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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６月１２日（木）第１号

○ 開 会 日 時 平成２６年６月１２日（木曜日）午前１０時００分

○ 閉 会 日 時 平成２６年６月１２日（木曜日）午後 １時４５分

・出席議員（１０名）

１番 福 嶋 克 彦 ６番 竹 田 努

２番 又 地 信 也 ７番 笠 井 敬 吾

３番 佐 藤 悟 ８番 新井田 昭 男

４番 吉 田 裕 幸 副議長 ９番 東 出 洋 一

５番 平 野 武 志 議 長 １０番 岩 館 俊 幸

・欠席議員（なし）

・地方自治法第121条の規定により説明のため出席した説明員

町 長 大 森 伊佐緒

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 名須賀 六 男

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 平 野 弘 輝

教 育 長 野 村 広 章

生涯学習課長 佐 藤 宏 生

学校給食センター長 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 吉 田 廣 之



平成２６年第２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補正予算（第2号） 26. 6.12 原案可決

議案第２号
平成26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. 6.12 原案可決

議案第３号
平成26年度木古内町介護保険事業特別会計補正予
算（第1号）

26. 6.12 原案可決

議案第４号
平成26年度木古内町下水道事業特別会計補正予算
（第1号）

26. 6.12 原案可決

議案第５号
木古内町空き家等の適正管理に関する条例制定に
ついて

26. 6.12 原案可決

議案第６号
北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の一
部を変更する協議について

26. 6.12 原案可決

議案第７号
北海道市町村総合事務組合規約の一部を変更する
協議について

26. 6.12 原案可決

議案第８号
木古内町過疎地域自立促進市町村計画の変更につ
いて

26. 6.12 原案可決

諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦について 26. 6.12 可と答申

報告第１号
平成25年度木古内町一般会計歳出予算の繰越明許
費について

26. 6.12 報告済み

報告第２号
平成25年度木古内町一般会計歳出予算の継続費繰
越計算書について

26. 6.12 報告済み

報告第３号
平成25年度木古内町教育委員会の活動状況に関す
る点検・評価報告書について

26. 6.12 報告済み

発議案第１号 農業委員会委員の推薦について 26. 6.12 推薦決定

発議案第２号 議会閉会中の所管事務調査について 26. 6.12 原案承認

意見書案第１号 手話言語法制定を求める意見書 26. 6.12 原案可決

意見書案第２号
道教委による「新たな高校教育に関する指針」の
見直しと地域や子どもの実態に応じた高校づくり
の実現を求める意見書

26. 6.12 原案可決

意見書案第３号

義務教育費国庫負担制度堅持・負担率1/2への復
元、「30人以下学級」の実現をめざす教職員定数
改善、就学保障充実など2015年度国家予算編成に
おける教育予算確保・拡充に向けた意見書

26. 6.12 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. 6.12 承認

－1－
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平成２６年第２回木古内町議会定例会議事日程

第１号 平成２６年６月１２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 一般質問

６ 報告 第１号 平成25年度木古内町一般会計歳出予算の繰越明許費について

７ 報告 第２号 平成25年度木古内町一般会計歳出予算の継続費繰越計算書について

８ 報告 第３号 平成25年度木古内町教育委員会の活動状況に関する点検・評価報告書
について

９ 議案 第１号 平成26年度木古内町一般会計補正予算(第2号)

10 議案 第３号 平成26年度木古内町介護保険事業特別会計補正予算（第1号）

11 議案 第４号 平成26年度木古内町下水道事業特別会計補正予算（第1号）

12 議案 第２号 平成26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５号 木古内町空き家等の適正管理に関する条例制定について

14 議案 第６号 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の一部を変更する協議に
ついて

15 議案 第７号 北海道市町村総合事務組合規約の一部を変更する協議について

16 議案 第８号 木古内町過疎地域自立促進市町村計画の変更について

17 諮問 第１号 人権擁護委員候補者の推薦について

18 発議案第１号 農業委員会委員の推薦について

19 発議案第２号 議会閉会中の所管事務調査について
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20 意見書案第１号 手話言語法制定を求める意見書

21 意見書案第２号 道教委による「新たな高校教育に関する指針」の見直しと地域や子ど
もの実態に応じた高校づくりの実現を求める意見書

22 意見書案第３号 義務教育費国庫負担制度堅持・負担率1/2への復元、「30人以下学級」
の実現をめざす教職員定数改善、就学保障充実など2015年度国家予算
編成における教育予算確保・拡充に向けた意見書

23 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 ６月１２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 裕 幸

議会運営委員会報告書

平成２６年第２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

25. 6. 9 吉田、平野 な し 副町長、総務課長 山 本

又地、竹田

新井田 吉 田

２．平成26年第2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、6月12日の1日限りとしたい。

(2) 議事日程については、別紙配布のとおりである。

なお、重要な案件については議会運営委員会を開催することとし、議事日程の

追加や変更は議長に一任する。

(3) 付議案件は、議案8件、諮問1件、報告3件、発議案2件、意見書案3件である。

(4) 一般質問者は2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

3月14日 木古内中学校　卒業証書授与式 木古内中学校
福嶋、又地、佐藤
吉田、竹田、笠井
議長

3月15日 衆議院議員前田一男氏新春の集い 中央公民館
福嶋、又地、佐藤
吉田、平野、笠井
議長

3月18日 第8回議会だより編集特別委員会 第5研修室 全委員

木古内小学校　卒業証書授与式 木古内小学校 全議員

例月出納検査 第2研修室 又地

3月20日 学校管理職送別会 あおき和洋亭苑 議長

平成26年第1回渡島西部広域事務組合議会臨時会 福島町 佐藤、新井田、議長
議長に報告
議員に配布済み

渡島西部広域事務組合汚泥再生処理センター竣
工式

福島町 佐藤、新井田、議長

4月1日 辞令交付式 議長室 議長

4月4日 平成26年度木古内町交通安全推進委員会総会 第1研修室 議長

木古内小学校入学式 木古内小学校
福嶋、又地、佐藤
吉田、平野、笠井
新井田、東出、議長

木古内中学校入学式 木古内中学校
福嶋、又地、吉田
笠井、新井田、東出
議長

4月15日 木古内町観光協会定期総会 木古内商工会 議長

4月18日 例月出納検査 第2研修室 又地

4月20日 平成26年度春の全道火災予防運動防火パレード 木古内消防署 議長

平成26年第2回木古内町議会臨時会 議場 全議員

議員懇談会 第5研修室 全議員

4月22日 第9回議会だより編集特別委員会 第5研修室 全委員

4月23日
平成26年度木古内商工会工業部会通常総会及び
木古内町との町政研修会

木古内商工会 議長

例月出納検査 第2研修室 又地

学校管理職歓迎会 清本鮨 議長

議長諸報告（平成２６年第２回定例会提出）

平成２６年第１回木古内町議会定例会（３月１３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。

3月19日

3月26日

4月7日

4月21日

4月25日

－5－



月   日 出席した会議等名称 場   所 出 席 者 備   考

4月26日 第67回松前さくらまつり開会式 松前町 議長

第12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臨時
会

北斗市 福嶋、副議長
議長に報告
議員に配布済み

荒川副知事新幹線駅舎視察 新幹線駅舎 議長、又地

木古内町町内会連合協議会平成26年度通常総会 第1研修室 議長

5月9日 第13回総合交通体系調査特別委員会 第5研修室 全委員

5月11日 ＪＲ江差線お別れセレモニー ＪＲ木古内駅 全議員

江差代替バス運行セレモニー 全議員

江差木古内線バス出発式 議長

5月15日 例月出納検査 第2研修室 又地

5月16日 渡島西部四町議連第1回理事会 第5研修室 吉田、副議長、議長

民主党道南地域政策懇談会 第5研修室 議長

木古内商工会第54回通常総会 木古内商工会 議長

5月22日 福井県勝山市議会行政視察 介護老健いさりび 議長

木古内中学校第45回校内陸上競技大会 木古内中学校 又地、平野、副議長

北海道新幹線木古内駅・高架橋見学会 新幹線駅舎 全議員

道州制問題を考える緊急集会 札幌市 議長

平成26年第3回木古内町議会臨時会 議場 全議員

第1回総務・経済常任委員会 第5研修室
又地、佐藤、吉田
平野、竹田、笠井
新井田、東出、岩舘

5月28日 渡島総合開発期成会総会 函館市 議長

5月29日 2014原水爆禁止国民平和大行進 正副議長室 議長

5月30日
木古内町心身障害者福祉協会平成26年度定期総
会

木古内町高齢者
交流センター

議長

北海道新幹線建設促進木古内町期成会平成26年
度総会

北海道新幹線研修会

　6月5日
～6月6日

北海道町村議会議長会定期総会及び研修会 札幌市 議長

6月7日 木古内小学校大運動会 木古内小学校 議長

6月9日 第3回議会運営委員会 第5研修室 全委員、副議長、議長

5月20日

5月24日

～5月25日

5月26日

6月2日 第5研修室
福嶋、又地、佐藤
竹田、笠井、新井田
副議長、議長

4月28日

5月1日

5月12日 ＪＲ木古内駅前

－6－
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（ 午前１０時００分 開会 ）

開 会 ・ 開 議 の 宣 告

○議長（岩館俊幸君） ただいまから、平成26年第2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。

8番 新井田昭男さん、9番 東出洋一さん。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26年3月13日に開かれました、平成26年第1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」の報告を求めます。

議会運営委員会 委員長 4番 吉田裕幸さん。

○4番（吉田裕幸君） 平成26年6月12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 吉田裕幸。

議会運営委員会報告書。

平成26年第2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2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、6月12日の1日限りとしたい。

(2) 議事日程については、別紙配布のとおりである。

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

は議長に一任する。

(3) 付議案件は、議案8件、諮問1件、報告3件、発議案2件、意見書案3件である。

(4) 一般質問者は2名であり、通告順により質問者ごとに行うこととする。

以上であります。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。
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○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、報告を終了いたします。

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

1日限りといたしたいと存じますが、これにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○議長（岩館俊幸君） 異議ないものと認めます。

よって、会期は本日1日限りと決定をいたしました。

議 長 諸 報 告

○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、6月5日、北海道町村議会議長会第65回定期総会が札幌市で開催され、昨年に引き続

き渡島町村議会議長会を代表いたしまして「北海道新幹線開業に伴う交通ネットワークの確

立について」の要望をしてまいりました。

特に、並行在来線に対する財政支援並びに函館・江差自動車道の整備促進と合わせ、松前

半島道路の早期整備について強く要望してきておりますので、皆さんにご報告をいたします。

一 般 質 問

○議長（岩館俊幸君） 日程第5 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6番 竹田 努さん。

○6番（竹田 努君） 6番 竹田 努です。

それでは、先ほど議長の挨拶がありましたように、木古内町の人口減に伴う町の将来につ

いて、一般質問をさせていただきます。

定住対策、子育て支援については、これまでもいろんな形で取り組んできておりますが、

人口減の歯止めにならなかったように思っているところであります。

昨年、策定しました「第6次木古内町振興計画」は、第5次の10年間の検証の結果を踏まえ

た向こう10年間の基本計画であります。
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5月10日の新聞記事に、「自治体の危機、将来消滅する可能性の自治体」の一覧が掲載され

まして、私ばかりでなく町民からも、「いまはいいけれど、子どもや孫の時代になったらど

うなるのか。」などの声を耳にいたします。

町長は、振興計画でも「安心して暮らせ、生涯にわたり希望や生き甲斐を持ち続けられる

北の大地の福祉都市『きこない』を目指す。」、こう明言をいたしております。町長として、

このマスコミに出された部分について、町民に対して、「どう安心だ」という部分を伝える

お考えなのかお聞かせ願います。

また、そのことによって、町のビジョン、振興計画等を見直すという考えがあるのか見解

を求めるところであります。どうぞよろしくお願いいたします。

○議長（岩館俊幸君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君) 6番、竹田議員のお尋ねにお答えをいたします。

人口減に伴う町の将来につきましてのお尋ねでございますが、全国的に人口減が進む中で、

当町におきましても、毎年、人口の減少が続いております。

また、日本創世会議の人口減少問題検討分科会が発表した人口推計からも、今後の減少は

益々進むことが読み取れますし、また将来の自治体の存続を案ずる新聞報道が印象的でござ

いました。

当町といたしましては、これまでも人口減や移住・定住に向けた環境整備を継続的に進め

ておりますが、今日の人口減の現実をしっかりと受け止め、その対応に当たらなければなり

ません。

このため、6月の初旬に、庁舎内に人口減少対策検討会議を設置し、当町の将来について

を集中的に議論することといたしました。

この検討会議では人口減少、活力あるまちづくり、移住・定住対策、企業誘致など、人口

減少に関する対策についてあらゆる角度から検討を行うこととし、新しく要因となる北海道

新幹線の開業、高規格自動車道木古内インターチェンジの開通など、利便性の増す交通体系

の活用などについても議論をし、年内を目途に方向性を示すこととしております。

私といたしましては、減少する人口を最小限に抑えることと、いまここに暮らす方々が幸

せを感じていただける施策の実践が大切と認識しておりますので、第6次木古内町振興計画

の基本理念であります、「協働・ともに語り、ともに行動するまちづくり」を実践する中で、

これからも町民の皆様が安心して暮らせるまちづくりを目指してまいります。

○議長（岩館俊幸君） 6番 竹田 努さん。

○6番（竹田 努君） ただいま、町長のほうから「町としての取り組みとして、6月の上旬

に」、これは庁舎内という捉え方でいいのでしょうか。庁舎内で構成をする人口減対策とい

いますか、それらを立ち上げたという。その中では、人口減はもちろんではありますけれど

も、移住・定住これらを含めた。また、企業誘致をも含めた部分で、この検討会議。そうい

う部分では、一歩前進といいますか、何もしないよりは、やはり最小限に留めるというその

努力の一つの一貫としてのあれはいいのかなと。

ただ、いま町長から庁舎内ということの話なのですが、やはりこれは町挙げての取組対策

というか、やはり町内会がいいのか、いろんな団体・組織がいいのか。やはり官民一体とな

っての取組体制でなければ、役場だけでやってもなかなか大胆な発想が出てこないのですよ

ね。ですから、例えばいま町長が言われた移住・定住対策についても取り組むのだと。やは
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りここであっても、思い切った町有地の例えば、何年か前に分譲をしました新道の町有地・

分譲地を町外から移住するかたに対して、「無償で提供します」だとか、やはり何年間住ん

だら例えば、税の軽減含めた大胆な方向性を出さないとなかなか。過去にだって定住対策で

もいろいろ議論をしましたけれども、これという部分で成果が上がっていないということを

考えますと、本当にもう遅しのきらいもありますけれども、いま思い切ってそういうふうな

政策を立ち上げるようにしなければだめなのかなというふうに思っています。

この人口減対策については、同僚の新井田議員も同趣旨の部分で一般質問を予定いたして

おりますから、自分とすればもっともっとやはり、せっかく今回庁舎内で立ち上げた人口減

対策。この部分を、やはりいま役場のＯＢ会もあるのですよね、会として。やはりそういう

部分のいろんな角度からの知恵も入れるだとか、過去に何年か前にあれしました結婚の婚活

パーティーというのですか。婚活のその催しも商工青年部が主体に取り組んだ部分もあるの

ですけれども、単発で終わるのではなくて、やはり行政もそこに支援をして、町外からお嫁

さんに来てもらう、お婿さんを迎えるだとか、そういうことも大胆に打ち出さなければ、こ

の部分はやはり厳しいのかなというふうに思っています。

ただ、町長の先ほどの答弁の中で、この人口減の安心を町民にどう応えるのかという部分。

あるいは振興計画、町のビジョンも特に見直しをしないようなコメントのように受け止める

のですけれども、その辺再度お聞かせ願いたいとこのように思います。

○議長（岩館俊幸君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君) 竹田議員のご指摘のとおりでございまして、これからは一定の大胆

さというのは求められるかと思います。この庁舎内で立ち上げました検討会議につきまして

は、年内を目処に一定の方向性を出すわけでございますが、いきなり大勢のかたで議論をし

ましても、まとまる一本の線をある程度作ることが先決だと思っておりますので、まずは庁

舎内での議論からははじめます。そのあと、皆様方との議論も行わせていただきます。場合

によっては、多くの方々にご参加をいただくという形になるかもしれません。そののち、最

終決定という運びになりますので、この期間の中で鋭意協議をしていくと。その節には、皆

様方のお力添えを賜りたいと考えております。

先ほど、「町民のかたに安心をどう伝えますか。あるいは、町の第6次の振興計画の変更に

ついて」ということでお答えをいたしましたが、再度申し上げますと、まず住民の皆さんに

は最小限にまず人口減を留めるということ。そして、住んでいるかたの幸せというものをま

ず考えると。法律の中でもそうですが、何人以下になったら町がなくなるというルールはい

まありません。したがいまして、いまいる人口を少しでも少なくして、いまいるかたが幸せ

になる、こういう施策は必要ではないかと思っております。

また、人口が減少することによって、交付税が下がるとか様々な影響はありますので、こ

こはしっかりと押さえられるような施策を作っていきたいと思います。

そして、また、ビジョンの変更につきましては、これまでの第6次振興計画で申し上げて

いますように、「協働」ということを柱に変えないでそのまま行くと。ただ、実施計画の中

では、様々な施策を取り組んだり、ローリングしたり、様々なことができますので、これは

優先順位をしっかりと見定めて進めて行き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） 概ね了解をするわけですけれども、例えばこの振興計画について、実
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施計画の中でローリングをするのだということですから理解はします。ただ、やはりこのい

まの木古内町の、自分もいろいろデータを調べてみて、2011年から26年。ここの5か年を見

る限りでは、800名減少しているのですよね。ということは、1年に平均しますと、その年に

よって130くらいの時もあれば180という大きな年もありますけれども、平均しますと160。

この160では人口も減ってきていますから、当然これからの減少の人数も自ずとそれに比例

をして減ってくるだろうと。少なく見込んでも、やはり向こう10年を見通した場合に、1,50

0名近くが人口減するという。これは、やはり過去の実績・データからすれば、間違いのな

い数字だろうと。多少のでこぼこがあるにしても、それらをきちんと踏まえて。

もう一つ私が心配するのは、人口減は当然、いろんな対策も手立てもしなければならない

のですけれども、やはりそれに人口減に伴う町の財政。それが、やはり町の危機というふう

につながるわけですから、一緒にしっかりとしたやはり財政基盤の確立もやはりしていかな

いと、人口減だけに目を向けてもだめだろうとこういうふうに感じますので、その辺につい

てはしっかりとこの人口減対策を取り組んでいただきたいということを申し上げて、1点目

を終わりたいと思います。

それでは、第2点目。これも、町の振興に関する部分で質問いたしますけれども、北海道

新幹線開業をどう活かすのかという部分であります。

2年弱に迫った「夢の新幹線」開業。いま、そのためのいろいろな整備が順調に進んでい

るとこう思っています。一方では、事業、工事が進むにつれて、駅前通りを見ますと若干、

寂しさを感じるところも出ております。「新幹線のまち」としてこのチャンスを活かすべき

と考えます。町が生き残るためには、このことよりないのではないかと感じているところで

あります。

町長は、常日頃から、「新幹線が開通した場合に、いかに多くの人に乗り降りしていただ

くか、そのことにすべてが係っている。」とこう強調しております。そのことについての、

いろんな事業を行っているというふうに思っています。

当然、そのための受け皿となる木古内町の魅力ある観光や、いまこれから工事をしようと

する観光交流センターを中心に、渡島西部・桧山南部と連携した広域観光が順調に進められ

ているところでもあります。

多くのかたをお迎えするための、おもてなしの精神はどうでしょうか。官民一体で取り組

まなければならないものと思っているところです。

新幹線を降りて、「木古内町の町を見て、素敵な町だな、きれいな町だね、寒中みそぎら

しい町だね。」こう感じていただけるのかどうなのか、このことが大事な鍵になるのではな

いでしょうか。

町長、この新幹線開業に伴って何処を目指すのか、町長の見解を伺いいたします。

○議長（岩館俊幸君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君) 北海道新幹線開業に向けたお尋ねでございますが、北海道新幹線木

古内駅の開業が目前に迫る中、当町といたしましては、本年、北海道新幹線の開業を最大限

に活用するための最も重要な1年と位置付け、関連する数々の事業に職員が一丸となって取

り組んでおります。

中でも、新幹線でお越しになるお客様に対する、暖かな「おもてなし」や、北海道の玄関

口に相応しい魅力的なまちづくりは大変重要であると考えており、平成24年度に策定した「木
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古内観光アクションプラン」に基づき、様々な取り組みを進めております。

昨年度は、町民の方々と13回にわたり「まち歩き・商店街部会」及び「おもてなし部会」

を開催し、木古内最大の観光、文化資源である「寒中みそぎ」を核とした、町内回遊方策の

推進や、町民の皆様におもてなしの心を広めて行くための「おもてなし3カ条」を制定する

などの活動を行ったところでございます。

私は、今後、新幹線開業に向けまして、町民自らが木古内にあるものを丁寧に発掘をし、

さらに磨き上げると同時に、お出でになるお客様に、それを暖かな心を添えて紹介して行け

るようなまちづくりを進めることが重要と考えております。引き続き、官民一体となった取

組を進めてまいります。

○議長（岩館俊幸君） 6番 竹田 努さん。

○6番（竹田 努君） 町長、いろんな新幹線開業に向けたハード・ソフト含めて、取り組ん

でいるという実態は、私も評価をしますし理解もするわけであります。ただ、ここの後段の

ほうに書いているように、木古内町を「みそぎの町」として売り出すのか、「新幹線の町」

として訴えるのか。確かに、迎えるための「おもてなし」の精神といいますか、これらにつ

いても、官民一体となって取り組んできているという部分もわかるのですけれども。

例えば、身近な部分を見て、木古内町を歩いて、例えば国道・道道を通って役場まで来る。

その間でも、「木古内ってきれいな町だね」とはたして言えるでしょうか。やはり、迎える

ための「もてなし」というか、心づもりがどこかやはり足りないのかなと。いろんな委員会

の中でも言っているように、例えば役場の庁舎のタイルの欠けている部分だとか、そんなの

は簡単に直せると思うのですよね。周辺のこのタイル目地にしても雑草にしても、やはり花

いっぱい運動で毎年、町を環境美化に力を入れてきた町長ですから、やはりこの春先には「町

民清掃の日」。名称は別ですけれども、やはり「きれいな町」にするためのそういう運動。

どこかでやはり立ち上げて、1日職員も含めて、やはり草取り、ごみ拾いをするだとか、や

はりそれが本来の迎える「おもてなし」になるのではないかとこういうふうに思っています。

それと、どうもこの新幹線開業と先ほど何処を目指すのかという部分についても、例えば

食文化一つとっても、何年か前に「ほたて炙り丼を木古内の食文化にしよう」という取り組

み。そして、2年前からはこだて和牛、キャラクターのキーコを含めて、はこだて和牛で木

古内町は売り出そうと。今度は、観光交流センターでは、鶴岡市のアルケッチャーノの指導

の中で、フレンチレストランを立ち上げる。これも木古内町の野菜、自然食を使った料理で

すから、それはそれとしていいのかなと思うのですけれども。本当に、何処をどう目指すの

か。本当にはこだて和牛、キーコで勝負をするのであれば、もっとやはりこの1階にあるキ

ーコの駅長室、ロビー。あそこも、大胆に玄関を入ったら、「おっ、木古内ってすごいな」

と言うくらいのそういう大胆さがやはり必要ではないのかなと。そういう部分で、きょうは

何処をどうするというのは縷々、内部で検討をしなければならない部分もあるのかなという

ふうに思いますから、特にその部分の町長の考えがあれば別ですけれども、そうでなければ

それ以上の議論はできないのかなというふうに思いますけれども。

町長、このことで町長としての本当の腹というのですか、何処をどうするのかという。新

幹線で勝負をするのか、はこだて和牛で行くのか、この辺がどうも見えてきません。この辺

についてはどうなのでしょうか。

○議長（岩館俊幸君） 町長。
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○町長（大森伊佐緒君) 何処を目指すのかということになりますと、当町では少なくともみ

そぎとか、和牛とか、ほたてとか、いくつかの外に向けて、自信をもってお勧めできるもの

がございますが、それだけではなかなかお客さんに足を運んでいただくということは難しか

と思います。ですから、「町が何が目玉だ」ということは、これからいろんなことをやった

中で、「これが一番で、これが二番」ということは言えるかと思いますが、現在は様々なこ

とをチャレンジして、その中でお客さんに喜んでいただけるものを目指して行くということ

になるかと思います。これが、同じことが言えるのは、木古内町だけでお客さんを呼ぶこと

ができないので、広域観光ということになります。現在は、渡島西部四町とそして檜山南部

5町ですが、これが函館市そして北斗市。また、駒ヶ岳の広域観光、さらには北は長万部、

今金、この道南と言われる地域が一つの観光エリアとして、この北海道ばかりではなく国内

外に向けて発信して行くことが観光の成功裏に結びつけるものだというふうに信じて、いま

事業を進めております。したがいまして、そのためにはどうするかということですが、新幹

線というのはあくまでも来ていただく、また乗っていただく手段でありますので、新幹線で

お出でいただいたお客さんをどのように満足していただいて、そしてリピーターとして、再

度また来ていただけるようにするかということになるのですが。

そうなりますと、私がお尋ねにもありますように、いかにたくさんのかたに乗っていただ

く、いかにたくさんのかたに降りていただくと。というのは、いまだけの話ではなくて、新

函館北斗駅が開業した時には、まだ木古内町の駅で停まる本数は大幅に減少することはない

と思います。しかし、札幌延伸で札幌駅が開業した時には、木古内駅が飛ばされていくとい

う考えをもたなければならないと思います。その時に、たくさんのかたが利用していること

によって、ＪＲ北海道に対しても本数を少しでも増やしてもらうような、こういった働きか

けができるという将来の展望に立ったことを常々お話をしております。そのためには、私達

がやることは、まず降りていただく、乗っていただくということでございますし、民間のか

たがやるのは降りていただいたかたをどう魅力的な町にして、お客様を迎えるかということ

でございますので、これは議員がおっしゃるとおり、官民が一体となって進めていくことが

大事でありますので、今後とも官民が一体となった取り組みについて、進めていきたいと思

っております。

○議長（岩館俊幸君） 6番 竹田 努さん。

○6番（竹田 努君） 縷々、自分がちょっと求めたい部分とちょっとずれがあるわけであり

ますけれども。この部分は、いろんな広域観光を含めて、町長がいま答えたように、取り組

んでいるという部分は、我々も期待をしているところでありますし。

ただ、我が町木古内町ということからすれば、「何がはたして売りなのだろう」という部

分が。これは、自分ばかりではなく、町民からもよく耳にするのですが、「木古内町はこれ

から新幹線の町としてなのか、みそぎの郷としての位置付けを重要視するのか」というそう

いう一つの町の振興策を含めて、何か見えないような気がします。これらは、これから議会

としてもいろんな事務調査の中でも、いろいろ行政側ともこれから議論を交わしていくこと

になろうと思いますので、きょうは一つの考え方の若干のギャップはありますけれども、一

般質問をここで終えたいと思います。どうもありがとうございました。

○議長（岩館俊幸君） 竹田 努さんの一般質問を終了いたしました。

続きまして、8番 新井田昭男さん。
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○8番（新井田昭男君） 8番 新井田です。

平成26年第2回定例会において、一般質問をさせていただきます。

質問は一問で、木古内町の人口減の対策についてであります。この質問に関しては、先ほ

ど竹田議員より同類の質問がありましたが、私なりの視点で質問といたしますが、状況によ

っては確認も含め、同じような質問もあろうと思いますが、ご容赦をお願いいたします。

それでは、質問といたします。1.木古内町の人口減対策について。

（1）第6次木古内町振興計画で、冒頭の挨拶の中に、雇用悪化状況も含め我が町の人口減

や少子高齢化について触れているが、第6次振興計画では、具体的な対応策が明記されてい

ないのはなぜなのか。

（2）過去には、先輩議員が様々な視点からこの問題について論じられて来たと思います

が、平成23年第4回定例会の中で同僚議員が「人口減に歯止めをかける対策案について」の

質問をし、行政答弁として、「人口減と定住化の促進を進める。」としている。平成24年第2

回定例会で、私も「人口減対策について」の質問をし、昭和35年のピーク時の総人口は約13,

500人で総世帯数が約2,530戸であったことや、大森町長となった平成14年当時の総人口は6,

557人で総世帯数が2,731戸であったという状況を説明し、昭和35年のピーク時以降、我が町

の人口減が顕著に表れてきたその対策について質問をしました。答弁としては、「一次産業

の振興や後継者の育成策等を講じ、安定的な雇用の確保に努める。また、総合的に人口減対

策と定住化の促進につなげていきたい。」ということでしたが、具体的な執行状況について

お聞かせいただきたい。

（3）平成24年第2回定例会の質問からすでに2年経過しているが、ことし5月末までの総人

口は4,743人で総世帯数2,379戸であります。なんら、行政が行ってきた仕事の成果が感じら

れません。おおむね200人という自然死を考慮しても、80人弱が町内から去っていると思わ

れる状況を町長はどう感じているのか。

（4）昨今、新聞紙上で報じられた2010年から2040年の20歳から39歳までの女性人口が、

道内147市区町村で半減し、将来的に自治体を維持できない可能性があるという報道があっ

た。我が町は、2010年の331人が2040年では45人となり、2010年から2040年では△86.5％と

いう減少率で、全国で5位、全道で2位という大変な異常事態となった試算結果にどう立ち向

かうのか。

私は、平成24年第2回定例会でも申し上げましたが、「当初より、この問題は我が町として

も最優先課題として取り組むことや、抜本的対策を講ずるべきである。」と提案をしました

が、しかしながら、現状を見てもいっこうにその兆しさえ見えない。町民の皆さんの将来に

対する不安が全く解消できない中、すでに高齢化率42.6％、小中校生あわせても200人を切

ろうとする状況や先行きの自治体存亡危機など、今後、行政は町民への不安を払拭すべき抜

本的対策を講ずるのか。講ずるとするならば、どのような手段・方法をもって対処するのか

町長の見解を伺います。

○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いたします。

当町の人口減少対策についてのお尋ねでございますが、4点に分けられておりますので、

一つずつお答えしたいと思います。

はじめに、第6次木古内町振興計画における人口減や少子高齢化対策につきましては、基
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本構想では基本目的の中で、基本計画では施策テーマの中で一次産業の後継者育成、企業誘

致や雇用の拡大、公営住宅や下水道整備などを記載しております。具体的な施策につきまし

ては実施計画に記載をし、毎年次、事業展開を図ることとしております。このため、新たな

施策につきましては、実施計画を見直すことで対応してまいりたいと考えております。

次に、これまでの具体的な取り組みにつきましては、主な事項を申し上げますと、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、保健・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。一次産業では生産基盤整備などの実施、教育の分野では奨学金の貸し付け、通学バス

の運行、通学費や各種大会参加費の負担軽減、学校給食費の半額助成などの実施。このほか

には交通の利便性の確保、また下水道事業の整備、土地建物の情報提供。さらには光ファイ

バーの導入など、総合的に環境整備の充実を図り、安心で暮らしやすいまちづくりの形成に

より、人口減対策や移住・定住対策に努めているところでございます。

次に、人口の減少は全国的に深刻な問題となっておりますが、近年の当町における人口減

少につきましては、財政健全化計画を進めながらも、様々な施策を展開しており、長期的に

その効果を期待はするものの、大変厳しく受け止めております。

次に、今後の対処についてのお尋ねでございますが、当町といたしましては、これまでも

人口減や移住・定住に向けた環境整備を継続的に進めており、今日の人口減の現実をしっか

りと受け止める。そして、その対応に当たらなければならないと認識しております。このた

め、6月の初旬に、庁舎内に人口減少対策検討会議を設置し、当町の将来についてを集中的

に議論することといたしました。この検討会議では、人口減少、活力あるまちづくり、移住

・定住対策、企業誘致など、人口減少に関する対策につきまして、あらゆる角度から検討を

行うこととし、さらに新しく要因に加わる北海道新幹線の開業、高規格自動車道の木古内イ

ンターの開通など、利便性の増す交通体系の活用などについても議論をし、年内を目途に方

向性を示すこととしております。

私といたしましては、減少する人口を最小限に抑えることと、いま、ここに暮らす方々が

幸せを感じていただける、その施策の実践が大切と認識しておりますので、第6次木古内町

振興計画の基本理念であります、「協働・ともに語り、ともに行動するまちづくり」を実践

する中で、これからも町民の皆様が安心して暮らせるまちづくりを目指してまいります。

○議長（岩館俊幸君） 8番 新井田昭男さん。

○8番（新井田昭男君） いま、町長のほうから縷々ご説明いただきました。とても流暢な答

弁で、大変ちょっとぐらぐらとくるような面もあるのですけれども。

私は、仮に3番くらいまでは先ほどの問いかけに関しては、現状をいま町長からお話にあ

ったような、「振興計画、トータル的にやはりこういうことをしているのだ」と、それは理

解できます。しかしながら、私が一番気にかけているのは、例えばなぜいま人口減に対する

いわゆる検討会議が、そういう組織がなぜいまなのかということですよね。何か最近マスコ

ミ等で騒がれているから、「おいおい」と。「これは、ちょっと何か一般質問がくるから立

ち上げなければならないね」と。そんなことさえちょっと感じられるのですよ。これは、先

ほど私が申したように、3年前から私がものを申したのは2年前ですよ。その1年前から同僚

議員がやっているわけですよ。にも関わらず、そういうことはいわば、「振興計画の中でこ

うやっているのだよ」と、「今回も6次振興計画では、トータル的にはこういうふうにしてい
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るのだよ」と、わかりますよそれは。それはやって当たり前の話ですから。しかしながら、

「その実態は、ではどうなの」と、具体的に私は数字をお示しして、現状は例えば町長にな

った体制からお話をしているわけですよ。そういう時点から、当初のピーク時から半減して

いる中で、「これは成り行きだから仕方がないね」とそんな解釈の中でスタートをしたと思

わざるを得ないですよ、この状況は。

先ほど町長は、竹田議員の答弁の中で、「人口減というのは、別に定義があるわけではな

い。こういう町がどの程度減ったから、あまりそういうのは定義はないからどうのこうの」

というお話をいただきましたけれども、それはちょっと捉え方を間違えたらすみません。そ

れは、ちょっと町長からお話をいただく答弁の内容ではないと思うのです。全くそういう部

分でいけば、危機感も情熱さえも何も感じません。なぜ、私が問いたいのは、抜本的対策な

のですよ。いわゆる、記載された文章を読むのではなくて、実際にそれ以上に、いま我々が

こうやってそういう危機感が、いわゆる町長も含めて町職員も含めて、この問題にどういう

ふうな抜本的対策をもって立ち向かうのだということが知りたいのですよ。

先ほど言いましたように、勿論、竹田議員からおっしゃったように、一つはやはりそうい

う町有地何かを無償で条件をつけながらも、無償で提供をすると。そういうことも勿論そう

です。そして、やはりいわゆる子どもの出産を促すためには、やはり妊娠から教育まで一貫

した施策をとらなければいけないと思うのですよ。小手先ではもうだめなのですよ。だから、

そういう言葉が全く出てきません。なぜ、私が一週間前にこういうお話をして、行政からお

話をいただけるというふうに、私はここに立っているのですよ。それが、何とか本を読んだ

ごとく、「こういう振興ではこういうことをやっているよ」と、それでは伝わりませんよ。

本当に町長が行政を含めた全体の総合的な考えの中で、この立ち上げも含めて、本当に先行

き、そして町民の不安を解消するという情熱があるのですか。そこを私はもう一回お尋ねし

たいです。やっていることはわかりますよ。しかしながら、現実に、「では数字的にはどう

なの」、減る一方ですよね。やっているけれども、成果がないのでは何かが悪いということ

ではないですか。それは、やむを得ない不可抗力の部分もありますよ。それは十二分に理解

はできるけれども、しかしながらいまの答弁内容では、どうも先行きは同じような状況です

し、そんなことが非常に何か強く感じられますけれども。この辺について、ちょっと再度お

話を聞きたいです。

○議長（岩館俊幸君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君) これまでの施策につきましては、それぞれ何もしていないというよ

うな表現で私は受けましたが、そうではなくて、先ほどご説明した様々な取り組みを進めて

いると。ただ、この進め方はそれぞれの担当部署が専門的に行ってきた事項でございまして、

「今回の対策会議においては、それを横断的に、そしてより深い議論をしましょう」と。「そ

の中でまた、方向性が見えた中で、議会議論もお願いしましょう」と。先ほどの答弁に若干

触れますが、「住民の皆さんの声も聞いてきましょう」と。こういったことで、今回の会議

を立ち上げてございます。したがいまして、どうも何もしていなかった、結果が出ていない

というところだけが象徴されているように感じたものですから、決してそうではないという

ことをご理解いただいた上で、皆さんと一緒にこの大きな問題の対応にあたりたいと考えて

おりますので、ご理解いただきたいと思います。

○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） 決して私は、行政が何もしていないということの、そういうことで

はないのですよ。しかしながら、やはり「抜本的対策を講じてくださいよ」と。これは、私

一人の言葉ではないのですよ、町民の言葉として受け止めていただかないと。私がここで一

人で言っているから、「お前、一人で話をしていろ」ということにならないのですよ。我々

が町民の皆さんの付託を得て、こうやってご提案をしているわけですよ。そういうやはり思

いを少し感じていただかないと、本当に伝わってこないものがいっぱいです、はっきり言い

まして。

それでは、この木古内町人口減少対策検討委員会なるものを立ち上げたということでした

けれども、私とすれば本当に遅まき。もうすでに、こんなものはある意味では、私も実はこ

ういうものが出てこなければご提案をしようと思っていました。これは、対策委員会でも何

でも開いて、設置して、もうやはり具体的に進む方向で行くしかないとそんなふうに実は思

っていたところなのです。こういう文書というかお話をいただいたのであれば、これは非常

にいいことですし、今後はやはりこういう立ち上げているのであれば、きちんと目標もそう

ですし、進捗状況もそうですし、やはりきちんとそういうスケジュール化をしていただいて、

きちんと数値化もしてほしいです。そして、機会ある毎に、委員会等がありますからそうい

う時に、「こういう状況だ、いまこういう目標に対してこういう進捗だ」ということをきち

んとわからしめる、そういう対応もしていただきたいです。これは、先ほど竹田議員も言わ

れましたけれども、委員会でこれはきちんと見据えていきたいと思いますので、この辺はき

ちんと対応していただければと思います。

いま言ったように、なかなか我々町民と歯車がなかなか合っていかないというのは事実だ

と思います。そういう中で、行政も先ほどはちょっと捉え方が、いろいろちょっと違う方向

にいった部分もないわけでもないと思うのですけれども、これも何もやはり町民と行政が思

いは一緒なのですよ。それは、私も理解はできます。

そういう思いの中で、私なりにちょっと総括をさせていただいて、ちょっとお聞きいただ

ければと思います。この総括で、取りあえず質問を終わりたいと思いますけれども。では、

これからちょっとお話をしたいと思います。全国的な人口減はいまにはじまったわけではご

ざいません。我が町も冒頭に述べたように、昭和35年以降、人口減が顕著に表れ、いまや4,

700人台までになった状況で、行政側もやっと重い腰を上げ対策を講じようとしている。私

は、当初より役場内の各課の垣根を払い、互いにアイデアを出し、諸問題に立ち向かうよう

に提案してきました。今後も問題を共有し、既成概念にとらわれずアイデアを出し諸問題に

思い切った処方箋をもって立ち向かってほしいものです。問題解決のためには、リスクが伴

うものは当然のことです。我が町がもっているものを全て武器として、現状を見据えた、ま

た将来を見据え、町民のために活用するならば、必ずやご理解をいただけるはずと考えます。

今後、町民の不安を少しでも払拭できるよう、町職員の皆さんには鋭意努力をお願いし、

質問を終わりたいと思います。ありがとうございます。

○議長（岩館俊幸君） 以上をもちまして、一般質問を終了いたします。

11時10分まで、休憩をいたします。

休憩 午前11時03分

再開 午前11時12分
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報告第1号 平成25年度木古内町一般会計歳出予算の繰越明許費について

○議長（岩館俊幸君） 休憩を解き、会議を再開いたします。

日程第6 報告第1号 平成25年度木古内町一般会計歳出予算の繰越明許費についてを議題

といたします。

報告内容の説明を求めます。

副町長。

○副町長（大野泰君） ただいま上程になりました、報告第1号 平成25年度木古内町一般会

計歳出予算の繰越明許費について、提案理由の説明を申し上げます。

次のページに、平成25年度繰越明許費繰越計算書を添付しておりますのでご参照を願いま

す。

繰越する事業は、平成25年度の辺地共聴施設整備事業、町道南北線改修事業、都市計画道

路整備事業、公営住宅整備事業、消防救急デジタル無線整備事業、町民プール改修事業でご

ざいます。

それでは、各事業の節毎にご説明いたします。

辺地共聴施設整備事業は、19節 負担金補助及び交付金 1,255万1,000円。町道南北線改

修事業は、15節 工事請負費 1億2,600万円。都市計画道路整備事業は、15節 工事請負費

2,800万円。公営住宅整備事業は、13節 委託料 250万円、15節 工事請負費 1億578万1,

000円。消防救急デジタル無線整備事業は、19節 負担金補助及び交付金 6,455万7,000円。

町民プール改修事業は、12節 役務費 4万1,000円、13節 委託料 270万円、15節 工事

請負費 1億7,319万円。合計 5億1,532万円を繰り越すものでございます。

以上で、ご説明を終わらせていただきます。よろしくご審議願います。

○議長（岩館俊幸君） 報告内容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、以上で報告を終了いたします。

報告第2号 平成25年度木古内町一般会計歳出予算の継続費繰越計算書について

○議長（岩館俊幸君） 日程第7 報告第2号 平成25年度木古内町一般会計歳出予算の継続

費繰越計算書についてを議題といたします。

報告内容の説明を求めます。

副町長。

○副町長（大野泰君） ただいま上程になりました、報告第2号 平成25年度木古内町一般会

計歳出予算の継続費繰越計算書について、提案理由の説明を申し上げます。

次のページに、平成25年度継続費繰越計算書を添付しておりますのでご参照を願います。

継続する事業は、町道南北線（木古内駅自由通路）改修事業で、事業継続期間は平成25年

度から平成27年度までの3か年でございます。
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それでは、節毎の繰越額をご説明いたします。

9節 旅費 2万4,000円、11節 需用費 9万3,000円、13節 委託料 8万4,000円、15節

工事請負費 1,254万6,000円。合計 1,274万7,000円を繰り越すものです。

繰り越しした理由は、年度内に予定していた南側階段撤去と仮階段設置工事を江差線廃線

イベント後に施工することとしたためです。

以上で、ご説明を終わらせていただきます。よろしくご審議願います。

○議長（岩館俊幸君） 報告内容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。

2番 又地信也さん。

○2番（又地信也君) 2番 又地です。

計算書は、提出されました。この部分については、別に異論はないのですが、繰越計算書

が出てきたというその背景と、工期。よーいどんで入札時には工期が設定されておりますけ

れども、その関連があるのかないのかちょっとお尋ねしておきます。

○議長（岩館俊幸君） 建設水道課長。

○建設水道課長（若山 忍君） 今回の繰越の報告につきましては、年度内に予定していた

工事が若干、工程調整等により今年度に施工が多少ずれ込んだということで、今回の報告を

させていただいているのですけれども。終わりの工期につきましては、予定通り進んでおり

ます。

○議長（岩館俊幸君） よろしいでしょうか。

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） 質疑がないようですので、以上で報告を終了いたします。

報告第3号 平成25年度木古内町教育委員会の活動状況に関する

点検・評価報告書について

○議長（岩館俊幸君） 日程第8 報告第3号 平成25年度木古内町教育委員会の活動状況に

関する点検・評価報告書についてを議題といたします。

報告内容の説明を求めます。

町長。

○町長（大森伊佐緒君) ただいま上程になりました、報告第3号 平成25年度木古内町教育

委員会の活動状況に関する点検・評価報告書について、提案理由の説明を申し上げます。

この報告は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第27条第1項の規定により、教育

委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い報告書を作成

し、議会に提出するものでございます。

なお、詳細につきましては、教育長が説明を行います。以上報告といたします。

○議長（岩館俊幸君） 教育長。

○教育長（野村広章君） ただいま上程されました、報告第3号 平成25年度木古内町教育委

員会の活動状況に関する点検・評価報告書について、説明を申し上げます。
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木古内町教育委員会といたしましては、効果的な教育行政の推進に資するとともに、町民

の皆様への説明責任をはたすため、平成25年度における教育委員会の事務の管理及び執行状

況について、点検・評価を行い、報告書を作成し公表するものでございます。

この度の報告書につきましては、教育委員会や審議会等の開催状況などの教育委員会の活

動状況に加え、平成21年度を初年度とする5か年の第5次木古内町教育総合推進中期計画の教

育推進事項及び重点実践内容に基づき、最終年度の平成25年度における小中学校の教育活動、

社会教育活動の実施状況について、点検・評価を行ったものでございます。

なお、平成25年度分につきましては、4段階の評価基準に基づき、点検及び評価を行いま

した。今後とも、木古内町教育委員会は、点検・評価の実施を通じて、施策の効果の検証と

改善を図りながら、教育施策の着実な推進に努めてまいりたいと考えておりますので、町民

の皆様並びに町議会議員の皆様の一層のご理解とご支援を心からお願い申し上げまして、報

告第3号の説明といたします。

○議長（岩館俊幸君） 報告内容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、以上で報告を終了いたします。

議案第1号 平成26年度木古内町一般会計補正予算（第2号）

議案第3号 平成26年度木古内町介護保険事業特別会計補正予算（第1号）

議案第4号 平成26年度木古内町下水道事業特別会計補正予算（第1号）

○議長（岩館俊幸君） 次に、日程第9 議案第1号 平成26年度木古内町一般会計補正予算

（第2号）、日程第10 議案第3号 平成26年度木古内町介護保険事業特別会計補正予算（第1

号）、日程第11 議案第4号 平成26年度木古内町下水道事業特別会計補正予算（第1号）に

ついては、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） ただいま一括上程になりました、議案第1号 平成26年度木古内町一

般会計補正予算（第2号）、議案第3号 平成26年度木古内町介護保険事業特別会計補正予算

（第1号）、議案第4号 平成26年度木古内町下水道事業特別会計補正予算（第1号）について、

提案理由をご説明申し上げます。

はじめに、議案第1号 平成26年度木古内町一般会計補正予算（第2号）につきましては、

歳入歳出予算の総額に、3,782万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を54億8,948万円と

するものです。

補正の主な内容は、2款 総務費は、渡島西部広域事務組合派遣職員日額旅費、非常勤職

員等賃金及び観光交流センター長募集に係る費用の補正です。3款 民生費は、介護保険事

業特別会計繰出金、臨時福祉給付金及び子育て世帯臨時特例給付金に係る補正です。8款

土木費は、下水道事業特別会計繰出金に係る補正です。10款 教育費は、非常勤職員等賃金

と共済費の補正です。
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なお、詳細につきましては、このあと総務課長より説明をさせますので、よろしくご審議

願います。

次に、議案第3号 平成26年度木古内町介護保険事業特別会計補正予算（第1号）につきま

しては、歳入歳出予算の総額から、4,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を6億5,531万6,0

00円とするものです。

補正の内容は、人事異動に伴う人件費の補正です。

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。

次に、議案第4号 平成26年度木古内町下水道事業特別会計補正予算（第1号）につきまし

ては、歳入歳出予算の総額に、562万8,000円を追加し、歳入歳出の総額を2億2,485万3,000

円とするものです。

補正の内容は、人事異動に伴う人件費の補正です。

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。

○議長（岩館俊幸君） 総務課長。

○総務課長（新井田勝幸君） ただいま上程されました、平成26年度木古内町一般会計補正

予算（第2号）につきまして、詳細のご説明を申し上げます。

それでは、歳出からご説明いたします。9ページをお開き願います。

2款 総務費、1項 総務管理費、1目 一般管理費、9節 旅費 55万円は、渡島西部広域

事務組合へ派遣した職員の日額旅費の追加でございます。3目 施設管理費、7節 賃金 33

4万3,000円は、当初予算における非常勤職員等賃金の積算に誤りがあったために追加するも

のでございます。7目 広域観光推進費、13節 委託料 151万2,000円の追加は、観光交流

センターセンター長候補として、採用予定の地域おこし協力隊募集等に係るコーディネート

業務委託料の追加です。議案説明資料 資料番号1の1ページに業務概要等を添付してござい

ますので、ご参照を願います。

続きまして、10ページです。

3款 民生費、1項 社会福祉費、3目 老人福祉費、28節 繰出金 4,000円の減額は、介

護保険事業特別会計繰出金の減額でございます。13目 臨時福祉給付金費、11節 需用費

24万円、12節 役務費 52万5,000円、13節 委託料 77万4,000円、19節 負担金補助及び

交付金 1,990万円。合わせて2,143万9,000円の追加は、国の臨時福祉給付金事業費の追加

でございます。

続きまして、11ページです。

2項 児童福祉費、3目 子育て世帯臨時特例給付金費、11節 需用費 21万2,000円、12

節 役務費 13万7,000円、13節 委託料 72万5,000円、19節 負担金補助及び交付金 34

0万円。合わせて447万4,000円の追加は、国の子育て世帯臨時特例給付金事業費の追加でご

ざいます。二つの臨時給付金事業につきましては、議案説明資料 資料番号1の2ページと3

ページに制度の概要を添付しておりますのでご参照願います。

続きまして、12ページです。
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8款 土木費、4項 都市計画費、1目 都市計画総務費、28節 繰出金 562万8,000円は、

下水道事業特別会計繰出金の追加でございます。

続きまして、13ページです。

10款 教育費、4項 社会教育費、2目 公民館費、4節 共済費 10万8,000円、7節 賃

金 77万2,000円。合わせて88万円の追加は、生涯学習課事務補助員の賃金、社会保険料及

び雇用保険料でございます。

続きまして、14ページです。

14款 職員給与費、1項 職員給与費、1目 職員給与費は、臨時福祉給付金事業費等補助

金及び子育て世帯臨時特例給付金事業等補助金の職員手当分を財源振替するもでございま

す。

次に、歳入についてご説明申し上げます。6ページをお開き願います。

13款 国庫支出金、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 2,1

79万9,000円は、臨時福祉給付金事業費等補助金の追加。2節 児童福祉費補助金 483万4,0

00円は、子育て世帯臨時特例給付金事業費等補助金の追加でございます。

続きまして、7ページです。

17款 繰入金、1項 基金繰入金、2目 財政調整基金繰入金、1節 財政調整基金繰入金

1,118万6,000円は、この度の一般会計補正予算で不足をする財源につきまして、財政調整基

金より繰り入れするものでございます。

続きまして、8ページです。

19款 諸収入、5項 雑入、1目 雑入、4節 雑入 3,000円は、生涯学習課事務補助員の

雇用保険繰り替え金の追加でございます。

説明は以上です。よろしくご審議願います。

○議長（岩館俊幸君） 次に、保健福祉課長。

○保健福祉課長（名須賀六男君） ただいま上程になりました、議案第3号 平成26年度木古

内町介護保険事業特別会計補正予算（第1号）について、歳出よりご説明申し上げます。

7ページをお開き願います。

1款 総務費、1項 総務管理費、1目 一般管理費、1節 報酬 308万4,000円につきまし

ては、人事異動に伴う嘱託職員1名の配置による追加となっております。次に、2節 給料

204万6,000円の減額、3節 職員手当等 44万7,000円の減額、4節 共済費 59万5,000円の

減額は人事異動による減額となっております。

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。

7款 繰入金、1項 一般会計繰入金、4目 その他一般会計繰入金、1節 事務費繰入金

4,000円の減額につきましても、人事異動による人件費減額に伴う事務費繰入金が減ったこ

とにより、減額するものでございます。

以上、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。

○議長（岩館俊幸君） 建設水道課長。

○建設水道課長（若山 忍君） ただいま上程されました、平成26年度木古内町下水道事業

特別会計補正予算（第1号）について、ご説明申し上げます。

歳出からご説明いたします。7ページをお開き願います。

1款 総務費、1項 総務管理費、1目 一般管理費、1節 報酬 300万6,000円の減額は、
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嘱託職員の人事異動による補正です。2目 給料 464万3,000円、3節 職員手当等 196万7,

000円、4節 共済費 202万4,000円。合わせて863万4,000円の追加は、同じく人事異動によ

る追加です。

次に、歳入についてご説明いたします。7ページをお開き願います。失礼しました。6ペー

ジをお開き願います。

4款 繰入金、1項 繰入金、1目 他会計繰入金、1節 一般会計繰入金 562万8,000円の

追加は、この度の財源を一般会計から繰り入れするものです。

説明は以上でございます。よろしくご審議願います。

○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） 一般会計の9ページの中で、施設管理の非常勤職員の賃金。これは、

積算の誤りというそういう説明でしたけれども、これは1名だけ漏れていたのか。それとも

全体の賃金が、施設管理は何名か複数の計上をしていますけれども、それがそれぞれどうい

う形で、あまりこう聞いたことのないこの説明だったものですから、その辺の中身をちょっ

とお知らせください。

（「関連」と呼ぶ声あり）

○議長（岩館俊幸君） 2番 又地信也さん。

○2番（又地信也君) 総務課長の説明ですと、違算という言葉で説明されておりましたけれ

ども、資料を見ても資料にも載っていないのですね。この違算の根拠がどうだったのかとい

うのは、資料で出てこないのですか。

○議長（岩館俊幸君） 総務課長。

○総務課長（新井田勝幸君） ただいまのご質問にお答えを申し上げます。当初、予算計上、

いま全て電算化で機械でするわけですけれども、その中で表計算、式を使ってわるわけです

けれども。単純にその中で積算を間違えたということで、本当に単純なミスで、集計が4人

集計すべきところを2人分しか集計されていなかったというふうな式の誤りで、俗にいうヒ

ューマンエラーといいますか、そういう形のもので、単純な積算ミス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。平野武志さん、いいですか。

5番 平野武志さん。

○5番（平野武志君) 5番 平野です。議長からご指摘いただきましたので、何点か細かい部

分を質問をさせていただきたいと思います。

議案第1号の9ページです。前任の観光交流センターの候補のかたが退職されたということ

で、新しいかたを募集するということで、業務委託するという内容については理解いたしま

す。ただ、この金額が150万円にも上りますので、せめてこの業務委託の内訳を資料として

出していただけなかったのかなと思いますので、可能であれば資料の提出をいただきたいと

思います。

それと、続いて同じく、1号議案の10ページなのですけれども。臨時福祉給付金、いわゆ

るこちらは子ども手当だと思うのですけれども。毎年、国の制度が決まり次第、このような

予算で補正になるということは理解するのですけれども、毎年同じような金額で昨年と同額
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だと思うのですけれども、そのような同様な進みにも関わらず、新たなソフト開発。いわゆ

る、これはソフト導入の委託料をしなければならないのかということが若干疑問ですので、

この77万円についてのもう少し詳しい説明を願います。以上、2点お願いします。

○議長（岩館俊幸君） 新幹線振興室長。

○まちづくり新幹線課新幹線振興室長（中尾 敦君） ご質問の件でございますが、観光交流セ

ンター開業準備マネージャーは、センター運営の成否を握る極めて重要な存在でございまし

て、有能な人材の募集を行う必要があるということで、このような形の予算を計上させてい

ただきました。

業務の内訳につきましては、議案説明資料の1ページ目に添付をしてございます。大きく

全国募集、そして関係者からのご推薦、さらに転職サイト会社を活用した募集といった三つ

の形を通じまして人を募集し、一次選考から三次選考までの過程を経まして採用するという

過程でございます。このうちの転職サイト会社を使った募集、それから選考にかかる専門的

立場からのコーディネートアドバイスといったような経費で、150万円という積算を積んだ

ものでございます。

○議長（岩館俊幸君） 次に答弁、町民税務課長。

○町民税務課長（大瀬政廣君） 平野議員のご質問について、お答えさせていただきます。

今回の臨時福祉給付金と子育て世代臨時特例給付金については、今回消費税が改正になり

ました部分の、あくまでも単年度の臨時給付金ということでございます。それで、この部分

については、ソフトの部分については入っておりません。新しく、資料にも記載していると

おりですが、非課税の世帯に対して給付をするということで、これはシステムを改修すると

いうことになります。以上です。

○議長（岩館俊幸君） 5番 平野武志さん。

○5番（平野武志君) 二つの質問についての中身はわかりました。中尾室長、先ほども申し

上げましたとおり、この中身については十分理解をしております。ただ、この151万円とい

う委託をするにあたって大きな金額ですので、その金額の内訳を資料としていただけないの

かということ。答弁漏れだと思いますので。

○議長（岩館俊幸君） 新幹線振興室長。

○まちづくり新幹線課新幹線振興室長（中尾 敦君） ただいまご指摘がございました積算につ

きましては、後ほど資料という形でご提供させていただきます。

○議長（岩館俊幸君） あとで資料を配付しますので。

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） 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1号について討論を行います。

討論ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○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1号 平成26年度木古内町一般会計補正予算（第2号）については、原案のとおり可
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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3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3号 平成26年度木古内町介護保険事業特別会計補正予算（第1号）については、原

案のとおり可決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○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4号について討論を行います。

討論ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○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4号 平成26年度木古内町下水道事業特別会計補正予算（第1号）については、原案

のとおり可決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○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2号 平成26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）

○議長（岩館俊幸君） 日程第12 議案第2号 平成26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2号 平成26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、提案理由をご説明申し上げます。

1ページをお開き願います。資本的収入の予定額におきまして、企業債 450万円を追加し、

その総額を1億404万5,000円とするものです。

資本的支出の予定額におきましては、建設改良費 451万5,000円を追加し、総額を2億939

万1,000円とするものです。企業債につきましては、機械器具整備事業債を450万円追加し、
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限度額を1,320万円にするものです。

なお、詳細につきましては、病院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。

○議長（岩館俊幸君） 病院事業事務局長。

○病院事業事務局長（平野弘輝君） ただいま上程されました、議案第2号 平成26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、支出からご説明いたします。議案7ページをお開き願います。

1款 資本的支出、1項 建設改良費、1目 有形固定資産購入費の機械器具備品購入費

451万5,000円の増額は、この4月の診療報酬改定に伴い、新たに届け出をするデータ提出加

算の患者情報を、既存の医事システムから引用して作成するためのシステムを追加する費用

でございます。

次に、収入についてご説明いたします。11ページをお開き願います。すみません、失礼し

ました。6ページをお開き願います。

1款 資本的収入、1項 企業債、1目 企業債 450万円の企業債は、先ほどご説明申し上

げました医事システムの導入に充当するものです。

なお、収支不足の1万5,000円は過年度分損益勘定留保資金で補てんいたします。

説明は以上でございます。よろしくご審議願います。

○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） 1点、この診療報酬の改定に伴うシステムの改修と言いましたけれど

も、これはなぜいまこの時期なのですか。当初予算で計上して、早くやはりこの新しいシス

テムにやはり代えるべきだろうというふうに思うのですけれども。いま、6月に補正してシ

ステムを業者に依頼しても、早くて8月、9月でないと共用開始できないだろうと思うのです

けれども。なぜ、まず1点はこの時期なのか。それで業務、医事会計のシステムが機能する

のか、その間どうなのかという部分についてちょっと答弁願います。

○議長（岩館俊幸君） 病院事業事務局長。

○病院事業事務局長（平野弘輝君） まず、1点目の補正予算での上程になりました件ですけ

れども、診療報酬の改定につきましてはご存じのとおり2年に一度改定されます。今回の改

正につきましては、昨年12月に改定率を増額にするという閣議決定を受けまして、中医協の

ほうに審議が一任され、中医協のほうで厚労省に答申が出されたのが2月12日でございます。

ご存じのとおり、当初予算の策定につきましては、概ね1月末から2月の上旬にかけて係数

の取りまとめを終えますので、当初予算の計上には間に合わなかったということで、ご理解

していただきたいと思います。

2点目のシステムの運用につきましては、今回のデータ提出加算につきましては、国のほ

うからの届け出の時期が決められております。直近ですと8月の20日、それ以降であれば11

月の20日となりますので、本補正予算上程後の議決後に、システムの発注をしても十分間に

合いますので、今回の補正ということになりましたのでご理解願いたいと思います。

以上です。

○議長（岩館俊幸君） 6番 竹田 努さん。
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○6番（竹田 努君） 会計のこのシステムが間に合うということですからいいのですけれど

も、本来であれば、2月に例えば閣議決定をした。そのあとに決定したのであれば、この3月

定例後の早い時期のやはり臨時会で上程すべきだろうと。「間に合うからいいのだ」という

ことではなく、やはりそういうものは事務の手続き、作業上、やはり適正な時期に補正なり

すべきだろうというふうに思います。

この辺については、副町長でもいいですから、見解をお願いします。

○議長（岩館俊幸君） 副町長。

○副町長（大野泰君） 議員がお尋ねの「間に合えばいい」というふうな思いではないので

すけれども、6月定例会に提案することによって事務の執行に支障がないという判断をして

おりますので、本定例会で提案することに疑義はもちませんでした。今回の提案ということ

で、協議を終えております。

○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2号 平成26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。

昼食のため、午後1時まで休憩をいたします。

なお、病院事業管理者はこれで退席をしていただきたいと思います。

休憩 午前11時50分

再開 午後 1時00分

議案第5号 木古内町空き家等の適正管理に関する条例制定について

○議長（岩館俊幸君） 休憩を解き、会議を再開いたします。

日程第13 議案第5号 木古内町空き家等の適正管理に関する条例制定についてを議題と

いたします。

提案理由の説明を求めます。

町長。

○町長（大森伊佐緒君) ただいま上程になりました、議案第5号 木古内町空き家等の適正
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管理に関する条例制定について、提案理由の説明を申し上げます。

議案説明資料でございますが、資料番号1の4ページから18ページに、本条例の概要及び施

行規則（案）を添付しておりますので、ご参照を願います。

本条例につきましては、老朽化する空き家等の適正管理に関し、必要な事項を定めること

により、所有者等の責務を明らかにするとともに、管理不全な状態となった空き家等につい

て、未然に倒壊等の事故、犯罪、火災等を防止し、町民の安全で安心な生活確保のために制

定するものでございます。

附則といたしまして、この条例は、平成26年8月1日から施行するとしております。

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、よろしくご審議をお

願いいたします。

○議長（岩館俊幸君） 町民税務課長。

○町民税務課長（大瀬政廣君） ただいま上程となりました、議案第5号 木古内町空き家等

の適正管理に関する条例制定について、説明をさせていただきます。

条例は、第1条より第16条までとなっております。条例に関連する規則や関連様式も含め

て説明をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。

資料は5ページとなります。

（目的）第1条 この条例は、空き家等の適正管理に関し必要な事項を定めることにより、

所有者等の責務を明らかにするとともに、管理不全な状態となった時、空き家等に対する措

置を定め、未然に倒壊等の事故、犯罪、火災等を防止し、町民の安全で安心な生活を確保す

ることを目的とすることを規定しております。関連する規則は、資料5ページの規則第1条の

趣旨となります。ご参照ください。

（定義）第2条 この条例において、空き家の定義、管理不全な状態、所有者等の用語の

意味について規定しております。（1）空き家等、町内に所在する建築物で居住者がいない状

態にあるもの及びその他の工作物並びにその敷地。（2）管理不全な状態とは、ア 老朽化又

は台風、地震等の自然災害により、建築物その他の工作物が倒壊し、又は当該建築物その他

の工作物に用いられた建築材等が飛散し、若しくは剥落すること等により、人の生命若しく

は身体又は財産に被害を及ぼすおそれのある状態。イ 不特定の者が建築物その他の工作物

若しくはその敷地に侵入することにより、犯罪、火災等が誘発されるおそれのある状態。

ウ、害虫等が繁殖し、人の生命、身体若しくは財産又は周囲の生活環境に害を及ぼすおそれ

のある状態。（3）所有者等 空き家等を所有し、又は管理する者をいう。関連する規則は、

資料5ページの規則の第3条の管理不全な状態の認定となります。資料7ページが管理不全な

状態の認定表となります。

（所有者等の責務）第3条 空き家等の所有者等は、空き家等が管理不全な状態にならな

いよう自らの責任において適正な管理をしなければならないことを規定しております。

（情報提供）第4条 町民等は、町民以外の方も含みます。空き家等が管理不全な状態で

あると認めるときは、町長に対し管理不全な状態に関する情報を提供することができると規

定しています。関連する規則は資料5ページの第2条の情報提供で、8ページの別記第1号様式

が情報提供書となっております。

（実態調査）第5条 町長は、情報提供があったとき、又は空き家等が管理不全な状態で

あると認められるときは、情報提供のあった空き家等、又は適正な管理がされていない空き



- 29 -

家等の所有者等の所在、危険な状態の程度等の調査をすることができると規定しております。

実態調査は、資料7ページの管理不全な状態認定基準表を参考にして行うこととなります。

（立入調査）第6条 この条例の施行に必要な限度において、職員に必要な場所に立ち入

らせ、必要な調査を行わせることができること。2 立入調査をする際、所有者等及び関係

人の請求があったときは、身分証明書を提示しなければならないこと。3 立入調査の権限

は、犯罪捜査のために認められたものではないことを規定しております。関連する規則は、

資料5ページの第4条の立入調査となります。

7ページです。

（助言又は指導）第7条 町長は、実態調査により空き家等が管理不全な状態であると認

めるときは、空き家等の所有者に対し、空き家等の適正な管理のために必要な措置について

助言、又は指導することができることを規定をしております。 関連する規則は、資料5ペー

ジの第5条の指導となります。また、9ページの別記第2号様式は、文書指導の様式となって

ございます。助言は、所有者等に対し口頭で行います。

（勧告）第8条 町長は、助言又は指導を受けた空き家等の所有者等が正当な理由がなく

助言又は指導に従わないとき、又は実態調査により、その空き家等が著しく管理不全な状態

であるときは、所有者等に期限を定めて必要な措置を講ずるよう勧告することができること

を規定してございます。関連する規則は、資料5ページの第6条勧告となります。また、10ペ

ージの別記第3号様式で勧告することとなります。所有者等に対する勧告の期限としまして

は、準備や工事期間等考慮し概ね3か月から4か月というふうに考えてございます。

（措置命令）第9条です。町長は、勧告を受けた所有者等が正当な理由がなく勧告に従わ

ないときは、所有者等に対し期限を定めて必要な措置を講ずるよう命令することができるこ

とを規定しております。関連する規則は、資料5ページ第7条命令となります。また、11ペー

ジの別記第4号様式の命令書により命令をすることになります。

（公表）第10条 町長は、命令を受けた所有者等が正当な理由なく命令に基づいて措置を

期限までに講じないときは、所有者の氏名、住所、法人についても同様の事項を公表するこ

とができることを規定しております。また、公表をするときは、公表に係る所有者に対し、

あらかじめ意見を述べる機会を与える事も併せて規定しております。関係する規則は、資料

5ページ、第8条の公表となります。12ページ、別記第5号様式で公表予告書を送付すること

になります。13ページ、別記第6号様式は、公表を前提とした事に対する意見書様式です。

14ページ、別記第7号様式は、公表をする旨の通知書様式となります。

（緊急安全措置）第11条 空き家等が緊急に危険を回避しなければならない場合で、直ち

に危険な状態を解消することができないときは、緊急措置の概要、概算費用及び費用負担等

所有者の同意を得て、危険な状態を回避するための最低限度の措置、これを「緊急安全措置」

ということにします。をし、要した費用の最低限度費用を所有者等に請求することができる

規定です。関係する規則は資料5ページ、第9条 緊急安全措置です。また15ページ、別記第

8号様式、緊急安全措置実施同意書で同意を求めることになります。緊急安全措置は、周囲

の状況や災害等により空き家等の危険な状態が切迫している場合、町はあくまで緊急対応と

して必要最小限度の応急措置を費用負担等の同意を得て行うことが出来ることとなります。

次は、12ページから13ページとなります。

（行政代執行）第12条 町長は、命令を受けた所有者等が、命令を履行しない場合におい
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て、他の手段によってその履行が困難であり、かつ、不履行を放置することが著しく公益に

反すると認められるときは、行政代執行法の定めるところにより、自ら措置を行い、又は第

三者にこれを行わせ、その費用を当該命令を受けた所有者等から徴収することができる事を

規定しております。関係する規則は資料6ページの10条戒告となります。同じく16ページの

別記第9号様式の戒告書、同じく6ページ、規則11条の代執行令書。資料17ページ、別記第10

号様式の代執行令書、同じく規則12条 証票。資料18ページの別記第11号様式、執行責任者

証。これは、町が発行する身分証明書となります。

（民事による解決との問題）第13条です。危険な状態にある空き家等にかかる問題につい

て、民事による事態の解決が図られる場合は否定しないことを規定しております。

（関係機関との連携）第14条 町長は、必要があると認めるときは、町の区域を管轄する

警察署、消防署その他の関係機関等と連携を図るとともに協議することができることの規定

です。

（専門家の意見及び助言）第15条 町長は、必要に応じて専門家の意見及び助言を求める

ことができる規定です。

（委任）第16条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める事が出来

る規定です。

この条例は、平成26年8月1日から施行するということです。

以上で説明を終わらせていただきます。ご審議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。

6番 竹田 努さん。

○6番（竹田 努君） 大変、この空き家対策・危険家屋については、何年来の町の課題でも

ありましたし、今回の条例制定によりまして、このことが前に一歩進むのかなということで、

大きな期待をしているところであります。

問題は、この条例の12条、行政の代執行の部分に係るのかなと。町民、先般、道新の記事

等にもこの6月定例に条例化されるという部分が記事になって掲載になっていますし、多く

の町民は危険家屋をこの条例制定することによって、町が肩代わりしてやってくれるものと

そういうふうに思っているかたも多くいるわけなのですよね。いかにこの代執行を行政が肩

代わりをして行うか。それと、空き家対策のこの部分で、町としてもやはりこの助成制度、

どこか函館市もやっていると思うのですけれども。家屋に対する、解体する場合の助成の制

度も、これからいろんな機関、あるいはこの種の会議をもたれると思いますけれども、その

中でそういう部分も含めて、助成というか補助制度といいますか、そういうものもご検討い

ただきたいというようなことで。この代執行を、先行というかいま課題になっている危険家

屋もあるわけですから、その辺についての取り組む町長の姿勢といいますか、その考えを一

つお聞かせください。

○議長（岩館俊幸君） 副町長。

○副町長（大野泰君） ただいまの竹田議員のご質問でございます。第12条に規定する行政

代執行。代執行法に基づく手続きということになりますが、これによって行政が解体を行う

という考え方には立っておりません。これは、あくまでも所有者がいて、所有者が解体につ

いて適正な措置を講じない場合に、代執行法を使う。そして、ご本人からかかった費用を負
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担していただくわけです。個人の財産ですので、個人の財産を処分する際に、やはりそこは

公費ということではなくて、ご本人に負担していただくという、個人に負担していただくと

いうのが大前提となっている法律でございます。ただし、景観上、あるいは安全上、これは

行政として執行しなければ効力といいますか、安全・安心が確保できない、環境の美化も悪

い。こういった場合には行うわけですけれども、行った場合にはしっかりと所有者からその

費用を徴収するということで進めてまいりたいというふうに思っております。このことによ

って、所有者からの徴収が困難になるような事例が発生しないような、そのような方策で進

みたいというふうに思っております。

○議長（岩館俊幸君） 6番 竹田 努さん。

○6番（竹田 努君） 心配するのは、確かに法的なこの代執行についても、法的な手続きを

踏まなければならないというのは十分認識をするわけですけれども、やはり絵に描いた餅で

はなくて、これをこの法律を活かすという部分に、最大限の行政としても努力をしていただ

きたいということを付け加えて私の質問を終わります。

○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） 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5号 木古内町空き家等の適正管理に関する条例制定については、原案のとおり可

決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○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6号 北海道町村議会議員公務災害補償等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14 議案第6号 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約

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6号 北海道町村議会議員公務

災害補償等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19ページに添付してお

りますので、ご参照を願います。
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この規約の変更につきましては、上川中部消防組合及び伊達・壮瞥学校給食組合が解散脱

退し、新たに道央廃棄物処理組合が加入することに伴い、構成団体を定めた別表・第1中、「上

川中部消防組合」及び「伊達・壮瞥学校給食組合」を削り、「道央廃棄物処理組合」を加え

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6号 北海道町村議会議員公務災害補償等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。

議案第7号 北海道市町村総合事務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15 議案第7号 北海道市町村総合事務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7号 北海道市町村総合事務組

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20ページに添付してお

りますので、ご参照を願います。

この規約の変更につきましては、赤平市が滝川地区広域消防事務組合に編入し、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したこと。また、鷹栖町、上川町及び道央

廃棄物処理組合が新たに加入することに伴い、組合を組織する地方公共団体を定めた別表第

1の第2条関係、及び共同処理する団体を定めた別表第2の第3条関係から、「赤平市」、「上川

中部消防組合」及び「伊達・壮瞥学校給食組合」を削除し、「鷹栖町」、「上川町」及び「道

央廃棄物処理組合」を追加するものでございます。



- 33 -

附則といたしまして、この規約は地方自治法第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。

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7号 北海道市町村総合事務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。

議案第8号 木古内町過疎地域自立促進市町村計画の変更について

○議長（岩館俊幸君） 日程第16 議案第8号 木古内町過疎地域自立促進市町村計画の変更

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) ただいま程になりました、議案第8号 木古内町過疎地域自立促進

市町村計画の変更について、提案理由の説明を申し上げます。

本計画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21ページに添付してお

りますので、ご参照を願います。

変更内容につきましては、これまで本計画に搭載されていない郷土資料館整備事業の追加

を行うものでございます。

また、本計画の変更につきましては、平成26年5月29日付で、北海道知事より「異議がな

い」旨の通知を受けております。

なお、詳細につきましては、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、木古内町過疎地域自立促

進市町村計画の変更について、ご説明申し上げます。

このたびの変更は、当初予算に計上されております郷土資料館整備事業につきまして、過
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疎対策事業債を充当するための条件として変更するものでございます。

議案説明資料、資料番号1の21ページをお開きください。

木古内町過疎地域自立促進市町村計画、41ページの最終行の次に、「(3)計画」、「次表に

よる。」を追加し、42ページには事業計画の表を追加するものでございます。

事業計画の活性化施策区分は、7．地域文化の振興等、事業名（施設名）は、（1）地域文

化振興施設等、地域文化振興施設。事業内容は、郷土資料館整備事業を加えるものでござい

ます。

説明は、以上でございます。よろしくご審議をお願い申し上げます。

○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。

議案第8号 木古内町過疎地域自立促進市町村計画の変更については、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。

諮問第1号 人権擁護委員候補者の推薦について

○議長（岩館俊幸君） 日程第17 諮問第1号 人権擁護委員候補者の推薦についてを議題と

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、諮問第1号 人権擁護委員候補者の推

薦について、提案理由の説明を申し上げます。

推薦者の経歴等につきましては、議案書の次のページに議案説明資料、資料番号2を添付

しておりますので、ご参照を願います。

職業は、株式会社 佐藤工務店 代表取締役でございます。

昭和43年に函館工業高等学校土木科を卒業され、平成8年10月から松前地区保護司、平成

20年3月から行政相談員、平成25年4月からは木古内町観光協会長の要職に就かれております。

人権擁護委員としては、平成11年から現在まで5期15年間継続しておられます。

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。
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○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。

これより採決を行います。

お諮りいたします。

諮問第1号 人権擁護委員候補者の推薦については、可として答申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、諮問第1号については、可として答申することに決

定をいたしました。

発議案第1号 農業委員会委員の推薦について

○議長（岩館俊幸君） 日程第18 発議案第1号 農業委員会委員の推薦についてを議題とい

たします。

お諮りいたします。

推薦の方法は、指名推薦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） 異議なしと認め、推薦の方法については指名推薦することに決定を

いたしました。

指名の方法については、議長において指名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、議長において指名することに決定をいたしました。

お諮りいたします。

農業委員会等に関する法律第12条第2号の規定により定めた、木古内町農業委員会の委員

定数に関する条例第3条第2項の規定による議会推薦の農業委員は1名でございます。

議会推薦の農業委員会委員に、林 イク子さんを推薦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） 異議なしと認め、議会推薦の木古内町農業委員会委員に、林 イク

子さんを推薦することに決定をいたしました。
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発議案第2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19 発議案第2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 手話言語法制定を求める意見書

○議長（岩館俊幸君） 日程第20 意見書案第1号 手話言語法制定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。

3番 佐藤 悟さん。

○3番（佐藤 悟君） 3番 佐藤 悟です。

意見書案第1号 平成26年6月12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 佐藤 悟、賛成者 木古内町議会議員 東出洋一、同じく福

嶋克彦。

意見書案第1号 手話言語法制定を求める意見書案について、会議規則第14第1項及び第2

項の規定により別紙のとおり提出します。

手話とは、日本語を音声ではなく手や指、体などの動きや顔の表情を使う独自の語彙や文

法体系をもつ言語です。日本政府は、国連の障害者権利条約批准に向けて平成23年8月に「改

正障害者基本法」を成立させました。

その中の第22条では、国・地方公共団体に対して情報保障施策を義務付けており、手話が

音声言語と対等な言語であることを広く国民に広め、きこえない子どもが手話を身につけ、

手話で学べ、自由に手話を使え、更には手話を言語として普及、研究することのできる環境

整備に向けた法整備を国として実現することが必要であると考えます。

よって、これらの環境整備を目的とした「手話言語法（仮称）」の制定について、衆参両

院議長、内閣総理大臣及び各関係大臣に提出するものです。

以上、提案理由といたしますので、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。
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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 手話言語法制定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 道教委による「新たな高校教育に関する指針」の見直しと地域や子どもの

実態に応じた高校づくりの実現を求める意見書

○議長（岩館俊幸君） 日程第21 意見書案第2号 道教委による「新たな高校教育に関する

指針」の見直しと地域や子どもの実態に応じた高校づくりの実現を求める意見書についてを

議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

4番 吉田裕幸さん。

○4番（吉田裕幸君） 4番 吉田裕幸です。

意見書案第2号 平成26年6月12日 木古内町議会 議長 岩館俊幸様。

提出者 木古内町議会議員 吉田裕幸、賛成者 木古内町議会議員 又地信也、同じく佐

藤 悟。

意見書案第2号 道教委による「新たな高校教育に関する指針」の見直しと地域や子ども

の実態に応じた高校づくりの実現を求める意見書案について、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します。

道教委は、2006年度から新たな高校教育に関する指針に基づき、毎年度公立高等学校配置

計画を決定し、高等学校の募集停止や再編・統合を行い、全道では、現在までに20校が募集

停止又は募集停止予定、17校が再編・統合によって削減又は削減予定となっております。

この影響で、子どもの進学を機に地元を離れる保護者も現れるなど、過疎化を加速させる

とともに、経済や産業、文化などに影響を及ぼすなど結果的に地域の活力を削ぐこととなっ

ています。

我が町におきましても木古内高校の閉鎖により、子どもたちは遠距離通学や下宿生活等を

余儀なくされ、精神的・身体的な負担は増大し、保護者の経済力によっては通学を断念にま

で追い込まれかねないといった実態も報告されています。苦境を知る我が町の意見は大変重
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く、尊重されるべきだと考えています。

以上のことから、記載しております以下4点について、北海道教育委員会委員長並びに教

育長、北海道知事、北海道議会議長に対し強く要望いたしますので、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、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 道教委による「新たな高校教育に関する指針」の見直しと地域や子ども

の実態に応じた高校づくりの実現を求める意見書については、原案のとおり可決することに

ご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○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 義務教育費国庫負担制度堅持・負担率1/2への復元、「30人以下学級」の

実現をめざす教職員定数改善、就学保障充実など2015年度国家予算編成における教育予算

確保・拡充に向けた意見書

○議長（岩館俊幸君） 日程第22 意見書案第3号 義務教育費国庫負担制度堅持・負担率1/

2への復元、「30人以下学級」の実現をめざす教職員定数改善、就学保障充実など2015年度国

家予算編成における教育予算確保・拡充に向けた意見書についてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

5番 平野武志さん。

○5番（平野武志君） 5番 平野武志です。

意見書案第3号 平成26年6月12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 平野武志、賛成者 木古内町議会議員 吉田裕幸、同じく竹

田 努。

意見書案第3号 義務教育費国庫負担制度堅持・負担率1/2への復元、「30人以下学級」の

実現をめざす教職員定数改善、就学保障充実など2015年度国家予算編成における教育予算確

保・拡充に向けた意見書案について、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

おり提出します。
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義務教育費国庫負担制度は、地域主権を保障する制度であり義務教育に必要不可欠である

ことから、制度の堅持と三位一体改革で削減された負担率を1/3から1/2へ復元するなどの制

度改善が極めて重要であります。

また、教職員定数の拡充は喫緊の課題であり、住む地域に関係なく子ども達に行き届いた

教育を保障するためには、教職員定数の改善と学級基準編制の制度改正及び30人以下学級の

早期実現が不可欠であります。

国においては義務教育費無償、義務教育費国庫負担制度の堅持、当面負担率1/2への復元

など、教育予算の確保・拡充就学保障の充実をはかるよう衆参両院議長、内閣総理大臣及び

各関係大臣に要望するものでございます。

以上、提案理由といたしますので、議員の皆様方のご賛同をよろしくお願い申し上げます。

○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 義務教育費国庫負担制度堅持・負担率1/2への復元、「30人以下学級」の

実現をめざす教職員定数改善、就学保障充実など2015年度国家予算編成における教育予算確

保・拡充に向けた意見書については、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○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23 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）

○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。

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。
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（「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2回木古内町議会定例会を閉会いたします。

大変どうも、ご苦労さまでございました。

（ 午後１時４５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6月12日

木 古 内 町 議 会 議 長 岩 館 俊 幸

署 名 議 員 新井田 昭 男

署 名 議 員 東 出 洋 一


