザの予防接種料金は、町からの補助で就学前までは無

料となっていますが、就学後13歳までは2回の接種が義務づけられております。医療機関に

よっては1回目は2,600円から3,000円、2回目は1,300円から1,500円の自己負担となっており

ます。

また、13歳以上から大人までは、1回の接種で2,600円から3,000円と医療機関関係によっ

て自己負担額は異なっていますが、町からの補助で、高齢者は保健福祉課が発行する受診券

を持参した場合は1,000円の自己負担となっております。

今年度からは小中学生まで無料化を拡大していますが、高齢者に対するさらなる軽減措置

を図ることはできないのでしょうか。

高齢者に対する疾病予防を含め、人口減や定住対策の推進にもつながるものと考えますが、

町長の見解をお伺いします。

○議長（岩館俊幸君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君) 8番 新井田昭男議員のお尋ねにお答えをいたします。

高齢者への医療費軽減策についてのお尋ねでございますが、はじめに、肺炎球菌ワクチン

の予防接種の状況につきましては、任意接種となっておりますことから、予防接種を受ける

ことは本人の選択となり、受診人数においては、町内外を含んだおおよその数値より把握が

できないのが状況であり、正確な人数につきましては申し上げることができません。

また、インフルエンザの接種につきましては、平成25年度の実績におきまして、当町の65

歳以上の高齢者では、965人のかたが受けております。

次に、肺炎球菌ワクチン接種の軽減措置につきましては、現在、国では、高齢者の肺炎球

菌ワクチンの任意接種を、これからは定期接種化に向けて検討を進めており、10月頃までに

は、国の方針が示されるということになっております。

こうしたことから当町といたしましては、今後、国の方針が示された時点で、負担軽減の

実施について検討したいと考えております。

次に、インフルエンザ予防接種の軽減措置につきましては、現在、当町では、独自の事業

として、除雪サービス・屋根の雪下ろし等の助成・ショートステイ・生きがい対応型デイサ

ービス・緊急通報システム整備・医療機関送迎バス・移送サービスなど含め、多岐にわたる

高齢者福祉サービスを実施しております。

また、これら町独自の事業の展開には、福祉サービスの基本的な考えとして、長期的に、

かつ継続して安定したサービスを提供し続けることが必要でありますので、財政的負担も含
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め、総合的に判断していくことになります。

こうした中、今日、これまでの国や北海道の福祉政策が、市町村への権限委譲という方針

に進んでおり、自治体負担がこれまで以上に増加しておりますことから、当町におきまして

は、限られた財源を有効に使い、各種福祉サービスへの提供を進めるかを十分に検討しつつ、

事業を展開してまいります。

したがいまして、お尋ねのインフルエンザ予防接種の負担軽減につきましては、今後の研

究課題とさせていただきます。

○議長（岩館俊幸君） 8番 新井田昭男さん。

○8番（新井田昭男君） 町長、どうも答弁ありがとうございます。

いまの町長の答弁の中で、やはり、いま私はちょっと冒頭持ち上げる時に、きっと一つ返

事で「うん」と言ってくれると、こういう内容かなとは思っていたのですけれども、あには

からんや非常に前向きではなく、そういう答弁というように感じました。

要はやはり、これは任意ですとか国の政策が云々ということはもちろん確かにあると思い

ます。先ほど、町長は町政執行の中でも、「福祉に関してはいろんな事業を展開しているの

だよ」と。あるいは「こういうこともしていた、ああいうこともしている」、その中でいろ

んな限られた財政の中で、それをうまく活かしていかなければない、それはわかりますよ。

しかしながら、この実態はやはり高齢者というのは、町長も言われるままなのですけれど

も、国の政策とは言え、国民年金あるいは厚生年金、こういう年金生活の大変失礼な言い方

かもしれませんけれども、お許しをいただきたいのですけれども。こういう年金暮らしをさ

れているかたが、どの程度かというのはちょっと数字は掴んでおりませんけれども、介護保

険これは否応もなしに差っ引かれるわけですよ。そういう中でなお且つ、いま例えば高齢者

向けは医療負担が3割ですか。4月から今度は、74歳から2割ですとかそういう状況になって

きているわけですよ。そういう中で、年金生活の中で、「いわゆる肺炎球菌を受けたいけれ

どもいろんな諸事情があって受けられないです」とか。あるいは「インフルエンザを受けた

いのだけれどもどうしても生活のことを考えるとね、ほかよりは高いしね」、いろんな状況

がある中で、そういうことがやっぱり多々あるわけですよ。実際、声として聞こえてくるの

ですよ。そういう部分は、全てがたった二つですよ、いま私がお話をしているのは。この二

つの医療に関して、1万円を5,000円ですとかにしろということではないわけですよ。あくま

でも例えば、1,000円の自己負担をどこに行っても、町内の医療関係に行ったら1,000円でや

れるですとか、あるいは条件付きでいいと私は言っているわけですよ。

こういう状況の中で、どうしてもやもやとした答弁しか出てこないのかなと私は不思議で

すね。町長が諸手を挙げて言っている北の町云々、木古内福祉都市云々と、木古内ですとか

と諸手を挙げて言っているではないですか。これは一体どういう言葉なのだろうかというこ

とをやっぱり思わざるを得ないですね。非常にやっぱり、ことに子どもさんに関しては、「こ

としから小、中まで無料化するのだよ」と、大変立派なことですよ。しかしながら、お年寄

りに関しては一体いろんなことはしていますよ。いろんなことはしているけれども、ただこ

ういう医療的なものに関しては、あまり協調性のない方針を打ち出しているのは事実ですよ。

見てのとおりです。だからそういう部分というのは、何も「あれもしなさい、これもしなさ

い」ということではないのですよ。こういうことが最終的にはここには最後に述べています

けれども、先ほど平野議員さんも言っていましたけれども、まさにこういうことが人口減あ
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るいは疾病予防も全部含めて、リンクしてくるわけですよ。なぜ、そういう弱気と言えば大

変失礼な話ですけれども、どうしてこういうことがお年寄りに対してもサービスというかそ

ういう部分がいままで「経済難、経済難」ということで、ずっとある期間は頭打ちになって

きた部分があるわけですよ。そういう中でいまやっと、いろんな新幹線絡みもあります、確

かに。いろんなお金のかかる部分はわからないわけではない。しかしながら、たったこの二

つの肺炎球菌やらインフルエンザの部分に関して、一つ返事で「わかったよ」と言ってくれ

ると思っていたのですね。

そういうことを何かいろいろ、私がわからない部分ですとか行政が携わるオール行政の中

で、本当に微々たる項目かもしれません。しかしながら、我々住民としてはことにお年寄り

はいろんな諸事情があって、受けたいけれども受けられないということが先ほど言ったよう

にあるわけですよ。その辺を踏まえるならば、もう少し前向きな答弁として返ってきてもい

いのではないかなという気がしたのですけれども。もう1回、この辺をご答弁を踏まえてい

ただきたいと思いますけれども。よろしくお願いします。

○議長（岩館俊幸君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君) 高い期待に応える答弁ができなくて、大変申し訳なく思います。

現在、町独自で進めている事業というのは、ほとんどが当町独自の財政の中から負担をす

る事業となっております。平成14年当初から大変財政が厳しくなってきたことから、やりた

いという施策が思うようにできなかった時代がしばらく続きました。その中で、保育料を値

上げするなど保護者の負担にもつながるような逆戻りの施策もすることになりました。そう

した中で、少しずつ財政の安定化とともに高齢者に対する福祉事業も進めてまいりました。

しかし、先ほど申し上げたいくつかの事業は、いっぺんに行った事業ではありません。そ

の都度、その都度、長期的に継続的に安定した事業ができるかを見定めた上で事業決定をし、

その翌年度の実施に向けて進めてきた、それが先ほど申し上げましたいくつかの事業となっ

ております。

お尋ねにあります事業につきましても、わずか二つであろうということでございますが、

これも時期を見ながら進めていくこととしております。

最近の傾向は、これまでは高齢者のほうに若干比率を高くしておりました。ここ数年は、

乳幼児あるいは児童に対する支援を少し厚くした政策にしております。これは、皆様方のご

意見を十分受けまして、少子高齢化、子どもがいなくなるこういったことに対する人口減等

の心配から、できるだけ児童のほうにまた子どものほうに力を入れるような施策となってお

ります。

繰り返しになりますが、肺炎球菌ワクチンにつきましては、現在は、福島町と知内町でそ

れぞれ助成をしておりますが、渡島管内ではほかの自治体ではしていないという現実。そし

てまた、10月には国の指針が示されます。そうした中で、当町としての負担軽減の実施を考

えたいと思っております。

また、インフルエンザワクチンでございますが、確かに「中学生まで無料にしたではない

かと、わずか1,000円ではないか」と、こういうことでございますが、これにつきましても、

今後、毎年10年間の財政収支計画を立てながらの計画でございますので、またいつの時点か

でこの無料化についても実現できるように努力してまいりたいと思っております。

○議長（岩館俊幸君） 8番 新井田昭男さん。
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○8番（新井田昭男君） そうですか。でも、町長がいまおっしゃったように、一時期はいわ

ゆる「高齢者向けの施策はやったのだよ」と。いまは、いわゆる子どもさんに対する助成と

いうかそういう思いをしているのだということは、それはそんなのは当たり前の話ではない

ですか。何もそんなの大きい声を上げていうことではないです。行政として当たり前の話で

すよ。だから、世の中やっぱりころころ変わっていくわけですよ、施策もそうですし。そう

いう中で、やっぱりいま現状が皆さんこうやって高齢者が困っているんだという部分を聞く

のが行政であり、我々が代弁することですよ。そういうことが国の政策を見てどうたらこう

たらと、それはわかります。行政の言わんとするのはわかりますよ。それでなお且つ、財政

難というのはいまはもうそんなことは通用しませんから。お金がないからやれないのでは済

まされないないのですよ。そういうことではないけれども、でも何かやっぱり聞いてもいわ

ゆる前向きな考え、考えるというお話でしょうけれども、何か遙か彼方のことでそんな思い

のような答弁に聞こえるのですよね。非常にやっぱりそういうことは残念なことだなという

ふうに思っています。

ただ、いろいろ方針的な部分は当然あるでしょうから、ここでいますぐ回答を出してくだ

さいですとか、そういうことは本来は期待しておりましたけれども、町長の考えもそういう

ことであれば、これ以上。ただ、この先もこういうことに関しては、やはりその機会を設け

ながらこちらとしてもまた行政にはいろいろお願いをしたり、そういうことで進めていきた

いと思っております。

大変ちょっと、答弁は私の意図するところとかけ離れたことになりましたけれども、これ

で取りあえず考えるという形で承って、これで質問を終わりたいと思います。

冒頭に述べたように、この先の大業に向け、町長手腕を遺憾なく発揮をしていただき、残

念な遺憾にならないように、何事にも誠心誠意の対応を期待しまして終わりたいと思います。

ありがとうございました。

○議長（岩館俊幸君） 以上をもちまして、新井田昭男さんの一般質問を終わらせていただ

きます。

続きまして、6番 竹田 努さん。

○6番（竹田 努君） 6番 竹田 努です。

私のほうから3点、一般質問をしたいと思います。

まず1点目でありますが、ＪＲ江差線（木古内－五稜郭間）の三セク運営の利便について

であります。

平成28年3月から、北海道新幹線の開業と同時にＪＲいまの江差線が三セク運営となりま

す。三セク運営になることで、多くの町民からはいままで以上の利便、このことを求められ

ているところであります。

昨年の12月定例会では、第5次木古内町振興計画を踏襲し、向こう10か年を見据えた第6次

の木古内町振興計画が策定され、まちづくりの目標として「北の大地の福祉都市 きこない」

これを掲げたところであります。ＪＲ北海道から分離される三セク運営については、北海道

と2市1町で構成される幹事会や協議会を経て、我が町の総合交通体系調査特別委員会に報告

がありました。その議論の中でも、高齢弱者のかたでも利用が可能な整備を訴えております。

階段を利用しないで乗り降り可能な1番ホームの活用方法について、再三にわたり主張し

てまいりましたが、協議会では1番ホームを使用するためには出発信号機の新設や連動装置
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の改修、自動進路制御装置の改修等に相当な費用がかかり、それを当町が負担しなければな

らない、こういう説明でありました。我が町にとっては、これ以上の財政負担増は厳しいも

のと思っていたところであります。

だが、その後の状況は大きく変わってきております。この大きく変わったという部分につ

いては、まずは、木古内町の無人駅が有人駅になるということで、人員の配置です。当初か

ら、この部分については無人ではどうなのだと。列車の出し入れをしなければない、車庫入

れもあるのに運転手1人で、あとは信号の指令で全部賄うのかと、本当に心配な部分もあり

ましたけれども、これもやっぱり財政の負担増になるというようなことでこの部分について

は、強調しなかったわけでありますけれども、その後の状況から有人化になる。

そして、安全性を確保するために、いままで50名のＪＲの職員を80名にすると、その人件

費をどうするのだという部分を考えると、これはやっぱりトータル的にもう一度要検討をし

なければないということであります。

第11回総合交通体系調査特別委員会で、いま言いましたように、1番ホームが不要となる

ために撤去をするとこういう協議会の報告がなされました。この大きく変わった状況を踏ま

え、階段を使わないで乗り降りできる方策をもう一度再考すべきと考えますが、町長の考え

を求めます。

○議長（岩館俊幸君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君) 6番、竹田努議員のお尋ねにお答えをいたします。

並行在来線の三セク運営に伴い、最も利便性の高い1番ホームの利用ができないという現

状から、ほかにどのような方法があるのかを検討しておりますが、まずはエレベーターの設

置ということを考えました。これは、駅舎からホームに降りるのですが、ホームと階段との

関係で構造上、無理だということがわかりました。

また、ホームへ階段を利用することになりますが、身体のご不自由なかたが利用する乗用

リフト、階段にリフトをつけて乗り降りするというこのリフトの設置を検討いたしましたが、

このリフトの運転の際には、事故防止という観点から三セク会社の駅員の介助が必要になる

と。その配置が困難であるということがわかりました。

三セク会社では、木古内駅には要員が配置されるわけですが、駅での業務は、主に発着列

車や保守用車両の入れ換え、除雪車による構内の除排雪、駅構内の信号の取扱い、列車の誘

導などということで、乗車券の販売など出改札での業務は行わないということになっており

ます。

三セク鉄道会社におきましては、現在運行している江差線と同じ状況で運行することを基

本としており、協議会の幹事会におきましても、木古内駅の利便性を求める発言を再三して

まいりましたが、困難であるということで、これ以上の進展は期待できないというのが現状

でございます。

○議長（岩館俊幸君） 暫時、休憩をいたします。

休憩 午後 2時39分

再開 午後 2時40分

○議長（岩館俊幸君） 休憩を解き、会議を再開いたします。
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6番 竹田 努さん。

○6番（竹田 努君） ちょっと言葉足らずでありましたので、ここで1番ホームが不要にな

るために撤去をするという。これは協議会の見解としての報告があったという部分をここに

述べているのですよね。このことも含めて先ほど言った有人化の部分、あるいは人員増の部

分での財政負担増。これを考えた時に、1番ホームを使うためにこの費用が5,000万円余りか

かると。これも含めてトータル的に考えられないかという部分を求めたのですよね。ちょっ

と文章の中ではその部分が伝わらなかったということだと思いますけれども。私は、一番お

金のかからないランニングコスト含めた部分を考えれば、やはり1番ホームを使うというの

が一番ベターだとこう思うのですよね。もし、1番ホームを再考できないとすれば、やはり

昇降機あるいはエレベーターこれをやっぱり町長は構造上できないと言いますけれども、あ

そこのホーム、階段。町長、最近列車に乗ったことがないからわからないと思います。もの

すごい腐食ですよ、この写真で。あのままの階段でしたら使えない。これは私は素人ですか

らあれなのですが。そういうことを考えれば、新たにあそこに階段を作り直さなければない

とすれば、構造上。

それと、木古内町は終点という地の利、これをやっぱり活かすべきなのですよ。構造上で

きないと言いますけれども、もうこれ以上線路を列車が通過するわけがないのですから。函

館から列車が入れば、あとは函館に戻るというか行くしかないわけですから。そうすれば、

どうでもあの施設は使える。今度は三セクの施設になるわけですから。そういうことを含め

て、十分やっぱり検討すべきだとこう思うのですよね。町長だってすごくやっぱりその部分

については、言い方は悪いけれども、片手打ちではないかなと思うのですよね。町長は256、

これを見てもわかるように、町長だって将来を見据えて平屋の住宅を建てて、将来階段は厳

しくなるという部分を想定しての住宅建設。「町長はやっぱり高齢福祉には特に感心を持っ

ているのだなと」というふうに私はそういう理解もしていたのですよね。

それと、スカイロード・自由通路については、エレベーターもつくしエスカレーターも設

置になる。住民要望の中で、「エスカレーターをつけてください」と言ったら、二つ返事で

ＯＫしました。1億円投資しなければならない。そしてそのあと、ランニングコストもかか

る。スカイロードを使って駅に行って乗り降りするにしても、今度は足で階段を下りなくて

はならないのですよ、上がらなくてはならないのですよ。そこはもし1番ホームが使えない

とすれば、何としてでもそこの手段を考えるべきではないですか。やはり町長、執行方針で

も高齢化率42％、去年から見れば2ポイント上がっているのですよ。去年39.何％、約40％。

それが42ですよ。新幹線開業時には45％、その3年後には50％。これを踏まえた時、「高齢者

のかたには三セクを利用しないでください」というのと同じではないですか。いまは高齢者

ばかりではなくて、結構若い人でも車椅子あるいは杖をそういう装具を使わなければ階段、

ステップですとか歩けないというかたも多いわけですから。そういう部分を含めて、この部

分については十分再考されるべきを考えますけれども、いかがでしょうか。

○議長（岩館俊幸君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君) まず、1番線が三セクでの現、気動列車が使えないというのは理解

いただいたと思います。理解していなくてもそのような協議。

（「休憩」と呼ぶ声あり）

○議長（岩館俊幸君） 暫時、休憩をいたします。
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休憩 午後 2時46分

再開 午後 2時50分

○議長（岩館俊幸君） 休憩を解き、会議を再開いたします。

町長。

○町長（大森伊佐緒君) お尋ねにあります1番ホームの利用につきましては、三セクの協議

会の中で利用が不可能だという結論になっておりますので、委員会での報告をしたとおりで

ございます。

また、それに変わるエスカレーターあるいは昇降機の検討をしましたが、それもできない

ということがわかりましたので、ご理解をいただきたいと思います。

○議長（岩館俊幸君） 6番 竹田 努さん。

○6番（竹田 努君） エレベーターも無理、階段の昇降機も無理とすれば、これは例えば構

造上できない。先ほど前段にも言いましたように、終点の地の利、木古内町は終点なのです

よ、ここ。そこは何とかなりませんか、例えばもう一度。町長、第3回の交通体系の時に財

政負担の部分については、協議会に対して「そこは戦場だ、命をかけて木古内町の町民のた

めに頑張る」と言いましたよね。やっぱりその意気込みというか、木古内の町民が利用でき

ない施設をなぜ。ですから先ほど言いましたように、片手落ちというのが自由通路はエレベ

ーターもありますしエスカレーターもあります。いいのです、駅舎に。函館に行く汽車に乗

るといったら、足の悪い人は階段を下りられない。「そういう人は三セクを利用しないでく

ださい」ということになるわけですよ。もう一度その辺。これは別の場もありますから十分

再考していただきたい。

それと早めに、先ほど写真を見せましたけれども、ここの階段の施設、技術屋さん含めて

確認をして。あのままで補強して使えるのか、もっとやっぱり階段を長くして何とかいまの

階段を使わないで上り下りできるようなものができないのか、もう一度やっぱり現場を見て

再考していただきたいことを言いまして、1点目はこれで終わります。

2点目でありますけれども、これは前段の同僚議員と若干輻輳する部分もあろうかと思い

ますので、一つ簡潔にお答えをいただきたいなと思います。

26年度木古内町の町長の執行方針の中で、高齢者福祉関連についてお伺いをいたします。

高齢化率42％の我が町として、これまでも緊急通報装置システム事業をはじめいろいろな

事業、冒頭の質問の答弁の中でも町長が答えているように、いろんな事業やサービスを展開

してきております。ただ、残念なのは新年度の予算の中では、新たなソフト面やハード面と

して見えてこないのはなぜなのでしょう。この42％を見据えた時、横断的なサービスが必要

かと考えます。

高齢になっても住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるためのサポートが必

要ではないでしょうか。例えば、高齢者支援員の配置、これは例えばの部分ですけれども、

そういう高齢者を支援するためのサポートするそういうものによって、安心して暮らし続け

られることができる「北の大地の福祉都市 きこない」を目指すべきと思いますけれども。

今後の要検討事項を含めた町長の見解を求めます。

○議長（岩館俊幸君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君) 高齢者への福祉につきましては、現在、当町では、高齢者の方々が
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安心で安全な地域生活が送られるよう、町独自事業を含め、高齢者福祉サービス事業を実施

しているところでございます。

町の単独事業では、先ほど緊急通報機器貸与など何点か申し上げましたので割愛をいたし

ますが、様々な事業を展開しサービスに努めているところでございます。

これらのサービスの利用状況につきましては、高齢福祉課が担当をし集約し、支援が必要

な高齢者の情報をしっかりと把握しており、関係機関による横断的な連携を行う体制として、

ケア会議や、サービス担当者会議を開催し、情報の共有化を図っております。

この会議の中で、サービスの種類や量などについて意見交換を行うなど、事例研究を進め、

サービス提供者の技術向上も図っております。

また、高齢になっても住み慣れた地域で安心して暮らし続けることのできるためのサポー

ト体制につきましては、声かけ訪問員による安否の確認や、病弱な高齢者に対する緊急通報

機器の設置・安心見守りネットワーク事業等を通して、見守り体制の構築などに努めている

ところでございます。

さらに、各地区において、認知症サポーター養成講座等も開催する中で、認知症への理解

を深め、支援が必要とされる高齢者の発見や孤立防止に努めているところでございます。

今後につきましては、医療、介護、住まい、予防、生活支援サービスが身近な地域で包括

的に確保される地域包括ケアシステムの構築を目指し、関係機関による協議を重ねてまいり

たいと考えております。

例えばというお尋ねがございましたが、現時点ではこういったことの配置はしないで、現

在のサポート体制でしっかりと進めてまいりたいと考えております。

○議長（岩館俊幸君） 6番 竹田 努さん。

○6番（竹田 努君） 町長はいまのサービスで十分だという判断をしているわけでありま

す。高齢者といかにどう向き合っていくか。先ほど、1番目の質問の中でも、あと2、3年す

れば高齢化率45％になる。高齢化重視の高齢者を活かしたまちづくり、そういうサービス含

めて必要になってくるだろうと。それが新年度の予算を見ても、目新しいといいますかそう

いう部分の事業が全く。町長は前段の執行方針の中でも、いま最重要課題は新幹線だと。そ

れの関連する部分が終わればと云々というようなことで話をしていますけれども。ただ45％

になってから高齢者福祉の施策をやってももう遅しなのですよ。いまからその部分をサポー

トしなければならないだろうとこう思っているところなのですよね。ですから、いろんな各

課の横断的なサービスを含めて、ただ現状はどうだと言えば「大変申し訳ないけれども」。

例えば、駅前から下がっていまの新しくできたみそぎ公園の、あそこは冬期間ロードヒーテ

ングが入っています。ですが、元の病院の出入りのところはロードヒーテングが切れている

のですよね。あとは、タイルが出ている。病院のところに行けば雪の山なのですよ。例えば

除雪の部分、そこだけの部分を見ても、もう少しちょっと手をかけることによって高齢者あ

るいは病院に通院するかたでもすんなり歩いて行ける、それがやっぱりサービスなのかなと。

ですから、私が言っている支援、例えばの話というのは、そういう部分をチェックですとか

例えば冬期間についてはそういうものですとか、そういうやっぱり巡回といいますか、そう

いうものが必要だろうと思うのですよね。

これについても、今回は特に新しい予算も計上していない。ですが、ただ残念なのは、町

長、いままで去年も高齢福祉についての一般質問をさせていただきました。その中でも、高
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齢者の例えば屋根の雪下ろしについても訴えました、去年の3月。それには、支援が無理だ

という回答、答弁の中で、一応議会と行政側とすり合わせの中で、これは終結といいますか

一段落したねということになったのですけれども。その半年もしないうちに、確かに要望し

ていたものが実現になったわけですから、それは結果として結果オーライです。ですけれど

も、やはりそういうものではないと思うのです。前段の一般質問者の中の議論の中でもあり

ましたけれども、これはやっぱり検討を要するものであれば十分内部検討した上で最終的に

方向性を示すですとか、そういうことが必要になってくるのではないかというふうに思いま

す。

これらについて、もう一度その辺の再考といいますか再検討含めて、高齢福祉に対する部

分、町長の考えを求めたいと思います。

○議長（岩館俊幸君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君) まず、高齢者への福祉サービスにつきましては、決して軽視をした

行政運営はしておりません。これまで、いくつかの独自事業を進めている、これも先ほど申

し上げましたように一長一短でなったわけではなく、長年積み重ねて将来の安定的な継続事

業として成り立つかどうか、そんなことも十分判断した上での積み重ねで一つひとつ進めて

まいりました。新年度の事業の中に組み込まれていないということは、子ども支援のほうに

若干の力を入れたということでございまして、本来であれば一つひとつやっていかなければ

ならないのでしょうけれども、決して豊かな財政状況ではありませんので、10年先を見た財

政計画の中で一つひとつ取り組んでいきたいと思っております。

そうした中で、現在実施しているサポート体制あるいはサービスの提供体制これらを充実

しまして、それを上乗せをすることで高齢化の進行に対応していきたいと判断しております。

また、これにつきましてはしっかりとした対応をしてまいりますし、新幹線の云々という

のをこれに結び付けて考えられるとまた困るわけでございまして、2年後の新幹線は新幹線

で、期限があるからこれにはどうしてもやらなければならないという条件が付いております。

保健・医療・福祉というのは永遠に続くものでございますから、長期的なスパンに立って

検討していかなければならない。したがって、しっかりと進めていくことが重要であります

ので、今後も竹田議員の意見を参考にしっかりと進めてまいります。

○議長（岩館俊幸君） 6番 竹田 努さん。

○6番（竹田 努君） 最後の答弁は、町長と自分は若干ずれがあるのだなという。別に、長

期展望に立って高齢福祉は必要だ。だけれども、新幹線はいまやらなくてはないからと、そ

れはわかります。わかるのだけれども、やはりいまからでなければ間に合わないこういう部

分もあるわけですから、その辺は内部検討含めて十分協議していただきたいということを申

し添えて終わります。

次に、国保病院の経営について、小澤病院事業管理者にお尋ねいたします。

町長の執行方針の中で、国保病院の新年度の方向性について述べられています。昨年の質

問の中でも、夜間救急体制については困難であると答弁をいただきましたが、年度途中で小

澤管理者を中心にした医師の賛同を得た中で、夜間の受け入れを再開したことについては、

管理者を中心に努力した賜と評価をしたいと思っています。

そのほかにも、乳ガン検診の充実あるいはセカンドオピニオン外来の実施、院内の広報誌

の発行等々、新たな試みを職員が一丸となって取り組んでいるところであります。
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ただ、残念なのは、昨年、日本病院機能評価機構の審査を受けるというようなことで、こ

の審査結果や診療報酬の改定を踏まえて、新年度の病院の目指す方向性を期待していたとこ

ろでありますけれども。なぜ、こういうことを言いますかと言いますと、介護老人保健施設

も病院事業の傘下です。そうすれば、行政・役場以上の規模のマンモス化した病院運営とい

うようなことを心配してのことでありまして、このことについて病院管理者として。私は、

せっかく審査を受けるのであれば、この結果を3月でなければ出ないのではなくて、もっと

早くに手続き申請をして、その方針をもらって木古内の国保病院はこういう方向でこう新た

に変わっていくんだというものがあってしかるべきと思いまして、管理者の見解を求めたい

と思います。

○議長（岩館俊幸君） 病院事業管理者。

○病院事業管理者（小澤正則君) 竹田議員のご質問にお答えをいたします。

私ども職員は、住民の方々の幸せということに貢献することを理念として掲げておりまし

て、日々努力をいたしております。それだけに、ただいま評価をいただいたことを大変あり

がたく思っております。

今後の病院運営をどういうふうにするかというご質問と、それから機能評価機構の審査を

もっと早くできなかったのかという二つのご質問かと思います。

まず、早くできなかったかどうかというご質問に対して、最初にお答えいたします。それ

は、病院機能評価というのは、ある病院の機能について評価をするのでありまして、ないと

ころを評価することはできません。したがって、病院のいままではゼロからはじまったと考

えてもいいと思いますが、そういうシステム的なものを作るのにどうしても年数がいります。

それをわずか1年でやるということは、それも大変難しゅうございますが、それでもどうに

か1年あればできるのではないかということが1年待った理由でございます。その具体的なこ

とを言いますと、例えば先ほど平野議員のご質問にもあったように、病院の職員が本当に患

者さんのために思いやりを持って医療をしているのかどうかという職業倫理の問題にしまし

ても、それをどういうふうに職員に周知するかというためには教育が必要ですし、それから

教育をした者、された者が実践していくという一定の期間が必要であります。そのために、

どうしても日数がかかるということで1年待ったということがそこにあります。

それからもう一つ、二つ目の質問ですが、来年はどうするかというご質問でありますけれ

ども、来年度につきましては、先ほど町長の町政執行方針にもありましたとおり、国が地域

包括包括ケアの実現というものを打ち出しまして、平成26年度の診療報酬改定を行いました。

この基本的な理念というのは、もう既にご存じと思いますが、入院・外来を含めた医療機関

の機能分化・強化ということと、連携・在宅医療の充実であります。これはどういうことか

と言いますと、センター病院はより高度医療を行うと。例えば、函病はいままで以上に高度

な医療をしていくということと、その反面、我々の200床未満の地域病院というのは、むし

ろかかりつけ医あるいは主治医という機能をはたしていくと。その二つの両極端に分かれて

いくということを意味します。そうしますと、我々が生き残る方法としましては、どうして

も院内でそういう体制を作っていかなければならない。いままで患者さんが来ればそれを治

すという受け身の姿勢から、むしろ積極的に外に出て行って、患者さん一人ひとりの主治医

になる心構えを職員が作っていかなければならないということになります。

それからもう一つ。非常に大切なことは職員だけではなくて、患者さん方にも一つ大きな
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負担がここでかかってくるということが言えると思います。それは、地域包括ケアというの

は、在宅を主体にするという方針でありますので、いままで多く見られたような医療機関や

老健というものに長い間留まっているのではなくて、在宅で医療管理を受けるという方向が

独居や老老介護のそういう患者さんの間でどういうふうに可能になるかというシステムを構

築することに変わってくるわけであります。そうすると、病院の努力ばかりではなくて、住

民一人ひとりの意識と行動力というものが問われる新たな段階に入るということになりま

す。それが、これから11年後のいわゆる平成37年、それは団塊の世代が後期高齢者になるピ

ークの時を迎えます。そこに向かって、箱物ではなくて、地域でどう支えるかということが

来年度の予算で踏み出す第一歩として位置付けられているということであります。

したがって病院としましては、ご質問の病院はどういう方針かというご質問でありますが、

病院としましては、在宅に向けて調整・支援をする人数を配置することにしました。ですか

ら、入院をしたら退院を目指して相談にのる係りを一人付けるという方針でおります。そし

てまた、どこにどういう患者さんがいてどういう治療が必要か。あるいは病院でこういう治

療をして、あるいはほかの病院で函館に行ったら函館の病院でその患者さんはどういう治療

をしているか、そういう情報というものをお互いに介護あるいは医療する者が、地域として

共有していかなければならないという状況があります。それを病院としてまず発信をさせる

ためには情報を管理する係り、そういうふうなものをまず作る必要があるということで、診

療情報管理に関してもそのデータを作るための部署を一人配置するというこの二つの方向で

スタートしようと思っております。

老健についてもご質問がありましたのでお答えしますが、老健も地域包括ケアの一環とし

てその一翼を担う施設として活用されなければならない。つまり、在宅に向けて支援をする

施設の一つとして位置付けるというのがこれからの老健の生き方の一つであります。

したがいまして、我々医療者は地域の皆さんの協力とご理解が最後まで必要になってきま

すので、来年度はその構築に向けて行政とあるいは周辺の介護などをする一連のケア会議の

方々なども含めて、構築することを目指していきたいというのが来年の方針でございます。

○議長（岩館俊幸君） 6番 竹田 努さん。

○6番（竹田 努君） 町長の執行方針の中でもありましたように、地域包括ケアシステムの

構築、これは法的にいま診療報酬の改定と合わせて、これが制度化になるということで。

ただ、従前からも地域包括ケアシステム、これの構築については、毎年のように訴えてき

たけれども前に一歩進んでいない。やはりこれについても、やはり保健・医療・福祉の連携

なのですが、病院が中心になって、やっぱり福祉・保健、この辺を束ねるような部分でなけ

れば前に進まないだろうと。

例えば、ヘルパーさんの部分についても、社会福祉協議会も行っている部分もありますし、

町内には三つの個人の事業所さんもあるわけでありますから、やっぱり手はじめにこれを実

現するための行動をとっていただきたいというふうに思います。これは一つの要望的な部分

もありますけれども。

今回、病院管理者に一般質問をしたのは、病院にたまに受診に行きますと、外来の待合に

患者さんが随分少ないなというふうに感じたからです。やっぱり、どうしたら患者が増える

のだろうという自分の思いもありますし、これは予約制のせいで時間を切っているから、ち

ょうど自分が行った時間帯には待合にお客さんというか患者がいないのだなというふうに思
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っていたのですけれども。たまたま何回か続けて見舞いを含めて行った時も、あまり増えて

いない。私は、やっぱり病院の経営は外来ありきで、外来が増えると入院が自動的に増えて

くる。こういうものだろうというふうに思っているものですから、特にやっぱり外来の心配。

先般、何かのチラシで見たのですけれども、「禁煙講座をやります」ということですとか、

やはり私は思うのですけれども、対面しての話というのは一番効果があるのですよね。例え

ば、出前講座含めて病院の先生が来て、町の広報誌では保健師さんのコメントですとか医師

のいろんな病気に対する部分の記事が載っていますけれども、以外と見ていないのですよ。

そのくらいだったら少人数でいいですから、集まっていただいての講話というか。そうすれ

ばやっぱり効果、患者が増える要因になるように思うのですけれども、その辺の取り組み、

まだまだ考えてきたことまだたくさんあるのですけれども、きょうはこの辺で終わりますけ

れども、もしその考えについて、管理者の考えがあればお答え願いたいと思います。

○議長（岩館俊幸君） 病院事業管理者。

○病院事業管理者（小澤正則君) おっしゃるとおりだと思います。外来からその中の一部が

入院という形が一番頻度が高いと思いますので、受診者の数を増やすということが経営を安

定化させる最大の要因だと思っております。

ただ、今度の26年度の診療報酬改定の中では、センター病院では紹介率を上げる、そして

逆紹介率も上げるということで、どういうことかと言いますと、自分のところへ来た患者さ

んは中小の病院を紹介すると。そして、中小の病院で通った患者さんについては、もう一度

大きな病院へ行った時の保険診療点数を下げるということで、そこで抑制がかかるというこ

とで、患者は中小病院のほうへ外来は向くであろうと国は予想しております。

ですから、そういうことをもし追い風になれば、病院の資質的なものが上がってきて、患

者さんのアメニティが上がればいまよりは患者さんの数は増えるという良い機会になるので

はないかというふうに思っております。そのほかいろいろありますので、今後竹田議員のご

提案なども参考にさせていただきながら、良い案を考えていきたいと思っております。

ありがとうございました。

○議長（岩館俊幸君） 6番 竹田 努さん。

○6番（竹田 努君） 去年も答弁いただきましたけれども、現在、急性期、慢性期との病床

の取り組みも今後重要になってくるだろうというふうに思っております。それと、きょう、

病院の事務局長がおりますけれども、3、4年前ですけれども、やっぱり患者を増やすために

は呼び込みをしなくてはならないということで、病院の送迎バス・医療バスといいますかそ

ういう部分を検討していたのですけれども、最近その話題がなくなりました。その構想が断

念したのかまだどこかにあるのかという部分について、その1点だけ。

○議長（岩館俊幸君） それはあれしていないので、だめです。

以上をもちまして、竹田 努さんの一般質問をさせていただきます。

3時35分まで暫時、休憩をいたします。

休憩 午後 3時25分

再開 午後 3時34分

○議長（岩館俊幸君） 休憩を解き、会議を再開いたします。
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一般質問を続けます。

4番 吉田 幸さん。

○4番（吉田 幸君） 4番 吉田 幸です。

前段に、私事ですが、10年の表彰を受けたことを町民、そして同僚の議会議員の皆様、そ

して町長をはじめ職員の皆様に感謝を申し上げます。

この10年間、私も町のいろんな事業について、携わってまいりました。今回の一般質問に

つきましても、私が1年生の時からやってまいりました上下水道の整備事業について、先ほ

ども議論にありましたが、老健、病院の建設、そして新幹線の開通と。本当に木古内町にと

っては大きな事業の中で、展開をしてきたことに携われたことに感謝を申し上げます。

今回はその10年間の中で、一番関心毎でございました上下水道の特に下水道についての取

り組みについて、1点につき、一般質問をしていきたいと思いますのでよろしくお願いいた

します。

昨年9月の定例会において、平成24年度水道事業会計が約2,300万円という収支不足が報告

されました。大きな要因としては、新幹線工事の終了に伴う人口減や町民の自然減が原因で

あるという説明でした。平成17年に水道料金改定について審議した際も、新幹線の開通後に

はある程度の想定をしていましたが、もう一つの要因、小さいかもしれませんが、財政難の

中での下水道汚水管渠新設工事が計画以上に進まず、接続率が当初計画では本町地区は70％、

現在は60％にも満たない状況、たぶん55％前後を行き来しているのかなと思います。

町長は、執行方針の中で、「下水道接続率の向上に引き続き努力する。」と明言していま

すが、私も今後の下水道の事業に向けて、さらに一歩踏み込んで強化すべきだと思っていま

す。

そこで、下水道法第11条の3第1項では、「処理区域内においてくみ取便所が設けられてい

る建築物を所有するものは、当該処理区域についての第9条第2項において準用する同条第1

項の規定により公示された下水の処理を開始すべき日から3年以内に、その便所を水洗便所

に改造しなければならない。」。これは、改造の義務が例文化されております。

また、第11条の3第3項には、「公共下水道管理者は第1項の規定に違反している者に対し、

相当の期間を定めて、当該くみ取便所を水洗便所に改造すべきことを命ずることができる。」

と、法律で定めています。

一見、町民にとっては大変厳しい言い方なのかもしれません。しかし、円滑且つ公平な下

水道事業を進めることは法律で明記されています。

このことについて町長の所見をお伺いいたします。

○議長（岩館俊幸君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君) 4番、吉田 幸議員のお尋ねにお答えいたします。

当町の公共下水道事業は、平成17年度に一部供用開始してから9年が経過し、今年度の末

の接続状況は、供用開始戸数が856戸、うち接続戸数が521戸で接続率は61.1％となる見通し

でございます。

お尋ねの法律の適用につきましては、下水道法では改造命令ができ、同法5章には罰則も

設けられておりますが、水洗化をされていない方々の多くは、家屋所有者が高齢であること

や資金調達が困難であるという理由でございます。

このため、これまでは改造命令を行うことなく、相談業務を含め、水洗化に向けた個々へ
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の対応に努めてきた所であり、今後につきましても、法的手段は行わず個々の条件が整うま

で粘り強く、要請という形でお願いを継続してまいりたいと考えております。

また、3月には例年、新年度に供用開始となる区域、並びに工事を予定している区域の皆

様を対象に、水洗化を含めた下水道事業全般にわたる説明会を開催しておりますが、引き続

き、現行制度の3年以内設置に対する補助金の支給、融資斡旋の利子補給、計画確認・検査

手数料の免除などのメリットにつきまして、理解していただけるよう努め接続率の向上に努

力してまいりたいと考えております。

○議長（岩館俊幸君） 4番 吉田 幸さん。

○4番（吉田 幸君） いま答弁をもらいました、接続率61％の見通しと。この辺については、

評価してもいいのか職員の皆さんの本当に努力の賜かなと思います。

でも、あくまでも70％を目標。安定的な下水道運営に際しましては、やはりこの数字を目

指していかなければならないというのが私の信念でございます。

それで、先ほどから町長も融資の面ですとかいろんな面で説明がございましたが、一般質

問を通告したあとでちょうど町政広報の中に、下水道の関係のことがありました。

それで、先ほど法律で述べた「3年以内に接続をしなければならない」という文言と、「下

水道の早期接続にご協力を願います」という言葉の中に、「下水道の接続をするために補助

金や資金の融資を斡旋する制度は、供用開始区域になってから3年を経過すると利用できな

くなります」。これは、10年前ですね。たぶん、平成16年の施行された木古内町水洗便所等

改造費補助金条例第2条に明記されている部分を引用してこれは書いているものだと思って

おります。

しかし、いま10年を経った中で、時代も変わりそして「生活環境の確保や公衆衛生を目指

す」と町長も執行方針の中で掲げられています。が、この部分がどうも町民から3年以内に

付けなければ、要するに蛇口を閉めたようにしてあと融資をしませんよという感じを受け取

らざるを得ないという疑問が出てきたのですよ。

これは、本当にいいのか。確かに先ほど違反という言葉が当然ペナルティというのがある

のですけれども。その部分で、ちょっと納得しづらくなってきた部分なのかなと自分は感じ

ております。この辺、これからさらに接続率を上げていく場合に、やはり町職員の先ほど供

用区間においての説明会、そして接続する業者の人と一体になって町民にアピールしていく

ことが大切でありますし、融資の面で3年間やはり接続できないというのは高齢化、そして

先ほど町長が言われた資金繰りの問題がありますよね。この3年間というのをいまの現時点

ではたして合うのか、この条例が合うのかというのが疑問になってきております。

その辺について、私はこの条例をある程度見直す時期にきたのではないかという考えを持

っております。その辺も含めて、町長に再度お伺いいたします。

○議長（岩館俊幸君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君) まず、接続率の70％を目標。これは、当初掲げた70％の接続率で経

営が安定するというところから出た数字でございまして、今日も70％に向けて住民への対応

に努めているところでございますが、なかなか条件が整うかたが少なくて今日ちょっと前ま

では50％台、そして今年度末の見込みでは61％ということになっております。これは、様々

なＰＲ活動を通じて議員がご提案いただいたことも参考にしながら、70％を目指していくと

この方向には変わりはありません。
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また、条例の説明が住民の皆さんにわかりづらくなってきているというご心配の声でござ

いますので、この辺は再度私どものほうで見直しをします。そして、条例がそのままでよけ

れば説明の仕方が悪いと。条例がまずければ条例を変えていくというところで検討をいたし

ます。

○議長（岩館俊幸君） 4番 吉田 幸さん。

○4番（吉田 幸君） ただいま、町長のほうから「条例についての検討をする」という返答

を受けましたので、この辺についてはきょうは一般質問ですがこの後に予算委員会の中でで

すとか、総務常任委員会の中で継続してこの問題についてはまた問いただしていきたいと思

いますので、今回は町長のいまの条例の部分、その部分に再検討するという方向性を受けま

したので、私の一般質問を終了させていただきます。以上です。

○議長（岩館俊幸君） 以上をもちまして、一般質問は終了いたしました。

議案第10号 平成25年度木古内町一般会計補正予算（第12号）

議案第11号 平成25年度木古内町国民健康保険特別会計補正予算（第4号）

議案第12号 平成25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14号 平成25年度木古内町介護保険事業特別会計補正予算（第3号）

議案第15号 平成25年度木古内町介護サ－ビス事業特別会計補正予算（第1号）

議案第16号 平成25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） 次に、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ま

す。

議会事務局長。

○議会事務局長（山本 哲君） それでは、朗読いたします。

日程第10 議案第10号 平成25年度木古内町一般会計補正予算（第12号）、日程第11 議

案第11号 平成25年度木古内町国民健康保険特別会計補正予算（第4号）、日程第12 議案第

12号 平成25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）、日程第13 議案第

14号 平成25年度木古内町介護保険事業特別会計補正予算（第3号）、日程第14 議案第15号

平成25年度木古内町介護サ－ビス事業特別会計補正予算（第1号）、日程第15 議案第16号

平成25年度木古内町下水道事業特別会計補正予算（第2号）。以上です。

○議長（岩館俊幸君） 日程第10、議案第10号ほか5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。

副町長。

○副町長（大野泰君） ただいま一括して上程になりました、議案第10号から議案第12号及

び議案第14号から議案第16号の提案理由をご説明いたします。

はじめに議案第10号 平成25年度木古内町一般会計補正予算（第12号）です。

歳入歳出予算の総額に、3億6,045万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を48億508万1,

000円とするものです。

補正の主な内容は、2款 総務費は、非常勤職員等賃金、庁内ＬＡＮ更新委託料、財政調
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整基金、地域の元気臨時交付金などに係る補正です。

3款 民生費は、国民健康保険特別会計及び介護保険事業特別会計操出金、障害者介護等

給付費などに係る補正です。

4款 衛生費は、病院事業会計負担金、予防接種関係委託料、渡島西部広域事務組合負担

金などに係る補正です。

6款 農林水産業費は、ハウス栽培拡大事業助成金、未来につなぐ森づくり推進事業補助

金などに係る補正です。

7款 商工費は、観光お土産品開発支援事業及び地域おこし協力隊に係る補正です。

8款 土木費は、町道南北線改修事業費、都市計画道路環状線通改良事業費、ＪＲ木古内

駅東側駐車場整備事業費などに係る補正です。

9款 消防費は、渡島西部広域事務組合消防負担金に係る補正です。

10款 教育費は、外国語指導助手関係経費、中学校燃料費、中央公民館出入り口改修工事

費、町民プール改修工事設計業務委託料などに係る補正です。

14款 職員給与費は、給料、共済費に係る補正です。

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、よろしくご審議願います。

続きまして、議案第11号 平成25年度木古内町国民健康保険特別会計補正予算（第4号）

です。

歳入歳出予算の総額から、1,306万2,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を8億6,735万9,

000円とするものです。

補正の主な内容は、2款 保険給付費は、一般被保険者高額療養費に係る補正です。

7款 共同事業拠出金は、高額医療費・保険財政共同安定化事業拠出金に係る補正です。

8款 保健事業費は、健康管理センター燃料費に係る補正です。

10款 諸支出金は、財政調整交付金、国民健康保険病院事業会計繰出金に係る補正です。

11款 予備費は、この度の歳入減額分を調整するための補正です。

なお、詳細につきましては、町民税務課長より説明をさせますので、よろしくご審議願い

ます。

続きまして、議案第12号 平成25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）です。

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、医業外収益に4,182万6,00

0円を追加し、その総額を14億4,259万2,000円とするものです。

資本的収入及び支出の予定額におきまして、国庫補助金を55万5,000円、道補助金を27万8,

000円、合わせて83万3,000円を減額し、その総額を1億6,892万1,000円とするものです。

なお、詳細につきましては、病院事業事務局長より説明をさせますので、よろしくご審議

願います。

続きまして、議案第14号 平成25年度木古内町介護保険事業特別会計補正予算（第3号）

です。

歳入歳出予算の総額に、193万円を追加し、歳入歳出予算の総額を6億5,361万3,000円とす
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るものです。

補正の主な内容は、1款 総務費につきましては、事務処理システム委託料に係る補正で

す。

2款 保険給付費は、高額介護、高額医療合算介護サービス給付費に係る補正です。

6款 予備費は、この度の歳出補正財源に関する補正です。

なお、詳細につきましては、保健福祉課長より説明をさせますので、よろしくご審議願い

ます。

続きまして、議案第15号 平成25年度木古内町介護サービス事業特別会計補正予算（第1

号）です。

歳入歳出予算の総額から、47万5,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を412万円とするも

のです。

補正の主な内容は、1款 総務費につきまして、介護サービス事業の実績見込みによる補

正です。

なお、詳細につきましては、保健福祉課長より説明をさせますので、よろしくご審議願い

ます。

続きまして、議案第16号 平成25年度木古内町下水道事業特別会計補正予算（第2号）で

す。

歳入歳出予算の総額から、411万円を減額し、歳入歳出予算の総額を2億513万6,000円とす

るものです。

補正の主な内容は、1款 総務費につきまして、水洗化助成金、クリーンセンター運営費

に係る補正です。

2款 施設費は、汚水管渠整備工事等の実績による補正です。

3款 公債費は、長期債元金・利子に係る補正です。

なお、詳細につきましては、建設水道課長より説明をさせますので、よろしくご審議願い

ます。

以上、一括上程となりました、議案毎の提案理由の説明を終わります。

○議長（岩館俊幸君） 総務課長。

○総務課長（新井田勝幸君） ただいま上程になりました、平成25年度木古内町一般会計補

正予算（第12号）について、詳細のご説明を申し上げます。

はじめに継続費の補正、地方債の補正及び繰越明許費についてご説明申し上げます。

第2条の継続費の補正につきましては、7ページをお開きください。

8款 土木費、2項 道路橋梁費、事業名 町道南北線改修事業につきまして、補正前総額

の5億1,428万円から、平成26年度に施工予定していたエスカレータ設置、トイレ改修、外壁

改修事業費合わせて1億2,600万円について、平成25年度国の補正予算に合わせて前倒しした

ため減額をし、補正後総額を3億8,828万円とするものです。合わせて、平成25年度事業費の

確定見込み額と平成26年度及び平成27年度事業費の年割り額の調整を行うものです。

次に、3条 地方債の補正につきましては、8ページをお開き願います。

道路整備事業債は、町道南北線改修事業 8,060万円、都市計画道路環状線通改良事業 9
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80万円合わせて9,040万円の追加、駐車場整備事業債は、ＪＲ木古内駅東側駐車場整備事業

の工法変更による事業量の減により1,480万円の減額。消防施設整備事業債は、消防救急デ

ジタル無線実施設計分 50万円の減、追加補正分 6,440万円の増、合わせて6,390万円の追

加。防災対策事業債は、公民館耐震改修事業の落札減による40万円の減額をし、それぞれの

借入額の限度額を変更するものでございます。

第4条の繰越明許費の補正につきましては、9ページをお開き願います。

2款 総務費、1項 総務管理費、事業名 辺地共聴施設整備事業 1,255万1,000円、8款

土木費、2項 道路橋梁費、事業名 町道南北線改修事業 1億2,600万円、3項 都市計画費、

事業名 都市計画道路整備事業 2,800万円、9款 消防費、1項 消防費、事業名 消防救

急デジタル無線整備事業 6,455万7,000円の追加です。これは、それぞれの事業につきまし

て、年度内に事業完了が見込めないため、翌年度へ繰り越して使用できる経費として提案す

るものでございます。

次に、歳出をご説明いたします。24ページです。

2款 総務費、1項 総務管理費、 1目 一般管理費、4節 共済費 27万円の減額、7節

賃金 130万円の減額は、職員の病気休暇等に対応するための非常勤職員等の実績見込みに

よる減額です。13節 委託料は、訴訟委託料について、今年度訴訟予定がないことから40万

円の減額です。庁内ＬＡＮ更新及びシステム開発・保守の落札減によるそれぞれ479万8,000

円、15万2,000円の減額、合わせて535万円の減額です。14節 使用料及び賃借料 28万1,00

0円の減額は、落札減に伴うものでございます。19節 負担金補助及び交付金は、他自治体

所在高等学校通学補助金の利用者が少なかったためによる75万円の減額、辺地共聴施設整備

事業補助金2地区分の消費税増額分 34万7,000円の追加、合わせて40万3,000円の減額です。

25節 積立金 2億2,214万3,000円の追加は、この度の予算補正で剰余となる財源につい

て財政調整基金への積立金 7,741万4,000円の追加、教育基金への寄付金1件分の積立金 2

9万円の追加、まちづくり応援基金への寄附金6件分の積立金 276万4,000円追加、国からの

地域の元気臨時交付金 交付決定額 2億7,650万7,000円からこれまでに財源充当した残分

を基金積み立てする1億4,167万5,000円の追加でございます。

続きまして、25ページです

5目 企画振興費、1節 報酬、9万4,000円の減額、8節 報償費、10万円の減額につきま

しては、まちづくり委員会の開催回数、出席人数等の減によるものです。7目 広域観光推

進費、4節 共済費 10万6,000円の減額及び7節 賃金 92万2,000円の減額は観光交流セン

ター事業推進員の採用が4月から7月に変更になったためのものです。8節 報償費 15万7,0

00円の減額は、観光大使が都合により来町できなかったための減額です。

続きまして、26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 25万円の追加は、

健康管理センターの燃料費増による国民健康保険特別会計繰出金の増額です。3目 老人福

祉費、28節 繰出金 64万2,000円の追加は、消費税率改正に対応するためのシステム改修

費用分の介護保険事業特別会計繰出金です。5目 保健福祉総務費、13節 委託料は、地域

生活支援事業の利用者減による15万8,000円の減額、障害者福祉システム保守管理の実績に

伴う減額 31万5,000円、合わせて47万3,000円の減額です。20節 扶助費 384万円の追加

は、障害者介護給付・訓練等給付費等の利用者増による増額です。
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9目 障害程度区分認定審査会費、27ページに入りまして、1節 報酬 28万8,000円の減

額は、渡島西部地域障害程度区分認定審査会の開催回数及び参加者数の減による減額です。

10目 福祉施設管理費、11節 需用費 70万円の追加は、地域活動支援センターの燃料費の

実績による増額です。

続きまして、28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 3,666万2,000円の追加は、地方財政計画による病院事業会計に

対する交付税措置額の増額分です。20節 扶助費 27万円の減額は、養育医療給付費等の実

績に伴うものです。21節 貸付金 84万円の追加は、4月採用予定の保健師支度金貸付制度

に基づく着任準備支度金の追加です。2目 予防費、13節 委託料 432万2,000円の減額は、

各種健診の受診者減及び各種予防接種の接種者数減による減額です。3目 環境衛生費、11

節 需用費 30万円の追加は、安行苑の灯油使用料の実績に伴う増額です。

29ページに入ります。15節 工事請負費 30万円の減額は、安行苑内外補修工事の落札減

によるものです。

続きまして、30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 586万2,000円の減額は、渡島西部広域事務組合負担金の実績に伴うものです。

続きまして、31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、11節

需用費 64万円の減額は、農業用施設維持補修費等の執行残によるものです。19節 負担金

補助及び交付金 70万円の減額は、施設園芸栽培拡大事業の事業費確定によるものです。

続きまして、32ページです。2項 林業費、1目 林業総務費、8節 報償費 52万4,000円

の減額は、熊等の捕獲出動回数、捕獲頭数減などによる減額です。2目 林業振興費、8節

報償費 40万円の減額は、駅前通商店街景観統一事業の実績見込みによる減額です。16節

原材料費 14万2,000円の減額は、林道維持補修費の執行残によるものです。19節 負担金

補助及び交付金 91万円の減額は、未来につなぐ森づくり推進事業補助金の事業量確定によ

る減額です。3目 町有林管理費は、町有林伐材売り払い収入減に伴う財源振り替えをする

ものです。

続きまして、33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

30万円の減額は、観光お土産品開発支援事業専門家招聘報償費の執行残です。合わせまし

て、道の地域づくり総合交付金の減額に伴う財源振り替えをするものです。3目 観光推進

費、4節 共済費 8万円の減額、7節 賃金 50万円の減額は、地域おこし協力隊の雇用が4

月から7月に変更になったことによるものです。

続きまして、34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、11

節 需用費 1万5,000円の減額、13節 委託料 334万円の減額は、町道南北線改修事業の

実績見込みによる減額です。15節 工事請負費は、町道南北線改修事業町施工工事の実績見

込みにより2,145万4,000円の減額、平成25年度国の補正予算に伴い、継続費の平成26年度分

から前倒しして実施する駅舎棟改修工事費（エスカレーター設置 9,000万円、トイレ改修2,

500万円、外壁改修1,100万円）合わせて1億2,600万円の追加を合わせ、1億454万6,000円の

追加でございます。駅舎棟改修工事につきましては、翌年度への繰越事業です。

なお、議案説明資料、資料番号1の1ページから4ページに位置図、平面図を添付してござ

いますのでご参照を願います。

続きまして、35ページです。3項 都市計画費、1目 都市計画総務費、28節 繰出金 3
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万5,000円の減額は、下水道事業特別会計への繰出金の減額です。2目 街路新設改良費、15

節 工事請負費 2,800万円の追加は、議案説明資料、資料番号1の1ページに位置図、5ペー

ジに事業内容、6ページに施工箇所図を添付してございます。都市計画道路環状線通整備事

業におきまして、平成26年度以降に予定しておりました一部改良舗装工事を国の補正予算に

伴い前倒しして実施するものです。翌年度への繰り越し事業となります。3目 都市計画整

備費、15節 工事請負費 5,430万円の減額は、ＪＲ木古内駅東側駐車場整備工事におきま

して、地盤調査の結果を受けての工法変更に伴い、本年度の工事量変更などによる減額です。

合わせて、国からの補助金、社会資本整備総合交付金が確定となったので財源振り替えをす

るものです。

続きまして、36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

助及び交付金は、実績見込みによる267万4,000円の減額、消防救急デジタル無線整備本体工

事負担金 6,455万7,000円の追加、合わせて6,188万3,000円の追加です。消防救急デジタル

無線整備本体工事に関しましては、議案説明資料、資料番号1の7ページに構成町負担金内訳

を添付しておりますのでご参照願います。当初、平成26年度に事業実施する予定でございま

したが、国の補正予算に伴い前倒しして実施するものです。翌年度への繰越事業になります。

続きまして、37ページです。10款 教育費、1項 教育総務費、2目 事務局費、7節 賃

金 64万1,000円の減額、14節 使用料及び賃借料 5万6,000円の追加は、実績見込みによ

る増減でございます。3目 財産管理費、11節 需用費 13万3,000円の追加は、校長住宅ボ

イラー修繕費用です。13節 委託料 39万3,000円の減額は、バス運行業務委託料等及び校

舎周辺環境整備委託料の実績見込みによるものです。15節 工事請負費 21万円の減額は、

教員住宅屋根塗装工事の落札減による減額です。

続きまして、38ページです。2項 小学校費、1目 学校管理費、11節 需用費 48万2,00

0円は、燃料費の増高に伴う追加です。15節 工事請負費 43万円の減額は、木古内小学校

改修事業の落札減による減額です。2目 教育振興費、8節 報償費 45万円の減額は、各部

活動・大会参加報償費の実績見込みによる減額です。14節 使用料及び賃借料 10万円の減

額は、車借り上げ料の実績見込みによる減額です。20節 扶助費 44万円の減額は実績見込

みによる減額です。

続きまして、39ページです。3項 中学校費、1目 学校管理費、11節 需用費 112万円

の追加は、光熱水費の実績に伴うものです。2目 教育振興費、20節 扶助費 35万円の減

額は実績見込みによる減額です。

続きまして、40ページです。4項 社会教育費、2目 公民館費、11節 需用費 66万9,0

00円の追加は、燃料費の実績に伴うものです。13節 委託料 54万6,000円の減額は、中央

公民館耐震改修工事実施設計業務委託料の落札減によるものです。15節 工事請負費 240

万円の減額は、中央公民館出入り口改修工事を平成26年度の中央公民館耐震改修事業に合わ

せて実施するために減額するものです。

続きまして、41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 26

8万4,000円の減額は、町民プール改修工事設計業務委託料の落札減によるものです。合わせ

て、町民プール改修工事費及び設計業務委託料に地域の元気臨時交付金 1,200万円財源充

当し財源振り替えするものです。3目 学校給食費、7節 賃金 29万6,000円、11節 需用

費 45万円、16節 原材料費 23万2,000円の減額は、決算見込みによる減額です。
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続きまして、42ページです。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 440万円、4節 共済費 540万8,000円の減額は、決算見込みによる人件費の減額

でございます。

続きまして、歳入についてご説明申し上げます。12ページをお開きください。

11款 分担金及び負担金、1項 負担金、1目 民生費負担金、3節 障害程度区分認定審

査会共同設置負担金 19万円の減額は、審査回数等の減による審査会を共同設置する構成3

町の負担金の減額です。

続きまして、13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 117万7,000円の追加は、障害者の介護給付・訓練等給付費及び補

装具給付費の実績見込み増に伴う負担金の増額です。2目 衛生費負担金、1節 保健衛生費

負担金 8万2,000円の減額は、母子保健衛生費負担金と対象となる未熟児の出生がなかった

ことによる減額です。

続きまして、14ページです。2項 国庫補助金、1目 民生費補助金、1節 社会福祉費補

助金 25万4,000円の減額は、障害者自立支援事業の利用回数の減によるものです。2目 衛

生費補助金、1節 保健衛生費補助金 10万円の減額は、がん検診等の受診者数減による疾

病予防対策事業費等補助金の減額です。4目 土木費補助金、1節 都市計画費交付金の追加

は、社会資本整備総合交付金として交付される、ＪＲ木古内駅東側駐車場整備事業交付金

4,186万円の減額、都市計画道路環状線通改良事業交付金 1,820万円の追加、駅舎棟改修事

業ほかによる都市計画整備事業交付金 4,100万円の追加、合わせまして1,734万円の追加で

す。

続きまして、15ページです。6目 総務費補助金、1節 辺地共聴施設整備事業補助金 34

万7,000円の追加は、幸連地区及び泉沢地区の地上デジタルテレビ放送難視聴解消事業とし

て実施している事業補助金の消費増税分の追加です。2節 地域の元気臨時交付金の追加は、

平成24年度の国の大型補正に伴い、事業実施された平成24年度繰越事業に対しまして交付決

定となりました2億7,650万7,000円のうち、平成24年度繰越明許財源の3,020万円と平成25年

12月補正予算財源の4,463万2,000円を差し引いた、2億167万5,000円を予算化するものでご

ざいます。

続きまして、16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 58万8,000円の追加は、障害者の介護給付・訓練等給付費及び補装具

給付費の実績見込み増に伴う負担金の増額です。2目 衛生費負担金、1節 保健衛生費負担

金 4万1,000円の減額は、対象となる未熟児の出生がなかったことによるものです。

続きまして、17ページです。2項 道補助金、1目 総務費補助金、1節 電源立地地域対

策交付金 73万円の追加及び2節 地域づくり総合交付金 130万円の減額は、補助金額の確

定によるものでございます。2目 民生費補助金、1節 社会福祉費補助金 12万8,000円は、

障害者自立支援事業の利用回数の減による減額です。3目 衛生費補助金、1節 保健衛生費

補助金は、妊婦健康診査、健康増進事業の受診者の減による67万2,000円の減額と子宮頸が

ん等ワクチンの接種者の減による137万円の減額、合わせて204万2,000円の減額です。

続きまして、18ページです。5目 農林水産業費補助金、3節 林業費補助金 56万1,000

円の減額は、未来につなぐ森づくり推進事業の事業量確定による減額です。

続きまして、19ページです。15款 財産収入、2項 財産売払収入、2目 生産物売払収入、
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1節 生産物売払収入 210万2,000円の減額は、委託事業の労務単価が上昇し、事業面積を

縮小したことによる材積等の減少などで売り払い収入が減少したことによるものでございま

す。

続きまして、20ページです。16款 寄附金、1項 寄附金、3目 教育費寄付金、1節 教

育費寄付金 29万円の追加及び4目 まちづくり応援寄附金、1節 まちづくり応援寄附金

276万4,000円の追加は、平成26年2月18日までの実績による教育費寄付1件、まちづくり応援

寄附6件分の追加でございます。

続きまして、21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 3,010万1,000円の減額は、町道南北線改修事業における事業

工程及び負担区分の変更に伴う、独立行政法人鉄道建設・運輸整備支援機構負担金の減額で

す。

続きまして、22ページです。5項 雑入、1目 雑入、1節 学校給食費 23万2,000円の減

額は、学校給食費本人負担の児童･生徒数の減による減額です。4節 雑入 10万4,000円の

減額は、養育医療給付費の本人負担分の減額です。5節 公共施設損害補償保険金 3,367万

8,000円の追加は、町民プール損壊に伴う補償保険金収入の確定によるものでございます。

続きまして、23ページです。20款 町債、1項 町債、3目 土木債、1節 道路整備事業

債 8,060万円の追加、2節 駐車場整備事業債 1,480万円の減額及び4節 都市計画整備事

業債 980万円の追加は、事業費の確定見込み及び国の補正予算に合わせて前倒しする事業

の起債限度額を増減するものです。

4目 消防債、1節 消防施設整備事業債 6,390万円の追加、2節 防災対策事業債 40万

円減額につきましても、事業費の確定見込み及び国の補正予算に合わせて前倒しする事業の

起債限度額の増減です。

説明は以上でございます。よろしくお願い申し上げます。

○議長（岩館俊幸君） 次に、町民税務課長。

○町民税務課長（大瀬政廣君） ただいま上程になりました、議案第11号 平成25年度木古

内町国民健康保険特別会計補正予算（第4号）の詳細について、歳出からご説明申し上げま

す。

歳出は、9ページをお開き願います。2款 保険給付費、1項 療養諸費、1目 一般被保険

者療養給付費、19節 負担金補助及び交付金、一般被保険者療養給付費 430万円の減額を

お願いします。

続きまして、10ページです。2款 保険給付費、2項 高額療養費、1目 一般被保険者高

額療養費、19節 負担金補助及び交付金、一般被保険者高額療養費 430万円の追加をお願

いします。

続きまして、11ページです。7款 共同事業拠出金、1項 共同事業拠出金、1目 高額医

療費拠出金、19節 負担金補助及び交付金、医療費拠出金として195万3,000円の減額をお願

いします。2目 保険財政安定化事業拠出金、19節 負担金補助及び交付金、医療費拠出金

として261万5,000円の減額をお願いします。

続きまして、12ページです。8款 保健事業費、3項 特別総合保健施設事業費、2目 施

設管理費、11節 需用費、健康管理センター燃料費Ａ重油として25万円の追加をお願いしま

す。
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続きまして、13ページです。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財政調整交付金過年度精算分として20万円の追加をお願いしま

す。

続きまして、14ページです。10款 諸支出金、3項 繰出金、1目 直営診療施設操出金、

28節 繰出金、直営診療施設繰出金。直診診療施設に対する医療機器導入等の国庫補助金の

確定に伴い、220万7,000円の追加をお願いします。

続きまして、15ページです。11款 予備費、1項 予備費、1目 予備費、予備費。共同事

業交付金の見込みが少なくなり、確定分として不足分1,151万1,000円を予備費より充当する

ものです。

続きまして、歳入を説明させていただきます。6ページをお開きください。3款 国庫支出

金、2項国庫補助金、1目 財政調整交付金、1節 財政調整交付金、特別調整交付金 220万

7,000円の追加をお願いします。

続きまして、7ページです。7款 共同事業交付金、1項 共同事業交付金、1目 高額医療

費共同事業交付金、1節 高額医療費共同事業交付金、1,673万2,000円の減額をお願いしま

す。2目 保険財政共同安定化事業交付金、1節 保険財政共同安定化事業交付金 121万3,0

00円の追加をお願いします。

続きまして、8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 25万円の追加をお願いします。

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。

ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

○議長（岩館俊幸君） 病院事務局長。

○病院事業事務局長（地本隆利君） それでは、議案第12号 平成25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。

それでは、5ページをお開き願います。1款 病院事業収益、2項 医業外収益、3目 他会

計負担金 3,666万2,000円の追加は、交付税措置額の増額によるものです。6目 補助金、

国庫補助金 304万円の追加は、医師の確保対策及び救急患者受入に要した費用に対しての

補助金によるものです。7目 負担金交付金 212万4,000円の追加。

6ページをお開き願います。休日当番診療確保に対する交付金でございます。

次に、7ページです。1款 資本的収入、3項 国庫補助金、1目 国庫補助金 55万5,000

円、4項 道費補助金、1目 道費補助金 27万8,000円の減額は医療機器購入事業の確定に

よるものです。

以上で、説明を終わります。

○議長（岩館俊幸君） 保健福祉課長。

○保健福祉課長（中島茂行君） ただいま上程になりました、議案第14号 木古内町介護保

険事業特別会計補正予算（第3号）について、歳出よりご説明を申し上げます。

12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、13節

委託料 74万6,000円につきましては、平成26年4月に消費税率の改正に伴い、介護報酬等が

改定されるため、今年度中に介護保険システム改修の必要があるための追加となっておりま

す。

13ページをお開き願います。2款 保険給付費、2項 高額介護サービス費、1目 高額介
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護サービス費、19節 負担金補助及び交付金 160万円につきましては、高額介護サービス

費及び高額医療合算介護サービス費の見込額が増えることにより追加をお願いするもので

す。

続きまして、14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 41

万6,000円につきましては、高額介護サービス費及び高額医療合算介護サービス費の見込額

から交付金を差し引いた残りの不足分を予備費から充当するものです。

続きまして、歳入をご説明申し上げます。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、1節 現年度分 32万円に

つきましては、介護給付費の増額に伴う財源措置の追加となっております。

続きまして、7ページをお開き願います。4款 国庫支出金、2項 国庫補助金、4目 介護

保険事業費補助金、1節 介護保険事業費補助金 37万2,000円につきましては、介護保険シ

ステムの改修に伴う財源措置の追加となっております。

続きまして、8ページをお開き願います。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、1節 現年度分 46万4,000円につきましては、介護給付費の増額に

伴う財源措置の追加となっております。

続きまして、9ページをお開き願います。6款 道支出金、1項 道負担金、1目 介護給付

費負担金、1節 現年度分 20万円につきましては、同じく介護給付費の増額に伴う財源措

置の追加となっております。

続きまして、10ページをお開き願います。7款 繰入金、1項 一般会計繰入金、1目 介

護給付費繰入金、1節 現年度分 20万円につきましては、同じく介護給付費の増額に伴う

財源措置の追加となっております。同じく、4目 その他一般会計繰入金、1節 事務費繰入

金 44万2,000円につきましては、介護保険システムの改修に係る歳出の増額に伴い一般会

計からの繰り入れとなっております。

続きまして、11ページをお開き願います。7款 繰入金、2項 介護サービス事業勘定繰入

金、1目 介護サービス事業勘定繰入金、1節 介護サービス事業勘定繰入金 6万8,000円に

つきましては、介護サービス事業勘定会計の精査により繰入金が減額するものです。

以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議をお願いいたします。

続きまして、議案第15号 木古内町介護サービス事業特別会計補正予算（第１号）につい

て、歳出よりご説明を申し上げます。

8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、9節 旅

費 1万1,000円減額、11節 需用費 1万3,000円減額、19節 負担金補助及び交付金 5,00

0円減額につきましては、決算見込みとなっております。13節 委託料 37万8,000円減額に

つきましては、介護予防サービス利用者が当初の見込みより減ったことによる減額となって

おります。28節 操出金 6万8,000円につきましては、介護サービス計画収入の減額により、

操出金の減額をするものでございます。

続きまして、歳入のご説明を申し上げます。

6ページをお開き願います。1款 サービス収入、1項 介護給付費収入、1目 居宅介護サ

ービス計画費収入、1節 居宅介護サービス計画費収入 8万7,000円につきましては、居宅

介護サービス利用者増に伴い、8万7,000円の追加ということでございます。
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続きまして、7ページをお開き願います。1款 サービス収入、2項 介護予防給付費収入、

1目 介護予防サービス計画費収入、1節 介護予防サービス計画費収入 56万2,000円につ

きましては、介護予防サービス利用者減に伴う減額となっております。

以上で、説明を終わらせていただきますので、よろしくご審議をお願いいたします。

時 間 の 延 長 に つ い て

○議長（岩館俊幸君） 時間延長について、皆さんにお諮りいたします。

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）

○議長（岩館俊幸君） 異議ないものと認め、時間を延長することに決定しました。

建設水道課長。

○建設水道課長（若山 忍君） 議案第16号 平成25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、ご説明申し上げます。

歳出から説明させていただきます。11ページをお開きください。

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で30万

円の減額をお願いします。水洗化助成金の不用額を減額するものです。2目 クリーンセン

ター費、11節 需用費で105万円の減額をお願いします。修繕費の90万円の減額は、自家発

電機バッテリー交換が不要となったことによる減額、整備費 15万円は不用額の減額です。

13節 委託料で18万円の減額ですが、汚泥運搬・処分費の不用額を減額するものです。

続きまして、12ページです。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 170万円の減額をお願いします。汚水管渠整備工事の75万円及び中央通公共汚

水桝移設工事 45万円の減額は、落札減によるものです。公共汚水桝設置工事 50万円の減

額は不用額の減額です。

続きまして、13ページです。3款 公債費、1項 公債費、1目 元金 450万円は財源振替

です。2目 利子、23節 償還金利子及び割引料 88万円の減額をお願いします。長期債利

子における不用額の減額です。

続いて、歳入の説明をさせていただきます。7ページをお開きください。

1款 分担金及び負担金、1項 負担金、1目 受益者負担金、1節 現年度分 75万円の追

加をお願いします。これは、下水道受益者負担金の一括納入等による追加です。

続きまして、8ページです。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 3万5,000円の減額をお願いするものです。これは、一般会計からの繰入金を調

整するものです。

続きまして、9ページです。6款 諸収入、2項 受託事業収入、1目 下水道事業受託事業

収入、1節 下水道事業受託事業収入 32万5,000円の減額をお願いします。歳出の施設整備

費と同じ理由による減です。

続きまして、10ページです。7款 町債、1項 町債、1目 下水道事業債、1節 下水道事

業債 450万円の減額をお願いします。下水道事業資本費平準化債の減です。
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以上でございます。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

○議長（岩館俊幸君） 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。

4番 吉田 幸さん。

○4番（吉田 幸君） 4番 吉田です。

一般会計の総務費の部分、企画振興費。まちづくり委員の報酬の減額が、9万4,000円今回

出てきています。まちづくり委員会につきましては、6次振興計画の作成について、大変お

世話になっているわけですが、減額されているということはたぶん欠席の部分なのかなとい

う認識はしています。

この部分で条例を調べてみますと、現在、10人以上そして15人未満のまちづくり委員がい

るのですが、この中でその会議等に出席されては半数が出席すると成立するのでいいのです

けれども、だいたい9万4,000円というのは金額的にするとかなり多くなっているのかなと思

います。実質、だいたいどのくらいの人数で平均会議をされたのか、把握していましたらそ

れを現状をお願いします。

○議長（岩館俊幸君） まちづくり新幹線課長。

○まちづくり新幹線課長（福田伸一君） 平成25年度に開催いたしましたまちづくり委員会でご

ざいますが、当初、委員さん15名で10回の開催を見込んでございました。

実績でございますが、全体会議以外に各部会を設けたことによりまして、延べ56名の出席

ということになってございます。その差額の9万4,000円を、この度減額させていただくとい

うことでございます。

○議長（岩館俊幸君） ほかにございませんか。

6番 竹田 努さん。

○6番（竹田 努君) 一般会計の35ページですけれども、街路新設改良費で資料が付いてい

ますけれども6ページ。これを見ますと、都市計画道路環状線の部分を路盤改良含めた舗装

工事をやると。随分、半端というか、新幹線の高架下というか。確かにいま現状は、あの道

路はかなり傷んでいますよね。舗装が掘れているという状況で、補修をしなければないなと

いうそういう思いはするのですけれども、なぜこういう半端な部分。いまの跨線橋ではなく

て、陸橋といいますか。橋までやったほうがいいのではないか。確かに説明の中では、前倒

しの中で、繰り越しして新年度工事はかかるだろうと思うのですけれども、なぜこういうＲ、

カーブの部分だけの工事なのかという部分について、ちょっと。

○議長（岩館俊幸君） まちづくり新幹線課長。

○まちづくり新幹線課長（福田伸一君） お尋ねの環状線通のこの度の補正の件でございます

が、この施工区間132ｍにつきましては、町が事業を施工する区間でございまして、これか

ら橋までの区間につきましては、ＪＲ北海道また北海道等々と工法協議を行う中で、ＪＲの

在来線、現在営業しております在来線に近接するということでございまして、ＪＲが工事を

施工しなければならないということでございますので、この区間は今後の工事になるという

ことで、前段、今回補正する部分については、町が施工できる区間ということでこの度補正

させていただきました。

○議長（岩館俊幸君） ほかに。

2番 又地信也さん。
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○2番（又地信也君) 一般会計の歳入の19ページ、総務課長から説明を受けたのですけれど

も。生産物売払収入、△の210万2,000円この部分もうちょっと詳細に。早くて聞き取れなか

ったです。詳細に産業経済課長でもいいですから。

○議長（岩館俊幸君） 産業経済課長。

○産業経済課長（木村春樹君） お尋ねの生産物売払収入でございますが、減額の理由が二

つございます。一つは、それぞれの事業積算単価が上昇したことによります事業面積の減で

ございます。もう一つは、施工の箇所における単位材積の減少によるものでございます。

積算につきましては、労務単価が昨年の4月から15％相当上がったことによりまして、施

工面積がおおよそ4.3ｈａ減少になりました。当初、40.16ｈａが変更後35.86ｈａでおおよ

そ4.3ｈａ減少となりました。

一方で、単位材積につきましては、当初想定した天然林の材積がヘクタールあたりおおよ

そ5立方メートル減になっております。単価としては8,400円で見込んでおりますので、その

積算分が減になっております。金額でいいますと、面積分がおおよそ130万円の減です。単

位材積分がおおよそ80万円の減です。

一方で、天然林の単価が若干見込めるということでその分、10万円ほど増となって、差し

引き200万円ほどの減となっております。以上です。

○議長（岩館俊幸君） ほかにございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（岩館俊幸君） 他に質疑がないようですので、質疑を終了いたします。

最初に、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）

○議長（岩館俊幸君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。

採決を行います。

お諮りいたします。

議案第10号 平成25年度木古内町一般会計補正予算（第12号）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）

○議長（岩館俊幸君） 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

ました。

次に、議案第11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）

○議長（岩館俊幸君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。

採決を行います。

お諮りいたします。

議案第11号 平成25年度木古内町国民健康保険特別会計補正予算（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）

○議長（岩館俊幸君） 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
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ました。

次に、議案第12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）

○議長（岩館俊幸君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。

採決を行います。

お諮りいたします。

議案第12号 平成25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）

○議長（岩館俊幸君） 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

ました。

次に、議案第14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）

○議長（岩館俊幸君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。

採決を行います。

お諮りいたします。

議案第14号 平成25年度木古内町介護保険事業特別会計補正予算（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）

○議長（岩館俊幸君） 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

ました。

次に、議案第15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）

○議長（岩館俊幸君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。

採決を行います。

お諮りいたします。

議案第15号 平成25年度木古内町介護サ－ビス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）

○議長（岩館俊幸君） 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

ました。

次に、議案第16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）

○議長（岩館俊幸君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。

採決を行います。

お諮りいたします。
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議案第16号 平成25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）

○議長（岩館俊幸君） 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

ました。

議案第13号 平成25年度木古内町水道事業会計補正予算（第4号）

○議長（岩館俊幸君） 日程第16 議案第13号 平成25年度木古内町水道事業会計補正予算

（第4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。

副町長。

○副町長（大野泰君） ただいま上程になりました、議案第13号 平成25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。収益的支出の予定額におきまして、営業費用に832万3,000円

を追加し、その総額を1億6,362万円とするものです。

2ページをお開き願います。資本的収入の企業債を1,280万円、工事負担金を410万円、合

わせて1,690万円を減額し、その総額を1,510万円とするものです。

資本的支出におきましては、建設改良費を1,690万円減額し、総額を7,242万1,000円とす

るものです。

3ページをお開き願います。企業債の限度額を1,280万円減額し、750万円とするものです。

なお、詳細につきましては、建設水道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。

○議長（岩館俊幸君） 建設水道課長。

○建設水道課長（若山 忍君） 議案第13号 平成25年度木古内町水道事業会計補正予算（第

4号）について、ご説明申し上げます。

収益的支出から説明させていただきます。8ページをお開きください。

1款 水道事業費用、1項 営業費用、6目 資産減耗費、節 固定資産除却費 832万3,00

0円の追加は、浄水場計装設備を改修したことによる固定資産除去費です。なお、固定資産

除却費につきましては、減価償却費と同様に現金の支出の伴わない科目となっております。

資本的支出の説明させていただきます。10ページをお開きください。

1款 資本的支出、1項 建設改良費、2目 配水管改良費、節 工事請負費 650万円の減

額をお願いします。これは、北海道が行っている駅前広場建設工事で軟弱地盤対策が必要と

なり、水道管の敷設スペースに制約を受ける事から、今年度当初予算で計上していたこの駅

前広場建設に伴う水道管整備工事を取りやめるものです。同じく3目 配水管移設費、節

工事請負費 1,040万円の減額をお願いします。これは、函館開発建設部が行っている大平

地区の函館江差自動車道建設工事の進捗状況が工法の検討等で遅れており、これも今年度当

初予算で計上していた函館江差自動車道建設に伴う水道管移設工事を取りやめるものです。

なお、新年度には再度予算計上する予定としております。
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資本的収入の説明させていただきます。9ページをお開きください。

1款 資本的収入、1項 企業債、1目 企業債、節 企業債 1,280万円と2項 工事負担

金、1目 工事負担金、節 工事負担金 410万円、合わせて1,690万円の減額をお願いしま

す。先ほど歳出で説明しました、駅前広場建設に伴う水道管整備工事及び函館江差自動車道

建設に伴う水道管移設工事の工事請負費の減額によるものです。

以上でございます。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

○議長（岩館俊幸君） 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。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（岩館俊幸君） 質疑がないようなので、質疑を終了いたします。

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。

採決を行います。

お諮りいたします。

議案第13号 平成25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）

○議長（岩館俊幸君） 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

ました。

議案第28号 定住自立圏形成協定の締結について

○議長（岩館俊幸君） 日程第17 議案第28号 定住自立圏形成協定の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。

○町長（大森伊佐緒君) ただいま上程になりました、議案第28号 定住自立圏形成協定の締

結について、提案理由の説明を申し上げます。

今後、函館市との間で締結を予定している定住自立圏形成協定について、木古内町定住自

立圏形成協定の議決に関する条例（平成25年条例第31号）の規定により、議会の議決を求め

るものでございます。

なお、協定書（案）につきまして、まちづくり新幹線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。

○議長（岩館俊幸君） まちづくり新幹線課長。

○まちづくり新幹線課長（福田伸一君） ただいま上程になりました、定住自立圏形成協定の締

結について、ご説明申し上げます。

本協定では、函館市を甲、木古内町を乙としております。
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第1条は、目的でございます。

中心市宣言を行った甲と甲が行った中心市宣言に賛同した乙が、相互に役割を分担し、連

携を図りながら、圏域に必要な都市機能および生活機能を確保し、安心して暮らせる定住自

立圏を形成することを目的としております。

第2条は、基本方針でございます。

甲および乙は、第1条に規定する目的の達成のために定住自立圏を形成し、政策分野の取

組において相互に役割を分担して連携を図るものとしております。

第3条は、連携する取組の分野および内容ならびに甲乙の役割分担でございます。

甲および乙が連携して取り組む政策分野は、次に掲げるものとし、その取組の内容ならび

に当該取組における甲および乙の役割は別表第1から別表第3までに定めるとおりとしており

ます。

（1）生活機能の強化に係る政策分野では、別表第1をご覧ください。アとして広域医療体

制等の充実、イとして広域観光の推進でございます。

（2）結びつきやネットワークの強化に係る政策分野では、別表第2をご覧ください。アと

して地域公共交通、イとして基幹道路等ネットワーク整備の促進、ウとして国際化の推進で

ございます。

（3）圏域マネジメント能力の強化に係る政策分野では、別表第3をご覧ください。アとし

て人材育成等でございます。

第4条は、事務執行にあたっての連携および分担でございます。第1項は事務の執行につい

て、第2項は別表第1から別表第3に規定するもの以外の必要な費用の負担について、第3項は

費用負担に関する協議について定めております。

第5条は、協定の変更について。第6条は、協定の廃止について。第7条は、疑義の解決に

ついて定めております。

説明は以上でございます。よろしくご審議をお願いいたします。

○議長（岩館俊幸君） 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。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（岩館俊幸君） 質疑がないようなので、質疑を終了いたします。

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。

採決を行います。

お諮りいたします。

議案第28号 定住自立圏形成協定の締結については、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）

○議長（岩館俊幸君） 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

ました。
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議案第29号 北海道市町村職員退職手当組合規約の一部を変更する協議について

○議長（岩館俊幸君） 日程第18 議案第29号 北海道市町村職員退職手当組合規約の一部

を変更する協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。

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29号 北海道市町村職員退職手

当組合規約の一部を変更する協議について、提案理由の説明を申し上げます。

本規約の新旧対照表につきましては、議案説明資料、資料番号1の14ページに添付してお

りますのでご参照願います。

変更内容につきましては、上川中部消防組合及び伊達・壮瞥学校給食組合が解散脱退する

ことに伴い、構成団体を定めた別表から、上川中部消防組合及び伊達・壮瞥学校給食組合を

削るものでございます。

附則といたしまして、この規約は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第286条第1項の規

定による、総務大臣の許可の日から施行するとしております。

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いたします。

○議長（岩館俊幸君） 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。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（岩館俊幸君） 質疑がないようなので、質疑を終了いたします。

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。

採決を行います。

お諮りいたします。

議案第29号 北海道市町村職員退職手当組合規約の一部を変更する協議については、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）

○議長（岩館俊幸君） 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

ました。

予算・関連議案一括議題

議案第17号～議案27号

議案1号～議案第9号（平成26年度各会計予算）

○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ます。

議会事務局長。
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○議会事務局長（山本 哲君） それでは、朗読いたします。

日程第19 議案第17号 木古内町地域の元気臨時交付金基金条例制定について、日程第20

議案第18号 江差線代替輸送確保基金条例制定について、日程第21 議案第19号 木古内町

子ども・子育て会議条例制定について、日程第22 議案第20号 消費税率及び地方消費税率

の改正に伴う関係条例の整理に関する条例制定について、日程第23 議案第21号 木古内町

嘱託員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24 議案第22号 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一部を改正する条例制定

について、日程第25 議案第23号 職員の給与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26 議案第24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、日程第27 議案第25号 教育長の給与及び勤務時間等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28 議案第26号 木古内町国民健康保険税条例の一部を改

正する条例制定について、日程第29 議案第27号 木古内町立学校給食センター条例の一部

を改正する条例制定について、日程第30 議案第1号 平成26年度木古内町一般会計予算、

日程第31 議案第2号 平成26年度 木古内町国民健康保険特別会計予算、日程第32 議案

第3号 平成26年度木古内町後期高齢者医療特別会計予算、日程第33 議案第4号 平成26年

度木古内町国民健康保険病院事業会計予算、日程第34 議案第5号 平成26年度木古内町水

道事業会計予算、日程第35 議案第6号 平成26年度木古内町介護老人保健施設事業会計予

算、日程第36 議案第7号 平成26年度木古内町介護保険事業特別会計予算、日程第37 議

案第8号 平成26年度木古内町介護サ－ビス事業特別会計予算、日程第38 議案第9号 平成

26年度木古内町下水道事業特別会計予算、以上です。

○議長（岩館俊幸君） 日程第19 議案第17号ほか19件については、平成26年度各会計予算

と関連がありますので一括議題といたします。

お諮りいたします。

ただいま一括議題としました20件の案件につきましては、本会議における提案理由の説明

及び質疑を省略し、「平成26年度木古内町予算等審査特別委員会」を設置するとともに、議

長を除く全議員を委員に選任し、これに付託の上、審査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。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○議長（岩館俊幸君） 異議ないものと認め、ただいま一括議題としました20件の案件につ

きましては、本会議における提案理由の説明及び質疑を省略し、「平成26年度木古内町予算

等審査特別委員会」を設置するとともに、議長を除く全議員を委員に選任し、これに付託の

上、審査することに決定をいたしました。

次に、ただいま設置されました、「平成26年度木古内町予算等審査特別委員会」に対し、

本議会から地方自治法第98条第1項の規定に基づく検査権を委任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）

○議長（岩館俊幸君） 異議ないものと認め、「平成26年度木古内町予算等審査特別委員会」

に対し、本議会から地方自治法第98条第1項の規定に基づく検査権を委任することに決定を

いたしました。

これより、木古内町議会委員会条例第9条第1項の規定による、委員長及び副委員長の互選
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を行うため、特別委員会の開催をお願いします。

暫時、休憩をいたします。

休憩 午後 5時08分

再開 午後 5時16分

○議長（岩館俊幸君） 休憩を解き、会議を再開いたします。

諸般の報告をいたします。

休憩中に、第1回平成26年度木古内町予算等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いたします。

平成26年度木古内町予算等審査特別委員会、委員長に3番 佐藤 悟さん、副委員長に 1

番 福嶋克彦さん

以上のとおり互選された旨の報告がありました。

休 会 の 宣 告

○議長（岩館俊幸君） お諮りいたします。

ただいま設置されました、平成26年度予算等審査特別委員会の審査が終了するまで、本会

議を休会といた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）

○議長（岩館俊幸君） 異議ないものと認めます。

よって、平成26年度予算等審査特別委員会の審査が終了するまで、本会議を休会とするこ

とに決定をいたしました。

どうも、ご苦労様でございました。

（ 午後５時１８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26年3月6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



平成２６年３月１３日（木）第２号平成２６年３月１３日（木）第２号平成２６年３月１３日（木）第２号平成２６年３月１３日（木）第２号

○ 開 会 日 時 平成２６年３月１３日（木曜日）午後３時２２分

○ 閉 会 日 時 平成２６年３月１３日（木曜日）午後３時５８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 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

副町長 大 野 泰

総務課長 新井田 勝 幸

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 福 田 伸 一

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

病院事業事務局長 地 本 隆 利

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
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平成２６年第１回木古内町議会定例会議事日程

第２号 平成２６年３月１３日（木） 午後３時２２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 議会運営委員会報告

４ 平成26年度予算等審査特別委員会報告

５ 議案 第30号 朝日団地２号棟建設工事（建築主体工事）請負契約の締結につい
て

６ 発議案第１号 議会閉会中の所管事務調査について

７ 意見書案第１号 ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充を求める意見書

８ 意見書案第２号 住民の安全・安心を支える「国の出先機関」の拡充を求め、「公
務の民営化・独立行政法人化・業務委託化」に反対する意見書

９ 意見書案第３号 ＴＰＰ交渉等国際貿易交渉に係る意見書

10 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２６年 ３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２６年第１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

26. 3. 13 吉田、平野 な し な し 山 本

又地、竹田

新井田 近 藤

２．平成26年第1回木古内町議会定例会の追加議案等について

(1)議案第30号 朝日団地２号棟建設工事（建築主体工事）請負契約の

締結について

(2)意見書案第3号 ＴＰＰ交渉等国際貿易交渉に係る意見書

以上、2件を今定例会の案件として追加することとする。



月   日 出席した会議等名称 場   所 出 席 者 備   考

3月6日
第1回平成26年度木古内町予算等審査特別
委員会

第1研修室 全委員

3月7日
第2回平成26年度木古内町予算等審査特別
委員会

第1研修室 全委員

3月10日
第3回平成26年度木古内町予算等審査特別
委員会

第1研修室 全委員

3月11日
第4回平成26年度木古内町予算等審査特別
委員会

第1研修室 全委員

第2回議会運営委員会 第5研修室 全委員、副議長、議長

第5回平成26年度木古内町予算等審査特別
委員会

第5研修室 全委員

平成２６年第１回木古内町議会定例会（３月６日)以降における諸会議等の開催・出席状
況は次のとおりである。

議長諸報告（平成２６年第１回定例会提出）

3月13日

－82－
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平成２６年 ３月１３日

木古内町議会

議 長 岩 館 俊 幸 様

平成２６年度予算等審査特別委員会

委員長 佐 藤 悟

平成２６年度予算等審査特別委員会報告書

平成２６年第１回木古内町議会定例会において、本委員会に付託された下記案件は、審

査の結果、別記のとおり意見を付して決定したので、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

26.3. 6 佐藤、福嶋、又地 な し な し 山 本

吉田、平野、竹田

笠井、新井田 近 藤

東出

26.3. 7 佐藤、福嶋、又地 な し 大森町長、大野副町長、野村教育長、新井田総務課長 山 本

吉田、平野、竹田 福田まちづくり新幹線課長、中尾新幹線振興室長、木村産業経済課長

笠井、新井田 佐藤生涯学習課長、大瀬町民税務課長、若山建設水道課長 近 藤

東出 中島保健福祉課長、泉主査、山下主査、幅崎主査、敦沢主事

小澤病院管理者、地本病院事務局長、平野主幹、羽沢主査、尾坂主任

阿部主査、吉田（広）主査、小田島主任、木本主任、岩本主任

森井代表監査委員

26.3.10 佐藤、福嶋、又地 な し 大野副町長、新井田総務課長、若山建設水道課長、小池主幹 山 本

吉田、平野、竹田 吉田（広）主査、構口主査、村上主査、小西主任、岩本主任、木本主任

笠井、新井田 大瀬町民税務課長、田中主幹、大坂主査、吉澤主査、片桐主査、田畑主査 近 藤

東出 中島保健福祉課長、尾坂主幹、木村産業経済課長、藤谷主幹、東主査

堺主査、羽澤主任、吉田主事、柏谷主事、木村事務局長、西嶋主査

岩館議長、山本議会事務局長、森井代表監査委員、又地監査委員

山本監査委員事務局長
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26.3.11 佐藤、福嶋、又地 な し 大野副町長、新井田総務課長、山下主査、中島保健福祉課長、尾坂主幹 山 本

吉田、平野、竹田 竹田主査、高村主査、高橋主査、若山建設水道課長、構口主査

笠井、新井田 福田まちづくり新幹線課長 中尾新幹線振興室長、加藤（隆）主査 近 藤

東出 吉田（宏）主査、中山主査、福井主任、野村教育長、佐藤生涯学習課長

佐藤学校給食センター長、渋谷主幹、平野（智）主査、西山（敬）主査

加藤（崇）主査、畑中主査、木元主任、石川主事、森井代表監査委員

26.3.13 佐藤、福嶋、又地 な し な し 山 本

吉田、平野、竹田

笠井、新井田 近 藤

東出

２．付託案件

議案第17号 木古内町地域の元気臨時交付金基金条例制定について

議案第18号 江差線代替輸送確保基金条例制定について

議案第19号 木古内町子ども・子育て会議条例制定について

議案第20号 消費税率及び地方消費税率の改正に伴う関係条例の整理に関する条例

制定について

議案第21号 木古内町嘱託員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

議案第22号 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

一部を改正する条例制定について

議案第23号 職員の給与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24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25号 教育長の給与及び勤務時間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26号 木古内町国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定について

議案第27号 木古内町立学校給食センター条例の一部を改正する条例制定について

議案第１号 平成26年度木古内町一般会計予算

議案第２号 平成26年度木古内町国民健康保険特別会計予算

議案第３号 平成26年度木古内町後期高齢者医療特別会計予算

議案第４号 平成26年度木古内町国民健康保険病院事業会計予算

議案第５号 平成26年度木古内町水道事業会計予算

議案第６号 平成26年度木古内町介護老人保健施設事業会計予算

議案第７号 平成26年度木古内町介護保険事業特別会計予算

議案第８号 平成26年度木古内町介護サ－ビス事業特別会計予算

議案第９号 平成26年度木古内町下水道事業特別会計予算

以上、20件はいずれも原案どおり可決すべきものと決定しました。
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３．審査所見

３月６日から１３日までの日程で、平成２６年度各会計予算９件並びに関連議案１１件

について、慎重に審議を行った。

平成２６年度木古内町一般会計予算及び各特別会計等の予算は、新幹線関連整備事業費

約１５億円など、第６次木古内町振興計画の初年度となる政策予算を含め、約９８億５，

１００万円という近年にない大型の予算編成となっている。

一般会計については、歳入不足となる約４，０００万円は財政調整基金から繰り入れて

おり、将来への負担となる町債が約１０億円と歳入総額の約１８％を占めている。

町債に対しては、国からの地方交付税による一定程度の支援もあることは理解するが、

今後の財政収支計画に支障を来すことのないよう、慎重な財政運営を強く要望する。

以下、３点について意見を付す。

１．食材購入のあり方について

学校給食センターでは、食材となる原材料を主に町内商店の２業者で構成する納入組合

から購入している。

一方、病院事業では、委託料の支出を抑制するとともに食材の安定した供給を図るため、

米を除くほとんどが委託業者自社の物流によるものとなっている。

地産地消の推進という観点から、地元食材を安価で安定した供給が図られるとともに、

町内商業者に対する商業振興に資することが可能な仕組みづくりについて検討されたい。

２．ふるさとの森スキー場の整備について

ふるさとの森スキー場施設の老朽化については、以前から議会で指摘をしてきたところ

であるが、新年度予算においてスキー場リフト改修工事費の予算が計上された。

経費節減から平日の夜間利用が制限されるなど、利用者数は年々減少傾向となっている。

今後、利用者から喜ばれる施設となるよう、リフトの増設を含めたコースの延長や斜面の

傾斜・拡大等について検討されたい。

３．教育委員会のタイヤショベル借り上げについて

教育委員会では毎年度、タイヤショベルの借上料が計上されているが、新年度予算にお

いては使用期間も延長となっているが、約２倍の額が予算計上されている。

行政全体を含め、総合的な利用方法を検討する中で、購入または借り上げについて、財

政部局と十分な協議を行った上で予算執行されるよう強く要請する。
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（ 午後３時２２分 開会 ）

開 会 ・ 開 議 の 宣 告

○議長（岩館俊幸君） 定刻になりましたので、ただいまから3月6日に引き続き、会議を開

会いたします。

ただいまの出席議員は10名です。

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

○議長（岩館俊幸君） 日程第1 会議録署名議員の指名を行います。

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 長 諸 報 告

○議長（岩館俊幸君） 日程第2 議長諸報告。

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。

議 会 運 営 委 員 会 報 告

○議長（岩館俊幸君） 日程第3 議会運営委員会報告。

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 幸さん。

○4番（吉田 幸君） 平成26年3月13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 幸。

議会運営委員会報告書。

平成26年第1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ございますので、省略をさせていただきます。

2．平成26年第1回木古内町議会定例会の追加議案等について。

(1)議案第30号 朝日団地2号棟建設工事（建築主体工事）請負契約の締結について。
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(2)意見書案第3号 ＴＰＰ交渉等国際貿易交渉に係る意見書。

以上、2件を今定例会の案件として追加することとする。

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。

○議長（岩館俊幸君） 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。

質疑ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（岩館俊幸君） 質疑がないようですので、報告済みといたします。

平成26年度予算等審査特別委員会報告

○議長（岩館俊幸君） 日程第4 平成26年度予算等審査特別委員会報告。

平成26年3月6日開催の平成26年第1回木古内町議会定例会において設置されました、平成2

6年度予算等審査特別委員会の報告を求めます。

平成26年度予算等審査特別委員会 委員長 3番 佐藤 悟さん。

○3番（佐藤 悟君） 平成26年3月13日 木古内町議会 議長 岩館俊幸様。平成26年度予

算等審査特別委員会 委員長 佐藤 悟。

平成26年度予算等審査特別委員会報告書。

平成26年第1回木古内町議会定例会において、本委員会に付託された下記案件は、審査の

結果、別記のとおり意見を付して決定したので、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。

会議開催状況については、3月6日から3月13日まで5回開催しており、欠席委員はありませ

んでした。

2. 付託案件。

付託案件については、予算関連議案として、議案第17号 木古内町地域の元気臨時交付金

基金条例制定についてほか10件と、議案第1号 平成26年度木古内町一般会計予算ほか8会計

の、あわせて20件であり、いずれも原案どおり可決すべきものと決定しました。

3. 審査所見。

3月6日から13日までの日程で、平成26年度各会計予算9件並びに関連議案11件について、

慎重に審議を行った。

平成26年度木古内町一般会計予算及び各特別会計等の予算は、新幹線関連整備事業費約15

億円など、第6次木古内町振興計画の初年度となる政策予算を含め、約98億5,100万円という

近年にない大型の予算編成となっている。

一般会計については、歳入不足となる約4,000万円は財政調整基金から繰り入れており、

将来への負担となる町債が約10億円と歳入総額の約18％を占めている。

町債に対しては、国からの地方交付税による一定程度の支援もあることは理解するが、今

後の財政収支計画に支障を来すことのないよう、慎重な財政運営を強く要望する。

以下、3点について意見を付す。

1. 食材購入のあり方について。
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学校給食センターでは、食材となる原材料を主に町内商店の2業者で構成する納入組合か

ら購入している。

一方、病院事業では、委託料の支出を抑制するとともに食材の安定した供給を図るため、

米を除くほとんどが委託業者自社の物流によるものとなっている。

地産地消の推進という観点から、地元食材を安価で安定した供給が図られるとともに、町

内商業者に対する商業振興に資することが可能な仕組みづくりについて検討されたい。

2. ふるさとの森スキー場の整備について。

ふるさとの森スキー場施設の老朽化については、以前から議会で指摘をしてきたところで

あるが、新年度予算においてスキー場リフト改修工事費の予算が計上された。

経費節減から平日の夜間利用が制限されるなど、利用者数は年々減少傾向となっている。

今後、利用者から喜ばれる施設となるよう、リフトの増設を含めたコースの延長や斜面の傾

斜・拡大等について検討されたい。

3. 教育委員会のタイヤショベル借り上げについて。

教育委員会では毎年度、タイヤショベルの借上料が計上されているが、新年度予算におい

ては使用期間も延長となっているが、約2倍の額が予算計上されている。

行政全体を含め、総合的な利用方法を検討する中で、購入または借り上げについて、財政

部局と十分な協議を行った上で予算執行されるよう強く要請する。

以上です。

○議長（岩館俊幸君） 平成26年度予算等審査特別委員会委員長の報告が終わりましたが、

この特別委員会は議長を除く全議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）

○議長（岩館俊幸君） 異議ないものと認めます。

ただいま、委員長から報告がありましたとおり、平成26年度予算等審査特別委員会に付託

した案件は、全て原案のとおり可決です。

お諮りいたします。

平成26年度予算等審査特別委員会に付託いたしました、議案20件につきましては、委員長

報告のとおり、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）

○議長（岩館俊幸君） 異議なしと認め、委員長報告のとおり可決することに決定をいたし

ました。

議案第30号 朝日団地2号棟建設工事（建築主体工事）請負契約の締結について

○議長（岩館俊幸君） 日程第5 議案第30号 朝日団地2号棟建設工事（建築主体工事）請

負契約の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。

○町長（大森伊佐緒君） ただいま上程になりました、議案第30号 朝日団地2号棟建設工事

（建築主体工事）の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。
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この度、契約する工事につきましては、予定金額が5,000万円を超えることから、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

結につきまして、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4の1ページに入札の執行状況を添付しておりますので、ご参照を

願います。

工事名は、朝日団地2号棟建設工事（建築主体工事）。

工事場所は、字本町地内。

請負契約金額は、1億2,960万円。

契約の相手方は、茂泉・川瀬経常建設共同企業体。

なお、工期につきましては契約の日から平成26年9月30日まででございます。

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いたします。

○議長（岩館俊幸君） 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。

○6番（竹田努君） 契約議決については、何も異議はないわけですけれども。ただ、先般の

落札したプールも確か茂泉さんが入っていたように思うのですけれども、それで工期が若干

輻輳するだろうと思うのですけれども。それで工期内に、双方ともそのことによっての問題

はないというそういう進めに当然しなければないと思うのですけれども。はたして、こうい

う大きな工事が単年度で二つ落札。これは、入札のルールですからその部分についても何も

問題はないわけですけれども。工事の施工にあたって、十分工期の遅れ等、特にプールにつ

いては使用開始のプールの開設する月等を限定していることもありますので、そういう遅れ

のないように十分配意していただきたい。特にそのことについて、こういう工法といいます

かそういうので進めるという特別なもし考え等があれば、お答え願いたいと思います。

○議長（岩館俊幸君） 建設水道課長。

○建設水道課長（若山 忍君） 今回の朝日団地2号棟建設工事の建築主体工事につきまして

は、ＲＣ造の2階建て1棟8戸を予定しております。

また、プールについては既に発注済みで、木造で計画しております。いずれにいたしまし

ても、工期内に終われるような指導監督に努めてまいりたいというふうに思っております。

○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）

○議長（岩館俊幸君） 質疑がないようですので、質疑を終了いたします。

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。

採決を行います。

お諮りいたします。

議案第30号 朝日団地2号棟建設工事（建築主体工事）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）
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○議長（岩館俊幸君） 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

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

○議長（岩館俊幸君） 日程第6 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

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）

○議長（岩館俊幸君） 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をいたし

ました。

意見書案第1号 ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充を求める意見書

○議長（岩館俊幸君） 日程第7 意見書案第1号 ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成

の拡充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。

9番 東出洋一さん。

○9番（東出洋一君） 9番 東出洋一です。

意見書案第1号 ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充を求める意見書案につい

て、提案理由をご説明申し上げます。

意見書案第1号 平成26年3月6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 東出洋一、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 吉田 幸。

ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充を求める意見書。

上記の意見書案を会議規則第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。

我が国においてはウイルス性肝炎、特にＢ型・Ｃ型肝炎の患者が350万人以上とされ、医

療費助成の対象から外れている患者が相当数に上がっています。特に、肝硬変・肝がん患者

は高額の医療費を負担せざるを得ないだけではなく、就労不能のかたも多く、生活は困窮を

きわめております。

肝硬変・肝がん患者は、毎日120人以上のかたが亡くなっており、医療費助成を含む生活

支援の実現は、一刻の猶予もない課題であります。

よって、ウイルス性肝硬変・肝がんに係る医療費助成制度を創設すること。肝機能障害に
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よる身体障害者手帳の認定基準を緩和し、患者の実態に応じた認定制度にすることを内閣総

理大臣、衆参両院議長及び各関係大臣に提出するものです。

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いたします。

以上です。

○議長（岩館俊幸君） 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。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（岩館俊幸君） 質疑がないようですので、質疑を終了いたします。

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。

採決を行います。

お諮りいたします。

意見書案第1号 ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充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）

○議長（岩館俊幸君） 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

ました。

意見書案第2号 住民の安全・安心を支える「国の出先機関」の拡充を求め、

「公務の民営化・独立行政法人化・業務委託化」に反対する意見書

○議長（岩館俊幸君） 日程第8 意見書案第2号 住民の安全・安心を支える「国の出先機関」

の拡充を求め、「公務の民営化・独立行政法人化・業務委託化」に反対する意見書について

を議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

1番 福嶋克彦さん。

○1番（福嶋克彦君） 1番 福嶋克彦です。

意見書案第2号 住民の安全・安心を支える「国の出先機関」の拡充を求め、「公務の民営

化・独立行政法人化・業務委託化」に反対する意見書案について、提案理由をご説明申し上

げます。

意見書案第2号 平成26年3月6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 福嶋克彦、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。

住民の安全・安心を支える「国の出先機関」の拡充を求め、「公務の民営化・独立行政法

人化・業務委託化」に反対する意見書。

上記の意見書案を会議規則第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。

東日本大震災をはじめ、未曾有の災害が相次ぐ中で、国の役割が益々重要となっておりま

す。
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しかし、国家公務員には連年の定員削減と行政改革推進法による定員純減、人員不足によ

り行政サービスに支障をきたしています。ＪＲ北海道の相次ぐトラブルが象徴するように、

民営・業務委託化による弊害は多く、安全・安心にかかわることは国の責任で行うことが不

可欠であります。北海道の広大な面積、降雪寒冷地であるなどの地理的特殊性を踏まえると、

安易な出先機関などの撤退・縮小は容認できません。国による行政サービス維持の観点から、

国の出先機関改革にあたっては、廃止、地方移管を前提としないこと。行政サービスの拡充

をはかるため必要な人員を確保することなどを、内閣総理大臣、衆参両院議長及び各関係大

臣に提出するものです。

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いたします。

○議長（岩館俊幸君） 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。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（岩館俊幸君） 質疑がないようですので、質疑を終了いたします。

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。

採決を行います。

お諮りいたします。

意見書案第2号 住民の安全・安心を支える「国の出先機関」の拡充を求め、「公務の民営

化・独立行政法人化・業務委託化」に反対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）

○議長（岩館俊幸君） 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

ました。

意見書案第3号 ＴＰＰ交渉等国際貿易交渉に係る意見書

○議長（岩館俊幸君） 日程第9 意見書案第3号 ＴＰＰ交渉等国際貿易交渉に係る意見書

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。

2番 又地信也さん。

○2番（又地信也君） 2番 又地信也でございます。

意見書案第3号 ＴＰＰ交渉等国際貿易交渉に係る意見書案について、提案理由をご説

明申し上げます。

平成26年3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 同 笠井敬吾、賛成者 同 新井田昭男。

ＴＰＰ交渉等国際貿易交渉に係る意見書。

上記の意見書案を会議規則第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。

ＴＰＰ交渉については、本年2月に閣僚会合が開催されましたが、多くの分野で各国の主

張の隔たりが大きく、大筋合意には至りませんでした。



- 93 -

しかしながら、4月のアメリカオバマ大統領の来日に向けて、米国から衆参両院の農林水

産委員会における決議を逸脱した譲歩を強く迫られかねず、予断を許さない状況が続いてい

ます。

ＴＰＰは農業だけの問題ではなく、国民一人ひとりの暮らしや地域社会の将来に極めて大

きな禍根を残す問題であり、国民的議論のないまま交渉を進めることは、決して国益にかな

うものではありません。

よって、政府は平成25年4月の衆参両院農林水産委員会における決議を遵守すること。

すべての国際貿易交渉における重要品目等の関税維持をすることを、内閣総理大臣はじめ

各関係大臣に提出するものです。

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いたします。

○議長（岩館俊幸君） 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。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（岩館俊幸君） 質疑がないようですので、質疑を終了いたします。

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。

採決を行います。

お諮りいたします。

意見書案第3号 ＴＰＰ交渉等国際貿易交渉に係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）

○議長（岩館俊幸君） 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

ました。

暫時、休憩をいたします。

休憩 午後3時53分

再開 午後3時57分

○議長（岩館俊幸君） 休憩を解き、会議を再開いたします。

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

○議長（岩館俊幸君） 日程第10 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）
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○議長（岩館俊幸君） 異議なしと認め、承認することに決定いたしました。

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）

○議長（岩館俊幸君） 異議なしと認め、承認することに決定をいたしました。

閉 会 の 宣 告

○議長（岩館俊幸君） 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

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26年第1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５８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26年3月13日
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