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関する基準を定める条例制定について
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21 議案 第19号 木古内町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介
護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関す
る基準等を定める条例制定について

22 議案 第34号 木古内町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に
関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定について

23 議案 第35号 木古内町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及
び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防の
ための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改
正する条例制定について

24 議案 第41号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律
の施行に伴う関係条例の整理に関する条例制定について

25 発議案 第１号 木古内町議会委員会条例の一部を改正する条例制定について

26 議案 第24号 教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例制定について

27 議案 第25号 木古内町課設置条例の一部を改正する条例制定について

28 議案 第27号 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例制定
について

29 議案 第33号 手数料条例の一部を改正する条例制定について
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31 議案 第43号 木古内町観光交流センター建設工事（機械設備）請負契約の議
会議決について

32 議案 第44号 木古内町観光交流センター建設工事（建築主体）請負契約の議決
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する基準を定める条例制定について
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条例制定について

36 議案 第22号 木古内町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を
定める条例制定について

37 議案 第23号 木古内町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負
担に関する条例制定について
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38 議案 第26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

39 議案 第28号 議会議員の議員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
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例の一部を改正する条例制定について

41 議案 第30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

42 議案 第31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

43 議案 第32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

44 議案 第36号 木古内町介護保険条例の一部を改正する条例制定について

45 議案 第39号 木古内町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例制定について

46 議案 第40号 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条
例制定について

47 議案 第42号 木古内町保育の実施に関する条例の廃止について

48 議案 第45号 指定管理者の指定について

49 議案 第１号 平成27年度木古内町一般会計予算

50 議案 第２号 平成27年度木古内町国民健康保険特別会計予算

51 議案 第３号 平成27年度木古内町後期高齢者医療特別会計予算

52 議案 第４号 平成27年度木古内町国民健康保険病院事業会計予算

53 議案 第５号 平成27年度木古内町水道事業会計予算

54 議案 第６号 平成27年度木古内町介護老人保健施設事業会計予算
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57 議案 第９号 平成27年度木古内町下水道事業特別会計予算
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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27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。

2番 又地信也さん、3番 佐藤 悟さん。以上、2名を指名いたします。

議 会 運 営 委 員 会 報 告

○議長（岩館俊幸君） 日程第2 議会運営委員会報告。

平成26年12月17日に開かれました、平成26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 吉田裕幸さん。

○4番（吉田裕幸君） 平成27年3月5日 木古内町議会 議長 岩館俊幸様。木古内町議会運

営委員会委員長 吉田裕幸。

議会運営委員会報告書。

平成27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。

会議開催状況は下記でありますが、開催日は27年3月3日、出席委員は欠席なしで行われた

ことを報告をいたします。

2 平成27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5日から3月12日までの8日間としたい。

5日は、本会議を開催し、町政執行方針並びに教育行政執行方針、一般質問、条例制定、

補正予算等の議案審議、平成27年度各会計予算及び関連議案の上程を行う。

3月7日、8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11から18まで及び議事日程番号34から57までの平成27年度各会計予算及び関
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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46件、発議案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12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12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、別紙配付のとおりでありますので、これを省略いたします。

なお、2月16日に、道南ドクターヘリ就航式が函館空港内の道南ドクターヘリ格納庫で開

催されております。

道南ドクターヘリは、45万ヘクタールという渡島・檜山の全エリアをカバーするもので、

片道の所要時間は奥尻町までで、約30分となっております。

すでに新聞報道等でご承知のこととは思いますが、2月18日に初出動し、森町の男性患者

が市立函館病院まで搬送されているほか、松前町におきましても、2月23日には市立函館病

院に、25日には函館脳神経外科病院にそれぞれ搬送されております。

今後とも、道南地域住民の安全、安心な暮らしを守るための救急システムとなるよう、大

いに期待をしているところでございます。

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。
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平成26年12月17日に開かれました、平成26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27年3月5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24日、2月12日並びに2月23日の3回にわたりまして開

催をしており、欠席委員はおりませんでした。

2.所管事務調査項目。

所管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10件につい

て事務調査を行っております。

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）人口減少対策検討会議の取り組みについてであります。

人口減少問題は、喫緊の課題として平成26年第4回木古内町議会定例会における総務・経

済常任委員会報告として、政府が設置した「まち・ひと・しごと創生本部」から出される情

報収集に努めるとともに、引き続き会議を開催する中で実施に向けた検討が十分行われるよ

う要望したにも関わらず、この間、会議を全く開催することなく国に対する交付金の申請事

務を進めてきたことは、誠に遺憾である。

とりわけ、地方消費喚起・生活支援型事業として行われる予定の、プレミアム付商品券発

行事業については、本年度の実施検証と分析を行うとともに、利用期間等を含め幅広く改善

した中で発行総額も6,760万円と本年度の増額にもなっていることから、所期の目的が十分

達成できるよう鋭意努力されたい。

なお、人口ビジョン及び地方版総合戦略策定に係る基礎調査業務については、安易にコン

サルタントに委託をするのではなく、人口減少対策検討委員会における議論を行う中で、地

域の現状や意向が十分反映されるような事業となるよう強く要請するものである。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

は全員による委員会でありますので、質疑を省略することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○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。
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総合交通体系調査特別委員会報告

○議長（岩館俊幸君） 日程第6 総合交通体系調査特別委員会報告。

平成23年第2回木古内町議会定例会において設置されました、総合交通体系調査特別委員

会における調査について報告を求めます。

総合交通体系調査特別委員会 委員長 2番 又地信也さん。

○2番（又地信也君） 報告いたします。

平成27年3月5日 木古内町議会議長 岩館俊幸様。木古内町議会総合交通体系調査特別委

員会委員長 又地信也。

総合交通体系調査特別委員会報告書。

平成23年第2回木古内町議会定例会において設置された、総合交通体系調査特別委員会の

調査について、会議規則第41条第1項の規定により報告いたします。

記 1．会議開催状況。

会議開催状況につきましては、平成23年6月8日から平成27年3月2日までの間に、17回にわ

たって開催しております。病気等により欠席された委員もおりますが、ほぼ全員出席の下で

会議が開催されておりますことを報告いたします。

2．調査項目。

（1）トレイン・オン・トレインに係わる情報収集及び基地誘致に関すること。

（2）カートレインに係わる情報収集及び基地誘致に関すること。

（3）並行在来線の取り扱いに関すること。

（4）ＪＲ江差線（木古内－江差間）の廃止に関すること。

3．調査報告。

（1）トレイン・オン・トレインに係わる情報収集及び基地誘致に関すること。

（2）カートレインに係わる情報収集及び基地誘致に関すること。

トレイン・オン・トレインについては、技術開発を行っているＪＲ北海道苗穂工場を視察

する中で、その実用性の可能性について実感してきたところであります。

また、北海道議会新幹線・総合交通体系対策特別委員会正副委員長並びに青森県庁との意

見交換を行う中で、当町議会としてはトレイン・オン・トレインの重要性を訴えてきたとこ

ろである。

青函共用走行区間の新幹線の走行に関しては、安全性の観点と高速走行の実現が求められ

ていることから、国の交通政策審議会の下部組織として「青函共用走行区間技術検討ワーキ

ンググループ」が設置され、平成25年3月には「青函共用走行問題に関する当面の方針」と

して、「時間帯区分案、すれ違い時減速システム等による共用走行案、新幹線貨物専用列車

導入案（トレイン・オン・トレイン）」の3案が示されております。

特に、当町においては、交通の要衝としての位置づけを確立するほか、固定資産税や雇用

創出、交流人口の拡大をはかるため、トレイン・オン・トレインの実現に向け、技術開発を

進めるＪＲ北海道や北海道、青森県をはじめとする関係機関との連絡・調整を図り、早期に

国家事業として整備が進められるよう、今後とも情報収集に努めるとともに調査・研究を行

う中で、関係機関への要請活動も同時に進めて行くべきである。

なお、カートレインについては、トレイン・オン・トレインが実現することによりその技
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術が活かせることから、引き続きトレイン・オン・トレインとともに調査・研究が必要と考

える。

以上の2項目については、時機を逸することのないよう、町民総ぐるみ運動として展開す

る必要性を強く感じているところである。

（3）並行在来線の取り扱いに関すること。

ＪＲ江差線（木古内－五稜郭間）は、木古内町内におけるＪＲ貨物列車による度重なる脱

線事故により、幾多の議論を踏まえる中で、第三セクターにより鉄路を維持・存続すること

となった。

平成26年8月1日には、北海道道南地域並行在来線準備株式会社を設立し、平成27年1月1日

からは「道南いさりび鉄道株式会社」と社名変更が行われており今後、鉄道事業認可を得る

中で平成28年3月の第三セクター鉄道開業に向けた準備は予定どおり進められている。

第三セクター鉄道の開業に際しては、ＪＲへ乗り継ぐ場合の運賃の割引制度や寝台特急の

運行継続に向けた取り組みなど諸課題は山積している。とりわけ、安全性と利便性の確保を

最優先とすることはもとより、通学者や通勤者の利用を基本とはするものの、鉄道の持つ魅

力向上により新幹線で来訪される観光客に利用していただくためにも、北海道新幹線木古内

駅の停車本数については現状維持が図られ、開業当初から見込まれる赤字幅の縮小と健全経

営に向けた取り組みが最重要課題である。

特に、第三セクター鉄道に関し新たな財政負担が生ずる場合は、速やかに議会報告がなさ

れるよう強く要望する。

（4）ＪＲ江差線（木古内－江差間）の廃止に関すること。

ＪＲ江差線（木古内－江差間）の廃止に伴う代替路線バスは、函館バスにより平成26年5

月12日からＪＲ江差線と同じく1日6往復で運行を開始し、約10か月が経過した。

運賃は、ＪＲに比べ2割程度の割高となっているが、バス停を24か所とＪＲに比べ2倍以上

としたことや、道立江差病院や江差高等学校まで路線を延伸したことにより、3倍以上の利

用者となっている。また、本年4月からは、鶴岡地区と大川地区に停留所がそれぞれ1か所追

加される予定となっている。

なお、木古内駅前－江差ターミナル間は、路線延伸後も30名程度の利用者であり、延伸前

と同程度の利用状況となっている。

道道江差木古内線は、北海道新幹線開業後における広域観光の2次交通として、観光など

に対する活用方策の課題も残されているほか、ダイヤや乗り換えの案内など地元以外の観光

客にもわかりやすいような対策を図られたい。

一方、道道江差木古内線は幅員も狭隘で各所で蛇行するなど、特に冬道の走行に対し安全

性を懸念する声も聞かれている。3月23日には新吉堀トンネルの貫通式も予定されているが、

道路拡幅については関係機関と十分連携を図る中で、喫緊の課題として取り組むよう強く要

望するものである。

なお、鉄道資産・設備の処理・処分については、撤去計画を早期に策定するとともに、今

後とも慎重な議論を行う中で、有効活用が十分図られるよう強く要望するものであります。

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） 総合交通体系調査特別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。
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（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○議長（岩館俊幸君） ご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7 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、別紙配付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。

議員の皆様には、年度末を控え何かとご多忙のところを、ご参集いただきまして、心から

厚く御礼を申し上げます。

第1回定例会を開催するにあたり、行政報告が1件ございますので、ご報告を申し上げます。

1．降雪による農業ハウスの被害について。

2月9日から11日にかけて降りました雪により、町内の農業用ハウスが被害を受けました。

被害状況につきましては、一部倒壊が3棟、全壊が1棟。以上のとおりとなっております。

ハウス被害額につきましては、約140万円ほどと推計されます。なお、農作物につきまし

ては、作付け前のため被害額はございませんでした。

また、気象データによりますと、2月9日から11日の3日間の、当町における降雪量は59ｃ

ｍとこのように記録しております。

以上で、行政報告を終わります。

○議長（岩館俊幸君） 質疑はございませんか。

6番 竹田 努さん。

○6番（竹田 努君） 町長から農業被害の報告が出されて、被害額も140万円程度。これに

対する農家の救済と言いますか、行政としての考えがあるのかどうなのか。また、このあと

の審議される予算等に反映されているのかどうなのかという部分の確認だけお願いします。

○議長（岩館俊幸君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君） ご報告いたしましたように、トータルで4棟でございますが、戸数

で行きますと3軒の農家となっておりますが、基本的にはそれぞれ共済保険というのがあり

ますが、1軒だけ共済保険に入っていないという報告を受けておりますので、そのかたにつ

いてはご自身の負担ということになるかと思います。

○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、以上をもちまして、行政報告を終了いた

します。
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町 政 執 行 方 針

○議長（岩館俊幸君） 日程第8 町政執行方針。

平成27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） それでは、平成27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、一昨年12月の木古内町議会定例

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、平成12年に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、来年3月に開業が迫った、北海道新幹線の開業効

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。

2．国と地方を取り巻く情勢。

昨年の日本列島は、豪雨･豪雪や台風などにより全国各地で甚大な被害が発生したほか、9

月には御嶽山が突如噴火し、多くの登山者が犠牲となりました。

自然災害の猛威に備える、全国的な防災・減災対策が急がれるところであります

また、発生から丸4年を迎える東日本大震災につきましては、本格的な復興に向けた取り組

みが行われておりますが、被災し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

ございます。

さて、昨年12月の衆議院議員選挙を受け、第三次安倍内閣が発足いたしました。

安倍総理のもとで行われている経済対策「アベノミクス」の「大胆な金融緩和」と、「機動

的な財政出動」で、円安が進み株価が上昇、デフレ脱却の機運が高まったのは事実でありま

すが、円安にもかかわらず、輸出が増えなかったことや、昨年4月からの消費税増税もあって、

物価上昇に実質賃金が追いつかない状況であり、地方にあっては、景気回復の実感がないと

言う現状であります。

こうした中、政府は、全国津々浦々まで地域経済が活力を取り戻すことや、人口減少を克

服し、地方創生を成し遂げるため、昨年12月27日に、「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」、

及び、｢まち・ひと・しごと総合戦略」を策定しております。

また、｢地方への好循環拡大に向けた緊急対策」を併せて決定しており、「地方創生の先行

実施」と「地方消費喚起・生活支援」のための経済対策交付金を含む3兆1,000億円の補正予

算が成立しております。

安倍総理は、本年2月12日の施政方針演説で農協、医療、エネルギー、雇用、社会保障など

について、規制改革に取り組む姿勢を示し、「日本の将来を見据えながら、大胆な改革を実行

しようではないか」と訴え、地方については、「地方目線の行政改革を進める」と、述べたう

えで、地方創生については、「熱意ある地方の創意工夫を全力で応援する」とし、まずは地方
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の自助努力が不可欠との認識を示しています。

当町におきましては、人口減少、少子高齢化、子育て、後継者、勤労者、地場産品のブラ

ンド化などを盛り込んだ、「地方人口ビジョン」や「地方版総合戦略」の策定に向け、速やか

に取り組むこととしており、住民代表、産業界、行政機関、大学、金融機関、労働団体など

が参加する推進組織を構成の上、審議を進めてまいります。

なお、国の補正予算による地方創生先行型交付金や経済対策交付金につきましては、当町

独自の施策を織り込み、町内の経済活動の好循環を生み出す取り組みを進めております。

総務省が示した平成27年地方財政対策では、一般財源について地方創生のための財源等を

上乗せして、過去最高額の61兆5,000億円が見込まれており、地方交付税は16兆8,000億円と

なっております。

また、交付税の別枠加算については、地方税収の状況を踏まえて、一部が縮小されました

が、引き続き景気対策のために加算が実施されます。

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。

本年は、地域経済の活性化や地方創生先行型事業、及び振興計画に登載している事業を推

進いたします。

開業まで1年を切った北海道新幹線の開業機運を盛り上げるため、開業前イベントを展開し

てまいります。

「本州に一番近いマチ」としての役割をしっかりとはたすため、渡島西部、檜山南部の9町

による広域連携を推し進め、交流人口の拡大を目指すため、ハード・ソフト事業の仕上げに

「職員が一丸」となって取り組んでまいります。

3．町政に臨む基本姿勢。

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点を基本姿勢として、木古内町の限り

ない発展に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2年目にあたる平成

27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、当町の高齢化率は、本年1月末現在では43.2％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、声か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の助

成事業を、継続して取り組んでまいります。
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また、高齢者の皆様の経験と技能を生かす高齢者事業団への補助や、各地区の老人クラブ

への助成を行います。

「介護福祉」、本年から、第6期介護保険事業計画に基づく介護サービス事業を運営してまい

ります。

第6期におきましては、地域包括支援センターを中心に、要介護者やその家族のニーズに

沿った在宅介護サービスの提供に努めるとともに、医療・介護・予防・住まい・生活支援が、

包括的に連携する体制となる「地域包括ケアシステム」の構築を進めてまいります。

在宅者へ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等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。

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。

さらに、認知症等により行方不明となった高齢者を早期に発見し、保護するため、地域で

の支援を行う高齢者安心ネットワーク事業を函館地区高齢者のためのＳＯＳネットワークと

連携して行ってまいります。

高齢者の引きこもりを防ぐために、地域の皆さんが主体となり、気軽に集うことができる

「地域サロン」の立ち上げ支援や、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。

地域福祉活動を進める中心組織として、社会福祉協議会や町内会連合協議会がありますの

で、それぞれの運営を支援してまいります。

なお、町内会連合協議会の事務局を行政が担っていることから、単位町内会の意見や要望

をいただき、行政と社会福祉協議会が連携の上、地域の相互扶助意識を高める活動を進めて

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学校給食費の全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、今年度において、今後の運

営に関する協議を進めてまいります。

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

サービスを実施しており、健康管理センターにおいて相談業務等を進めております。

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も実施

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、臨時の管理人を配置しており、今後も

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
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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ま

す。なお、インフルエンザの予防接種は、昨年より、中学生まで無料としております。

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

報等による周知を増やし、各地域での健康相談、健康教室で受診勧奨を行い、健康づくり推

進委員と連携を図り、受診率向上に取り組んでまいります。

国民健康保険事業については、社会保障改革プログラム法案が、平成25年12月に成立して

おり、保険運営を市町村から都道府県に移管するため、現在検討協議が進められているとこ

ろです。

先月12日に開催された、国と地方の協議会において、平成30年度から都道府県が財政運営

の責任主体となることが決定し、保険料の賦課徴収、資格管理・給付の決定、及び保健事業

の実施等については、市町村が担うということで、方向性が示されました。

また、財政支援についても毎年約3,400億円の公費拡充等による財政基盤の強化が示され

たました。

このたびの制度改革は、これまでにない大きな改革であり、新たな制度の円滑な実施・運

営に向け、制度や運用の詳細については、今後さらに検討協議が進められることとなります。

平成30年度の都道府県移管に向けて、今後も、国の動向に注視してまいります。

現在、被保険者数は減少を続けておりますが、一人当たりの医療費は増加しており、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。

後期高齢者医療制度については、発足から7年が経過し、十分に定着してきたものと思わ

れます。

当町におきましては、現在1,128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、一人あたり医療費とも年々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につきましても、平成24年10月に、病院事業管理者を配置し、

地方公営企業法の全部適用へ移行したことに伴い、さらなる組織の活性化と、職員の自覚、

改善意欲の醸成などの意識向上を図ることを目的に、昨年3月に日本病院機能評価機構の機能

評価を受審しました。

その結果、「病院として、組織的に医療を提供するために、基本的な活動が適切に実施され

ている」ことが認められ、8月1日付けで、認定病院となりましたので、今後も日々研鑽に努
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め、地域に根ざし、安全・安心、信頼と納得の得られるサービスを提供してまいります。

このような中、昨年の診療報酬改定では在宅医療の充実が重点課題とされ、国保病院にお

いても昨年10月から、地域包括ケア病床として20床の届出を行い、在宅復帰への体制を整備し

ました。

システムの構築には、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繋げるため、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、引き続き退院支援とあわせて取り組んでまいります。

なお、病院事業における今年度の目標は、次の基本方針で進めてまいります。

一つは医療機能の継続的改善、一つは患者の退院支援・調整の推進、一つは地域包括ケア

システムの運用の積極的支援、一つは目標管理による職場環境の活性化、一つは職員の経営

安定化策参画。以上でございます。

第2章 教育・文化でございます。

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、昨年12月「木古内町いじめの防止に関する条例」を制定し、4月から施行されてお

りますので、今後は、木古内町いじめ防止基本方針に基づき、施策の推進に努めてまいりま

す。

第3章 産業・観光でございます。

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、平成25年12月「農林水産業・地域の活力創造プラン」が策定され、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ております。

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基本構想、多面的機能支払交付金制

度に基づく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。

今年度においては、農業基盤整備事業の着手に向けて土地改良事業調査を行うとともに、

畜産では、はこだて和牛のさらなるブランド化に向け、褐毛和種優良繁殖雌牛導入事業や、

酪農ヘルパー利用事業を実施してまいります。

担い手、後継者対策としては、新規就農・経営継承総合支援事業を継続して活用するとと

もに、交付の対象外となる後継者に対して、地域創生交付金を活用した支援の検討や、ＪＡ

が実施する担い手育成研修事業への補助を実施してまいります。

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

間伐事業を進めておりますが、主伐期を迎えつつあるスギが約400haあることから、生育や
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価格の動向を把握し適期適伐に努めるとともに、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。

私有林や町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、南北連絡自由通路等の公

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、町有林の資産価値

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。

○議長（岩館俊幸君） ちょっと待ってください。ここで、10分間休憩しますので。

11時10分まで、休憩をしたいと思います。

休憩 午前11時01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。

町政執行方針を続けます。

町長。

○町長（大森伊佐緒君) それでは、「水産業」でございます。

平成26年度でホタテ・コンブ養殖施設整備は終了いたしましたが、さらに回遊魚の漁獲減

を補うため、短期間で漁獲対象となる、ワカメ養殖施設の更新を図ることにより、養殖漁業

の安定的な生産に努めてまいります。

また、地方創生交付金を活用する事業として、木古内町産の天然ヒジキの付加価値を高め

るブランド化や、養殖技術の導入を実施してまいります。

アワビ人工種苗事業、ウニ人工種苗事業についても継続実施し、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する借入資金への利子補

給についても継続して行ってまいります。

「商業」「工業」では、地域経済の好循環を生み出すことを目的に交付される、「地域の

消費喚起・生活支援」交付金を活用し、プレミアム付商品券の発行を商工会と協議しながら

進めてまいります。

また、町内では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、新幹線関連事業は地元企業を中心に発
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注してまいります。

来年の北海道新幹線開業に向け、駅前通と駅前広場、駐車場、観光交流センター、都市計

画道路環状線通の整備などを進めてまいります。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。

新幹線駅舎等の工事や高規格幹線道路、北海道電力の送電線工事などにより、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、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。

観光協会の会員数減少による、財政状況の脆弱化やボランティアによる運営体制に不安が

生じていることから、事務局長の人件費を含む事業支援を進めてまいります。

新幹線開業機運の醸成に向け、函館市や北斗市と連携をしつつ、開業前イベントや記念事

業の運営など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、観光交流センターは、8月末の完成に向け工事が進めら

れております。

また、観光交流センターの指定管理者として、一般社団法人木古内公益振興社から応募が

ありましたので、本定例会での議決をいただいた上で、センターの魅力づくりと収益拡大の

ため連携を進めてまいります。

新幹線木古内駅から9町広域観光圏を周遊するバス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」の実証実験を7月から9月の期間で

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」の技能の向

上とセンター運営の基盤づくりをセンター長候補と一体となり行うこととしております。

また、姉妹都市の鶴岡市でイタリアンレストランを経営する世界的料理人であります奥田

政行シェフを「木古内町観光大使」に任命し、食や物産の魅力強化に対する助言や、情報発

信を行っていただき、当町を訪れる観光客の魅力アップにつなげてまいります。

町内観光のスポットとして、みそぎ浜や新幹線ビュースポットの整備を行ってまいります。

「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、国の地方創生交付金を活用した雇用の安定化に資する事業として、町内の介護事業

所に勤務する介護従事者の給与水準の改善を図り、介護サービス水準の向上と職員の定住化

を図ってまいります。

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。
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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を形成する東部地

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

漁業に従事しやすい、漁港背後地の整備を図るとともに、未利用地を活用した住宅地の確保

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おり、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、平成25年度に

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、大平団地の屋上防水改修工事を平成26年度の繰り越し事

業として実施するほか、北海道建設部住宅局による道営住宅（名称：木古内町道営住宅であ

えーる駅前団地）の建設が新幹線駅北側の町有地に決定しており、本年発注となることから、

今後の住宅ストック計画との調整を進めてまいります。

また、空き家活用事業に着手し、移住・定住に対応してまいります。

「公共交通網」では、北海道新幹線事業着手から11年目を迎え、昨年12月から新幹線Ｈ5

系車両による試験走行が開始されており、いよいよ開業が間近に迫っていることを実感して

おります。本年5月には、駅舎が完成しますので、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、会社名が「道南いさりび鉄道株式会社」に決定しました。こ

れまで、過去3年間に脱線事故が3度発生していることから、ＪＲ北海道とは、必要な検査と修

繕を確実に実施することで合意しております。本年夏頃には、本社を函館市内に移転し来年3

月の運行開始に向け準備を進めてまいりますが、移行後においては、安全運行体制を構築し

事故のない運営をめざしてまいります。

また、当町と檜山地域の主要幹線を結ぶ2次交通の路線バス「江差木古内線」は、函館バ

スに運行を委託しており、停留所等の増設により鉄道輸送時よりも乗客が伸びております。

今後も、利用者の安全性や利便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ています。

また、高規格幹線道路「函館・江差自動車道」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。

当町と檜山地域を結ぶ主要道道「江差木古内線」の線形改良や拡幅工事については、引き
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続き要望してまいります。

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、引き続き本

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、特に新幹線や高規格道路工事

による大型車両通行箇所の維持管理、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。

昨年、長期的な管理運営を進めるため、水道事業全体評価業務を委託した結果、今後の課

題として木古内浄水場の安全性や管理性を向上させる事業の実施が必要であると報告がされ

たことから、急速攪拌翼他の更新に取り組んでまいります。

亀川水系浄水場については、老朽化が著しいことや、人口減により木古内からの給水が可

能となっていることから、廃止について検討を進めてまいります。

本年の主な施設工事については、函館江差自動車道建設に伴う水道管移設を実施します。

現在実施している吉堀地区飲雑用水施設統合工事により、投資的経費が増加しておりますが、

北斗今別直流幹線新設工事に伴う、作業員宿舎での利用拡大が見込まれることから、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。

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、下町方面と前浜団地へ接

続する下水道管渠新設工事と、今後の下水道事業全体計画の見直しに取り組んでまいります。

「環境衛生」では、住民生活で排出される廃棄物の安定処理と処理コスト低減のため、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「リサイクルセンター・最終処分場・汚泥

再生処理センター」で処理を行っております。

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し、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、住民や旅行者がさわやかさや安らぎを感じ

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、面積拡大のため、民地を購入しましたので、景観の維持管

理に加え、本年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、昨年「木古内町空き家等の適正管理に関する条

例」を制定し、危険家屋の把握を実施しました。本年は、適正管理に関する通知を行い、勧

告や改善命令など条例に基づく処分を進めてまいります。

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、二級河川の木古内川の改修工事が継続実施されており、周辺住民の安

全対策が進められております。
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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。

「消防と救急」では、渡島西部広域事務組合を組織しており、災害時や大規模火災には相

互応援体制を執ることとしております。木古内消防署の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。

昨年実施した耐震診断では、望楼の耐震性が劣っていることが判明しましたので、本年は、

望楼の機能を補完する施設を含む、庁舎の改修計画を作成してまいります。

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。

近年は、救急・救助活動の機会が増加しており、一人でも多くの人命救助のため、道南ド

クターヘリの運航が開始されました。

また、迅速な救急体制を維持するため、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、設備の整備に着手して

おります。

「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しが行なわれ、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ております。

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、全戸に配付を行っております。

本年2月には、町内において国際テログループによる立てこもり事件が発生したことを想

定し、北海道及び町の職員、警察署員が参加し、机上での避難誘導訓練を実施しております。今

後は、従来通り、地域住民が主体となる防災訓練を実施してまいります。

また、市町村振興協会からの補助を受け、防災備蓄品の整備を行いました。

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。

「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、安全安心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、防犯灯のＬＥＤ化を推進する事業として、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異物が混入し、安全管理に不安のある

食品など、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
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す。

また、悪徳商法に関しては、すみやかに情報収集を進め、木古内警察署と連携を図り、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

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、本年2月に改訂した職員の配置計画に基づき、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、危機的状況を脱してお

りますが、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40％を占める地方交付税については、昨年の実績や国の地方財政計画から増額を見

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、新年度の当初予算では、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充分見込める計数で積算しております。

歳出では、新幹線開業関連事業の実施、保健・医療・福祉ネットワークの構築、生活イン

フラや防災体制の強化、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。

本年は、「地方版総合戦略」の策定に取り組むこととしており、住民、産業界、行政機関、

大学、金融機関、労働団体などに参加を求め、誰もが意見を出しやすい会議の運営を進めて

まいります。

釜谷生活改善センターの改築事業に着手します。本年は地域との協議を進め、実施設計を

行ってまいります。

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・広聴については、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。
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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、北海道や近隣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。

当町が参加している広域行政である、渡島・檜山地方税滞納整理機構では、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おります。

また、「北海道新幹線木古内駅活用推進協議会」では広域観光の推進、「ＪＲ江差線対策

協議会」では代替路線バスの安全運行に、取り組んでまいります。

なお、昨年函館市を中心市とする2市16町により「定住自立圏形成協定」を締結しました。

9月には共生ビジョンを策定し具体的取り組みの一つであります、ドクターヘリの運航に関

する財政的な裏付けが進められたところです。今後も、広域医療体制や広域観光、基幹道路

等ネットワーク整備などの取り組みを推進してまいります。

さらに新幹線の隣駅となる今別町との交流連携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27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、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、終わります。ありがとうございました。

○議長（岩館俊幸君） 以上を持って、町政執行方針を終わります。

教 育 行 政 執 行 方 針

○議長（岩館俊幸君） 日程第9 教育行政執行方針。

平成27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） それでは、平成27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。

今日、少子高齢化を背景とした人口減少、国際化や高度情報化の進展、産業構造の変化な

ど社会が急速に変化する中で、教育行政においても教育委員会制度改革やいじめ・不登校対

策、学力・体力向上や道徳教育の充実など多くの課題について新たな取り組みや充実した取

組を進めることが求められております。

このような情勢の中で、これからの社会を自立して生きていく子どもたちの育成のため、

質の高い教育活動を確実に推進していくことが重要であると考えます。

また、町民一人ひとりが生涯にわたり文化やスポーツに親しみ、生きがいをもって生活で

きる社会を目指し、主体性に基づいて、いつでも、どこでも、だれでもが自由に学ぶことが

できる生涯学習の充実に努めることが重要であると考えます。
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このため、教育委員会といたしましては、2年目を迎えた第6次木古内町教育総合推進中期

計画の基本理念である「いのちをはぐくみ 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、次代を担う子どもたちの将来を見据え、これまでの教育施策を深化・

充実させることを意識しながら、学校・家庭・地域が互いに連携し合い、教育力を高める教

育行政の推進に取り組んでまいります。

また、教育委員会制度改革の趣旨を踏まえ、木古内町の教育振興に向けて教育施策の方向

性を共有するため、町長部局と一層協議・調整を図りながら積極的に教育行政の執行にあた

ってまいります。

第一は、「学校教育の充実」についてです。

学校教育においては、いかに社会が変化しようとも自ら課題を見つけ、学び、考え、主体

的に判断・行動する資質や能力など、確かな学力・豊かな心・健やかな体からなる「生きる

力」を確実に身に付けるよう、家庭や地域と連携し、次の7項目について推進してまいりま

す。

一点目は、「確かな学力の育成」についてです。

変化の激しい社会において自立して生きていくためには、子どもたちが基礎的・基本的な

知識・技能やそれらを活用できる力を確実に身に付けることが重要であります。

このため、学習指導要領を踏まえ、義務教育9年間を見据えた教育課程の編成や年間指導

計画の工夫に努めてまいります。

教科指導にあたっては、少人数指導教員や退職教員などの人材を活用し、ティームティー

チングによる学習指導や習熟度別学習指導などの多様な学習形態を取り入れた指導の展開を

図ってまいります。

実物投影機やプロジェクターなどのＩＣＴ機器やデジタル教科書を導入・活用することに

より、効果的でよりわかりやすい授業ができるよう、教材・教具の充実に努めてまいります。

平成27年度全国学力・学習状況調査や町独自の標準学力検査などの結果に基づき、学校毎

に調査結果の検証と改善への取り組みを進めてまいります。道教委から提供されるチャレン

ジテストの活用や、放課後や長期休業中の補充的学習などの学力向上に向けた支援を行うと

ともに、家庭や校種間の連携を深め、望ましい学習習慣や基本的生活習慣の確立を図ってま

いります。

土曜日の教育活動につきましては、学校における授業や、地域における体験活動の充実の

ため、先進事例の内容や課題等を把握するとともに、社会教育事業と関連付けながら検討を

進めてまいります。

国際理解教育につきましては、外国語によるコミュニケーション能力の育成のため、引き

続き外国語指導助手（ＡＬＴ）を活用し、言語や文化についての体験的な理解を深めるなど、

小中一貫性のある外国語活動の充実を図ってまいります。

情報教育につきましては、昨年度更新した児童生徒用パソコンを活用し、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、情報機器を利用する上でのモラル・マナーの指導

徹底に努めてまいります。

キャリア教育につきましては、子どもたちが体験活動を通して働くことの意義ややりがい

を実感するとともに、社会の一員として自らの役割を発揮できるよう、町内の事業所の協力

を得るなど地域の教育力を活用し、勤労観・職業観をはぐくむ活動を進めてまいります。
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環境教育につきましては、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、自然や資源を大切にする心と実践力をはぐくむ活動を推進してまいり

ます。

なお、地域学習の資料である小学校の社会科副読本につきましては、当町の地域状況が大

きく変化していることから、編集委員会を設置し改訂を行ってまいります。

二点目は、「特別支援教育の推進」についてです。

特別支援教育につきましては、適切な指導や支援を行うため、町特別支援連携協議会をは

じめ特別支援学校や医療、福祉などの関係機関と連携を図るとともに、個別の教育支援計画

や指導計画に基づく学習指導の工夫に努めてまいります。

また、引き続き特別支援教育支援員を3名配置し、子ども一人ひとりの教育ニーズに応じ

たきめ細かな支援に努めてまいります。

三点目は、「豊かな心を育成する教育の推進」についてです。

社会が多様化・複雑化している今日、子どもたちの規範意識や思いやりの心をはぐくむた

め、道徳教育の果たす役割が重要であることから、道徳の時間を要に学校の全ての教育活動

を通して推進してまいります。

このため、国が配付した道徳教育用教材である「私たちの道徳」については、学校におけ

る道徳教育の全体計画や年間指導計画に位置づけるとともに、家庭においても活用できるよ

う、奨励に努めてまいります。

また、読書活動につきましては、子どもの情操をはぐくみ、より豊かに生きるための力と

なることから、本年度を初年度とする「木古内町子どもの読書活動推進計画」に基づき、学

校・保育園や家庭など関係者が同じ目標に向かい、計画的に読書環境を整える取り組みを進

めてまいります。学校図書館の蔵書充実をはじめ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読書活動を推進してまいります。

ふるさと教育につきましては、総合的な学習の時間や特別活動を活用し、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てまいります。

姉妹校交流事業につきましては、本年木古内小学校関係者が山形県鶴岡市立朝暘第一小学

校を訪問するため、引き続き学校交流を支援してまいります。

四点目は、「健康教育・食育の充実」についてです。

健やかな身体は、人間の活動の源であり、健康維持のほか意欲や気力といった精神面の充

実にも大きく関わっているため、生きる力を支える重要な要素であります。

このため、発達段階に応じた体力の向上を目指し、運動会や体育祭など体育行事はもとよ

り、異年齢の子どもたちが共に活動するスポーツ少年団や部活動などで、運動に親しむ機会

の拡充に努めてまいります。

また、体力・運動能力調査を実施し、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日常の

体力づくりに生かし、子どもの体力・運動能力の向上に努めてまいります。

特に、縄とび大会や水泳学習、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てまいります。

子どもの基本的生活習慣の確立のため、「早寝・早起き・朝ごはん・そと遊び」運動を推

進するとともに、義務教育9年間を見据えた食に関する指導計画に基づき、栄養教諭を中心
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に食に関する授業や給食だよりによる情報提供など、学校と家庭との連携のもとに食育の充

実に努めてまいります。

また、児童の永久歯のむし歯予防のため、引き続きフッ化物洗口を実施してまいります。

学校給食につきましては、引き続きハサップ（ＨＡＣＣＰ）による衛生管理導入評価事業

を活用し、栄養士や調理員一人ひとりが学校給食の衛生管理に努めてまいります。

また、食物アレルギーを有する児童生徒が他の児童生徒と同じように学校生活を安心して

過ごすために、食物アレルギーを有する児童生徒の視点に立って適切に対応するとともに、

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てまいります。

○議長（岩館俊幸君） ちょっとここで終わってください。

昼食のために、午後1時まで、休憩をいたします。

休憩 午前11時57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。

5ページから、教育行政執行方針の続きをいたしたいと思います。

教育長。

○教育長（野村広章君） それでは、引き続き教育行政執行方針を申し述べます。

五点目は、「生徒指導・相談体制」についてです。

いじめについては、決して許されないことであり、「どの子どもにも、どの学校でも起こ

り得るもの」と強い共通認識のもと小さな兆候であっても敏感に受け止め、未然防止、早期

発見・早期対応とともに、子どもの視点に立ったいじめを生まない教育土壌をはぐくんでい

くよう、努めてまいります。

このため、昨年12月に制定された「木古内町いじめ防止に関する条例」に基づき「いじめ

問題対策委員会」を設置するとともに、生徒指導連絡協議会を軸として学校、家庭、地域の

連携を図り、指導体制の充実に努めてまいります。

学校においては、昨年に引き続き道教委指定事業「いじめ未然防止モデルプログラム事業」

に取り組んでまいります。特に、子ども理解支援ツール「ほっと」を活用した学校課題の明

確化や計画的な教育活動の実践を通して、いじめ・不登校の未然防止や学力向上などに活用

するとともに、よりよい学級集団や学校づくりを進めてまいります。

また、スマートフォンなどによるラインいじめの未然防止のため、家庭での使用制限をは

じめ子どもたち自らが自分たちの問題として捉え、解決方法を見いだすことができるよう、

指導の徹底を図ってまいります。

子どもたちの心の成長を側面から支援するため、木古内中学校に心の教室相談員（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に努めてまいります。

六点目は、「信頼される学校づくり」についてです。

子どもたちの学びの中心となる学校、子育ての基盤となる家庭、人間性や社会性を培う場

となる地域が互いに連携し合い、それぞれの役割をしっかりと果たすことが大切であります。

このため、学校は自己評価による教育活動の成果と検証の結果を家庭や地域に情報発信し
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説明責任を果たすとともに、学校評議員会議や学校関係者評価委員会による意見などを取り

入れ、学校・家庭・地域が一体となった学校運営に取り組んでまいります。

教育の成果は教職員の指導力に負うところが大きいことから、教職員の資質向上と指導力

向上のため、道内外で開催される研究会や研修会への参加奨励に努めてまいります。また、

学力向上に向けた先進地への研修派遣を行い、教職員一人ひとりが「信頼される学校」の一

員であるという自覚のもと、教育課程の編成、授業研究、指導方法の工夫改善により学校力

の向上が図られるよう、支援してまいります。

また、教職員が日常の実践と理論の一体化を図る研究を進めることができるよう、町教育

研究所の充実に努めてまいります。

連携教育につきましては、教育活動の活性化を図るため、保・小・中連携教育運営会議（つ

なげ～る会議）において、道徳教育や総合的な学習の時間などと関連づけながら、異校種間

の交流活動の充実に努めてまいります。

安全教育につきましては、学校安全計画に基づき交通安全や防犯及び防災に関する取り組

みなどを通して、危機管理能力をはぐくむ指導の改善に努めてまいります。

七点目は、「教育環境の整備」についてです。

子どもたちが安心して学べる良好な環境づくりや保護者負担軽減による子育て支援の充実

に努めてまいります。

このため、木古内小学校においては、暖房用ボイラーや体育館自動カーテン、体育館放送

設備などの修繕をはじめ鉄棒の改修を進めてまいります。木古内中学校においては、校舎内

の窓手すりや網戸設置、体育館暖房機や吹奏楽楽器などの修繕を進めてまいります。

学校給食費につきましては、昨年度において給食費の半額助成を実施しましたが、本年4

月1日から給食費の全額助成を実施してまいります。副教材やスキーセットの助成について

も引き続き取り組んでまいります。

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助成するとともに、栄誉を讃える文化スポーツ

表彰を実施してまいります。

第二は、「生涯学習の充実」についてです。

心の豊かさや生きがいづくりのため、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機運の醸成を図ることが大切であります。

そのため、事業計画を策定し、各事業に取り組んでまいります。

生涯学習においては、次の5項目について推進してまいります。

一点目は、「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大切な

学習活動であります。

このため、昨年度策定した「子どもの読書活動推進計画」に基づき、公民館図書室の蔵書

充実に努めるとともに、読書活動への関心を高めるための図書室だより発行など広報活動の

充実に努めてまいります。

また、なかよし移動文庫や宅配サービス事業、ブックスタート事業をはじめ道立図書館や

学校図書館との連携事業を実施し、読書の普及と利用拡大に努めてまいります。

さらには、読み聞かせ会等の読書活動に関わるボランティア活動を支援するとともに、図
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書室や保育園で行われるおはなし会や手作り絵本活動などを通して読書に親しみやすい魅力

ある図書室づくりを進めてまいります。

二点目は、「社会教育の推進」についてです。

青少年健全育成については、地域全体で子どもたちをはぐくむという観点で、学校・家庭

・地域の連携を深め、恵まれた自然環境や地域の教育力を生かした様々な体験活動を進めて

まいります。

このため、無名塾の充実やジュニアリーダー研修会への参加奨励に努めるとともに、子ど

もの基本的生活習慣の定着を目指す通学合宿事業の充実に努めてまいります。

また、子ども会や少年団活動においては、連帯性や協調性を身に付けさせるため、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ってまいります。

家庭教育につきましては、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てまいります。

青年教育につきましては、青年自身が地域社会の一員としての自覚を持ち、地域づくりに

積極的に参加することが大切であることから、青年の学習機会提供や交流活動の支援に努め

てまいります。

成人教育につきましては、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、公民館講座や地域に出向く「出前講座」の充実に努めてまいります。

社会参加活動につきましては、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、他団体との交流の充実に努めてまいります。

高齢者教育につきましては、様々な分野の学習や多くの仲間との交流で自己力を高め合う

ため、リロナイふれあい学園の充実を図るとともに、高齢者が培ってきた豊富な知識や経験

を生かし活躍できる地域活動や世代間交流などの機会を拡充してまいります。

三点目は、「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、人々に感動や生きる喜びをもたらし豊かな人間性や創造性をはぐくむ

とともに、交流の輪を広げ社会全体の活動に大きく寄与する大切なものであります。

このため、文化団体や各種サークルなどと連携した町民文化祭の充実を図るとともに、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を拡充し、自

主的な文化活動への支援や特色ある地域文化の振興に努めてまいります。

芸術鑑賞事業につきましては、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、町民を対象とした邦楽鑑賞事業を実施してまいります。

文化財の保護と活用につきましては、郷土の伝統文化や歴史が、町の発展の基礎をなすも

のであることから、文化財に関する理解を深め､後世に守り伝えていくことが重要でありま

す。

このため、旧鶴岡小学校校舎を活用した郷土資料館が本年3月16日に開館することとなり

ますが、郷土愛をはぐくむ学習の場となるよう、展示内容の一層の充実に努めてまいります。

また、学習教材や資料として幅広く活用できるよう、引き続き発掘された遺物や生活文化

財の整理に取り組み、文化財の調査研究に努めてまいります。

さらには、小・中学校の社会科・総合的な学習の時間への出前授業やきこないゼミナール

を実施し、文化財保護の意識啓発やふるさと意識の高揚に努めてまいります。
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埋蔵文化財発掘調査につきましては、高規格幹線道路建設に関連して国が札苅・幸連・泉

沢・釜谷地区で主体的に実施する予定であるため、引き続き道教委などの関係機関と連携し

ながら保護・活用に努めてまいります。

四点目は、「生涯にわたるスポーツ活動の推進」についてです。

生涯にわたるスポーツ活動は、心身の健全な発達を促し、豊かな人格の形成や健康で充実

した生活を営む上で、重要な役割をはたしております。

このため、誰もが体力や年齢に応じて気軽にいつでもスポーツに親しむことができるよう、

各種大会や教室などの学習機会の拡充に努めてまいります。

また、子どもの発達段階に応じた体力の向上を目指し、各種ジュニア教室や定期的な体力

測定などを進めてまいります。

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、体育協会やスポー

ツ少年団などを通して仲間づくりや地域での交流ができるよう、自主的なスポーツ活動の支

援に努めてまいります。

ふるさとの森プールにつきましては、6月上旬から9月下旬まで運営します。水中運動は、

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。体力向上や健康増進のため、多くの町民の皆様に快適に利用していただけるよ

う、施設運営に努めてまいります。

五点目は、「社会教育関連施設の整備」についてです。

社会教育関係施設につきましては、個人の学びの場であると同時に、仲間づくりや地域づ

くりの拠点機能を持つ施設であります。昨年度は、ふるさとの森プールの供用開始をはじめ、

中央公民館の耐震工事やふるさとの森スキー場リフトなどの施設改修工事を行っておりま

す。

今年度につきましては、中央公民館講堂の窓改修工事や机・折りたたみイスの更新などを

進めるとともに、郷土資料館のトイレ改修工事や展示用パネル整備などを進めてまいります。

パークゴルフ場につきましては、管理棟の屋根・外壁の板金塗装工事の他、機械器具の整

備を進めるとともに、たかとり球場においては、得点板改修工事を行ってまいります。

ファミリースポーツセンターにつきましては、施設の長寿命化を図るため耐震改修工事を

行うとともに、トレーニング室の器具整備を進めてまいります。

それぞれの施設の機能が十分に発揮できるよう、定期的な点検を実施し所要の改修などを

進めるとともに、利用者のご理解や利用団体のご協力を得ながら効率的な運営と維持管理に

努めてまいります。

以上、平成27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の健やかな成長と、創造性豊かで調和のとれた

生涯学習の実現のため、今後とも学校・家庭・地域と協働して教育行政を積極的に推進して

まいります。

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、執行方針に代えさせていただきます。ありがとうございました。

○議長（岩館俊幸君） 以上を持ちまして、教育行政執行方針を終わらせていただきます。
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一 般 質 問

○議長（岩館俊幸君） 日程第10 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、お手元に配付のとおり、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。

私のほうから、3点について一般質問をさせていただきます。

まず1点目でありますが、並行在来線「第三セクター鉄道株式会社」についてであります。

4月30日に北海道旅客鉄道株式会社と基本合意をし、8月に道南いさりび鉄道会社が設立を

され、27年度末の開業準備が整ったと思っております。これまで17回にわたる総合交通体系

調査特別委員会の中で、多くの意見・議論を経て今日を迎えているわけですが、まずは「安

全」の徹底を前提の視点から、以前から訴えている事項を含め、下記の7点について町長の

見解を伺います。

まず1点目は、8月以降の準備協議会の中での動きがどうだったのか。

二つ目は、住民に対する説明会の時期、あるいは開催予定があるのかどうか。

3点目については、度重なる事故から、事故対応のマニュアル化をする考えについてどう

なのか、町長の見解お願いしたいと思います。

それから四つ目は、3番目の事故対応マニュアルと若干リンクしますけれども、木古内町

内には約10箇所あまりの踏切りがあるわけでありまして、その踏切りトラブルに対する対応

策について。これは、ただトラブルがあって遮断機が下りた、道路が寸断されるということ

の考えであります。

それから五つ目については、以前から訴えている現在の江差線3番・4番ホームの桟橋・階

段等の腐食、錆ですね。これに対する対応については、交通体系の調査特別委員会の中でも

再三言っている事項でありますから、これは今日までの協議会、あるいはＪＲ等の折衝の中

でどういう考えなのか。

6番目については、1番ホームについては不用な施設だということで撤去すると。これは確

認をしておりますけれども、1番ホーム以外に撤去する施設なり設備が何々あるのかという

部分について、お願いをしたいと思います。

それから七つ目については、ＪＲから譲り受ける中古のディーゼル車の製造年月日と使用

可能年数はどのくらいなのかという部分について、町長の見解をお願いしたいと思います。

○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。

昨年8月に、北海道道南地域並行在来線準備株式会社が設立され、12月には一般公募によ

り決定した「道南いさりび鉄道株式会社」に社名変更しております。

この間、道南地域（五稜郭・木古内間）第三セクター鉄道開業準備協議会は、国土交通省

や運輸安全委員会に対し、本路線における経営分離に向けた鉄道輸送の安全運行体制の構築

に関する要請を行い、幹事会においては事務的な協議、検討を進めております。

運行の安全に関しては、「道南いさりび鉄道株式会社」において、鉄道技術に関する有識

者で構成する安全管理アドバイザリー会議を設置し、譲渡資産に係る検査記録の調査、確認、
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委員による現地調査を行い、安全性に関する提言を受け、これを踏まえてＪＲ北海道に対し

て、線路、土木構造物の整備について要望を行っております。

ことしの夏頃には本社を札幌から函館に移転し、開業後は鉄道設備、構造物等に関する日

常的な点検、補修を行い、踏切でのトラブル等が生じた場合においても、迅速な対応ができ

る体制で安全運行に取り組むということにしてります。

また、鉄道事業者として法令に基づき、鉄道事故対策規定等を策定し対応することとして

おり、現在、内容等の検討を進めているところでございます。

駅舎等、譲渡を受ける鉄道資産につきましては、現地を確認し、老朽箇所等につきまして

は、譲渡前に修理を終えることで協議を行っております。

ＪＲ北海道から譲渡される車両につきましては、現在、江差線で運行している車両と同じ

形式のものを予定しており、全道各路線から極力状態の良い車両を譲っていただけるよう、

ＪＲ北海道に要請をしております。

製造年につきましては、昭和52年頃のものが多いということでございますが、適切な点検

整備、オーバーホール等を行い、法定検査を通った上で運行することとしております。

不要設備の撤去につきましては、1番ホーム並びに2番・3番ホームと、その階段部分とな

る予定でございます。

住民の皆様には、「道南いさりび鉄道株式会社」に関する情報について、適時、町政広報

等を通してお知らせすることにしております。

○議長（岩館俊幸君） 6番 竹田 努さん。

○6番（竹田 努君） いま町長のほうから答弁いただきました。一定の理解のできるもの、

そうでないものもありますけれども。私が言いたいのは、この問題は、第三セクターの運行

は当初から赤字でスタートするという一つの運営の会社であります。そのことを再々言って

いるのは、我が町の財政のことを心配する、そういう視点からこういう何点かの項目につい

て確認をしているわけなのですよね。

ちょっと順不同になりますけれども、確かに現在の使用しているディーゼル気動車につい

ては52年、50年代。ものによっては40年代のものもあるのだというふうにちょっと関係する

人から聞いたのですけれども。ただ、いま町長おっしゃったように、これは改造と言います

かエンジンの不良なところ。ミッションを積み替えたりだとか、改善をして心配はないと伺 

っていますけれども、ただどのくらいの耐用年数というかあるのかという部分について、町

長のほうからちょっと答弁がなかったように思われます。私は、この中古の気動車について

なぜ言うかといいますと、名称も「道南いさりび鉄道株式会社」ということで公募の上で、

この地域に合うだろうという名称になりました。ですから、9両ですか。中古の車両をこの

運営のために譲り受けをすると前に聞いていたのですけれども、1両くらいは新車を入れて

「道南いさりび鉄道」にマッチするようなデザインだとか。俗に言う、各地でやっている観

光列車みたいな部分の車両を提案してはどうかという部分で、この部分がどうなのかという

部分で訴えているところなのです。この辺は当然、我が町だけでそれを決められないわけで

すから、これからの協議会の中で、二市一町の戦いですから一つそのことに負けないで、何

とかやはりそういうこの「道南いさりび鉄道」に乗ってみたというリピーターが増えるよう

なそういうやはり運営も。そうすることによって、赤字解消ということもつながるのかなと

いうふうに思っているところなのです。



- 43 -

それから、施設の撤去するホームについては、1番と2番・3番のホームとそれに付帯する

階段の部分です。それで、駅舎についても三セクの所有になると思うのですよね。そうすれ

ば木古内の駅舎ばかりではなくて、各地区に駅舎もあればプレハブと言いますかそういう簡

易なそういう施設もあるわけですし、その辺についてもどうするのかというのはＪＲからの

譲渡前にきちんと議論をして、やはりそれを活かすのであればきっちり修理というかして、

やはり譲り受けをすべきだろうと。それで、駅舎が三セクの施設に含まれるということで。

ただ先般、聞いたのですけれども、駅舎に入っているキヨスクが3月14日で撤去されると。

そして、そのあとが現状復旧しなければないというところまでいっているというふうに聞い

ているのですけれども、まだ新幹線というかこの三セク移行開業までに向こう1年間あるわ

けでありまして、キヨスクがなくなってどうなのだろうという。あれは、三セクの駅舎は施

設ですけれども、キヨスクの利用は木古内町のイメージになるのではないのかなと。その間、 

1年間を例えば商工会関係者と協議をして、その中でいまの施設を活用して、俗に言う売店。

去年やりましたアンテナショップみたいな部分での運営等ができないものかという部分も含

めて、やはりこのただキヨスクが撤去するからその施設をもうすっかり整備すればいいとい

うことではなくて、そういう利活用も含めた部分で十分検討の余地はあるのかなというふう

に思います。

それから、ＪＲから譲渡前に現地を確認の上に譲渡、譲り受けするのだという。再三言っ

ている5番目の桟橋等の階段部分の腐食については、私も何日か前もちょっと現地に行って

きたのですけれどもひどいです。ちょうど階段を降りて、屋根の部分とホームにかかる屋根

部分があるのですよね。そのちょうど間のいま少し雪があると、すごい雨だれと言いますか、

そういうのがひどい。ですから、あのままであればいくらもあの階段が持たないのかなと、

私の素人的な考えからしますと。そうすれば、いずれ木古内の三セクの駅は橋上駅ですから

階段を使わなければならない。そうすれば錆びて穴が空いたから、そうすれば整備しなけれ

ばならないと、余分なお金がかかる。これはやはりＪＲから譲り受けの前に、きちんと整備

してもらうべきだというふうに思うものですからこの辺、これから協議会の中での議論の中

では、十分意見反映してほしいというふうに思います。

それから、この事故対応のマニュアル。これはやはり心配なのは、木古内町に配置される

ＪＲからの出向と言いますか派遣の職員が4名配置をされるわけですけれども、どちらかと

言えば保安的な要員。信号操作だとか除雪の対応だとか、そこでやはり踏切にも若干明るい

スタッフを配置してもらうことによって、何かあってもすぐ対応できるだろうというふうに

思うのですよね。それらも含めて、「こういう場合はこうだああだ」と対応できるようなや

はりマニュアル化と言いますかそういう。以前は交通体系の中でもどっちかと言えば、貨物

の脱線事故のその事故の部分だけに特化していたような部分も若干ありますから、こういう

身近な部分を含めて、やはりその辺は何とか整備すべきではないかというふうに思います。

それから町長、住民に対する三セクの説明会というのは独自でやるという考えがないのか

どうなのか。なぜ言うかといえば、やはりこれ木古内町の財政なのですよ。ですから、こう

やることによって「町民の皆さん安心ですよ、心配ないですよ」と。「木古内町の財政は、

平成35年は安泰ですよ」とかとやはり言えるような。やはり町民目線からしても、スタート

から赤字のやはり運営ですから、どんどんそういうものによって負担増になるのではないか

とやはりそういう心配もあるのですよね。だから、そういう部分を解消するために、そうい
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う住民説明会なりが私は必要だと思いますけれども、その辺について。

いま何点か確認したい部分を言いましたので、それについて答弁をお願いしたいと思いま

す。

○議長（岩館俊幸君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君） それでは、竹田議員のお尋ねにお答えをいたします。

まず、当町の財政を心配する中で、三セクに移行する前段から赤字がわかっているわけで

ございまして、それ以上の赤字は何としてもくい止めなければならないと。したがって、車

両等につきましてもしっかりとした整備の行った、手元に来てから予算がかからないような

対応をしてということについては、全く当然のことでございますし、私もそれは当時の協議

会、そして準備会社。さらには、現在は「道南いさりび鉄道株式会社」になりましたが、現

在は取締役という立場で意見を申し上げております。ただ、取締役社長あるいは専務は道庁

からの出向者でございまして、副知事並びに新幹線関係の局長が担当しておりますが、「ス

タートからこれ以上の赤字は増やすのは難しい」と。したがって、「新型車両などを入れて、

負担増を伴うスタートはしたくない」ということを常に言うわけです。私の主張は、安全に

運行するというのは、鉄道会社にとっては当たり前のことであって、いまさらそんなことを

議論する必要性は全くないわけで、ルールに基づいて社員が意識を持っていれば事故は未然

に防げるわけですから、こんなのが最優先では困ると。我々は、運行開始した当時から利益

を追求して行かなければならない。ですから、予算の面と利益の面というところを常に言い

まして、「観光列車を設けるべきだ」と。この発言はずっと続けているわけですが、なかな

かそうはいかないというのが現状でございます。これは、これからも言い続けます。これは

なぜそうするかと言いますと、私はＪＲの事故が起きる前にこの協議会が設立したもう6年

も7年も経ちますけれども、この時からいまのＪＲの施設を譲渡を受けた場合に「お金がか

かるよ」と。あまり整備をしている姿を見ていませんので、「国鉄時代と違うのだよ」と。

「だからお金がかかるよ」ということをずっと主張していました。ところが、私どもの構成

するメンバーは北斗市・函館市・北海道ですから、誰もＪＲのそばに住んでいない。したが 

って、口で言うのですけれども、それについてはなかなか理解をしてもらえなかった。でも、

言い続けました。言い続けている時に脱線事故が起きた。まだ1回くらいだったら良かった

のですけれども、3回も起きたら「そうなのか」ということでやっと気が付いたと。それか

ら「安全だ」ということでＪＲに対して、「ここを直せ、あそこを直せ」と。後段の質問に

もありますが、「全てのものについて直してからもらわなければだめだ」という意識にみん

なが変わりました。ですから、この黒字化を目指して行く。簡単に言うと、赤字の解消です。

少しでも赤字を少なくする。このことについて、言い続けなければなかなか実現できないも

のですから、これからもしっかり竹田議員と考えは全く一緒でございますので、実現できる

まで言い続けたいと思います。

私からは、新型車両などは難しいということなので、90度の椅子というのは非常につらい

ので、そこにちょっと柔らかい椅子でも置くとか、ちょっと足下が狭くなるけれどももう少

し快適なもの。そしてまた、観光交流センターのレストラン部門の監修をしてくださる奥田

シェフなどは、第三セクターでのお食事弁当、こういったものもご本人の構想の中にあるよ

うでございますので、そのことを伝えてあります。「何とか通勤・通学以外の時間帯、閑散

な時期には、観光列車としての役割をはたすべきだ」ということをこれからも言い続けて行
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きたいと思っております。

ホームの撤去でございますが、1番ホームと2番ホーム、3番ホームということで、現在特

急列車と貨物列車が利用しているところでございます。残るのは、現在各駅の列車が止まる

4番・5番。ですから、いま階段が三つありますが、海側から二つの階段が消えるということ

になります。そしてまた、人が乗り降りすることがなくなりますので、ステップもなくなる。

ステップというのですか、あれはホームというのもなくなります。残るのは、4番・5番の階

段があってホームがあって、4番と5番と。4番は海側で、5番は山側。ここだけが残るという

ことになります。したがいまして、新幹線は綺麗にお化粧ができている。いまの駅もお化粧

ができている。そこだけが老朽化したのであれば、非常に見栄えも悪いですし、これからた

くさんのかたに利用していただく駅として、そこもしっかりとまわりの景観に合わせた修繕

をして、引き継いでいただきたいということを。これは、私が個人的にＪＲにではなくて、

この鉄道会社を通してＪＲ北海道に申し入れをしております。

キヨスクの関係でございますが、これも本当につい最近の話でございまして、これまでそ

れらしい打診も何もない中で、「決定をしました」という報告を受けたのが現実でございま

す。これは3月に入ってからでございますから、こちらからアクションを起こすという暇も

もなく、無くなるという報告で。いま、議員がお話されました3月14日というふうに報告を

受けております。早速、ＪＲ北海道の函館支社がこの駅舎を管轄しておりますので、ここの

駅舎のキヨスクの部分ですとか、待合室。これの今後の利用方法を確認して、そしていま議

員がお話されたように、当町の商業をしているかたなどがそこで商売ができないか。これは、

商業者のためというのもありますが、木古内町にお出でいただいたお客様が「売店一つない」

という駅ではやはり印象が悪くなりますので、これはいま議会がはじまってしまいましたの

ですぐに行けないのですが、時間を取って支社長にその点を確認して、要請をしたいと思っ

ております。

桟橋の腐食等につきましては、先ほども重複しますが、全てについて修繕を行ったあとに

譲渡を受けるということで要請を続けております。

事故の対応ということになりますが、先ほどご説明しましたように、ルールというのは鉄

道事故対策規定というものを策定しまして、しっかりとした事故防止に努めて行くわけでご

ざいますが、本社は函館に移すことによって、事故を未然に防ぐパトロールなども行い、そ

してまた事故が起きた時には速やかに対応すると。木古内にいる人だけでは、何人いても休

みの人もいますので、対応できないということを考えますと、函館に本社が移ってからはし

っかりとした対応の対応ができるというふうに理解をしております。

最後は、住民に対する説明会ということになりますが、当時この三セクとして運営するか、

あるいはバス転換という議論があった時に、住民説明会というのは行ってきております。こ

ういった意味では、今後必要に応じて住民説明会を開く機会は出てくるかと思います。現在

は、議会との協議の中で、また広報等でお知らせする程度でございますが、議会の皆さんに

お伝えするということは非常に重いことでございますので、議会だよりだとかあるいは町政

広報でたくさんのかたがご覧になっているかと思いますが。また、町政懇談会なども行って

おりますので、いずれにしても住民の皆さんに直接お話をするという機会はこれから持つこ

とになるかと思います。

○議長（岩館俊幸君） 列車の耐用年数について、もう1点答えてください。
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町長。

○町長（大森伊佐緒君） これを耐用年数というのは、ないのかな。要するに、法定検査と

いうのかな。この適切な点検整備を行って、法定検査をとおると使えるということになりま

すので、型が古くても中身を代えているとかそんなことで、検査がとおると利用できるとい

うことになります。したがって、いま持ってくる車両は、全道でいろんなところで走ってい

る型がたくさんありますので、できるだけ性能の良いもの、新しいものということで要請を

しております。

○議長（岩館俊幸君） 6番 竹田 努さん。

○6番（竹田 努君） 大方了解するわけですけれども、まず、最後の列車の使用可能年数。

以前の総合交通体系の中で、保証期間の部分の議論の中で一定期間10年間というそういう表

現等もあったものですから、10年しか使えない例えば列車なのかというそういう思いもあっ

て、私はいまその確認をしたと。いま町長が言われたように、適時オーバーホール。ミッシ

ョンの整備をして、安全に使えるような列車にするのだと。そのマニュアルについては、難

しい部分もあるのかなというふうに思っていますけれども。

ただ、説明会です。町長、第14回の交通体系の中で、「いろんな条件というかそれが整っ

たら住民説明会を進める」というふうに。私はちょうどその時、ちょっと体調を崩して出ら

れなかったのですけれども、後に事務局から議事録をもらって見たらそういう町長の弁があ

るものですから、それで再度いまこの説明会という部分。それは、行政側の考えで町政懇談

会の時に住民に周知するのだとか、あるいは改めてやるとかそういうふうになろうかと思い

ますので、その辺についてはその考えでいいのかなと。

町長、観光列車等については積極的な部分でこれから訴えるということで、やはりぜひ木

古内町の観光交流センターにできる食の関係とリンクするように、通勤列車以外の時間帯に

テーブルを設置をしてとか若干、加工したそういう観光列車になるものの実現を図っていた

だきたい。

もう1点、施設の撤去の中で、車両保管庫、車庫。北側のほうに北島さんのほうに大きい

建物があるのですけれども、あそこもいま三セクの列車の保管庫であれば、1両か2両。除雪

対応の何と言うのだろう、ラッセルというのかな。そういうのが入れればいいくらいの建物

で済むのかな。ああいう大きい建物を、それと老朽化。ですから、それらについても現地を

確認をして、いまの半分でいいからＪＲさんに例えばいま管理のうちに整理をしてもらう。

後々施設を持つということは、やはりお金のかかることだというふうに思っていますので、

その辺も十分考慮していただきたい。

それと、キヨスクの部分についても、町長これから行動したいという部分ですから。ＪＲ

さんとの協議もあろうし、例えばそれをどうこうするとなったら木古内町内の商工会さんな

のかどうなのか。私は、やはりアンテナショップみたいな形で残すべきだというふうにそう

いう考えです。ですから、もしキヨスクさんが撤去するにしても、いまのままシャッターも

付いていますよね。「あれもそのまま置いていってください」と言うくらいの感じのほうが。

もし全くできないのだったら現状復旧してもらえばいいですし、そういう道筋がもしあると

すれば、いまのまま残してもらったほうがすぐ商売というか営業できるのかなと。

それと、施設の関係では、札苅・泉沢・釜谷の駅舎と言いますか待合の部分についても、

現地を確認して十分そういう対応をしていただきたいということをお願いして、1点目は終
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わりたいと思います。

○議長（岩館俊幸君） 2番目に入ってください。

6番 竹田 努さん。

○6番（竹田 努君） それでは、2点目でありますが、「人口減少対策検討会議」での取り組

みについてであります。

我が町にとって、喫緊の課題である人口減少対策については、12月定例会でも総務・経済

常任委員会の調査所見でも強く訴え、今定例会に期待をしていましたけれども、「まち・ひ

と・しごと総合戦略」の経済対策にとどまっているように感じられます。

6月から4回にわたって庁舎内での人口減少対策検討会議。この中で、28件の対策案が出さ

れ、そして検討・議論された後、町長に答申され、その中から2点については、新年度から

実施をすべき案件だというそういう答申があった。今回の執行方針の中でも若干は触れてい

ますけれども、強調された部分が見えません。予算計上もなく非常に残念に思っています。

人口減少対策検討会議に対する町長の見解をお伺いしたいと思います。

○議長（岩館俊幸君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君） 人口減少対策検討会議について、お答えをいたします。

本会議では、昨年12月までに事業の取りまとめを終え、地方創生に関する交付金の活用に

つきまして、これらの事業を踏まえて検討を行ってまいりました。

新年度におきましては、移住・定住対策では、空き家活用事業に着手することにしており

ます。

また、少子化対策では、給食費の全額無料化を実施すること。企業誘致対策では、木古内

町企業振興促進条例を見直しをして、助成対象基準の緩和を行うということにしております。

この会議では、引き続き地方版総合戦略策定において、組織する推進組織との整合性を図

りながら、財政負担あるいは事業効果など、個々の事業内容をさらに精査をして、具体的な

検討を進めて行くということにしております。

○議長（岩館俊幸君） 6番 竹田 努さん。

○6番（竹田 努君） 町長から、「今年度、空き家対策活用について進めたい」という考え

も示されましたけれども、特に今予算等に反映しているものがないものですから、本当にそ

の部分が言い方ちょっと失礼ですけれども、やる気があるのかどうなのかというのが見えな

いというところであります。我々も常任委員会の中でもやはりこの部分は、大変議論をして

まいっております。やはり前段にも言っているように、喫緊の課題だと。人口減をどう歯止

めをするかと。やはり確かに子育てと言いますか、若い人が増えてくれれば一番いいのです

けれども、そのための学校給食費の無料化だとか、それはそれでいいのですけれども。やは

り人口を増やすため若い人が働く場がないとすれば、都会あるいは町外から我が町に移住定

住、そのための受け皿として空き家を活用できないだろうかと。その中でもやはりいまのた

くさんある空き家の中でも、少し手をかければ入居可能な家もある。そうすれば、町の政策

として町が持ち主から空き家を借りてそういうかたに対する提供。場合によっては賃貸を含

めた部分の方法もあれば、例えば改修費いくらいくらと予算を付けて、町外から木古内に来

るかたについては空き家を使う場合は、改修費の100万円を例えば助成をしますだとかそう

いう部分。それと、やはり税の軽減だとかそういうものも含めたやはり対策をきっちり出さ

ないと。
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正直に言って、私の知っている家もやはり東京から木古内に来たいというそういう希望す

る人もいるのですけれども、なかなか来てやはり一番の肝心要な住居。住む環境はどうなの

だという部分です。後に予算等で出てくる職員住宅の関係でも一部屋については、ちょっと

暮らしだとか体験のそういう部分に活用するだとか、どこかの受け皿が見えてこない。その

ことで、今回町長の考えを確認をしているわけなのですけれども。やはりこれは、大胆な思

い切って施策をぶつけないと、やはり木古内に飛び込んでこないだろうというふうにそうい

う気がします。

それと、企業誘致の投資支援でありますけれども、これについても基準の引き下げ。それ

はいいでしょう。ですけれども、やはりこれについても委員会の中でも議論があるように、

やはりこれも「木古内町に来る場合は、例えば町有地を提供します」。企業によってもいろ

いろ格差ですけれども、「200万円は企業支援として助成します」だとか、何かやはりそうい

うものがなければ乗り出して来ないのではないだろうかという気、そういう心配をするもの

ですから。それで、せっかく人口減少対策検討会議の中で議論して、28点の項目から2点に

絞って新年度からやろうとなった時、きちんとやはりそういうものを打ち出すべきだという

ふうに思いますけれども、町長その辺どうですか。

○議長（岩館俊幸君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君） お尋ねのとおりでございます。たくさんの項目が出ておりました。

この中で人口減少の対策会議においては、効果がすぐ上がるもの。または、ちょっと時間

のかかるものなど精査をした結果、予算の関係がありますから全て単年度に行うということ

は難しいのですが、効果の上がる事業について、今回計上したということでございます。

また、この地方創生に関する交付金を活用するというのは、ご承知のとおり12月に決まっ

たことでありまして、「この会議を開くのにも予算はくれますよ」ということなのですが、

「その会議は翌年度作るのだ」ということなものですから、「今年度においては取りあえず

限度額以上のものを出せ」と。町としてとにかく出さなければ、限度額より低ければ、「こ

れはだめ、これはだめ」とはじかれた時に当町のもらう分が少なくなりますので、当町とす

れば限度以上に計上していたと。その中でも当初この交付金を使わない事業も入れまして、

もらいやすいルールにしたということでございます。5年の事業でございまして、もう今年

度が12月には決まったのですが、もう1年で終わるのですよ。ですから、この1年度に少しで

ももらい損なうことがないように、町としては早急に進めたということでございまして、残

りの4年間については、この創生会議というのを作ることになりますので、ここには住民の

かたにはお集まりをいただいて、深い議論の中でこの4年間どういう事業で交付金をもらっ

ていくかということの協議がなされるというふうに理解していただければと思います。

次が、空き家活用事業ということで、今回新年度予算に計上させていただきましたが、町

内に存在する利用が可能だと思われる空き家の調査を昨年、町内会の皆さんにお願いをいた

しました。十分いま、把握ができているところでございます。このあとは、今年度の仕事に

なりますが、この空き家を本当に利用できるのかどうかという持ち主のかたと交渉というこ

とになってきます。第二段階ということになります。その意向の確認をした上で、実際に調

査をして修繕が必要なのか、すぐ入れるのか。あるいは、難しいのか。それの上で予算が組

まれるということになりますので、今回は予算が組めなかったということに対しては、この

意識調査がまだ十分行われていなかったということで、ご理解いただきたいと思います。そ
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の上で、議員のお尋ねにありますように、所有者への支援措置です。修繕費を負担するだと

か様々なことを検討しまして、予算をしっかり計上して事業を着手したいとこのように思っ

ております。

企業誘致でございますが、今回これまでの条件を緩和するという提案をさせていただいて

おりますが、このことによりまして人数が少ない、規模が小さい。こういう企業のかたにも

木古内町に目を向けていただけるということを目的にしております。その中で、議員のお尋

ねにありますように、補助になるのかあるいは税制の免除を含めた何か特徴のあるサービス

をするということの検討もしなければならないと思います。これは個別折衝になってきます

ので、まずは条例を柔らかくした上で、私どもが交渉しやすいというこういうことを皆さん

にお願いをしたところでございます。以上でございます。

○議長（岩館俊幸君） 6番 竹田 努さん。

○6番（竹田 努君） 大方了解はしますけれども、まず企業誘致の関係です。基準の見直し

と言いますか軽減策については、重々理解もできますし。やはり、それだけではたして企業

が来てくれるのかというそういう心配があるものですから、それは内部討議を十分して、そ

の施策が固まった時点で、前段の空き家も含めて補正でもいいですからやはり上程して。こ

れは来年まで待てないのですよ。もう速やかに物事を進めて行かないと、この人口減の歯止

めはかからないというふうに思うものですから、そういうことで少しピッチを上げて取り組

んでいただきたいということで終えたいと思います。

次、3点目であります学童保育の支援について。これは、昨年の町長の執行方針の中でも

学童保育の支援について、「別途検討しますよ」と昨年も言っていました。だから、昨年こ

の学童保育の支援について、どのような支援策を検討したのか。それとまたいま、打ち出さ

れている「認定こども園」この構想とどう関わってくるのか。現段階での考えについてを伺

います。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） 学童保育について、お答えをいたします。

学童保育につきましては、木古内町子ども・子育て支援事業計画書を作成するにあたりま

して、作成する会議を設けております。木古内町子ども子育て会議と。これは、教育関係者

等の皆さんにお集まりいただいている会議でございますが、昨年は4回開催したと聞いてお

りますが、その中でこの当町が作ろうとしている支援事業計画の中に、放課後児童健全育成

事業と。これは何を言うかというと、学童保育のことでございます。これを新規にまず登載

をしようと。これまでは民間の保育園で学童保育をやっておりましたので、当町としての事

業ではございませんでした。これからは、当町の計画に登載をして、町の事業として進めよ

うではないかと。こういうことが、これまでの保護者へのアンケートなどから、非常に要望

の高い事業ということで、この会議の中で登載が決まったと。

26年度は、ここまでで終わっています。27年度、4月以降になりますが、ここの早い段階

で、「今後の運営に関する協議を行いましょう」ということで終えておりますので、早い時

点で次の協議が行われるということになっております。

では、何を話するのかと。新年度の協議内容でございます。新年度の協議内容は、現在、

学童保育を行っている町内の二つの保育園。二つの保育園において、今後学童保育の運営方

法。結構、負担になっているというところもありまして、このまま継続したほうがいいのか。
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あるいは、そうでないほうがいいのか。こういった、「続ける場合の運営方法をまず協議を

しましょう」と。さらには、「このまま続ける」ということになった場合には、子育て支援

法に基づいて補助金の制度が活用できると。補助金の制度を活用した事業展開、これをどん

なふうにしようかと。ということなど、協議の内容については大きくこの点があるわけでご

ざいますが、保育園と行政が密接に関わる事業でございますので、活発な議論の中で方向性

を出して行きたいと考えております。

次に、「認定こども園」につきましては、これも新しい制度でございまして、これまで厚

生労働省が行っている保育所・保育園。これは0歳から入園ができる。文部科学省が行って

いる幼稚園というのは、3歳以上でなければ入れないと。様々な保護者の意見がありますの

で、0歳からも入れたいかたもいれば幼稚園に行きたいと。当町には幼稚園がありませんけ

れども、幼稚園に行きたいというかたもあれば、様々なニーズに答えていかなければならな

いと。これはもう全国的にそうだと思うのですが、そのために「認定こども園」という制度

を作って、「就学前の保育園児・幼稚園児を全て対象としましょう」、ということでの子ど

も園なのですが。したがって、前段の学童保育とは小学生が対象になります。「認定こども

園」というのは、小学校に上がっていない子どもが対象になりますので、直接的な関係とい

うのは出てこないかと思います。ただ、保育園のほうで小学生を受け入れているということ

では、何らかの関係というのは出てくるのですが、そういう面では直接な関係はないという

ふうに認識をしております。

一方で、アンケート調査を行いますと、先ほども申し上げました0歳からの保育園児、そ

してまた3歳からの幼稚園児。両方の機能を有する「認定こども園」というのは、非常に魅

力的だと。こういうことで、入園希望をする保護者がアンケートの中でもいるというふうに

伺っております。したがいまして、これから保育園との協議を行いまして、希望をする保育

園については速やかに実施ができるように、私どもも準備を進めて行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） 学童保育と認定こども園の違いと言いますかそれは理解もしました

し、ちょっとまだ理解のできない部分もありますけれども、違うのだということは理解しま

した。

それで、学童保育については町長も言っていましたけれども、やはりこれはいまの木古内

町の実態。共働きだとか例えば父子・母子そういう家庭環境の中ではどうしても必要になっ

てくる事業だと。これを今後、町として学童保育をやろうという町長の考えですから、それ

はそれでいいと思います。だから、あとはいま学校給食費も全額助成になった。学童保育だ

って無料ではないのですよね。ですから、やはり負担軽減に関わる町が運営するというふう

になるまで、やはり今後の6月議会あるいは臨時等の中で、負担軽減策を議論できないもの

かなというふうに思っているところであります。

それと、やはり一番心配なのは認定こども園を含めて、木古内町のやはり少子化。子ども

が少なくなってきているという実態をやはりきちんと分析をして、民間の保育所さんとも十

分な協議をする中で、やはり適切な方向性を出すべきだというふうに思っていますので、そ

の辺もし支援策を含めた考えについて、町長もし検討していただけるかということも含めて、

ご答弁願います。
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○議長（岩館俊幸君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君） 学童保育に対する補助ということでございますが、実は学童保育

を実際に保育園が希望して、そして実施に移るということになりますと、補助制度というの

があって事業者。これは保育園であれば保育園。事業者に対しては、一定の補助というのは

あるのですが、施設の整備は町が負担するということも十分あり得る話なのです。実際に学

童保育の実施にあたっては、町の負担が大きく伴うということもいま心配もしておりますの

で、やるということになりますと、そちらのほうに財源を振り向けて行かなければならない

と。現在、学童保育がそれでは全部の子どもが利用しているかというと、決してそうではな

いと。学校給食の無料化は義務教育ですから、全ての小学生が対象になるわけですが、保育

園あるいはこの学童保育ということになりますと、特定のかたということになりますので、

私とすれば平等との観点からその財源については行えれば一番いいのですが、実際に学童保

育がはじまった時に施設整備等に要する費用が多くなるものですから、現段階では学童保育

に対する助成は考えていないと。

また、平成14年に遡るのですが、町で保護者の意見を聞いて、学童保育をするしないとい

う議論をしたことがあります。もう10年前に遡るわけですが、その時に私とすれば学童保育

はぜひ行いたいなということで皆さんにご意見を伺ったのですが、その時に希望をされたか

たが10人を下回っていたのですね。その当時のルールですと、一定の人数がいないと負担金

が非常に少ないと。町の負担が多くなるということがあったものですから、何とか10人以上

の利用者がいないかということで皆さんにお諮りしたのですけれども、そこまでの人数が達

しなかったということで、本当に極めて少ない希望者だったということで、その当時は学童

保育をしませんでした。こういったことで、いまあれから10年位経ちまして、お家の事情も

随分変わってきていると思いますし、その中で現在平成25年度の保護者アンケートによりま

すと、随分学童保育を希望されているという結果も伺っておりますし、先ほどの子育て会議

の中でも学童保育の必要性。そしてまた、希望者は多いという意見もそれぞれ出されている

ということでございますので、このあと学童保育の協議がなされますので、それまでお待ち

いただ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） 了解しました。町長、この背景も隣の町と比較するわけではないので

すけれども、知内町は昨年プールに併設した学童保育の施設も整備して町がやるのだという

そういう話等も聞いているものですから、知内でできるのだったら木古内だってやはりプー

ルも新しくなったしというそういう思い等もあって。ただ、今後民間さんの施設であるけれ

ども、施設整備等に対しての補助等も頭にあるのだということですから、そういう部分も含

めて十分施設の保育所さんと十分な協議を進める中で、この事業展開をしていただきたいこ

とを申し添えて終わります。どうも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、6番 竹田 努さんの一般質問を終了いたします。

2時35分まで、休憩したいと思います。

休憩 午後 2時24分

再開 午後 2時35分
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○議長（岩館俊幸君） 休憩を解き、会議を再開いたします。

一般質問を続けます。

8番 新井田昭男さん。

○8番（新井田昭男君） 8番 新井田です。

今定例会において、一般質問をさせていただきます。質問は一問でございます。

我が町の観光誘致の取り組みについてでございます。

北海道新幹線事業着手からはや11年目を迎え、昨年12月から新幹線Ｈ5系車両による試験

走行が開始され、新幹線開業まで残すところわずか1年となりました。

5月には新幹線駅舎が完成し、また8月末には完成となる観光交流センターなど、駅前周辺

の整備関連事業は概ね順調に推移していると感じているところです。

また、当町と檜山地域の主要幹線を結ぶ2次交通の路線バス「江差木古内線」は停留所等

の増設により鉄道輸送時より乗客も増員の状況にあり、我が町の観光にも一翼を担っている

ものと感じています。

我が町の観光については、北海道新幹線開業と同時に、この千載一遇のチャンスを活かす

べき町長としてのトップセールスをはじめ、新幹線に関係する担当課など、行政職員総ぐる

みによる我が町を軸とした活動や、渡島・檜山の広域連携による観光客誘致活動には大いに

期待をしているところです。

しかしながら、残された北海道新幹線開業までの1年間の中で「北の大地の始発駅」とし

て、町全体の観光誘致対策の整備状況を見れば、未だ皆無と思わざるを得ません。

過去に、同僚議員や先輩議員からの質問と関連的要素はありますが、住民サイドの立場に

なって以下の事柄について質問をいたします。

(1)前段申し上げたとおり、新幹線開業まであと残すところわずか1年となっています。駅

周辺のハードインフラ整備は最終段階に近い状況となっていますが、必ずしも町民の皆さん

の気運が高鳴る状況ではないと感じています。過去の行政執行としての内容では、町長とし

てのトップセールスを含め全職員体制での取り組みとしていることは事実であり今後、その

成果も期待するところです。

しかしながら、問題は何も新幹線だけで来町される観光客だけではなく、第三セクターに

よる鉄道利用やバス・マイカーなどで来町される観光客もおります。来町をいただいた観光

客に町民自らが各名所等の案内ができるように、観光名所パンフレット等を全町内に配付し

町民の皆様に再確認をしていただくことや、町内のコンビニ等との連携により町内や広域観

光の名所等のパンフレットを置いていただく等の配慮は必要不可欠と考えます。

また、我が町の観光に関わる看板に関しては、少なくとも木古内駅前集中型だけでなく、

全町内の名所も含め適材適所に設置をすることも必要と考えますが町長の見解を伺います。

(2)昨今、議員研修や勉強会において、人口減対策の中で観光や地域の特産品の掘り起こ

しなどが非常に重要視されていると言われています。我が町の観光資源は、他町村に比べと

りわけ多いとは言えない状況だと認識しています。少ない観光資源にどう付加価値を付けて

行くのか、来ていただいた皆さんに我が町に長くとどまっていただくにはどんなアプローチ

の仕方があるのかを考えた時、施設面ではいまある施設の改修利用を図るのか、あるいは新

設なのかなど、選択技はいろいろあると思います。

行政では、「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の取り組みで地方創生先行型交付金活用
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の中で、薬師山芝桜植栽事業を掲げていますが、この事業展開の中で展望台の新設の提案を

したいと思います。四季を通しての運用はできないものと思いますが、芝桜の植栽を増やす

ことにより展望台からの眺めは絶景となり、観光誘致では大きな武器と考えますが町長の見

解を伺います。

(3)町長は、平成27年度町政執行方針の「観光」「広域観光」で、観光協会や体験推進協議

会と連携し、従来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など、諸々の開業プロモーション活動を行うとしています。また、町内

観光のスポットとして、みそぎ浜や新幹線ビュースポットの整備を行ってまいりますと掲げ

ています。

上記の執行方針について、もう少し具体的な方針策をお聞きします。特に、従来のイベン

トの継続支援策に大きな変動があるのか。また、町内観光のスポットとして、みそぎ浜や新

幹線ビュースポットの整備について具体的にお聞かせください。

広域観光は、新幹線木古内駅活用推進協議会で着々と進められていますが、我が町として

の観光推進はどのような方向性や熱意で望むのか。

また、我が町では平成5年3月に策定した「木古内町観光ビジョン」が木古内町の観光の基

本ではないのでしょうか。「木古内町観光ビジョン」策定から20年余りが経過していますが

今後、時代に見合うように改正をするのか。そのまま時代遅れとし放置をするのか、町長の

見解を伺います。

大変補足で申し訳ございませんが、この3番目の私の意見書というか質問内容で、実はあ

とから行政のほうから執行方針の変更がありました。従来のイベント体験観光の云々が、文

言が削除されております。こういうこともありますけれども、取りあえずこういう部分に関

しては、当初の執行方針の中でということでご理解いただいて、答弁をお願いしたいと思い

ます。以上、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） 8番 新井田昭男議員のお尋ねにお答えいたします。

当町の観光への取り組みにつきまして、順にお答えをさせていただきます。

はじめに、観光名所パンフレットの配置や観光スポットへの説明板につきましては、平成

24年度に策定したアクションプラン。いわゆる木古内感動戦略に基づき、まち歩き、商店街

活性化、おもてなしなどの各部会を関係機関関係者を含めて設置し、事業展開を検討してい

るところでございます。パンフレットにつきましては、まち歩き可能なパンフレットを作成

するとともに、既存のものを含めて、木古内駅自由通路やアンテナショップ、主要飲食店や

宿泊施設に配置しＰＲを行ってまいりました。また、新年度の事業におきましては、パンフ

レット作成費用を計上し、新幹線開業前後の観光客を迎える準備を行うこととしており、看

板、サイン類につきましては、道路や施設整備とあわせて、方向指示板など適所に配置する

こととしております。説明板につきましては、地場産の道南スギを活用するなどして、主要

観光スポットにおけるリニューアルを図っていくこととしております。

次に、薬師山芝桜植栽事業を展開する中での展望台の新設につきましては、薬師山・萩山

は、昭和56年のふるさとの森整備事業をベースにして、同年に薬師山展望台、萩山展望台、

遊歩道の整備を行っており、昭和61年には芝桜の植栽を行い、その後も萩山・薬師山の修景

緑化計画ですとか、萩山展望台の改修ですとか、芝桜の補植ですとか、様々な事業を行い整
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備を繰り返す中で、観光スポットとして位置付けられるとともに、町民の憩いの森として整

備を図ってきたところでございます。お尋ねの展望台につきましては、現行の展望台は、整

備後33年が経過し、これまでも軽微な修理を行いながら活用しておりますが、今後につきま

しても随時に点検をし、気持ちよく利用していただけるよう、関係課が連携をして施設の維

持管理を行ってまいりたいと考えております。また、お尋ねの芝桜の植栽につきましては、

新年度を含め、これから年次的に拡大整備を図っていくこととしておりますので、萩山展望

台からの眺望確保に配備をして行きたいと考えております。

次に、観光、広域観光の執行方針の中で、町内のイベントでございますが、このイベント

につきましては、町の全ての部局を含む実行委員会で事業展開を行っており、取りわけ寒中

みそぎフェスティバルは、ここ数年みそぎをテーマとした観光推進を図っており、認知度が

向上してきていると認識をしております。今後も、関係団体や関係者との連携を密にし、様

々な事業の推進に努めてまりたいと考えております。

一方、みそぎ浜は収容スペースの関係もあり、どのような受入体制を整備していくのか。

また、外国人観光客の誘致も含めて、多くの課題がありますので、今後はみそぎ浜や新幹線

ビュースポットの整備による通年観光としての位置付けや受入体制について、関係機関と連

携して議論を重ね、おもてなしの心を持ち、態勢整備を図ってまいります。

町内観光スポットの整備につきましては、みそぎ浜についてこれまでも、まち歩き・商店

街活性化・おもてなし部会で、整備の方向性を検討しており、具体的な施設整備として、ベ

ンチ、ウッドデッキ、パノラマ写真、カラー舗装、みそぎ水の活用などがあがっております

ので、今後、実施設計を進めていく中で詳細を詰めてまいります。

また、新幹線ビュースポットにつきましては、鉄道マニアをはじめとして、多くの観光客

が望んでいるものと認識をしております。この1年間で、眺望可能かつ建設に適した地域を

町内一円で調査し、最終的には建川地域の建川トンネルの上部が最適地と判断をいたしまし

た。したがいまして、この地に駐車スペースを配備し、青森方そして函館方の両方向を見通

せる展望台を建設したいと考えております。今後のスケジュールといたしましては、4月早

々に構造計算をあわせての実施設計を行い、並行してＪＲ北海道との協議を進め、秋口から

雪が降る前まで工事施工を想定しております。

次に、町内観光の推進につきましては、建設中の観光交流センターを核として町内観光の

展開を図るということになりますが、観光交流センターのはたす役割には、飲食、物販、レ

ンタカー、バス待合所などに加え、広域観光の拠点として情報発信も備え、広域観光をしっ

かりと進めることにより、町内観光の拡大にもつながってまいります。まずは、木古内駅を

多くの方々に利用していただくことが重要でありますので、北海道をはじめ近隣自治体との

連携強化に努めてまいります。

次に、観光ビジョンにつきましては、平成4年に作成しており、外的環境の変化。これは、

新幹線時代ということになりますが、こういう変化はありますが、木古内町の観光づくりの

方向性や観光開発ビジョンなどは色あせておりません。観光協会と連携して進めてきた各施

策については、これらと一致していると認識をしております。具体的には、花による名所づ

くり、景観アクセント、中心商店街整備などの地域環境の整備。また、パンフレットやサイ

ン類、観光情報拠点の整備、メディアの活用、木古内案内人などの情報提供、ＰＲ。さらに、

体験学習プログラム、海浜活用の企画開発、咸臨丸イベント、みそぎフェスティバル、広域
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リレーイベントなどの商品企画、イベント。さらに、農業・漁業関連と地場産木材を活用し

た事業、地場産物品、地場産の商品・物品、名物料理の開発など地域産業との連携などは、

このビジョンの中でしっかりと継続して行っているところでございます。

今後につきましては、新幹線開業など外的要因の変化はありますが、これらを踏まえまし

て、観光ビジョン改訂の必要性を十分に検討し、必要に応じて関連事業の展開を図って行く

と。いわゆる、このビジョンに対して肉付けをして行くということを考えております。

○議長（岩館俊幸君） 8番 新井田昭男さん。

○8番（新井田昭男君） 町長、どうもありがとうございます。

あまり雄弁な答弁なので、何か質問があまり迫力がなくなってしまうような。町長がおっ

しゃったとおりだと思います。まず1点は、(1)番の質問に関しては、町の動きトップセール

スである町長の動き等々は、「十二分に大したものだ」と私ながら個人的には非常にどうで

しょう。良い状況の中で、ＰＲ活動をされているというふうな認識はしております。ただ、

そういう中でやはりいまいまの状況を見ますと、どうしても活動の状況が大きいところだけ

しかいっていないと。やはり地元の足固めとは一体どうなっているのだろうと。そういう中

で、まず一つは「パンフレットも私はこう思うよね」。ただ、町民のかたも「そうだよね」

と。例えば、これまで来たお客さんが降りた時に、「すみませんちょっと。木古内ってどこ

が名所なのでしょうか」とかと聞かれるケースもあると思うのです。そういう中で、「いや

いや私知らない、俺知らない」とかそういうことであれば、これはやはりこの来ていただい

た町長がおっしゃるように、「おもてなしができていない」と言うことと全く同じなわけで

すよ。これでは、やはりどんなに良い施設を持ったって、どんなに良いＰＲをしたって、や

はりそれがゼロに等しい状況になってしまうと。それがちょっと非常に私とすれば、どうも

懸念する一つの材料でありました。ですから、これは先ほど24年からいろんな商業関係を含

めて、飲食関係を含めて、検討も含めて実施しているということであれば、それはそれで結

構です。ぜひ、それにもっともっといろいろ対策を講じながら、肉付けしていって。私やは

り全ての町民の皆さんにも、知ってもらうということも大事ではないかと思うのですよね。

一部のことではなくて、そういう中で先ほど言ったようなことが回避できる可能性もあると

いうことだと思うのです。だから、小さいことだけれども、大業を成すためにはやはりそう

いうことも必要ではないかというような思いがありました。そういうことで、町長にはこん

なものかというような部分でのちょっと質問をさせていただきました。いま言ったように、

そういうことであれば大いに今後またＰＲ活動を含めて、町内のいろんな関係機関含めて、

この辺も今後どうするかちょっと後々答弁としてまた聞きたいと思います。

二つ目は、先ほどのビュースポット云々ということで、建川のそういう施設を建てるのだ

ということがありました。これ本当に大変良いことで。私、文章に出てきてビュースポット

って一体何なんだろうなと。そういうことで、内容をちょっと聞いたという経緯があります。

非常に我が町としては少ない名所の中で、そういう新幹線絡みでやはり大いにそういう部分

を活用しながら、来てくれるお客さんに、「こういうところがあるのだ、こういうところが

あるのだ」と。一つでも多くの場所を提供できれば非常に良いことでありますし、大いにそ

ういうことは先ほども言ったように、うんとやってほしいと思います。

要は、先ほども芝桜ということで薬師山の話も出ましたけれども、一つ薬師山あるいは萩

山の施設はあるというのは私は知っていたのです。知っていたのですけれども、だけれども
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ずっとこの11年前から新幹線開業の中でワイワイ動いている中で、あるいは体験観光の中で

私はあまり聞かないのだけれども、そういう施設があるのだけれどもうまく利用されていな

い。そういう部分がなぜうまく。それがやはり基本となるわけですよ。こういう施設を活か

して行くことが、やはり口コミで「こういうところもあるんだ、ああいうところもあるんだ」

ということが、口コミになると思うのですよね。どうして錆が入るまで放っておくのかなと。

一生懸命新幹線絡みでワイワイガヤガヤと「我が町、我が町、我が町」というようなそうい

う方向付けで動いている中で、いまあるそういう立派な施設を活かすということがなぜでき

なかったのだろうなと、それで私はあえて。おそらく答弁とすれば「改修をする」という答

弁が返ってくるというのはだいたいこうキャッチはわかっておりましたけれども。それはそ

れで、うんと例えば望遠鏡を作るとかそういう部分の部品含めて、お客さんに喜んでもらえ

るようなやはり施策を講じていただいて、「ここの山に登って良かったね、来て良かったね、

海は綺麗だし」。やはりそういう部分をどんどんアイディアを出すべきだと思うのです。せ

っかく良い施設があるのに、ずっと眠らせておいているわけですよ。しかも、他町村にそん

な多いわけではないのですよね、名所名所と言えども。だからそういう部分をきちんとやは

り活かしていただくということで、私はあえてこういうことの質問をさせていただきました。

これに関しても、薬師山はいま芝桜の植栽云々でいろんな補助金の中で「これからやる」と、

「やる方向でいるのだ」ということですけれども。萩山は何か非常に聞くところによると、

木がちょっと被って、いまいま展望台として使えるような状況ではないというようなことも

聞いています。ですから、その辺もしっかりと合わせて行政としても検討してもらいたいと、

そのことについてもちょっとあとで答弁をいただきたいと思います。

もう一つは、三つ目の中で一番言いたかったのは、「既存のイベントの支援はするよ」

と。この中で、どんな変動があるのかなと。そういうようなちょっと私は思ったのですけれ

ども。町長の答弁にすると、「咸臨丸まつり関係だとか、みそぎだ」とかというようなこと

なのですけれども、もちろんそうだと思います。しかしながら思うに、やはりいま我が町の

状況を見ますと、みそぎというのはもうこれは本当に欠かせないイベントですよね。大事な

イベントですし、ある意味全国区になっていると。もう一つは、いわゆる内需拡大でいけ

ば、地元で言う咸臨丸まつりですか。そういうものもやっていますよね。これは過去にも

ちょっといろいろ話が出ましたけれども、もう一つはどう考えてもあとはやはりサラキなの

ですよね。ここはやはり、1月はみそぎですよね。8月だとかというのは咸臨丸まつりだとか

やっていますけれども、いわゆる咸臨丸に関連したイベントは5月ですよね。ちょうど松前

が桜の時期と相まってやっているというような状況になりますけれども、それの中で商工会

が一生懸命やられて、いろんな他町村から人を呼んでくれると。そして、大変な経済効果を

生んでくれているのだと。そして、その中では木古内町も恩恵を受けているのだ。私はそう

いう認知をしています。そういう中で、どうも行政としてのやはりそういうイベントに対す

る思いがち ょっと欠けているのかなと。もっともっとやはり施設の面でも足を一歩踏み込ん

で、観光協会さん、あるいは商工会さん含めたそういう三身一体の中で、もっともっと手助

けしていただく方法がいっぱいあるのではないかと。その手助けがやがては町長に返ってく

ると。そういうサイクルがやはり構想できると思うのですよね。そういう部分をどういうふ

うに考えているのか、この辺もちょっと町長サイド、行政サイドから答弁をもらいたいと思

います。この3点ちょっとお願いします。
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○議長（岩館俊幸君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君） まず、1点目のお尋ねでございますが、ＰＲの重要性ということで

ございます。当町の場合、一番よく人が集まるのは駅周辺かと思います。ここがいま工事中

ということで、本来であればたくさんのＰＲ商品が置いてなければならないところが、いま

置けないという現実は理解していただけると思うのですが、こうした中で駅の自由通路など

にはすぐ目の前に取っていけるようなパンフレットなどを置いてはいるのですが、お客さん

というのは駅だけに来るということではありませんので、議員がお尋ねのようにいろんなと

ころに置かなければならないのだろうとは思います。もう少し工事が一段落して、観光交流

センターなどがしっかりとできますと、もっと有効なＰＲ活動ができるものだと思います。

いずれにしましても現在、先ほどご説明しましたように、主要なところにはパンフレット

を置かせていただいて、しっかりとＰＲをしております。今後も引き続き、ＰＲ活動には重

点を置いて行きたいと思っております。

展望台の関係でございますが、議員もご承知だったようでございまして、新しいのはいま

すぐには建設予定はしておりませんが、少なくても山から見る景観の素晴らしさ。またある

いは、丘から見る山側の芝桜の景観。こういったものは、自然という大きな観光の遺産でご

ざいます。そうした中で、萩山からの景観がスギの木によってちょっと邪魔をしているとい

うことでございますが、保安林が多いということからいたずらに手をかけられないという事

情がありますが、その中でも択伐施業ということで、込み入っているところを隙間を入れて

いくと。景観を少しでも良くするという事業は可能でございますので、そのことに進めてま

いりたいと思っております。

イベントの関係でございますが、サラキ岬の関係でのお尋ねとして理解してよろしいかと

思うのですが。サラキ岬は、咸臨丸を夢見る会という会が設立をして、その会員の皆さんが

現在中心となって木古内町の大きな観光を支えていっていただいてございますが、設立当時

に遡りますと、当時私とその当時の議長が来賓で設立総会に出席をしておりました。その席

上、役員を決めるという議題がありまして、その議題の中で役員が選考されたのですが、一

部会員から「町長、議長に顧問という形はどうでしょう」とこういう提案がありました。そ

の時にその当時の事務局は、「これは民間が純粋に行っていく事業なのだ」と。「一切、行

政の力は借りないのだ」とこういう答えをして、町長、議長の職のかたは。かたというのは

私と当時の議長ですが、その中には必要のない人材ということがその中で話し合われました。

いくつかの会員は「それはおかしいだろう」と言うこともあったのですが、最終的にはその

ような形になりました。しかし、事業を進める中で様々な民間だけでは解決のできないこと

がありますので、様々な相談を受けて、その相談にはできるだけ対応をして。お金はあまり

かけられなかったのですが、道路の車の入るための縁石何かも低床にしたり、あと駐車場の

整備をトンネルの土を活用したり。あるいは、町の用地については無償で借りていただいた

り、様々な協力をする中で、いろんなイベントがあるとご案内いただくものですから、その

都度伺って一緒にお祭りに参加するとかお祝いをするとか、こういったことは続けてまいり

ました。そんな経過がありまして、その後も民間の人達が本当に釜谷・泉沢に住んでいるか

たは特に熱心にチューリップの管理などをしていただいて、今日まで本当に民間力というも

のが素晴らしいものだというふうなことを十分感じさせる活動をしておられました。

今後につきましては、いま非常に民間の力もだんだん力が弱ってきているという。これは
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経済の停滞ということなども含めまして、こういう状況の中で、それぞれいま努力をされて

いる皆さん方から直接お話があった場合には、「十分一緒にやりましょう」ということでの

行動はできるかと思っております。

○議長（岩館俊幸君） 8番 新井田昭男さん。

○8番（新井田昭男君） 一つ最初に、答弁漏れというかちょっと聞きたいことに対して、ち

ょっと答弁いただいていませんでした。というのはこのＰＲをする時に、やはり町内各関係

機関に、要は町内の全住民というかそういう人方にやはりパンフレットをきちんと渡して、

認識を深めて行くのだとそういうことをちょっとお聞きしたのだけれども、その部分に関し

てはちょっと答弁がなかったのですけれども。全体では、理解はできるのです。そういう方

向で動きたいというようないろんな部分でやるよということは理解できます。

もう一つは、先ほど萩山のいわゆる展望台の状況をちょっとおっしゃられましたけれども、

保安林云々というようなことは、私からすると要はそんなもの最初からわかりきっているこ

とではないですか。しかも、それをずっとそんなになるまで「保安林だから」とやはり話で

きないわけないではないですか。では何のためにそこを作ったのかなというようなちょっと

まず疑問が。それがそういうふうな答弁でいいのかなと思ったのです。だから、それはちょ 

っとやはりその認識が薄いのではないかと思うのですね、行政としても。そうではないです

か。たまさかそうではない、いま薬師山が「いま植栽を云々ということでやる」とそれはい

いのですよ。それがたまさか「買収してスギ、全部木を刈って広くして植栽するのだよ、展

望台も直していくのだよ」と。でも、作ったのにもう一つあるのに、そういう活用ができて

いないというのは、こっちがあればいい、こっちでなくてもいいよということではなくて、

あるのですから。やはりその辺は絵に描いた餅ではないけれども、やはりあるものはあるも

のできちんと利用していただきたいというまず一つ要望です。

もう一つは、いまの咸臨丸まつりではなくてサラキの部分に関してのご答弁をいただきま

したけれども、去年いろんな各業種の皆さんと意見交換会をやって、いろんな話もさせてい

ただきました。そういう中で、いろんな観光協会も含めて、商工会の皆さんも含めて、いろ

んな話が出た中で、まとめた段階で議長のほうにお願いをして、去年町長のほうにその項目

も入っていたはずですよ。それは、我々は「強くお願いしてください」というふうに議長に

お願いをしたのです。そうでないと、いまのこのやはり広く皆さんに来ていただくための一

つのやはり何というのですか足がかりにもなりますし、そういう行政が介入する中で、そう

いう場が良くなっていくということであれば、もっともっといろんな町のためになるわけで

すから。そういう部分をちょっとやってきたとは思ってたのですけれども、ちょっと勘違い

ならすみませんけれども。そういうお願いをしたはずだと思っているのですよ、私は。そう

いう部分に関して最後ですけれども、ご答弁をちょっとお願いしたいと思います。

○議長（岩館俊幸君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君） 先ほどは、答弁の1点欠落していたのがございました。失礼いたし

ました。住民のかたが我が町を知るための、そして知って外にＰＲできるためのＰＲパンフ

レットというのですか、こういったのが必要ではないかというご提案でございましたので。

確かに、我が町にいて行ったところがないところがたくさんあったりというのはあることで

ございますので、これは平成27年度の新年度予算でパンフレットの作成費用を計上しており

ますので、その中で各所に配付をしたり、あるいは住民の皆さんに観光スポットですとか、
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あるいはその情報を広報。そしてまた、ホームページをとおして。いま担当のほうで作った

ものを個別に全部家庭に配付するということでいま連絡が来ましたので、これは皆さんに木

古内の町というものを全部知っていただいて、よそから来たかたに少しでも情報が届くよう

に努めて行きたいと思っております。

2点目の保安林のほうは要望ということで、受け止めさせていただきます。

あとのサラキ岬の件でございますが、私はちょっとどういう要望の中で議長からいただい

たか克明に覚えていないのですが、近くに商工会などがありますからまたいつでもお会いす

る機会もありますし、そういった中では直接伺ったほうが物事としては早いのではないかと

思います。人づてというのもいいのですけれども、直接話をすると人間同士ですからいろん

なことが次のステップに進められるのではないかと思いますので。昔のことをどうだこうだ

とは思っていませんので、これからどうするかというのが大事であって。ですから、昔こん

なことがあったからどうだということは、それはいま新幹線時代を迎えてどうだこうだとや

っている暇はないわけです。とにかくみんなで一緒に前に進むということが大事になってき

ますので、遠慮なく話し合いを持ちたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

○議長（岩館俊幸君） 8番 新井田昭男さん。

○8番（新井田昭男君） 私のいま町長が最後に、非常に良い言葉をいただきました。本当に

何はともあれ仲良く、そして思うところは一緒でございます。ですから、何も良いことに向

かって行くわけですから、お互いに握手しながら頑張って行ければとそんなふうに思ってい

ますので、ぜひ町長も一つ頑張っていただいて、よろしくご活躍をご祈念申し上げます。

以上、質問を終了します。どうも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、8番 新井田昭男さんの一般質問を終わります。

続きまして、7番 笠井敬吾さん。

○7番（笠井敬吾君） 7番 笠井敬吾です。

災害弱者の避難支援について、一般質問を行います。

平成26年1月17日付けの新聞報道によると、国の災害対応の基幹となる防災基本計画を修

正したことにより、市区町村は昨年4月から災害時に避難支援を必要とする高齢者や障害者

などの名簿を作成することが義務づけられています。

東日本大震災で多くの高齢者が逃げ遅れたことから、支援が必要な住民の氏名や住所、連

絡先を名簿にまとめて町内会や民生委員などと情報を共有し、避難時に役立てることになり

ますが、木古内町ではそのための実態把握や調査をしているのかどうか伺います。

○議長（岩館俊幸君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君） 7番 笠井敬吾議員のお尋ねにお答えいたします。

国では東日本大震災の経験を踏まえ、平成26年4月1日に災害対策基本法等の一部を改正す

る法律が施行されております。

この中で、住民等の円滑かつ安全な避難の確保対策として、高齢者や障害者など、災害時

の避難に、特に配慮を要する方々の名簿作成をできる限り速やかに行うよう市町村に義務づ

けをしております。このことを受けまして、当町では、庁舎内の関係する担当部局で協議を

行いました。木古内町災害時要援護者名簿をこの中で作成をいたしました。

この名簿は、災害時に自力で避難することが困難と考えられるかたを対象に、町が保有す

る一人暮らしの高齢のかたなどの福祉情報に登録されているかたの住所、氏名、連絡先を記
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載し、地域ごとの地図に住宅の位置を表示したものとなっております。名前と住所と連絡先

が地図に落とされていると。これを町のほうでは保有しております。

この作成した名簿は、災害が発生した時に法の規則に基づき、避難行動要支援者を災害か

ら保護するために、特に必要と認める時は、安否確認・避難誘導・救出救助等の必要に応じ

て、関係機関職員等にそれを提供して、避難支援に活用するということにしております。有

事の時は職員等に配付をして、そして活用するのだということにしております。

今後は、町内会などのご協力を得ながら、地域内において災害が発生し、避難する際に支

援を受けたいかた。まだ登録をしていないかたで、災害があった時には避難するのを手伝っ

てほしいというかたの新たな調査。または、災害弱者のかたを今度は逆に支援する人。支援

するかたの把握を行い、これをリストに追加しながらその精度を高め、災害発生時の避難の

確保対策を進めてまいりたいと考えております。

○議長（岩館俊幸君） 7番 笠井敬吾さん。

○7番（笠井敬吾君） 再質問をします。このことについては、町長、副町長に対して町内会

の会議の席上、問いかけがあったことはご承知のことだと思います。そこで、ことし2月17

日の新聞報道では、日本海溝と千島海溝周辺で大規模地震の発生が考えられ、大きな被害を

もたらすことが想定されるため、政府は大規模地震に対して抜本的な見直しを行うことにし

ています。

また、2月23日には北海道が渡島・胆振・日高管内で、大規模地震が発生した場合の被害

予測をまとめています。特にこの中で、木古内ということは書かれていませんが、有事の際

の町民に対する情報の共有、あるいは町民の命を守るという観点から、役場内でのこれから

の取り組みについて。あるいは、町民に対して町長としてどのような方法で周知・お知らせ

して行くのか伺います。

○議長（岩館俊幸君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君） 現在、あらゆる地域で大規模災害に際しての訓練というのは行わ

れております。当町においても、机上の上ですが関係機関が集まって、有事の際の行動をど

うするかということなどに参加をしておりますし、またそれを当町で具体的にどうするかと

いうことになりますと、まずは毎年行っております地震を想定した避難訓練でございますが、

これは3.11東日本大震災があるまでは、この訓練内容というのは若干いまとは違っておりま

した。日本赤十字のかたがお見えになって「ご飯を炊くのはこうするのだよ」とか、「逃げ

る際はこうだよ」ということなのですが、3.11以降はまず逃げると。まず逃げるということ

はどういうことかと言うと、いま住んでいるところ。あるいは、その方達がいろんなところ

に出かける。そこで地震があったら津波から逃げるためには、ここにいる人はどこに行くか

ということを中心に避難訓練を行っております。まず逃げて、命が助かった時に私どものほ

うの避難施設のほうに誘導するということに、大きくいま変化をしております。これからも

まず、身の安全を確保するために逃げるということを訓練をして行きたいと思っております。

その中で、お尋ねにありましたご自身で逃げるのが難しいというかたもいらっしゃいます

ので、その場合には私どものリストを活用して。そしてまた、これから希望するかた。そし

てまた、援助を希望してくれるかた。こういったかたの協力もいただき、まずは命を守ると

いうところから皆さんに訓練を通じて周知し、徹底して行きたいと思っております。

○議長（岩館俊幸君） 7番 笠井敬吾さん。
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○7番（笠井敬吾君） 副町長、26年1月26日町内会に出席して、ある町内会に出席して、副

町長は言われたことに対して「実態を把握して調査した上で、名簿を作成したい」との答弁

だったのです。それを未だかつてその人に何も言っていないわけです、回答を。そして、町

長は27年1月25日、同じことを聞かれました。そうしたら、町長は「わからないので後日調

査の上、回答をする」と言っているのです。それは町長も未だかつて言っていません。それ

どういう二人で離れているけれども、言葉が答弁が。それは勝手に言っているのか町長は何

も聞いていないのでしょう。その辺どうなっているのか、ちょっと。

○議長（岩館俊幸君） 副町長。

○副町長（大野 泰君） 私が町内会の総会に出席したのが、昨年です。その席において話

をしたということで町長に、ことし町長が出ていますから、町長のほうに申し伝えがあった

ということです。私その話は、町内会の総会には出ておりませんけれども、聞いておりませ

ん。ご本人がそのようにおっしゃっているのかもしれませんが、そのような事実はございま

せんし、仮にあったとすればいま町長が説明をしましたけれども、個人情報ですのでこれの

取り扱いはかなり慎重に行わなければならないのです。災害時については、これを公にして

使うことはできるということで、私がその時に尋ねられていればそういう答えをしていたか

と思います。ほかの町内会にもそのように話をしておりまして、災害弱者を把握する際には

町のほうで協力しますので、それは地域に住んでいるかたに話をしていただいて、文章で案

内をして、自分は災害時に支援をしてほしいと。こういうような申し出をしていただいて、

「町内会で名簿を作るのがいいのではないですか」と、こういうような話をしております。

もう一度言います。記憶はございません。

○議長（岩館俊幸君） 7番 笠井敬吾さん。

○7番（笠井敬吾君） では、町長はどうなのですか。「わからないので、後日調査の上回答

します」と。その言葉はどうなのですか。副町長に話をしたのですか、そのことに対して。

○議長（岩館俊幸君） 暫時、休憩をいたします。

休憩 午後 3時29分

再開 午後 3時32分

○議長（岩館俊幸君） それでは、休憩を解き、会議を再開いたします。

7番 笠井敬吾さん。

○7番（笠井敬吾君） 私のほうからの質問は終わります。

○議長（岩館俊幸君） 以上をもちまして、7番 笠井敬吾さんの一般質問を終わります。

それでは、3時40分まで休憩したいと思います。

休憩 午後 3時32分

再開 午後 3時41分

○議長（岩館俊幸君） 休憩を解き、会議を再開いたします。

一般質問を続けます。
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5番 平野武志さん。

○5番（平野武志君） 5番 平野武志です。

このような時間に一般質問をするのははじめてでございますので、最後まで体力が持つか

心配でございます。きょうの一般質問3名のかたの町長答弁を聞いていますと、非常に前向

き且つさわやか。非常に素晴らしい答弁だなと感じておりまして、私の一般質問の答弁も大

変楽しみにしております。

なお、一般質問の締め切りの前日に予算書並びに予算の資料が配付ということで、若干通

告書には次年度に反映される部分の記載が不足している部分がありますことを了解いただき

たいと思います。

また、竹田議員並びに新井田議員と質問内容が若干被っている部分がございますので、時

間の都合もございますので、多少省きながら進めさせていただきたいと思います。合わせて

答弁についても省ける部分があるかと思いますので、よろしくお願いいたします。

項目については、3点ほど通告しております。

一つ目の質問でございます。町政執行方針についてです。

平成27年度は、第6次木古内町振興計画の2年目にあたります。初年度の推移を見極め、よ

り振興計画を順調に進めていくための重要な年度になります。2月23日に配付された執行方

針につきましては、基本テーマ・基本目標に準じた記載しかされておりませんので、細部に

ついて気になった部分についてお伺いいたします。

(1)第1章の福祉・医療・保健についてでございます。

高齢化率が43.2％に達し、まだまだ上昇の予測がされております。福祉の町を目指してい

る木古内町として今後、様々な高齢者向けの福祉施策を期待しているところであります。私

自身、介護保険給付対象外サービスの内容こそが、我が町の福祉における判断材料になると

思っております。

5ページに記載されております「地域サロン」。「地域サロン」という名称についての具体

的内容と予算配分についてをお知らせいただきたいと思います。また、札苅・泉沢・釜谷地

区で毎年行われている高齢者向けのイベント。いわゆる敬老会的なイベントなのですけれど

も、それを本町地区では町内会が主催するのか、あるいは町で主催するのか様々な方策はあ

ると思いますが、そのようなイベントを開催するお考えはあるのかないのかお伺いいたしま

す。

1の2項目目（2）番といたしましては、第3章の産業・観光についてでございます。

漁業者の活性化を図る思いがつづられております。今年度は、ワカメ養殖施設の更新や地

方創生交付金を活用したヒジキ養殖事業に取り組み活発化されると思いますが、現状の組合

員数を考えると手をどんどん広げることにより中途半端にならないか大変懸念されるところ

でございます。予算を投入する以上は、大きな成功を望むわけでございますが、漁業協同組

合と意見を調整した中で、漁業者の現状を踏まえ、今後の推移予測をお聞かせいただきたい

と思います。このあとの下段については、芝桜の部分と新幹線ビュースポットについての内

容のお伺いを記載しているのですけれども、これは先ほどの一般質問先輩議員の中でもお話

いただきましたので、答弁も省いていただいて構いません。ただ先ほどの答弁を踏まえた中

で、再質問という形で、再度質問をさせていただきたいと思います。

(3)第4章の生活環境・交通についてでございます。
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木古内町を東部地区、中部地区、西部地区と大別しております。区分についてはちょっと

非常に解りづらいのですけれども、私自身もこのような区分はちょっとはじめて聞きました

ので。その中で、東部地区の未利用地を活用した住宅地の確保と記載がございますが、これ

についてはどのような見解なのか伺います。

(4)地方創生交付金が今年度よりこの議会の中でも補正がされるということで追加になっ

たということで、振興計画全体の総体の見直しがかけられていると思います。第6次振興計

画の実施計画書、いわゆる細かく書いている10か年計画ですが、それを再度見直し、今後修

正をしていくのかどうなのか伺いします。

以上、1項目については4点でございます。

○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。

はじめに、福祉・医療・保健の取り組みにあります「地域サロン」につきましては、新年

度に実施を予定している地区は、これまで要望のありました札苅地区、泉沢地区、釜谷地区、

下町・前浜地区この4か所で、地域サロン立ち上げに向けた支援を行ってまいります。事業

の内容につきましては、介護予防運動や簡単なゲーム、気楽にあつまって軽食などを楽しむ

茶話会などを中心に考えおり、今後の事業展開の中で、さらに地域の皆様の要望を取り入れ、

高齢者の方々が気楽に参加できる、魅力ある地域サロンを目指してまいります。また、新年

度予算ではサロン1か所当たり3万円の計上をしているところでございます。

次に、札苅・泉沢・釜谷地区での高齢者向けのイベントにつきましては、福祉活動に対す

る積極的な取り組みに、開催している町内会や自治会の皆様に敬意を表し感謝を申し上げる

ところでございます。現在、当町では全町の高齢者を対象とした福祉事業として、はつらつ

演芸会、老人クラブスポーツレク大会。また、ふれあい農園を開催しており、取り分けはつ

らつ演芸会では、健康づく推進委員の協力をいただき、地場産の食材を使用した軽食の提供

などを行うほか、地域ボランティアの皆様の協力をいただき、歌謡や舞踊などを中心とした

演芸ショーを行い、短い時間ではありますが楽しんでいただいていると認識しております。

新年度以降につきましても、全町の高齢者を対象としたこれらの事業を積極的に展開する

こととしておりますので、地域を限定したイベントにつきましては考えておりません。

2点目の産業・観光の取り組みのある漁業のお尋ねでございますが、新年度に実施予定の

ワカメ養殖施設整備事業及びヒジキ関連事業につきましては、上磯郡漁業協同組合からの要

望を受けて、協議の結果、事業着手することにいたしました。

まず、ワカメ養殖につきましては、昭和40年代から着手をし、技術的には確立されており、

当町における養殖漁業では生産額上位を占めていた時期があります。その後、輸入水産物の

拡大により価格が低迷し、着業漁家も減少しておりますが、先の東日本大震災の影響により、

東北地方のワカメ養殖が壊滅状態となり、急激に国内需要が高まっている状況などから、既

存施設を利用することにより、ただちに育成管理できる状況でありますので、新年度より事

業展開を図ることとしております。

また、ヒジキ事業につきましては、漁業閑散期に数日間採取している現状から、数量の確

保に加え、さらなるブランド化による価格向上が課題となっております。したがいまして、

これら課題解決のため、また若年漁業者に協力を得て、事業展開を図ることとしております。

この二つの事業が定着することにより、漁家経営の安定に資するとともに、組合員減少の防
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止策になり得ると考えており、今後、漁業協同組合と連携をして、事業の安定化を図ってま

いります。

お尋ねの現況と今後の推移予測につきましては、今年度の実績と新年度計画を申し上げま

すと、ワカメでは着業戸数は14戸、計画は同じ数です。水揚げ高は約28ｔ、計画では約34ｔ。

販売額では約390万円、計画では約460万円。またヒジキでは、着業戸数は18戸、計画では同

数です。水揚げ高は約0.5ｔ、計画では1.5ｔ。水揚げ高は約110万円、計画は約440万円でご

ざいます。

次に、生活環境・交通のお尋ねでございますが、東部地区という表現大変わかりづらくて

失礼をいたしました。札苅・泉沢・釜谷の各地域を示しております。当地域は、函館市、北

斗市までの距離が短く、通勤等に便利な地域でありますので、現在利用されていない土地の

うち、住宅用地として利用可能な用地については、町に登録をしていただくことをお願いし、

登録物件については積極的に情報発信を行い、移住・定住の促進を図って参りたいと考えて

おります。

4点目でございますが、地方創生交付金事業の実施に伴う第6次振興計画の実施計画書の見

直しにつきましては、事業の進捗状況や追加などに合わせて、随時見直しを行い、修正を加

えるとしておりますので、この度の地方創生に関する事業につきましても、現在実施計画書

に搭載のない事業については、追加をするということにしております。

○議長（岩館俊幸君） 5番 平野武志さん。

○5番（平野武志君） 5番 平野です。

4項目ございますので、まずは再質問ない部分からお話したいと思いますけれども、（3）

番の東部地区の住宅地の確保はどのような見解かという部分については、移住・定住につい

て空き家を活用するという部分で、大変前向きな話だと思いますので、これについてはこの

あと3項目の人口減対策、移住・定住の具体案についても関連しますので、後半に残してお

きたいと思います。

また（4）番の10か年計画の見直しについては、随時見直していくということでございま

すので、今後も過去にも一般質問等の答弁についても「振興計画に沿って」だったり、「計

画に沿って」という言葉が随時出されます。そのような中で当然変更した部分については、

提示していただきたいと思いますので、変更する都度資料といいますか変更点について、お

知らせを今後もしていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

（1）番に戻ります。（1）番のいま現在、高齢者向け・全町向けに行っている事業が説明

いただきました。はつらつ演芸会、ふれあい農園、スポーツ大会でしょうか。それぞれどの

くらいの人数のかたが参加しているのか大体わかりますけれども、はつらつ演芸会について

は結構な人数が参加されていて。おそらく町が挙げる敬老会的要素を多く含んだ部分なのか

なということも感じます。ただ、時期についても過去の経緯を考えても、過去木古内町は敬

老会と名を打って、高齢者に向けた大きなイベントをやっていたということも伺っておりま

す。それを廃止した経緯については、財政の問題でしたり、そういう高齢者向けのイベント

を縮小したという話だということも伺っています。よく最近町長がおっしゃいます、「財政

も安定してきた」という中で、「福祉都市木古内」という掲げる中で、より先ほども言いま

したが、高齢化率が上がってくる中で、保険外事業の充実こそが我が町が高齢者に与える施

策なのだということを考えても、敬老会という名を打った大きなイベントを足してもいいの
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ではないかなと私自身は思います。去年の町政懇談会でしたでしょうか。札苅地区で行って

いる敬老会のＤＶＤを町長も見たと思いますけれども、素晴らしい取り組みをしているので

すね、札苅地区。泉沢地区においては、敬老会という名前ではないのですけれども、年に2

回ほどふれあい交流会ということで、もちろん全町民対象なのですけれども、やはり高齢化

が進んでいる泉沢なので、どちらかと言えば高齢者向けのイベントということになっており

ます。釜谷については、敬老会という名の下のイベントを開催していまして、それぞれ札苅

は町内会が主催、泉沢も町内会の担当部が役員さんが中心の主催、釜谷については確か婦人

会の主催だったと思います。それぞれのイベントについて、このような各地域で町が「各町

内会頑張っているのですよ」と、「町もこれをぜひ見て参考にして、今後の木古内町の行事

に活かしてください」という話を何年か前からどこかの場所でしたことがあると思うのです

けれども。それぞれのイベントになかなか招待状が来ないからという話になるのかもしれま

せんけれども、招待状が来なくてもぜひこのようなイベントがやっていることは再三伝えて

おりますので、ぜひ視察と言いますか現場・現状を見ていただいて、今後木古内町でもその

ような敬老会のイベントをぜひ作ってほしいなと考えます。ぜひ今後の検討材料にしていた

だきたいと思います。

漁業者の打ち合わせ、調整をした中で、ワカメについては6ｔほど増やして行くのだとい

う計画ですね。ヒジキについても1ｔほど増えると。大変喜ばしいことです。ヒジキについ

ても木古内町のヒジキはもう全国でも一番太くて美味しいのだという評判がある中、なかな

かブランドにならない中、ようやく力を入れて取り組むのだなという思いはあります。ただ、

ヒジキについてもワカメについてももちろんそうなのですけれども、過去にも漁業・農業様

々な視点で新しい分野に取り組んでいった際に、なかなかそれが定着せずに消えていったと

いう特産品といいますか新たな取り組みが消えていったという事例もあります。この新しく

予算をかけて力を入れるわけですからそのような尻つぼみにならないことを願うのと、やは

り問題視されるのが漁業者の特に後継者問題です。我々議会も漁業者と懇談を行った時に、

農業者・商工会とも行ったのですけれども、漁業者が一番後継者がちょっと不足して悩んで

いるなというのを目の当たりにしました。当然、これから事業を拡大ということを進めて行

くわけですから、当然どんどん高齢化が進んでいる漁業者。今後どうやって後継者を作って

いくのだということを当然合わせた中で、進めて行かなければならない部分だと思います。

ですので、せっかく新しい特産品をということで力を入れる以上、漁業者の安定という言葉

もよくお使いになりますので、安定プラス後継者対策です。力を入れて進めていただきたい

と思います。

答弁いただいていない薬師山の芝桜並びに新幹線ビュースポットについては、先ほどの新

井田議員でしたか観光についての質問のその答弁がございました。そんな中で、いくつかち

ょっとお伺いしたいと思います。新井田議員と関連する部分があるのですけれども、私自身

も自分商売やっておりまして、観光客の人が大したお客さんが来る店ではないのですけれど

も時々来ます。そんな中で、「木古内町のどこを見に行ったらいいですか」だとか、「芝桜

を新聞で見たのだけれども、どこに行ったらいいですか」と言った時に、説明に困るのです

よね実際のところ。では、芝桜は道は説明できます。いま新幹線工事をやっていますから若

干複雑なのですけれども、そこの近くまで行くと薬師山が見えて、芝桜が見えます。もっと

言いますと、「車をどこに止めてどこを登って行ったら上にまで行けますよ」という簡単な



- 66 -

説明はできるのですけれども、「ここ」という駐車場がどこに止めて、どこがそれこそ言葉

を借りますけれども、「ビュースポットはどこなのだ」という説明に非常に困るのです。私

もいくらか商売にも携わっていて、この観光の部分にも触れている中でも説明に困る中、本

当に先ほどの新井田議員ではないですけれども、一般の人達がそう聞かれた時にどう答えら

れるのかなと。ゴールデンウィークの時期になりますと、芝桜、薬師山でしょうか。簡単な

看板の設置はしておりますけれども、実際観光客の人が足を運んで、そこの薬師山の近くに

行った時にどこに車を止めて、どこでゆっくり見るのだという部分が非常に不足していると

思うのです。なので、この度も大きな予算をかけて芝桜を増やすわけですから、例えば「駐

車場はどちらですよ、どこから見るのが一番いいですよ」。「下からの場合はここですよ、

登っていただくとさらに近くで写真が撮れたりできますよ」。「登る際にはどれだけの距離

があって、階段が例えば何段ですよ」だとか、あるいはもっと言いますと休憩所の設置。あ

るいは、案内所。案内所までいかないにしても看板の設置、これは先ほどの新井田議員の言 

った部分とかぶるのですけれども。あるいは、物販ですね。例えばそういう観光地に行くと

必ず売店であったり、物を買えるところがあると思うのですけれども。例えばいまの芝桜を

薬師山の中にでは売店を作れるのかと言ったら難しい部分はあると思いますので、例えば駐

車場にせめて自動販売機を完備するだとか、雨が降っている時には屋根のあって休憩所を作

るだとか、その辺までしっかりと町として、それこそおもてなし精神です。観光客で来られ

たかたに、如何にここに行ってもらうのだという部分がちょっと足りないと思うのです。新

幹線ビュースポットにしても先ほどちょっと新井田議員の時の答弁を聞き漏らしたのですけ

れども、駐車場はあります。鉄道マニアの人が写真を撮るポイントというような言葉ちょっ

と聞いたのですけれども、それは一般の人も「あそこに行けば新幹線見られますよ」とこれ

から訴えていく場所だと思うのです。その際にしっかりとした、いまの薬師山と同様で休憩

所があるのか。ジュースの1本くらい買える設備があるのか。案内看板はしっかりしている

のか。そこに辿り着くまでの道の看板もしっかりしているのかという部分をきちんと取り組

んでほしいと思います。これも要望ですね。ここまで一応要望も含めた答弁をいただきたい

と思います。

○議長（岩館俊幸君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君） 当町の敬老会は、かつては町内で5箇所で行われておりました。釜

谷・泉沢・札苅、本町地区は当時は婦人会でした。いまは木古内女性会に代わっていますが。

そして、農協の女性部が行っている農地地区の敬老会と5箇所で開催しておりましたが、敬

老会の時期が重なるものですから大変あちこちお招きをいただくのですが、なかなか全てを

回って行けないような状態がございました。これも、ちょうど時期的に町の財政状況があま

りよくないという中で、お招きをいただいて伺っていろいろとお話をしていくと、「俺達年

配者はパークゴルフ場もあるし、いろんなことで遊ぶこともできる」と、「こういう敬老会

はこれからもうやらなくてもいいよ」と。「こういうお金があったら子ども達に使ったほう

がいいのではないの」という声が出てきはじめました。それが2年・3年やはりいろんな各地

に出向きますと、高齢者のかたが「こういう事業はやらなくていいよ」と。「自分達は楽し

みがあるんだ」ということがたくさんのかたから声を出していただきましたので、そこでこ

れまでの助成というのをやめました。これまでは町が主催ではなかったわけです。いまでも

そうですが、これまでは町が助成をしていたと。その助成を辞めたというのが今日でござい
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ます。助成を辞めてからは、いま実際に敬老会に等しい事業を行っているのが釜谷・泉沢・

札苅であって。また、新道地区なども馬頭観音祭に合わせて敬老会をやられていたり、いま

はＪＡさんあるいは木古内女性会さんのほうではやっていないと思いますが。そんなことで、

いま残って本当に地域でお年寄りを大事にするという活動をしていただいている皆さんに

は、頭が下がる思いでございます。こういった経過がございまして、ではこれからどうする

のだということになるわけでございますが、私どもはいまの状態で全体の高齢者向けの事業

は積極的に進めて行くということで、地域の敬老会につきましては、ぜひ地域の皆さんで続

けていただきたいというお願いでございます。

次に、ワカメ、ヒジキに関しまして、漁業者における後継者問題とは大変大きいわけでご

ざいますが、この事業ももう少し深い背景がありまして、これは今年度のタコの水揚げ。タ

コの水揚げが25年度と比較しますと、10分の1に激減しているのですよ。因みに数字を申し

上げますと、25年タコは約37ｔありました。ことしは3ｔです。金額にしますと、水揚げ高

にしますと、25年度は1,600万円あった。これが190万円ですから、200万円ですね。という

ことで、まずこれまで主力であったタコの水揚げが10分の1に激減してしまったという現実

があります。これに加えまして、回遊魚の水揚げも減少を続けているということで、漁業者

にとってみるとこれまでの主力商品が全く捕れなくなってしまったということがまず挙げら

れます。したがいまして、ワカメの養殖というのは先ほどもご説明しましたが、それなりの

技術があって、ちょっと整備するとすぐ取りかかれると。また当町では、ワカメが生産額の

上位を占めていたという時代があったこともありまして、安定した漁獲経営を図ること。

そしてまた、ヒジキにつきましては、当町の特産として明確に位置づけると。そして、よ

り適切な流通経路と養殖によって数量を確保すると。これによって売上高を確保して行くの

だと。こういう目標を持って、この事業を取り組んだということになります。また、現行の

水揚げに加えまして、ヒジキの事業、ワカメの養殖などによって安定した漁獲経営を支えて

行くことができると。また、利用者の歯止めをかけると、後継者です。後継者や漁業の新規

着業が期待できると。こういう長期的な計画も合わせ持って、後継者対策なども加えまして、

当町の漁業を守って行くために必要な事業と考えて着手することにいたしました。

それから芝桜でございますが、いくら現地が素敵で素晴らしくてもそこに行けないのでは

意味がないと。行ったあともどういう経路なのかというのもこれも大事なことでございます

ので、これについては先ほども新井田議員のお尋ねにお答えしておりますが、新年度の予算

の中で町内のパンフレットを作成し、全戸に配付するということで、それぞれお家の中で木

古内にはこういうところがあるということを知っていただくことによって、外から来たかた

にそれを伝えてあげることができるというような体制をとっていくということにしておりま

す。

物販ということになりますと、これも別途協議ということになるかと思います。自動販売

機の設置ということもお尋ねがございましたが、これはいまここでどうこうということでは

ないのですが、お客さんが来てはじめて物が売れるわけですから、まずお客様をその地に足

を運んでいただくという方法をみんなで考えなければならないと思いますので、みんなが自

分の町を知るというところからはじめるべきだと考えております。

観光スポットにつきましても、まさに一緒でございます。観光スポットにつきましては、

今年度1年間かけまして、見渡しの良いところはどこなのだろうということを職員で探しま
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した。見渡しが良くて展望の建設ができるところ。これは、適した地域全て調査をした結果、

建川地域の建川トンネルの上部。ちょうど町道が走っております。建川と鶴岡地区を結ぶ道

路なのですが、ここが最適地と判断をいたしました。この地に駐車スペースを配備して、ト

ンネルの上ですから青森側と函館側どっちも見えると。ここに両方向を見渡せる展望台を建

設したいと考えております。スケジュールは4月早々に構造計算を合わせて、実施設計を行

い、並行してＪＲ北海道との協議を進めると。秋口から降雪前までの工事施工を想定してい

るということで、計画をいま進めているところでございます。

先ほどちょっとふるさとの森の関係でございますが、看板だとかそういったのも少ないと

いうのは本当にお尋ねのとおりでございます。看板の設置、そしてまたそこに着いたあとの

お客様がしっかりと見ていただけるような配置については、新年度の事業で取り組んで行き

たいと思っております。

○議長（岩館俊幸君） 5番 平野武志さん。

○5番（平野武志君） 1項目目の質問については、概ね理解したわけでございますが、まず

敬老会について町長は過去の経緯のいまお話された中で、昔はやっていたのを止めた経緯が

「そこに予算かけなくてもいいよ」と言う優しいお年寄りの言葉だったと思うのですけれど

も、それから時代がだいぶ変わりましたよね。時代も変わりましたし、当時の財政状況を見

ましても木古内町が「大変だ、大変だ」と日頃から町長が言っていて、さらに自分の給料も

削減して削減して、職員にも削減して、そういう背景だったからこそなおのこと。では「こ

この予算少しでも使っていいよ」と言う優しいお言葉だったのだと思います。当時から比べ

ても年寄りの高齢者の数は非常に増えていますし、何を言っても先ほども申し上げましたけ

れども、地域の高齢者向けのイベントをやっている時のお年寄りの喜んでいる顔です。あれ

を見ると、札苅地区。去年、町政懇談会でＤＶＤを見たと思いますし、泉沢・釜谷地区も札

苅ほどの人数ではないのですけれども、高齢者のかたが大変喜ばれています。一度見てくだ

さい。担当者のかたでもいいですし、もちろん町長でもいいですし。見ると「ああ、こんな

に喜んでくれているのだ」と。予算も大したことないのですよ、泉沢地区においても釜谷地

区においても。そんなたくさんの予算をかけなくてもあれだけの素晴らしい喜ぶイベントは

できますので、一度見ていただくと「じゃあ木古内の本町でも何かやろう」ときっと気持ち

になると思います。ですので、ぜひ一度来年度は見に来てください。その後また検討してい

ただきたいと思います。

それともう1点確認なのですけれども、新幹線のビュースポットについてですけれども、

次年度の予算には整備代として2,500万円。その設計に対して500万円と3,000万円もの予算

が計上されております。当然それだけのお金をかけるわけですから、当然駐車場の整備並び

に、当然名前のとおりビュースポットですからビューではなくてはだめなわけですね。先ほ

ど町長が申し述べたように、「鉄道マニアのかたが」という程度の話ではなくて、当然町と

して「あそこにはぜひ行ってください」ということで、観光客をたくさん集められる場所に

ならなければならないと思います。その中で、トンネルの上に立つということで、当然だと

思いますけれどもＪＲとの協議はされた上でのその設置だと思うのですけれども、今後ＪＲ

さんの理解を得た上でそこに設置した後に、例えばそこに人が行った時に、新幹線までの要

はトンネルの下だから距離がどのくらいなのかわかりませんけれども、物が落ちる危険性が

あるだとかということで。例えば、ＪＲが後々あとに柵を作るだとか、そういうことがある
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とビューであるのがビューではなくなってしまいますので、ＪＲさんとのここの場所できち

んと観光客を招き入れて、木古内町としては観光の施設にしたいのだという話をきちんとさ

れているのかどうなのかについてだけ再質問ということでお伺いいたします。

○議長（岩館俊幸君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君） ＪＲとの協議はいま進んでおります。先ほども申し上げましたよ

うに、構造計算は当然しなければなりませんが、あそこの木古内側のトンネルは、いまのト

ンネルからスノーシェルターで80ｍぐらい新たなトンネルで囲い込みになります。ですから、

ちょっと距離はあるのですよね。肉眼では80ｍくらい先でトンネルに入ってしまいますので、

カメラを持っているかたにとってみればそんなに影響はないかもしれませんが。そういう地

域なのですが、実際に高いところから新幹線が見れる場所というのはないものですから、函

館側・青森側、両方見える場所であそこに建てようということを決定したわけでございます。

○議長（岩館俊幸君） 5番 平野武志さん。

○5番（平野武志君） 理解いたしました。今後もＪＲとの協議を詰める中で、素晴らしいビ

ュースポットにしていただきたいと思います。1項目目の質問については、以上で終わりま

す。

続いて、2項目目の質問に入らせていただきます。

教育行政執行方針についてでございます。教育長、よろしくお願いします。

(1)番目といたしまして、六点目の信頼される学校づくりについてでございます。

この度の教育行政執行方針についての教職員の資質と、指導力の向上を大変力強く記載さ

れているなと私自身感じました。「教育の成果は教職員の指導力に負うところが大きい」と

言う記載に私自身強く共感いたします。そこでこの言葉に則り、新年度における教職員に対

する資質の向上に対しての新規の取り組みと、教育委員会と教職員との連携の強化策につい

て、どのようにお考えをしているのかお伺いいたします。

(2)番目といたしましては、七点目の「教育環境の整備」についてでございます。

教育行政執行方針には記載されておりませんけれども、6次振興計画のそれこそ先ほども

申し上げました10か年計画では、平成27年度がスクールバスの更新年度にあたると思います。

以前から要望しております中学生までのバスの乗車。それに向けた部活動や地区によっての

不平等の調整。それを踏まえた中でバスの更新が進められていると思いますので、見解をお

聞かせください。また、ここには記載しておりませんが、昨年度の常任委員会の中で、スク

ールバスについての保護者や子どものアンケートを採って、一応まとめということで出して

いただきました。そのまとめをもちろん踏まえた上での質問でございますので、よろしくお

願いします。

○議長（岩館俊幸君） 教育長。

○教育長（野村広章君） 5番 平野武志議員のお尋ね2点について、お答えを申し上げたい

と思います。

はじめに、「信頼される学校づくり」教職員の資質と指導力向上の取り組みでございます。

言うまでもなく、子どもの学びの中心は学校であります。その学力を支えるのは、教職員

であります。しかし、全国学力学習状況調査の結果によりますと、北海道の子ども達の学力

は、全国平均と比較すると下回っているということでありますが、年々その差は縮まってい

るものの、この学力の向上というのは喫緊の課題となっております。このため、教職員は子
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ども達にとって「楽しい授業」、そして「わかる授業」、そういう授業づくりのために日々

授業研究、あるいは指導方法の工夫改善に努めているところでございます。

新年度においては、新たな取り組みとして、学力向上における東北地方の先進地へ教職員

2人を派遣する事業を実施いたします。合わせて、専門講師を招いて生徒指導、あるいは教

科指導に関わる研修を実施してまいりたいと考えております。そのほか、町内外で開催され

る様々な研修の機会を捉えて、教職員の参加を促進、促して行きたいというふうに思ってお

ります。

次に、教育委員会と学校との連携強化策についてでございます。学校が「信頼される学校

づくり」を進めるためには、教育委員会は定期的に校長会、あるいは教頭会を通じて学校現

場の意見を吸い上げて、教育活動の課題を明らかにしながら、今後とも施策に反映してまい

りたいというふうに思っております。

また学校は、教職員による自己評価の実施をはじめ、保護者や学校評議員などによる外部

評価の結果を踏まえて、いわゆる学校評価に基づく教育活動の充実に努めているところです。

このため、教育委員会は学校の教育活動の一層の充実のために、必要な指導を行うととも

に、学校の自主的な教育活動を支援していくことが重要であるというふうに考えております。

とりわけ、各学校の授業改善・生徒指導改善、こういうようなことに対する支援として、教

育局の指導主事派遣はもとより、町教育研究所あるいは連携教育運営会議との連携強化を図

ってまいりたいというふうに考えております。

次に、「教育環境の整備」についてでございますけれども、スクールバスの更新年度につ

きましては、平野議員ご指摘のとおり、振興計画では平成27年度の更新となっておりますが、

現在の整備状況から、27年度中の運行は可能であると判断しておりまして、更新年度につき

ましては、27年度中に検討をいたしたいと考えております。

また、中学生のスクールバス乗車につきましては、昨年の12月に開催されました第7回の

総務・経済常任委員会においてお示しいたしましたとおりでございますが、スクールバスの

運行経緯につきましては、海岸線地区のバスは平成15年度に釜谷・泉沢・札苅の各小学校が

木古内小学校に統合された際に、小学生の通学用に運行開始されたものでございます。また、

農地地区のバスは平成23年度に鶴岡小学校が木古内小学校に統合された際に、同じく小学生

の通学用に運行開始されたものでございます。

こうした中で、海岸線を運行するスクールバスが沿線の児童数減少によって空席が多くな

ったことから、中学生のスクールバス利用へのご要望がありまして、小学生の利用という原

則がある中で、中学生の乗車につきましては可能な限り運用してまいったところであります。

具体的には、登校時はＪＲが運休した場合に乗ることができるようにしており、また中学

生の下校時に小学校の下校時間と調整がつくかどうかなどの状況を判断して対応することと

しております。さらには、学校の行事等によって、下校時間からＪＲ発車時刻までの待ち時

間が長い場合は、小学校の運行時間に合わせて中学生が乗車できることにしておりますけれ

ども、今後の児童生徒数の推移を勘案しましても、現在の運用は十分可能であるというふう

に考えております。

○議長（岩館俊幸君） 5番 平野武志さん。

○5番（平野武志君） 教職員の資質の向上のための様々な研究会ですとか、研修に派遣す

るという部分については理解しました。ただ、おそらく研修についてはいまの言葉を聞く限
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りでは、学力向上に向けた授業の質を上げるための研修が主なのかなというふうにも感じた

ところでございます。もちろん、先生を責めるというだけの話ではなくて、教職員ばかりで

はなく現代の保護者。大人の全体のレベルアップをもっとしなければならないぞというのが

教育現場において必要不可欠でもあり、社会問題にも一部なっているところでございますの

で、町として力強く先生をはじめ大人のレベルアップをするべきだという思いの基、教職員

の資質の向上について何とかできないのかというところでございます。

そこで、先日2月の17日、学校関係者評価委員会が開催されました。私自身もＰＴＡに携

わっているものですから、評価委員会に参加させていただいたわけですけれども、その中の

話で強く出たのが、やはり先ほどの執行方針にも載っているとおり、教職員の指導力による

ところが大きいという話がたくさん出ました。「昔はどうだったのだろうね」とよく我々世

代、あるいはそれよりも上の方々の話。昔話のようにする中で出てくる話が、「昔は学校の

先生と仲が良かった」と。放課後終わったら先生の家に遊びに行ったり、あるいは学校が休

みの日でも先生のところに泊まりに行ったり遊びに行ったり、何かの行事は一緒に出かけた

りだとか。「最近の世の中はそういうのがほとんどないよね」と。子どもの学力と直接関係

するか資料を基にしておりませんが、私の思いとすると、やはり学校の先生と如何に公私と

もに仲良く先生を信頼し、先生は子どもを可愛がり、その関係こそがより授業の集中力につ

ながると思うのですよね。先生好きだし、先生が一生懸命話しているから何とか話を聞こう、

何とか覚えよう、何とか良い点数を取ろう。それこそが学力、中身の良い授業をするという

ことはもう大前提だと思いますけれども、そのような生徒と先生の信頼関係が非常に学力に

も影響してくるのではないかと私は思います。その中で、ではどうやって学校の先生と連携

を強くしていけばいいのだという部分が、先ほどの評価委員会の中でも話が出たとおり、日

頃から先生達が子どもとどう接しているかということですよ。いま現在、子どもの教育につ

いては「学校の中が非常に大事だ」という教育長の言葉通り、学校の中には当然先生がいま

す。学校の中のことはわかっています。でははたして学校から一歩出た時に、先生達は子ど

ものことを把握しているのかなと考えた時に、非常に関心がないと言ったらちょっと言い過

ぎですけれども、学校外のことは保護者やあるいはスポーツに携わっている指導者がいるの

だから関係ないよとまでは言いませんけれども、どうも興味がないように感じるのです。や

はりそれは、この地域に住んでいないからというのがあります。ただ先生達にも以前から再

三言っているわけでございますけれども、それぞれの事情もありますから当然木古内の学校

に来たから木古内に住みなさいというのも簡単な話ではないのも理解しています。ただ、で

はそれが難しいのであれば、例えば町内の行事等にやはり参加していただく方向付けをしな

ければないと思うのです。その評価委員会の中で出た話は、例えば「地域の行事に学校の先

生を見たことがない」という話がまず出ました。私自身も考えてみましたら自分は泉沢なの

ですけれども、札苅・釜谷のいろいろな子どもが参加する行事については、「そういえば学

校の先生って来たことないな」というのが正直な感想でして。町主催の様々な行事もありま

すよね。例えば縄跳び大会、親子体力測定、通学合宿。特に力を入れている通学合宿だとか、

無名塾。そのような教育委員会として大事だと思って取り組んでいる行事にも学校の先生は

関わっていないというのが現状ですよ。もっと言いますと各種スポーツ、学校の中の部活動。

陸上だったり吹奏楽については当然担当の先生がいて、当然大会には付いていてということ

だと思うのですけれども、学校の中に配属されていない部活。例えば野球でしたり、サッカ
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ー、バレー、スキー、様々な競技があります。そこには木古内の子ども達がたくさん所属し

て、全国・全道各地に飛び回って活躍しているわけですよね。全道大会に応援に行けという

話ではないですけれども、その頑張っている子どもの姿を見て、例えば「きょうの授業はう

まくできなかったけれども、何々君はスキーをすごい頑張っているね」と。「野球頑張って

いるね、この間大会に行った時ちょっと見たよ」と、「すごい声を出して頑張っていたね」

と。そういうことでまた子どもは、「先生見てくれているんだな、じゃあ授業も頑張ろう」

と。最初に話につながりますけれども、そこで信頼関係が生まれて、学力の向上にもつなが

ると私自身は思います。

そこで、一応項目としては木古内町に住んでいただきたいというのがもちろん一番の項目

です。当然それは打診していただきたいと思います。ただそれが当然不可能であれば、せめ

て「町内行事にこういう子どもが参加する行事がこうこうこうあるので、何とか」、全員の

先生ではなくてもいいですよ。何人かの先生でいいです。「札苅地区はこういうカルタ大会

があります。泉沢子ども会でこういう活動をおります。本町地区においては、小学校から何

人の子どもが通学合宿に参加しています。」、それにそれぞれの学校の先生を何とか行事に

来ていただくという打診をしていただきたいと思います。何とかそれはできないでしょうか。

まさに学校の先生達がより木古内に愛着を持っていただくために、何とか地域の行事にも

参加していただく。子どもが参加する部分だけではなくて、観光の分野で先ほどから町長も

申すとおり、みそぎ祭りだったり、咸臨丸まつりだったり、当然木古内町の歴史というのも

授業に取り入れてやっているわけですから。そういう地域の行事にも参加を何とかしていた

だけれるような打診をできないか。いまの3点です。

と合わせまして、いま現在管理職のかたと教育委員会、教育長をはじめ懇親会をやってい

ると思うのですけれども、これを何とか一般の職員のかたとも懇親・交流できないのか。そ

うすることによって現場の把握だったり、管理職には当然校長先生、教頭先生から話は聞い

ていると思うのですけれども、やはり現場の先生から話を聞くことによってまた何か気付く

ことも多いと思うので、何とか一般の職員のかたとの教育委員会との交流の場を設けられな

いかということについて、再度お伺いします。

すみません、議長。では、ここまででいいです。

○議長（岩館俊幸君） 教育長。

○教育長（野村広章君） ただいまの平野議員の信頼される学校づくりについての再質問で

ございます。信頼される教職員であるということは、子ども達と日頃の信頼関係を持つとい

うようなことが大前提だというようなことでございます。それは私も同感でございます。そ

れぞれの先生方は教科指導の面、そしていま言われたような生活主導の面、十分に子どもと

向き合いあって努力しているというような姿は、私は見て取れるというふうに思っておりま

す。それで、学校以外のところでの先生と子どもの結び付き、地域での子どもの姿を見てほ

しいというようなこと。これについては、例えば子ども会の担当割りですとか、地域の担当

割りというようなものがあるのです。そういうものをもう一度確認しながら、地域のほうに

できるだけ出て行ってほしいというようなことをお伝えしていきたいなと思うのですが。

「住んでほしい」というのは、なかなか理想ではあるのです。私も教職員の人事協議の中

では、地元に住んで教育に力を注いでくれる先生というような話をしているわけなのですが、

なかなかちょっと難しいところがございます。しかしながら、私もＰＴＡの歓迎会の時にお
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話しますけれども、ここで仕事をしている子どもの教育に携わっている木古内町の子ども達

のために頑張ってほしいと。それは、ただ通勤をしているということが理由ではなくて、忙

しい中でも時間を割いて、子ども達の活動を見てやってほしいと。毎年のように言っていま

す。今後ともそのようなことで、先生方にはご理解をいただくようにお話をしていきたいな

というふうに思いますし、先ほどの答弁の中に校長会・教頭会、学校は組織であります。一

校を担う校長のリーダーシップの基に、先生方が意識を高めていくというようなこともあり

ます。そんな意味で、校長会・教頭会の折にこのような話をさせていただきたいなというふ

うに思っております。

それから、懇親の場というような話ですけれども、それは今後検討して行きたいないうふ

うに思っております。一般の先生方とも含めて、年に1回は私は個人的にこの教職員人事の

異動時期に、一人ひとりとお話する機会があります。そんな中で、地域に根指した教育を進

めてほしいというようなことは、お話をしているところでございます。質問ちょっと漏れた

かもしれませんけれども、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） 教育長とはほぼ考えが一緒だと、理解と言いますか思います。ただ、

日頃から教育長おっしゃっているのも私も聞いておりますが、それが実際反映されていない

現状は教育長もわかっていると思いますので、今後例えば学校に案内を出して、先生にもう

少し来ていただくための工夫をしていただきたいと思います。

あといまおっしゃられた、先生にも地域割りだったり子ども会割りがあるという話おっし

ゃいましたけれども、全然それちょっと見えないのですね。実際あるのかないのかもいまわ

かりません。もしあるとしたら、実際地域割りというのが先生達の役割が何なのかと。どう

いう地域割りをあれしているのかというのが全然見えませんので、ちょっと調べていただい

て、私も調べますけれども。現在地域割りだったり、子ども会割りというのがあるのかない

のか。ないのであれば、いつなくなったのか。あるのであれば、いま現在どういう取り組み

をしているかというのをちょっと調べていただきたいと思います。

それと、スクールバスです。先ほど聞き逃しましたけれども、現在11月、12月ですか。常

任委員会でまとめということで、下校については中学生を乗車可能だというふうにまとめら

れていましたが、それ現在既に実行されていますか。されていませんか。それだけちょっと

お伺いします。

○議長（岩館俊幸君） 教育長、簡潔に、

○教育長（野村広章君） スクールバスの乗車可能というのは、下校時ということですね。

これは、実施しております。

○議長（岩館俊幸君） 5番 平野武志さん。

○5番（平野武志君） 実際下校時は「いいですよ」ということになっていますけれども、き

ちんと案内がいっていないと思います。学生さん、保護者のかたに。なので、未だに帰りは

小学校のスクールバスに乗っていいよという認識がまずありません。それは、教育委員会が

ただ「いいですよ」と言っているだけで、では学校にきちんと伝えたのか、保護者にきちん

と伝えたのか。そこの部分をちょっと確認していただきたいと思います。以上です。

以上で、2点目の質問を終わります。

○議長（岩館俊幸君） 3点目に入ってください。
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5番 平野武志さん。

○5番（平野武志君） 3項目目の質問に入らせていただきます。

3項目目、過去の一般質問の検証についてでございます。

平成25年12月開催の第4回定例会で質問している、鶴岡地区の観光整備計画についてでご

ざいます。

鉄路等の保存要請にとどまり、観光協会からも整備の要請はないとの当時のことでござい

ました。様々なアイディアや企画を受けて、その後庁舎内検討を進め観光協会と協議してい

くと答弁しておりますが、その後の進捗状況をお知らせいただきたいと思います。

(2)番目、人口減少対策、移住・定住対策の具体案は過去、様々な視点から複数回にわた

り質問や要望をしております。他府県や他市町に向けた発信や材料が、一向に整っていない

と感じております。一例をあげますと「ちょっと暮らし」の申請登録を打診したことがある

のですが、これについては第6次振興計画に反映するとのことでしたが、記載さえ私自身見

つけられません。

常任委員会報告でも申し添えたとおり、人口減少対策検討会議の開催も頻度が少なく、最

重要課題だと重く受け止め進めているということをあまり感じ取られません。「定住化対策

委員会と人口減対策検討会議を進めていくにあたり、過去の提案事項の検討後の回答と検討

会議の今後の進め方について町長の見解を伺います」と記載でございますが、これ竹田議員

の質問と被りますので、町長の答弁については省ける部分は省いていただいて結構でござい

ます。

続いてですが、すみません。これ通告書には（2）と書いておりますけれども、(3)の間違

いです。平成24年9月開催の第3回定例会で質問している、町主催の具体的事業についてです。

移住・定住強化の観点から、町主催による婚活やお見合いの企画開催を提案しております。

その際の答弁といたしましては、民間で実施された事業の推移を見て検討するとのことでし

た。いま一般質問のその後ということで行政から提出されているのがあるのですけれども、

その後の1年間、同様の報告のままでそのあと音沙汰も無くなってしまいましたので、再度、

町としての取り組みについて見解をお伺いいたします。

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。

一般質問が終わるまで、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をいたしました。

それでは、町長。

○町長（大森伊佐緒君） はじめに、鶴岡地区の整備の方向性につきましては、観光協会か

らは鉄路の保存と車両の展示の要請をいただいており、鉄路につきましては利活用の方針に

より、どの程度保存していくなど、今後も協議を継続しております。また、車両につきまし

ては、関係機関などに確認をしたところ、鉄路での運搬は不可能と。陸送ということになり

ますが、相当の費用がかかることを確認しております。現時点では走行していた車両は、他
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の路線で運行を決めておりますので、売却が可能な車両はないということで観光協会にお伝

えをしております。

鶴岡地区では、現在、今月オープンに向けて郷土資料館の整備が進んでおり、オープン後

においては、四季折々の花々・木々が楽しめるゾーンづくりに取り組むなど、さらに観光協

会と協議を行い、整備の方針を決めて行きたいと考えております。

人口減少対策でございますが、町としましては、人口減少対策検討会議で取りまとめた事

業の中から、効果的な事業について、順次実現に向けて予算化をしております。新年度につ

きましては、空き家活用事業、給食費の無料化、木古内町企業振興促進条例の見直し。こう

いったことを行っている。新年度からは、北海道移住促進協議会へ加入をし、情報提供を行

うとともに、町のホームページにおいても、現在、移住定住情報を掲載し、周知に努めてお

ります。

この人口減少対策検討会議では、移住・定住者に対する補助制度やちょっと暮らし、通勤

補助など、様々な事業について検討をしておりますが、これまで以上に回数を増やし、事業

化に向けた協議を継続して行きたいと考えております。

なお、全ての事業について必要性は認識しておりますが、財政負担あるいは事業の効果、

こういったものが個々の事業内容をさらに精査をして、具体的な検討を進める中で、事業の

是非を判断して行きたいと考えております。

次に、町主催による婚活やお見合い企画の開催につきましては、議員からお尋ねあるいは

ご提案をいただいた後に、民間主催による婚活イベントが札幌、木古内、仙台、今別におい

て、合計5回開催されております。これまで、結婚に至ったケースはないとのことですが、

盛況に開催されたと伺っております。

婚活イベントは、普段コミュニケーションをとることが少ない男女間に対して、飲食やゲ

ームなどを通して、機会を設けることが目的となりますので、民間の役割を尊重するととも

に、婚姻後の住宅や子育て、教育など、行政が行うべき施策展開をしっかり行っていくこと

が支援につながると考えております。

また、民間主催のイベントについて、要請をいただいた場合には、人的支援を含めて検討

をする予定でおります。

○議長（岩館俊幸君） 5番 平野武志さん。

○5番（平野武志君） 鶴岡地区の観光ビジョンという捉えなのですけれども、観光協会さん

からは車両と線路について要請があったとのことで、「それについて対応しています」とい

う町長の答弁でした。前回の平成25年12月の定例会で質問した以降、第2回あそぶべ鶴岡夢

がたりの集いというのが開催されております。それはもちろん民間の主催なのですけれども、

そこには行政職員も多数参加されております。その中で、大いに鶴岡地区全域をこの観光地

としての展開はできないかという話が様々地域のかた、あるいは観光関係のかたから話が出

たのです。当然、その話の中では、一番出たのが「やはりこれは町として進めてくれないと

なかなか進まないね」というのを正式な仕事として職員さんは伺ったわけではないのですけ

れども、そこにいた職員さんには「何とか町としてこれからこれを引き継いでくれないか」

という話もあったと思うのです。なのでその後について、観光協会という具体的な観光協会

対観光協会ではなくて、町としてあの鶴岡地区をこれからどうするのかという考えをもう少

し言っていただけたら良かったのになという感想でございます。今後も当然、新幹線のビュ
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ースポットもそうですし、薬師山もそうですし、鶴岡地区についてはいま郷土資料館も整備

されていますし、郷土資料館あるいは禅燈寺さんを中心に、観光スポットとしての可能性が

たくさん秘めておりますので、前回あそぶべ鶴岡という題材の基、町民から多数意見を寄せ

られて、その資料については参加された職員さんも持っていると思いますので、ぜひそれを

参考にして今後の鶴岡地区の観光地としての進みに期待したいと思います。（1）番について

は、それでよろしいです。

人口減対策に関わる部分ですが、これ先ほどの竹田議員の質問とだいぶかぶるわけでござ

いますが、やはり私自身も人口減少対策が最重要課題であるということで、過去にももう10

回以上にわたってしつこいぐらい質問をしているわけでございます。今回も「ちょっと暮ら

し」という名前を挙げています。これも「ちょっと暮らしを何でやらないのですか」と言う

のは3回目か4回目ぐらいだと思うのですけれども、なんでこれにこだわるかと言うと、やは

り他市町に発信するネタが実際少ないというのが感想なのですよ、私自身の。先ほども町長

は「次年度に執り行う空き家事業」、これは実際素晴らしいことだと思いますけれども、ま

だまだこの外に発信するまでには至っていない。あるいは、企業誘致についても拡大をいく

らか緩和しただけであって、よその企業にドンと宣伝するまでにも至っていない。給食費に

ついてもせっかく無償化したのですから、地域の人は喜びます。町民は喜びますよ実際、保

護者は。ただ、それをよその町に対して「木古内町は給食費が無償ですから何とか木古内、

子育ての世代の人は木古内に住みませんか」という発信をして、それで効果があるかないか

は別として、それを発信したことによってはじめて「人口減少対策の取り組んでいるのだよ」

と言えると思うのです。なので、私自身は「ちょっと暮らし」というのはまさに年間の会費

が確か5万円くらいだったと思うのですけれども、それによって木古内町の例えば「ここに

体験的に住みませんか」と。そこで雑誌に載って、問い合わせがきて、そこでまた足りない

こととかいろいろ見えると思うのです。いま我々はまだちょっと暮らしの例えば厚沢部とか

ちょっと暮らしの進んでいる町から比べると、これも足りないあれも足りないという話はい

つもされているのですけれども、実際もっともっと足りなくてもちょっと暮らしでＰＲ・宣

伝している町、自治体はたくさんありまして、それを載せることによって問い合わせがきた

時に当然、ちょっと暮らしが進む場合もありますし、もしそれがお断りいただいた時には「じ

ゃあ木古内で何が足りなかったのだ」と課題もたくさん見えると思うのです。ですのでまず

は、よそに発信して大いに興味をもらって、興味をいただいて、一歩・二歩進むということ

が大事だと思うのです。ですから、この給食費についても空き家はこれからどんどん進めて

いただいて整備していただいて、ホームページにドンと「どこどこに住めますよ、いくらで

住めますよ」と。「遠くから来る人にはここも直しますよ」という取り組みをしてほしいと

思うのですけれども、給食費についても町長が言うように、様々な施策が移住定住や人口減

少対策の施策だとおっしゃるとおり、それを如何にみんなに知らしめるかだと思うのです。

そのＰＲの部分が非常に足りないと思いますので、やはりちょっと暮らしをまずは進めてみ

るべきだと思います。町長が言うように、たくさんの財源を使うわけではないですから。よ

そへのＰＲをこれから如何にどう展開するかですよ。その一つの材料だと私は思っています。

婚活についてですけれども、前回提案したあとに5回開催されて、いま調べてそのような

答弁をされたと思いますけれども。まさに木古内町の人口減少対策にはもってこいの主催事

業だと思いますし、経済効果も町長おっしゃるとおり、それを木古内で開催することによっ
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て経済効果も生まれるわけでございます。当然、それが民間人がやられているのを優先する

という言葉もわからなくはないのですけれども、全国自治体の取り組みを見てください。も

う町を挙げて、我が町に来ていただきたいという活動を事業を取り組んでいる自治体は山ほ

どあるのです。それはメディアを利用したりだとか、単独ではなくて連携して東北一体でや

っていたりだとか、近隣の町村と合わせてやっていたりだとか様々な例があります。これは、

時代の流れとして自治体がそれを行うという背景があると思うのです、私は。なので、木古

内町としてやはりやるべきだと思うのです。当然、その中には主催が町なのかそれとも民間

なのか。あるいは、町がどこまで予算だけを出すものなのか。人的には要請をいただければ

するという言葉おっしゃいましたけれども、もう一歩も二歩進んで、木古内町として私は木

古内町主催としてやるべきだと思います。それがよそへの先ほどから言う人口減少対策の目

に見える取り組みだと思います。先ほどのちょっと暮らしでしたり、いまの婚活もそうです

けれども、人口減少対策に対して町としてこれだけやるのだという。いまここで「じゃあや

ります」という話にはならないのかもしれませんけれども、私としてはぜひやってください

ということをもう一度お聞きしますので、お答えください。

○議長（岩館俊幸君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君） 議員お尋ねのように、「いまここでやります」という答えは出せま

せん。これから協議会がございますので、協議会の中で十分検討の一つになるかと思います。

婚活につきましては先ほど申し上げましたとおり、現在民間団体で行っておりますので、

私どもは婚姻後の住宅、子育て、教育、行政が行うことをしっかりやるのが努めではないか

と考えております。

○議長（岩館俊幸君） 5番 平野武志さん。

3回終わりましたので。

○5番（平野武志君） 少し長くなりましたので、以上で終わります。

○議長（岩館俊幸君） それでは、以上をもちまして、一般質問を終了したいと思います。

延 会 の 宣 告

○議長（岩館俊幸君） お諮りいたします

本日の会議は、これで延会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） ご異議なしと認めます。

したがって、本日は、これで延会することに決定をいたしました。

なお、明日の本会議は午前9時30分から開会をいたしますので、間違いのないように一つ、

朝お願いをいたしたいと思います。

どうもご苦労様でございました。

（ 午後５時００分 延会 ）
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（ 午前９時３０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5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。

4番 吉田裕幸さん、5番 平野武志さん。以上、2名を指名いたします。

議案第37号 木古内町職員等住宅管理条例の一部を改正する条例制定について

議案第10号 平成26年度木古内町一般会計補正予算（第10号）

議案第11号 平成26年度木古内町国民健康保険特別会計補正予算（第3号）

議案第13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2号）

議案第14号 平成26年度木古内町水道事業会計補正予算（第3号）

議案第15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4号）

議案第16号 平成26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17号 平成26年度木古内町下水道事業特別会計補正予算（第4号）

○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。

○議会事務局長（山本 哲君） それでは、朗読いたします。

日程第2 議案第37号 木古内町職員等住宅管理条例の一部を改正する条例制定について、

日程第3 議案第10号 平成26年度木古内町一般会計補正予算（第10号）、日程第4 議案第1

1号 平成26年度木古内町国民健康保険特別会計補正予算（第3号）、日程第5 議案第13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2号）、日程第6 議案第14号

平成26年度木古内町水道事業会計補正予算（第3号）、日程第7 議案第15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4号）、日程第8 議案第16号 平成26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9 議案第17号 平成26年度木古内

町下水道事業特別会計補正予算（第4号）。以上です。
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○議長（岩館俊幸君） 日程第2、議案第37号ほか7件は、関連がありますので一括議題とい

たします。

提案理由の説明を求めます。

町長。

○町長（大森伊佐緒君） ただいま上程になりました、議案第37号、議案第10号、議案第11

号、議案第13号から17号までにつきましては、一括して上程となりましたので、議案ごとに

提案理由の説明を申し上げます。

私からは、議案第37号を説明いたします。

議案第37号 木古内町職員等住宅管理条例の一部を改正する条例制定について。

本条例の改正につきましては、この度、北海道から購入予定の「旧道職員住宅」を、新た

に「木古内町職員等住宅」として加えること。また、病院事業会計で所管する住宅につきま

しては、家賃の基準が異なることなどから、本条例から削除し、別管理とするために改正す

るものでございます。

詳細につきましてご説明いたしますので、議案説明資料 資料番号1の65ページの新旧対

照表をご覧ください。

別表中の病院所管の番号1から7までを削除し、新たに購入する旧道職員住宅を番号1へ加

え、番号8から15までを番号2から9までとするものでございます。

附則といたしまして、この条例は、公布の日から施行するとしております。

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。

私からの説明は以上でございます。大野副町長に替わります。

○議長（岩館俊幸君） 副町長。

○副町長（大野 泰君） 一括して上程となりました議案につきまして、提案理由をご説明

いたします。

はじめに、議案第10号 平成26年度木古内町一般会計補正予算（第10号）です。

歳入歳出予算の総額から、1億7,652万1,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を56億6,131

万9,000円とするものです。

補正の主な内容は、2款 総務費は、財政調整基金、まちづくり応援基金、旧道職員住宅

購入及び改修費、地域住民生活等緊急支援交付金、観光交流センター事業推進員賃金、戸籍

事務電算化事業、北海道知事及び道議会議員選挙費、などに係る補正です。

3款 民生費は、緊急通報システム更新委託料、高齢者等屋根の雪下ろし等助成事業、地

域住民生活等緊急支援交付金、介護保険事業特別会計操出金、障害者介護等給付費、臨時福

祉給付金交付事業、子ども子育て支援新制度対応システム導入委託料、児童手当、子育て世

帯臨時特例給付金交付事業、などに係る補正です。

4款 衛生費は、病院事業会計負担金、水道事業会計負担金、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。

5款 労働費は、緊急雇用創出推進事業に係る補正です。

6款 農林水産業費は、木古内町農業再生協議会補助金、地域住民生活等緊急支援交付金、

林業専用道佐女川第2支線開設事業、未来につなぐ森づくり推進事業、町有林皆伐事業、な

どに係る補正です。

7款 商工費は、中小企業融資信用保証料補助金、プレミアム付商品券補助金、観光お土
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産品開発支援事業、地域住民生活等緊急支援交付金に係る補正です。

8款 土木費は、橋梁長寿命化事業、木古内3線改良舗装事業、下水道事業特別会計繰出金、

都市計画道路環状線通改良事業、ＪＲ木古内駅東側駐車場整備事業、駅周辺観光案内サイン

看板等整備事業、道路照明・シェルター整備事業、大平団地1号棟屋上防水改修事業、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及び防災無線電波利用料に係る補正で

す。

10款 教育費は、小・中学校関係の維持管理費用、中央公民館耐震及び電気・音響設備改

修事業、郷土資料館改修事業、保健体育施設の維持管理費用、給食センター運営費用、など

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26年度木古内町国民健康保険特別会計補正予算（第3号）

です。

歳入歳出予算の総額から、289万5,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を8億8,346万9,00

0円とするものです。

補正の主な内容は、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。

10款 諸支出金は、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13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2

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4,198万6,00

0円を追加し、その総額を15億1,436万4,000円とするものです。

次に、資本的収入及び支出の予定額におきまして、収入の他会計負担金を246万1,000円、

国庫補助金を507万5,000円、道補助金を3万8,000円、合わせて757万4,000円追加し、その総

額を1億1,161万9,000円とし、支出の企業債償還金を50万円追加し、その総額を2億989万1,0

00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26年度木古内町水道事業会計補正予算（第3号）です。

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、営業費用から175万8,000

円を減額し、その総額を1億5,688万3,000円とするものです。

次に、2ページをお開き願います。資本的収入の企業債を1,050万減額、工事負担金を304

万5,000円追加、他会計補助金を128万6,000円減額、合わせて874万1,000円を減額し、その

総額を8,127万9,000円とするものです。
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資本的支出におきましては、建設改良費を653万9,000円減額し、総額を1億3,143万2,000

円とするものです。

次に、3ページをお開き願います。企業債の限度額の総額を1,050万円減額し、1,590万円

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、よろしくご審議願い

ます。

続きまして、議案第15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4号）

です。

歳入歳出予算の総額に、1,968万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を6億8,851万2,00

0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、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16号 平成26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に、33万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を492万8,000円とす

るものです。

補正の内容は、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。

それでは、詳細につきまして歳出よりご説明いたします。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、28節 繰出金 33万3,000円は、介護

サービス計画収入増による介護保険事業特別会計繰出金の追加です。

次に、歳入です。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、1節 居宅介護サービス計画費収入 81万4,000円の追加は、居宅介護サービス利用

者増によるものです。

次に、7ページです。介護予防給付費収入、1目、1節 介護予防サービス計画費収入 48

万1,000円の減額は、介護予防サービス利用者減によるものです。

説明は以上です。よろしくご審議願います。

続きまして、議案第17号 平成26年度木古内町下水道事業特別会計補正予算（第4号）で

す。

歳入歳出予算の総額から、10万2,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を2億2,491万8,000

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、消費税納付金に係る補正

です。
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2款 施設費は、汚水管渠整備工事等の実績と国の補正に伴う雨水管渠新設工事費の補正

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） それでは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10号）につきまして、詳細のご説明を申し上げます。

はじめに、地方債、継続費、繰越明許費及び債務負担行為の補正につきまして、ご説明を

申し上げます。

7ページをお開き願います。第2表 地方債補正でございます。水産業施設整備事業債、道

路整備事業債、橋梁整備事業債、駐車場整備事業債、都市計画整備事業債、文化保存施設整

備事業債、体育施設整備改修事業債につきましては、落札減及び事業量の変更などによる事

業費の精査により、限度額を減額変更するものでございます。

次に、8ページをお開き願います。第3表 継続費補正です。2款 総務費、3項 戸籍住民

基本台帳費 木古内町戸籍事務電算化事業につきましては、事業が完了し事業費が確定した

ことに伴う補正でございます。

次に、9ページをお開き願います。第4表 繰越明許費補正です。2款 総務費、1項 総務

管理費、事業名 旧道職員住宅改修事業 690万円、5項 企画振興費、事業名 人口ビジョ

ン及び地方版総合戦略策定に係る基礎調査業務支援事業 723万6,000円、事業名 一次産業

後継者支援事業 675万円、3款 民生費、3項 老人福祉費、事業名 介護従事者待遇改善

事業 585万円、6款 農林水産業費、1項 農業費、事業名 褐毛和種優良繁殖雌牛導入事

業 70万円、2項 林業費、事業名 薬師山芝桜植栽事業 783万円、事業名 薬師山芝桜植

栽事業（土留め工事) 350万円、3項 水産業費、事業名 ヒジキ養殖技術導入事業 486万

円、事業名 木古内産ヒジキブランド化事業 486万円、7款、1項 商工費、事業名 消費

喚起プレミアム商品券発行事業 1,680万円、事業名 木古内町観光協会支援事業 416万4,

000円、8款 土木費、4項 都市計画費、事業名 都市計画道路環状線通整備事業 9,339万

円、5項 住宅費、事業名 大平団地1号棟屋上防水改修事業 750万円の追加につきまして

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、10ページをお開き願います。第5表 債務負担行為補正です。多面的機能支払い交

付金事業にかかる債務負担行為につきましては、制度の法制化に伴い平成26年度では、国・

道・市町村が道協議会を経由して活動組織へ補助金を支出する仕組みでございましたが、平

成27年度以降につきましては、市町村が国・道の補助金を受けまして活動組織へ支出する仕

組みとなったことから限度額の変更をお願いするものでございます。

それでは、歳出から順次ご説明いたします。28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、4節 共済費 25万円、7節 賃金 175万円、11節 需

用費 90万円の減額は決算見込みによるものでございます。13節 委託料は、訴訟委託料に

つきまして今年度訴訟予定がないこと、総合行政システム等改修委託料は入札減によるもの、
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合わせて99万円の減額です。19節 負担金補助及び交付金 76万円の減額は、他自治体所在

高等学校通学補助金等の決算見込みによるものでございます。

25節 積立金 1億9,660万1,000円の減額は、この度の一般会計予算補正の財源調整分と

して財政調整基金取り崩し分 1億9,928万5,000円、2月末現在の教育費寄付金の実績額の積

立額 29万円と、まちづくり応援寄付金の積立額 239万4,000円でございます。

3目 施設管理費、29ページになります。13節 委託料 60万5,000円の減額は、決算見込

みによるものでございます。15節 工事請負費 600万円の追加は、産業会館屋上防水工事

の入札減による90万円の減額と旧道職員住宅改修事業費 690万円でございます。

17節 公有財産購入費 2,466万円は、旧道職員住宅購入費用の追加でございます。

議案説明資料 資料番号1の1ページ及び2ページに、旧道職員住宅の位置図、購入予定箇

所の詳細、修繕費詳細、及び平面図を添付してございますのでご参照を願います。

18節 備品購入費 36万6,000円の減額は、公用車の入札減によるものです。

19節 負担金補助及び交付金 19万2,000円は、旧道職員住宅にかかる下水道受益者負担

金の追加です。

5目 企画振興費、13節 委託料 694万1,000円の追加は、ＪＲ江差線廃止に伴う鉄道施

設物撤去調査設計委託料の入札減による29万5,000円の減額、地域住民生活等緊急支援交付

金による人口ビジョン及び地方版総合戦略策定に係る基礎調査業務委託料 723万6,000円の

追加です。議案説明資料 資料番号4の4ページに、地方人口ビジョン及び地方版総合戦略策

定に係る基礎調査業務委託料の資料を添付してございます。ご参照をお願いいたします。

続きまして、30ページです。19節 負担金補助及び交付金 355万円の追加は、江差線バ

ス運行補助金の初期投資費用の減による320万円の減額と、地域住民生活等緊急支援交付金

による一次産業後継者支援事業補助金 675万円の追加です。

先ほどと同じように、議案説明資料 資料番号4の5ページから7ページに、一次産業支援

の事業実施要領（案）を添付してございます。

24節 投資及び出資金 61万6,000円の減額は、出資金の減によるものです。

6目 新幹線推進費は、いきいきふるさと推進事業補助金の財源振り替えでございます。

7目 広域観光推進費、4節 共済費 37万7,000円の減額、7節 賃金 255万7,000円の減

額は、観光交流センター開業準備マネージャー採用を4月から1月へ変更したことによるもの

でございます。8節 報償費 47万9,000円の減額は、観光大使町内イベント参加報償費は観

光大使が町内イベントに参加できなかったこと、講師謝金につきましては、北海道などと事

業を連携して節減を図ったことによるものでございます。

31ページです。13節 委託料 31万3,000円の減額は、実績見込みです。

14節 使用料及び賃借料 15万円の減額は、決算見込みです。

32ページです。2項 徴税費、1目 税務総務費は、徴税費委託金の財源振り替えでござい

ます。

2目 賦課徴収費、13節 委託料 23万7,000円の減額は、土地分合筆業務委託料の委託数

の減による減額です。

次に、33ページです。3項、1目 戸籍住民基本台帳費、13節 委託料 521万2,000円の減

額は、戸籍事務電算化事業業務委託料の確定によるものです。

次に、34ページです。4項 選挙費、1目 選挙管理委員会費、1節 報酬 4万2,000円の
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追加は、4月12日投票日の北海道知事及び議会議員選挙執行に伴う選挙管理委員会委員報酬

です。

2目 木古内町農業委員会委員選挙費、1節 報酬から12節 役務費までの合わせて86万5,

000円の減額は、費用の確定によるものでございます。

3目 衆議院議員選挙費、35ページになります。1節 報酬から18節 備品購入費までの合

わせて166万1,000円の減額は、費用の確定によるものです。

次に、36ページです。4目 北海道知事及び議会議員選挙費、1節 報酬から18節 備品購

入費までの合わせて234万1,000円は、北海道知事及び議会議員選挙費用の平成26年度執行分

の追加でございます。

次に、38ページです。3款 民生費、1項 社会福祉費、3目 老人福祉費、13節 委託料

149万7,000円の減額は、除雪サービス事業委託料の実績見込みによる37万5,000円の減額

と、緊急通報システム更新委託料確定による112万2,000円の減額です。19節 負担金補助及

び交付金 468万4,000円の追加は、高齢者等屋根の雪下ろし等助成事業の実績見込みによる

116万6,000円の減額と、地域住民生活等緊急支援交付金による介護従事者待遇改善事業費

585万円の追加です。議案説明資料 資料番号4の27ページから33ページに、木古内町介護従

事者待遇改善事業助成金交付要綱（案）を添付してございます。ご参照願います。

28節 繰出金 118万2,000円は、介護保険事務処理システム改修に伴う介護保険事業特別

会計繰出金の追加です。

5目 保健福祉総務費、13節 委託料 16万8,000円の減額は、地域生活支援事業及び障害

支援区分認定調査委託料の決算見込みによる減額です。15節 工事請負費 4万8,000円の減

額は、事業費の確定によるものです。

39ページです。20節 扶助費 807万円の追加は、障害者の補装具給付費、医療費、介護

及び訓練給付費、サービス等利用計画作成費の利用の増減によるものです。

8目 住民運動費、11節 需用費 9万5,000円の減額は、消費者行政活性化事業補助金の

減額に伴う対象事業費の減額です。

9目 障害支援区分認定審査会費、1節 報酬 35万2,000円、9節 旅費 6万4,000円の減

額は、渡島西部地域障害支援区分認定審査会の開催回数等の減や、予定していた研修会への

不参加による減額です。

40ページです。10目 福祉施設管理費、11節 需用費 30万円の減額は、灯油単価の値下

がりと使用料減によるものです。

13目 臨時福祉給付金費、12節 役務費 27万1,000円、13節 委託料 4,000円、19節

負担金補助及び交付金 370万円の減額は、臨時福祉給付金事業の実績見込みによる減額で

す。

次に、41ページです。2項 児童福祉費、1目 児童福祉総務費、13節 委託料 321万9,0

00円は、新たに子ども・子育て支援新制度対応システムを導入するための費用の追加でござ

います。

2目 児童措置費、13節 委託料 52万2,000延の減額は、入所児童数の減によるものです。

20節 扶助費 225万5,000円の減額は、児童手当の受給者の減による減額です。

3目 子育て世帯臨時特例給付金費、11節 需用費 12万2,000円、12節 役務費 9万1,0

00円、42ページに入りまして、13節 委託料 9万1,000円、19節 負担金補助及び交付金
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25万円の減額は、子育て世帯臨時特例給付金事業の実績見込みです。

次に、43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は、病院事業会計負担金の交付税措置額の増額分 3,905万9,000円と、

水道事業会計負担金の実績見込みによる減額 128万6,000円、合わせて3,777万3,000円の追

加です。

2目 予防費、13節 委託料 368万4,000円の減額は、各種健診の受診者数の減によるも

ので、及び予防接種の接種者数の減によるものです。

3目 環境衛生費、11節 需用費 14万円の追加は、安行苑の灯油使用料の増加によるも

のです。15節 工事請負費 14万円の減額は、入札減によるものです。

次に、45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 24

7万4,000円の減額は、渡島西部広域事務組合負担金の減額です。

次に、46ページです。5款 労働費、1項 1目 労働諸費、13節 委託料 21万5,000円の

減額は、緊急雇用創出推進事業、観光物産振興分野の人材確保支援事業業務委託料の確定に

よるものです。

47ページです。6款 農林水産業費、1項 農業費、3目 農業総務費、19節 負担金補助

及び交付金 20万円の減額は、木古内町農業再生協議会への補助金確定によるものです。

4目 農業振興費、11節 需用費 14万6,000円の減額は、決算見込みです。19節 負担金

補助及び交付金 9万5,000円の減額は、担い手就農研修補助金の確定です。

5目 畜産業費、19節 負担金補助及び交付金 70万円は、地域住民生活等緊急支援交付

金による褐毛和種優良繁殖雌牛導入事業補助金の追加です。議案説明資料 資料番号4の8ペ

ージから9ページに、事業の概要を添付してございます。

次に、48ページです。2項 林業費、1目 林業総務費、8節 報償費 24万9,000円の減額

は、熊の捕獲頭数減などによるものです。

2目 林業振興費、15節 工事請負費 88万円の減額は、林業専用道佐女川第2支線開設工

事の入札減です。19節 負担金補助及び交付金 126万8,000円の減額は、森林作業員長期就

労促進事業負担金の確定によるものです。

3目 町有林管理費、13節 委託料 449万1,000円の追加は、森林環境保全整備事業の事

業費確定に伴う減額と、地域住民生活等緊急支援交付金による薬師山芝桜植栽事業委託料の

追加です。

49ページに入ります。15節 工事請負費 350万円は、地域住民生活等緊急支援交付金に

かかる薬師山芝桜土留め工事費の追加です。前段の事業と合わせて、議案説明資料 資料番

号4の24ページから26ページに、概要等を添付してございます。

次に、50ページです。3項 水産業費、2目 水産振興費、13節 委託料 947万円の追加

は、ホタテ・コンブ養殖施設整備事業委託料は、事業費の確定による24万6,000円の減額、

ヒジキ養殖技術導入事業業務委託料 486万円、及び木古内産ヒジキブランド化事業業務委

託料 486万円は、地域住民生活等緊急支援交付金を活用した事業の追加です。説明資料

資料番号4の10ページから22ページにかけて、これらの事業の事業計画書等を添付してござ

います。

次に、51ページです。7款 1項 商工費、19節 負担金補助及び交付金 1,577万4,000円

の追加は、借入件数と額の増加に伴う中小企業融資信用保証料 15万6,000円の追加と、今
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年度に実施したプレミアム商品券補助金の額の確定に伴う118万2,000円の減額、及び地域住

民生活等緊急支援交付金による消費喚起プレミアム付商品券発行事業補助金 1,680万円の

追加です。

3目 観光推進費、8節 報償費 13万円の減額は、観光お土産品開発支援事業において講

師謝金単価の減によるものです。19節 負担金補助及び交付金 416万4,000円は、地域住民

生活等緊急支援交付金を活用して行う、木古内町観光協会補助金の追加です。

議案説明資料 資料番号4の2ページから3ページに、プレミアム付商品券発行事業取り扱

い要領（案）、23ページに観光協会組織強化事業の内容を添付してございます。

次に、52ページです。8款 土木費、2項 道路橋梁費、1目 道路維持費、13節 委託料

26万4,000円の減額は、交付金の減及び入札減によるものです。15節 工事請負費 169万

7,000円の減額は、瓜谷橋補修工事及び浜通ほか舗装補修工事の交付金の減、及び入札減に

よるものです。

2目 道路新設改良費、15節 工事請負費 396万6,000円の減額は、事業費の精査及び入

札減です。

次に、53ページです。4項 都市計画費、1目 都市計画総務費、28節 繰出金 29万8,00

0円の追加は、下水道事業繰出金の増額です。

2目 街路新設改良費は、今年度の事業費が確定して不用額となる13節 委託料、17節

公有財産購入費、22節 補償・補填及び賠償金、合わせて5,584万5,000円を工事請負費へ振

り替えて事業の進捗を図るためのものです。なお、工事請負費の全額、公有財産購入費及び

補償・補填、及び賠償金の未執行分につきましては、平成27年度への繰り越しです。議案説

明 資料資料番号1の2の1ページに、工事箇所の面図を添付しております。ご参照願います。

3目 都市計画整備費に入ります。54ページです。11節 需用費 88万円の追加は、電線

地中化に伴う民地引き込み材料費の増額です。15節 工事請負費 6,268万3,000円の減額は、

ＪＲ木古内駅東側駐車場整備工事費の交付対象事業費の減による2,900万円の減額、駅周辺

観光案内サイン看板等整備基礎工事等は、北海道施工の駅前広場整備事業との同時施工を予

定しておりましたが、駅前広場整備が次年度へ変更となったため、当該事業も27年度施工と

なり1,000万円を減額、道路照明・シェルター整備事業基礎工事等につきましても、同様の

理由で2,368万3,000円の減額をするものです。

19節 負担金補助及び交付金 15万8,000円は、光ケーブル管路負担金の増額に伴うもので

す。

次に、55ページです。5項 住宅費、1目 住宅管理費、15節 工事請負費 750万円は、

大平団地1号棟屋上防水改修工事費の追加です。当該工事につきましては、公営住宅長寿命

化計画に基づき平成27年度の予定でありましたが、国の補助金が前倒しとなったことにより

まして、今年度の予算化をお願いするものです。なお、工事につきましては繰越明許によっ

て、27年度の施工となります。議案説明資料 資料番号1の3ページから4ページに、平面図

を添付ございます。ご参照願います。

次に、56ページです。9款・1項・1目 消防費、19節 負担金補助及び交付金 288万1,00

0円の減額は、決算見込みです。

2目 災害対策費、12節 役務費 35万円の減額は、電波法の一部改正により防災無線の

電波料金が減額改定されたことによるものです。
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次に、57ページです。10款 教育費、1項 教育総務費、2目 事務局費、1節 報酬 9万

円、13節 委託料 18万円の減額は、スクールカウンセラー報酬、児童生徒健康診断委託料

などの実績見込みです。

3目 財産管理費、15節 工事請負費 12万6,000円の減額は、教職員住宅改修工事の入札

です。

次に、58ページです。2項 小学校費、1目 学校管理費、11節 需用費 70万円の減額は

燃料費の実績見込み、15節 工事請負費 48万円の減額は、塩素注入ポンプ設置工事の入札

減です。

2目 教育振興費、13節 委託料 31万円の減額は入札減、14節 使用料及び賃借料 15

万円の減額、19節 負担金補助及び交付金 57万8,000円の減額、20節 扶助費 68万円の

減額は、それぞれ実績見込みによるものでございます。

次に、60ページです。3項 中学校費、1目 学校管理費、11節 需用費 81万円の減額は、

実績見込みです。

2目 教育振興費、13節 委託料 16万円の減額は、生徒用パソコン更新業務委託料の入

札減です。14節 使用料及び賃借料 17万円の減額、20節 扶助費 65万円の減額は実績見

込みです。

次に、61ページです。4項 社会教育費、2目 公民館費、13節 委託料 16万2,000円の

減額、15節 工事請負費 191万円の減額は、それぞれ入札減です。

4目 資料館運営管理費、13節 委託料 36万5,000円の減額は、資料館改修工事実施設計

業務委託の入札減です。

次に、62ページです。5項 保健体育費、2目 保健体育施設費、7節 賃金 71万円の減

額は、プール維持管理賃金などの実績見込みです。11節 需用費 143万6,000円の減額は、

各施設の光熱水費の実績見込み、13節 委託料 257万2,000円の減額は、スポーツセンター

耐震改修工事実施設計の設計金額の減と入札減です。15節 工事請負費 159万9,000円の減

額は、ふるさとの森スキー場リフト改修工事の入札減、18節 備品購入費 78万8,000円の

減額は、スポーツトラクター及びプール用機械器具等の入札減です。

3目 学校給食費、7節 賃金 25万7,000円。63ページに入りまして、11節 需用費 91

万7,000円、16節 原材料費 34万3,000円の減額は、実績見込みによるものです。

14款・1項・1目 職員給与費は、臨時福祉給付金事業補助金及び子育て世帯臨時特例給付

金事業補助金による財源振り替えです。

次に、歳入についてご説明いたします。13ページです。11款 分担金及び負担金、1項

負担金、1目 民生費負担金、2節 児童福祉費負担金 79万7,000円の追加は、保育料確定

に伴う保護者負担金の増額です。

3節 障害程度区分認定審査会共同設置負担金 28万5,000円の減額は、審査回数等の減に

よる審査会を設置する構成町3町の負担金の減額です。

次に、14ページです。12款 使用料及び手数料、2項 手数料、2目 民生手数料、1節

福祉手数料 12万5,000円の減額は、除雪サービス手数料の実績見込みです。

次に、15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 403万5,000円の追加は、障害者の介護給付・訓練等給付費及び自立支援

医療費の実績見込みに伴う負担金の増額です。
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2節 児童福祉費負担金 226万9,000円の減額は、入所児童数の減に伴う運営費等の減及

び児童手当支給額確定に伴う負担金の減額です。

2目 衛生費負担金、1節 保健衛生費負担金 8万1,000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ものです。

次に、16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 3

77万6,000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、及び臨時福祉給付

金事業の事業費確定に伴う補助金の減額です。

2節 児童福祉費補助金 65万円の減額は、子育て世帯臨時特例給付金事業の事業費確定

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 15万円の減額は、がん検診等の受診者数の

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 1億3,999万1,000円の減額は、ＪＲ木古内

駅東側駐車場整備事業の工事費確定に伴う駐車場整備事業交付金の減額 1,245万6,000円、

観光交流センター整備事業が平成27年度へ繰り越されたことなどによる、まちづくり交付金

の減額 1億2,753万5,000円です。

2節 道路改良交付金 117万円の減額は、橋梁長寿命化事業の事業費確定によるものです。

17ページです。3節 住宅費交付金 375万円は、大平団地1号棟屋上防水改修工事に伴う

住宅・建築物安全ストック形成事業費交付金の追加です。

6目 総務費補助金、1節 総務費補助金 48万6,000円の減額は、社会保障・税番号制度

システム整備補助金の事業費確定によるものです。

4節 地域住民生活等緊急支援交付金 5,123万9,000円の追加は、国の補正予算にかかる

地域消費喚起・生活支援型事業、及び地方創生先行型事業補助金の追加です。

次に、18ページです。3項 国庫委託金、1目 総務費委託金、2節 選挙費委託金 167万

7,000円の減額は、事業の確定見込みによる減額です。

次に、19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 201万7,000円の追加は、障害者の介護給付・訓練等給付費及び自立支援医療

費の実績見込みによる増額です。

2節 児童福祉費負担金 75万9,000円の減額は、入所児童数の減に伴う運営費等の減及び

児童手当支給額確定による減額です。

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。

次に、20ページです。2項 道補助金、2目 民生費補助金、1節 社会福祉費補助金 16

万2,000円の減額は、障害者自立支援事業補助金の利用回数の減による減額及び消費者行政

活性化事業補助金の事業費確定によるです。

7節 児童福祉費補助金 214万6,000円の追加は、子ども・子育て支援新制度システム導

入事業に伴う補助金の追加です。

4目 農林水産業費補助金、2節 農業費補助金 20万円の減額は、経営所得安定対策直接

支払い推進事業補助金の確定に伴う減額です。

3節 林業費補助金 45万9,000円の減額は、森林環境保全整備事業、未来につなぐ森づく

り推進事業及び森林整備加速化・林業再生事業の事業量確定に伴う減額です。
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5目・1節 労働費補助金 21万5,000円の減額は、緊急雇用創出推進事業補助金の確定に

伴う減額です。

次に、21ページです。6目・1節 商工費補助金 260万円の追加は、地域住民生活等緊急

支援交付金事業として実施するプレミアム付商品券事業の道費上乗せ分です。事業費の5％

として交付されます。

次に、22ページです。3項 道委託金、1目・1節 総務費委託金 234万1,000円の追加は、

北海道知事及び議会議員選挙の平成26年度分の執行に伴う委託金の追加です。

次に、23ページです。15款 財産収入、2項 財産売払収入、1目 不動産売払収入、1節

土地売払収入 214万3,000円の追加は、議案説明資料 資料番号1の5ページに箇所図を添

付してございます。字新道49番12、及び49番21の町有地売払収入の追加です。

2目 生産物売払収入、1節 生産物売払収入 120万2,000円の減額は、事業区域を縮小し

たことなどによる町有林の販売材積の減少によるものです。

次に、24ページです。16款・1項 寄附金、3目・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 239万4,000円の追加は、平成

27年2月末現在の実績による教育費寄付1件、まちづくり応援寄附金7件分の追加です。

次に、25ページです。

○議長（岩館俊幸君） ちょっと待ってください。

10時40分まで休憩いたします。

休憩 午前10時25分

再開 午前10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。

説明をいたします。

総務課長。続けてください。

○総務課長（新井田勝幸君） それでは、説明を続けます。

歳入の25ページからです。19款 諸収入、5項 雑入、1目 雑入、1節 学校給食費 17

万1,000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 89万6,000円の追加は、養育医療給付費の本人負担分 10万4,000円の減額、

及び北海道新幹線開業ＰＲ費用に対する市町村振興協会のいきいきふるさと推進事業助成金

100万円の追加でございます。

次に、26ページです。20款・1項 町債、2目 農林水産業債 20万円の減額は、ホタテコ

ンブ養殖施設整備事業費確定によるものです。

3目 土木債、1節 道路整備事業債 1,330万円、2節 橋梁整備事業債 50万円、3節

駐車場整備事業債 6,810万円、及び4節 都市計画整備事業債 600万円の減額は、事業費

の確定見込み及び過疎債の配分枠の縮小に伴う起債借入額の減額です。

4目 教育費、27ページに入ります。2節 文化保存施設整備事業債 40万円の減額、3節

体育施設整備改修事業債 880万円の減額は、事業費の確定見込みによる起債借り入れ額

の減額です。

説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
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○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) 国民健康保険特別会計 第11号について、説明を申し上げま

す。

この度の補正予算は、歳入歳出とも事業の確定によるものです。詳細について、歳出から

ご説明申し上げます。

11ページをお開きください。7款、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255万9,000円の減額をお願いいたします。

2目 保険財政共同安定化事業拠出金、19節 負担金補助及び交付金、医療費拠出金とし

て324万9,000円の減額をお願いします。

12ページをお開きください。10款 諸支出金、3項 繰出金、1目 直診診療施設繰出金、

28節 繰出金、国保病院事業会計繰出金 837万6,000円の追加をお願いします。内訳ですが、

医師等の確保支援事業が100万円、救急患者受入体制支援事業 226万4,000円、レセプト電

算処理システム更新費が500万円となってございます。

13ページをお開きください。11款 1項 1目 予備費、予備費事業の確定に伴う不足分

546万3,000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、1項 国庫負担金、2目、1節 高額医療共同事業負担金 64万円の減額

をお願いいたします。

7ページをお開き下さい。3款 国庫支出金、2項 国庫補助金、1目、1節 財政調整交付

金 899万5,000円の追加をお願いいたします。

8ページをお開きください。6款 道支出金、1項 道負担金、1目、1節 高額医療費共同

事業負担金 64万円の減額をお願いします。

9ページをお願いします。6款 道支出金、2項 道補助金、1目、1節 道調整交付金、道

特別調整交付金 61万9,000円の減額をお願いします。

10ページをお開きください。7款、1項 共同事業交付金、1目、1項 高額医療共同事業交

付金 260万8,000円の追加をお願いします。

2目、1節 保険財政共同安定化事業交付金 1,259万9,000円の減額をお願いします。

国民健康保険特別会計の補正予算の説明は、以上でございます。ご審議よろしくお願いい

たします。

○議長（岩館俊幸君) 次に、病院事務局長。

○病院事業事務局長（平野弘輝君) 議案第13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2号)について、ご説明申し上げます。

収益的収支につきましては、支出での補正はございませんので、収入からご説明いたしま

す。

それでは、議案7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、2目

他会計補助金 160万円、並びに3目 他会計負担金 3,499万8,000円の追加は、病院事業に

対する地方交付税措置額の確定によるものです。

また、7目 補助金、次ページの国庫補助金 326万4,000円の追加は、医師等の確保及び

救急患者受入体制の支援に対しての補助金の確定によるものです。8目 負担金及び交付金

212万4,000円の追加は、北海道医師会からの休日当番診療確保に対する交付金であります。
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続いて、資本的収支の支出について、ご説明いたします。

11ページをお開き願います。1款 資本的支出、2項 企業債償還金、1目 企業債元金償

還金 50万円の追加は、償還金額の確定によるものです。

次に、収入についてご説明いたします。

9ページをお開き願います。1款 資本的収入、2項 他会計負担金、1目 他会計負担金

246万1,000円の追加は、企業債償還額の確定によるものです。

3項 国庫補助金、3目 国庫補助金 507万5,000円、次ページの4目 道費補助金、4項

道費補助金 3万8,000円の追加は、医療機器整備事業の確定によるものです。

なお、今回の補正により過年度分損益勘定留保資金で補てんいたします収支不足額は、70

7万4,000円減少し、9,827万2,000円となります。

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) 次に、建設水道課長。

○建設水道課長（若山 忍君) 議案第14号 平成26年度木古内町水道事業会計補正予算（第

3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、1目 原水及び浄水費、節 委託料 19万4,000円の

減額は、水質検査委託料の減額です。

2目 配水及び給水費、節 委託料 156万4,000円の減額は、水道事業全体評価業務等の

事業費確定による減額です。

続きまして、資本的支出の説明をさせていただきます。11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、1目 営業設備費、節 メーター購入費 64万1,000

円の減額、及び工事請負費 18万3,000円の減額は、事業費確定に伴う減額です。

2目 配水管移設費、節 工事請負費 442万9,000円の減額は、函館江差自動車道建設等

に伴う水道管移設工事の事業費確定に伴う減額です。

12ページです。3目 配水管改良費、節 工事請負費 128万6,000円の減額は、吉堀地区

飲雑用水統合工事の事業費確定見込みに伴う減額です。

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・1目・節 企業債 1,050万円の減額と、2項・1目・節 工事負担

金 304万5,000円の追加は、事業費確定に伴い北海道、及び函館開発建設部の負担金が増え、

借り入れる企業債が減ったことによる補正です。

10ページです。3項・1目・節 他会計補助金 128万6,000円の減額は、吉堀地区飲雑用水

統合工事の事業費確定見込みに伴う一般会計からの補助金の減額です。

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) 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15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4号）について、歳出よりご説明申し上げます。

11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 296万5,000円の追加につきましては、介護保険事務電算処理システム制度改正改修

委託料により追加するものでございます。

続きまして、12ページをお開き願います。2款 保険給付費、1項 保険給付費、1目 介
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護サービス等給付費、19節 負担金補助及び交付金 700万円の追加につきましては、介護

サービス等給付費の増により追加するものでございます。

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

護サービス費、19節 負担金補助及び交付金 50万円の追加につきましては、高額介護サー

ビス費の増により追加するものでございます。

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、節 予備費 921

万6,000円の追加につきましては、財政安定化基金交付金より471万6,000円と、財政安定化

基金貸付金より450万円を予備費に追加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。

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 145万円の追加につきましては、先ほど歳出においての補正での介護保険事務電算

処理システム制度改正改修委託料の国庫の補助金分となっております。

7ページをお開き願います。6款 道支出金、3項 財政安定化基金支出金、1目 交付金、

1節 交付金 471万6,000円の追加につきましては、介護保険財政に不足が生じることにな

ったことにより、北海道より交付されるものでございます。

続きまして、8ページをお開き願います。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 118万2,000円の追加につきましては、介護保険事

務電算処理システム制度改正改修事業分 151万5,000円の追加と、介護サービス事業勘定繰

入金の増額に伴う33万3,000円の減額分によるものでございます。

続きまして、9ページをお開き願います。7款 繰入金、2項 サービス事業勘定繰入金、1

目 サービス事業勘定繰入金、1節 サービス事業勘定繰入金 33万3,000円の追加につきま

しては、介護サービス事業特別会計の居宅介護サービス収入の増によるものでございます。

10ページをお開き願います。10款 町債、1項 財政安定化基金貸付金、1目 財政安定化

基金貸付金、1節 財政安定化基金貸付金 1,200万円の追加につきましては、第8回総務・

経済常任委員会でご説明申しあげておりました、介護保険財政に不足が生じることになった

ことにより、北海道より貸付を受けるものでございます。

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。

○議長（岩館俊幸君) 議案17号について、建設水道課長。

○建設水道課長（若山 忍君) 議案第17号 平成26年度木古内町下水道事業特別会計補正予

算（第4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20万

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。

27節 公課費で、10万3,000円の減額をお願いします。消費税納付金の確定に伴う不用額

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・1目 施設整備費、11節 需用費で20万

円の減額は、汚水管渠修繕費の不用額です。13節 委託料で149万9,000円の減額は、汚水管

渠詳細設計等業務の事業費確定による減額です。15節 工事請負費 270万円の追加ですが、

この度国の補正に伴い、来年度予定していた駅前通り雨水管渠工事 500万円を今年度行う

ことによるものと、入札減等による不用額を減額し、270万円を追加するものです。
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続きまして、13ページです。3款・1項公債費、1目 元金 510万円は財源振替です。

2目 利子、23節 償還金利子及び割引料 80万円の減額は、長期債利子における不用額

の減額です。

続きまして、歳入の説明をさせていただきます。8ページをお開きください。

3款 国庫支出金、1項 国庫補助金、1目 下水道費補助金、1節 下水道事業費交付金

250万円の追加をお願いします。これは、歳出の施設整備費と同じく、国の補正に伴う追加

です。

続きまして、9ページです。4款・1項 繰入金、1目 他会計繰入金、1節 一般会計繰入

金 29万8,000円の追加は、国の補正に伴う一般会計からの繰入金 30万円、及び調整によ

るものです。

続きまして、10ページです。7款・1項 町債、1目・1節 下水道事業債 290万円の減額

は、国の補正に伴う公共下水道事業債の追加、及び下水道事業資本費平準化債の減額による

ものです。

続きまして、繰越明許の説明をさせていただきます。5ページをお開きください。

国の補正に伴う駅前通りにおける雨水管渠新設工事 500万円の全額を繰り越すものです。

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。

6番 竹田 努さん。

○6番（竹田 努君） 何点か確認の意味を含めて、ちょっと質問をしたいと思います。

1点目は、地域消費喚起生活支援地方創生先行型の繰越明許されているこの事業の関係。

当初、10分の10の国からの補助率と言いますかいつなのかなというふうに思っていたのです

が、この予算書を見ますとその項目によって率がバラバラなのですよね。ただ、昨日の町長

との一般質問の中で、事業を万度に受けるために町費も含めた予算だというふうにちょっと

捉えたのですけれども、その辺が間違いがないのかどうなのかという部分と、まだ新年度予

算の審議はされていないのですけれども、例えば褐毛。畜産の褐毛の事業で70万円、いまの

地方創生絡みの事業を計上しているのですけれども、新年度予算でも35万円確か予算計上に

なっているのですけれども、その辺の考えがまだ新年度の提案されていないのですけれども、

どうなのかという思いです。その補助率の関係がちょっと理解できなかったものですから、

説明をお願いしたいと思います。

それから、29ページの施設管理費工事請負と財産購入で、旧道職員住宅の購入をして改修

をして、こういう予算が計上になっていますけれども、こういう時期になぜ道職員住宅を購

入しなければないのかという部分。ただ、先般の委員会の中で、職員の入居する民間のアパ

ート等から職員に対する福利的な要素も含めた住宅整備なのかなというふうに思っていま

す。ただ、25年に整備した木古内町住生活基本計画、これがやはり木古内町の住宅の基本に

なるものだというふうに思っていたのですけれども。昨年も議論があった職員住宅の部分を

含めて、この旧道職員住宅を確保して人口減対策。この中に活かすのかなというような思い

もあったのですけれども、やはり移住定住こういう部分。昨日も若干一般質問も中でも出て

いたちょっと暮らし等の滞在型観光、これらに活用するとかそういう目的があればすごくい

いなという。今回1棟4戸ですから、3戸は職員住宅に向けても1戸くらいはそういう部分に向
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けた、新年度からは観光に向けてやはり力をかなり注いでいるというふうに思っていますの

で、その辺も含めた検討ができないものかどうなのかという部分です。

それと54ページ、都市計画整備費の工事請負の中で、シェルターの基礎工事3,700万円の

計上で、実質1,400万円で半分以下で落札しているのですよね。この部分は本当に当初の積

算がどうだったのかという部分。観光案内サイン看板については、27年度に繰り越すのだと

いうことですから、それはそれとしても。あまりにも金額の減が大きいものですから、その

辺がどういう理由でそうなったのかという部分です。

それからちょっと細かい部分なのですが、48ページの林業振興費で負担金等が減額になっ

ています。それはそれで減額になっても問題ないのですけれども、この説明の部分なのです

よ。森林作業員長期就労促進事業負担金が120万円減額と。ここには「等」と入っています

からいいのですけれども、この長期就労促進事業の負担金は10万円しか予算計上していない

のですよね。確かに、3項目あるうちの上のこの事業をここに説明に載せたと思うのですけ

れども、やはりこれは減額の大きい項目を主にやはり「何々ほか」と言うのならいいのだけ

れども、10万円しかない予算の項目をこういう説明で打ち出すというのは如何なものかなと

いうふうな、単純な部分なので疑問なものですから、その辺についてお答え願いたいと思い

ます。

○議長（岩館俊幸君) 最初に、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) はじめに、私のほうからは地域住民生活と緊急支援交

付金、この繰越明許費財源につきましてご説明申し上げます。この交付金につきましては、

今年度中の交付申請・交付決定というスケジュールで現在進行してございます。現在の状況

は、国と事業内容につきまして、交付金に対する的確性等の協議を行っている段階でござい

ます。合わせて木古内町に対しましては試算ベースで約5,100万円の交付金が交付されるわ

けでございますが、これを万度に執行するということで、一部一般財源を付けた形で予算計

上はされているというところでございます。

○議長（岩館俊幸君) 産業経済課長。

○産業経済課長（木村春樹君) 私のほうからは、褐毛和種優良繁殖雌牛導入事業ほかの関係

について、説明させていただきます。

竹田議員ご指摘のとおり、これにつきましては、平成27年度の新年度予算にも計上してご

ざいます。先の2月23日の総務・経済常任委員会で、担当課のほうで説明したとおり、これ

につきましては、当初平成27年度当初予算に組み込んだ事業について、この地域創生緊急支

援交付金に移し替えるできるものがないかどうかということで、それぞれ協議した上で、今

回の平成26年度補正に至ったものでございます。この交付金事業についてご審議いただいた

上で、さらに国などから確認された後に、平成27年度予算と重複した事業については、新年

度に4月以降整理して行くということになっております。そこで、この褐毛和種優良繁殖雌

牛導入事業ですが、これにつきましては、ＪＡのほうから要請がございました。これは、平

成21年から23年にかけて前回導入した事業もございますが、以降雌牛が老齢化していってい

るということで、ご承知のとおりＡ3の出荷等級を50％以上持っていくということで、この

事業がございました。当初は、平成27年度で計上している際は、資料番号2の産業経済課関

係分51ページに主要な事業の予算説明資料として、褐毛和種優良繁殖雌牛導入事業の資料も

ございますが、ご指摘のとおりこれについては、補助率10％で見ておりました。その後、特
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定財源が充当できるということで内部で協議いたしまして、町としては生産者の負担を少し

でも軽くしたいということで、20％の助成率とさせていただきました。

それと、林業振興費の関係でございます。ご指摘のとおりでございます。実は、未来につ

なぐ森づくり推進事業で60万円、駅前商店街景観統一事業で60万円の減額です。こちらにつ

いては、私のほうで最終のチェックの見逃しでございました。申し訳ございませんでした。

以上です。

○議長（岩館俊幸君) 副町長。

○副町長（大野 泰君) 旧道職員住宅の購入に関しまして、なぜこの時期なのかというお尋

ねでございます。この件につきましては、昨年8月なのですけれども、部内・庁舎内での検

討を行いまして、近年役場あるいは消防の職員採用において、町外出身者が多いという実態

があります。町内の民間賃貸住宅を行政としても把握をし照会をしているのですが、木古内

に来る4月の時点でなかなか借りることが難しくなってきているそういう中で、以前5年ほど

前なのですが、昨年でいうと4年前になりますけれども。地域人口派遣ということで道職員

の派遣をいただく時に、旧保健所の職員が住んでいた住宅があるということで、そこの賃借

を貸与をお願いした経過がございます。その時には、浄化槽等の整備をしなければ貸すこと

ができないということだったのです。そのあと年月が過ぎまして、修理のほうが終わってい

る。それで、道のほうでは道の物件を売買してもいいというような状況になっているという

情報をいただいておりましたので、そこで8月の時点で照会をしました。そうしたところ、

振興局の総務課のほうが担当なのですけれども、資料を取り寄せていただいて、売却可能物

件であるということが判明し、資料を持っておりました。その後10月に入りまして、病院事

業の関係の打ち合わせを。これは機能評価ですとか、あるいは今後の職員採用ですとか、地

域包括病床です。そういった話をしたところ、病院のほうでもコメディカル。いわゆる技術

者の採用、「医療技術者の採用を検討しています」ということで。病院としては建物、職員

住宅を建てて、これは新年度予算のほうの話にはなりますけれども、建ててというふうな考

えもありますと。そうすると、なおのこと民間の賃貸住宅に対しての需要が高まってくるで

あろうということを想定したものですから、10月に入ってから正式に道のほうに売却につい

ての交渉をさせてほしいという協議をいたしました。その協議の中で、町としては新年度の

職員採用もありますので、できれば建物の内部がどのような状況になっているのかを確認し

た上で、修繕が必要であれば3月いっぱいに間に合わせてやりたいという気持ちで交渉はし

たのですが。というのは、これは12月に提案をしたかったのですが、北海道のほうも売るた

めの資産評価を改めてしなければならない。それで、道のほうでは不動産鑑定をかけるとい

うことになりまして、その不動産鑑定の結果が1月の13日に町のほうに届いているという状

況で、12月中に金額を確定することができなかったために、今回の提案ということになって

おります。北海道のほうからは、そういう不動産鑑定の結果をいただいたのですが、なおま

だ値下げができないのかという交渉を担当にはしていただいていましたし、それで最後町の

ほうとして、購入をしようというふうに決定をしたのは2月に入ってから。2月の5日に関係

者が集まって、金額もではこれでいこうという話をまとめました。その段階で、当然議会の

ほうにお示しをするということになると条例改正も伴うので、その準備をすると。そういっ

た中で、従来であれば議長のほうからも配慮をいただいていまして、「こういった案件につ

いては事前相談いいですよ」ということで、配慮をいただいていましたので相談はしたかっ
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たのですが、なかなか時間がうまく合わずにこのような結果になってしまっているというこ

とで、大変本会議でいきなりの提案ということで申し訳なく思っております。内容はこれま

での時系列を含めて、ご説明させていただきました。

それと、ちょっと暮らしです。一棟4戸ございますので、職員の賃貸の状況によって空き

が出る状況があれば、その点については検討していけるかなとは思っております。これは、

この一棟4戸だけではなくて、昨年承認をしていただいた中学校の横の職員住宅もございま

すので、それらも含めて検討をして行きたいなというふうには思っております。以上です。

○議長（岩館俊幸君) 次に、建設水道課長。

○建設水道課長（若山 忍君） 54ページのシェルターの基礎工事の減額が多いというご質

問かと思いますけれども、先ほど総務課長が説明したとおり、北海道の駅前広場工事等々と

関連がございまして、今回北海道のほう、あるいは町のほうの駐車場整備工事。軽量盛土工

の施工を行っておりますけれども、北海道が行うべきシェルターの設計の見直しが今年度か

かって、その見直しがこの冬くらいにやっと決まった状態で、北海道のほうも今回シェルタ

ーの工事はできない状態。町のほうも北海道のシェルターに見合ったものをやらなければな

らないということで、今回我々が行ったのは駅前通の道路照明工事の一部を行ったことで、

残りの道路照明とシェルターの工事については、今年度ちょっと施工できなかったというこ

とでこの現額になっております。

○議長（岩館俊幸君) 6番 竹田 努さん。

○6番（竹田 努君） いま一番最後の照明シェルターの関係の。そうすれば、1,400万円の

工事をやっているのだけれども、あそこに何か照明か何か付いたのでしょうか。ちょっと駅

前に行ってもこういうシェルターの基礎がどこに入っているのか、その照明がどこに付いて

いるのか。だから、減額は2,300万円していますけれども、1,400万円は執行しているのです

よね、工事をやっているわけだから。それがどういうものにというのがわからなければ、何

かちょっといまの説明でわかったような。ちょっと道との絡み、道の駅広の絡みと町のしな

ければない工事の部分のすみわけがちょっと見えないものですから、もしそういうものわか

る資料はないだろうと思いますけれども、後ほど説明いただきます。

それと、いま旧道職員住宅の縷々いま副町長からの説明で、何とかちょっと暮らし滞在型

の観光に活かせるような部分の配慮もこれから検討してみたいということですから、ぜひ実

現をしていただきたいという要望なのですが。ただ副町長、町長含めて、8月頃から庁舎内

での議論を踏まえて、「そういう機会がなかった」と副町長は弁明していますけれども、で

きれば事務調査なり何らかの現地を確認するだとか、いきなりこの上程されるのではなく、

事前の良いものはいいというのと、やはり町外からの通っている職員が増えたという実態も

わかります。できるだけ、だから今後は一つのビジョンも。先ほど言った木古内町自由生活

基本計画、それをベースにどうするのかと。町外から通っている人を木古内に住んでもらう、

その受け皿がなければ住んでもらえないということですから、例えば独身向けのアパートを

考えるだとかやはりそういうことも含めて、やはり1人でも多く木古内に住んでもらうとい

うことについては大変良いことだと思いますし、そういうあれができた段階での議会に報告

・提案をしていただきたいという部分であります。

あと、先ほど畜産の新年度に予算計上している部分については、予算執行の段階でという

ことなのですが、いまやはり「はこだて和牛」、「キーコ」にやはり木古内はかなり力を入
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れているわけでありますから、単にこの交付金事業があるから確かに前にもらった資料から

すれば、10戸でこの70万円という負担区分もされていますけれども、事業拡大ということで

「10戸、10頭のものを15にしようよ」とそのくらいやはり木古内町は力を入れるというくら

いの逆に姿勢があってもいいのではないかという気もするものですから。ただ安易に重複し

たから予算を減額するということでなく、その辺の畜産振興。十分検討の上、事業執行して

いただきたいというふうに思います。

○議長（岩館俊幸君) シェルターの件について、建設水道課長。

○建設水道課長（若山 忍君） 今回、予算書のほうは道路照明シェルター整備事業という

ふうになっているのですけれども、その中で駅前広場の中にシェルターが付く予定となって

います。その駅前広場につきましては、駅に面している歩道、それから観光交流センターに

面している歩道については、北海道のほうでシェルターを施工することとなっております。

東側駐車場に面した部分、函館側の歩道ですけれども、ここの歩道については町がシェルタ

ーを施工するという予定になっております。先ほど申したとおり、今年度はこのシェルター

の基礎工事及びシェルターそのものの工事はできないので、次年度にまた改めて提案させて

いただきたいと。

一方で、照明工事のほうなのですけれども、これも駅広部分にもあるのですけれども、駅

前通。駅前通は今年度地中化工事等を行っている関係で、駅前通につきましてはあとで掘る

わけにはいきませんので、町のほうで北海道に占用許可をもらいながら、駅前通に道路照明

6基を今年度施工しております。ただ、まだ通電していないものですから、照明が点いては

いない状況です。

○議長（岩館俊幸君) ほかにございませんか。

2番 又地信也さん。

○2番（又地信也君) 48ページのそれから歳入の23ページの絡みでちょっとお尋ねいたしま

す。

町有林の管理なのですけれども、委託料で減額補正が出ました。間伐等の部分と皆伐事業

の部分で333万円くらいの減額になります。そして歳入のほうでは、今度23ページです。生

産物売払収入の部分で、120万2,000円が歳入減額。町有林の財産売払収入と町有林の森林環

境保全整備事業のこの部分と大変密接な関係がある。毎年、町有林の管理等に関しては予算、

あるいは決算等でいろいろ議論のあるところなのですけれども、この関係を少し詳しく説明

願いたい。これは、平成27年度の予算のほうにも財産売払収入の予定額と言いますか、出て

いるわけです。26年度の総務・経済常任委員会の事務調査の中では、いろいろ担当課のほう

からも財政のほうからも時期が来ると、財政的に大変厳しい時期が来ると。そんな中で、町

有林の財産がどのくらいになるのかというようなことも事務調査で行いました。且つ、その

事務調査の過程の中で、町有林の伐期が到来しているというものが随分あるでしょうという

中で、窮屈になる財政の時期に向けて、何とか町有林の材を計画的に少し財産収入のほうに

向けるということも大事だろうという話もしていましたので、その辺どうして事業が縮小さ

れたのかと。事業の縮小に伴っての財産収入が減ったというように捉えておりますので、そ

の辺を少し詳しく説明していただきたい。

○議長（岩館俊幸君) 産業経済課長。

○産業経済課長（木村春樹君) まず、森林環境保全整備事業と町の単独事業の関係でござい
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ます。これにつきましては、当該年度でまず間伐事業、間伐すべき箇所を選定いたしまして、

この森林環境保全整備事業という補助事業を活用できるところを選定しております。それ以

外で、町有林の中で施業しなければならないところについては、町の単独事業となっており

ます。そして、皆伐事業につきましては、この事業の対象になりませんので、これは町の単

独事業で行っていくということでございます。

収入と支出の関係でございますが、又地議員ご指摘のとおり今回につきましては、支出で

330万円ほど減になっているのに対して、材の売払収入は120万円に留まっております。これ

については、大きなのはカラマツの皆伐が当初の想定よりもよくなっています。そしてこれ

については、カラマツの皆伐事業について、間伐事業の隣接地で行っていたわけですが、カ

ラマツの生育状況があまりよくないということと、それと冬山作業でやっていたのですが、

雪が少ないため搬出がかなり想定以上にかかったということで、事業区域を縮小いたしまし

た。そういう中でもある程度の材が出てきたということで、このカラマツについては。とい

うことで、支出の減よりも収入の減が少なかったということでございます。

この補助金を抜いた収支で言えば、当初は皆伐事業含めて、当初はマイナス460万円ほど

でした。これが変更後で、マイナス250万円くらいになっています。補助金の額はほとんど

変わりませんでした。逆に若干増えた程度なのですけれども、そうなれば再収支が補助金を

入れて、補正前は660万円の収益に対し、変更は920万円の収支ということで、比較すれば26

0万円ほどの増益になりました。これは、様々な事情の中でということで、ご承知いただけ

ればと思います。以上です。

○議長（岩館俊幸君) 9番 東出洋一さん。

○9番（東出洋一君) 今回の予算提案に向けて総務課長でも副町長でもよろしいですけれど

も、総体的なことをちょっとお伺いしたいと思います。

今回は、財調に2億3,000万円ほど積もうと思っていたのですが、いまこれが2億円あまり

削減されてしまったという大きなこれが一つの事情がありますね。まずそれで、なぜこうい

う現状になったのかというところをまず知らせていただきたいと思います。ということは、

おそらくいまの交流センター絡みの部分があろうかなと、1億くらいですか。前払い金にな

っているのかなと思うのですよ。それで、まずそれはそれとして、その経過。

それから次にもう一つ聞きたいのは、今回交流センターに関してはその他ありますけれど

も、次年度に繰越明許をするという形ですよね。その中で、交流センターに関しましてちょ

っとお話したいと思うのですが、いろいろと社会資本整備並びにまち交の交付金に関係あろ

うかと思うのですけれども、これが平成27年の8月に完成をすると。そうしますと、この総

体は建物全体含めて約4億円の事業でござますよね。それはいいですね。残り約3億円くらい、

これが次年度の支払いというのかな。これについては、いろいろな補助金をさぐっていかな

ければならないだろうと。聞いたところによると、8月完成以後の申請になるわけですよね。

したがって、「仮に3億円残りましたよ」と言った部分に対しての申請が3億円万度にくるの

かなと、仮の試算ですよ。この辺きちんとしておかないと、「4億円の建物建てたけれども、

地元の一般財源が増えてしまいましたよ」と言うのではこれでは何もならないわけですよね。

だから、その辺が一つ心配材料としてあると私は思うのですけれども、その辺はそちらのほ

うでどのような考え方を持っているのかなということで、ここはきちんとしておかないとな

らないと思うのですよね。それでその辺の説明をきちんとお願いいたします。
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それから、もう1点。もう1点は、町債の絡みです。先ほどの総務課長の説明の中では、「過

疎債縮小のため」ということでお話されていたのですけれども、これには函館市が過疎地域

に指定されたというのをお伺いしているのですけれども、これは事実だと思うのですが。そ

うすると、この過疎債に対して、いろんな町村が手を挙げていますよね。補助率がいいわけ

です。そして、交付税としてまた跳ね返ってきますから。そうすると、当町もいろいろな事

業で手を挙げて行くのですけれども、分散されてしまいますよね。いままでだいたい万度に

もらっていたものがこの函館市が入ってくるがために、函館市が良いとか悪いとかの問題で

はなくて。1市増えることによって、過疎債の充当が私は薄れてくるのではないのかなと。

その辺私は心配しているのですね。今回こう見ますと、20何ページですか。町債のところを

こう見ながら話をしながら先ほどの総務課長の説明を聞くと、「過疎債が縮小のため」と。

何で縮小のためになったのかなという部分で、私もちょっとあれしてみたら、函館市が加入

したということなので。この辺27年度の予算に向けてどういう考え方を持っているのかなと、

これをちょっとお伺いしたいと思います。

それからもう一つは、大変細かいことなのですけれども、消防費でもって団費が61万円で

すか。これ減額されているのですけれども、なかなか団員がいないのですよ、いま現在。な

かなか募集、声をかけても入らないと。それで、急場しのぎと言ったら失礼な言い方なので

すけれども、随分当町にも若い職員が入りました。それらのかたにぜひできれば団員として

声かけをしてもいいではないかと私は思うのですけれども、その辺の見解を一つお願いいた

します。

それから、病院事務局長。今回この提案の中で、会計ルール変わりましたよね。全部適用

になったのですよね。以前ですと収入、それから支出、これをツーカーしていましたよね。

収入でこれだけあれば収益であれば、支出で薬剤費を買ったり何だりすると。だいたいツー

カーにしていたのが、いままでの会計ルールなのだけれども。今回こう見ますと違いますよ

ね。なものだから、私のちょっと見方が悪いのかわからないのですけれども。「全部適用に

なって会計ルールが変わりましたよ」と言ったのですけれども、この辺がこういう形で出て

いると思うのですが、その辺ちょっと確認のために教えていただきたいなと思います。以上

です。

○議長（岩館俊幸君) 総務課長。

○総務課長（新井田勝幸君） 私のほうからまず、まちづくり交付金と町債の関係で前段ご

説明いたしまして、まちづくり交付金の関係、補足でまちづくり新幹線課長のほうから説明

をしたいというふうに思います。

まず今回、財調の最初のお話ですけれども、東出議員がご指摘のように、今年度この前ま

では2億3,000万円ほど、財調を積んでまいりました。それが今回1億9,000万円、約2億円弱

これを取り崩す結果となるということで。その要因ですけれども、まず先ほど東出議員から

もご指摘があったように、観光交流センターの関係で繰越になったそれの要因で、前払い分

については今回お支払いしていますので、その分についてはまちづくり交付金が決定された

と。繰延分については、次年度以降という形で、今回予算のほうからも減額をしてございま

す。その関係でそれが一つの要因として、財調を今回減らされた分に充てているということ

でございます。

それともう一つは過疎債、先ほどご指摘ありましたように、今回全体の枠で過疎債が要望
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が多くて、それも木古内町に対して木古内町の枠からも若干削られるということで、当初1

億円くらい過疎債要望から目減りするというふうなお話もありましたけれども、最終的にそ

の他いろんな事業調整をしまして、最終段階でいまのところ4,000万円弱くらいの過疎債が

縮小になると。その分一般財源で対応するというふうなことで、そのほか今回のいろんな町

政の財源絡めまして、今回財調の取り崩し約2億円弱になるとこういうふうな状況でござい

ます。

それと、27年度以降の過疎債のお話なのですけれども、議員ご指摘のように函館市が加わ

ったそのほかにも、過疎債要望枠がどんどんどんどん増えているということは、これは間違

いのないお話であります。そんな中で、今回の地方財政計画で過疎債は若干ですけれども、

そういう要望に対して、国のほうも若干枠を増やしておりますので、今年度よりは多少国の

予算が枠が増えているというふうな認識は持っておりますけれども、最終的にこれがどうい

うふうな配分になるかというのは、今後のそれぞれの自治体から出るその過疎債の要望によ

って、いまのところ何とも言えないというような状況で。木古内町としてはあくまでも、過

疎債充当できる事業については、100％充当のお願いをしていくとこういう状況でございま

す。以上でございます。

○議長（岩館俊幸君) 消防費については、副町長。

○副町長（大野 泰君） ただいま、ご質問にありました消防費の団費の61万円の減額に伴

って、消防団員が減少している、その減少している消防団員を補うために職員でどうなのか

というご質問です。職員が団員になるということについては、制限はございません。ただ出

動した時の報償費の支払いについては、これは給料の二重取りということもありますので、

そこは細心の注意が必要かなということで、現在木古内町としては1名の職員が団員として

活躍をしております。こちらにつきましては、制約を加えるものではないというふうに判断

しておりますので、職員間で声をかけあって団員になっていただくということは、可能だと

いうふうに思っておりますし、余暇の時間というと失礼なのですが、勤務時間外の活動とい

うこともありますので、命令行為というわけにはいきませんので、奨励はしていきたいとい

うふうには思っております。

また、ほかの町の関係も今回27日に西部の議会が開かれまして、補正予算の中でそういっ

た質問がございました。署長のほうからの説明では、町職員が団員として入っているのはい

まのところ木古内町のみということで、ほかの町はそんな中でも何とか90％以上の団員数を

確保している。一方で、木古内は80％台にいま下がっているものですから、そこを増やして

行きたいというふうな考え方は持っております。以上です。

○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) 私のほうからは、観光交流センターの財源につきまし

て、補足として説明をさせていただきます。

観光交流センターにつきましては、その財源はまちづくり交付金、これを充ててございま

す。まちづくり交付金につきましては、それぞれ単年度の国費の配分・配当がございまして、

これが年度当初に提示がございます。観光交流センターは8月完成ということで、したがい

ましては、このまちづくり交付金につきましては翌年度の事業要望、これをもう既に昨年10

月以降、国に対しては終えております。平成27年度は、まちづくり交付金事業の最終年度に

あたるということでございまして、事業完了に向けまして万度に交付金を付けていただける
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よう国にも要望している状況でございます。

○議長（岩館俊幸君) 病院事務局長。

○病院事業事務局長（平野弘輝君） 会計制度を改正に対するお尋ねですけれども、平成26

年度より公営企業会計の会計制度が改正されております主な改正内容につきましては、ワン

イヤールールの徹底ということで、4月1日から3月31日までの現金収支にかかるものについ

て、全て会計間で処理しなさいというようなものと、みなし償却制度の廃止。これは、これ

まで補助金等を活用しまして、医療機械等を整備した際に対する減価償却については、その

補助金を差し引いて少ない減価償却でよかったのがこれが廃止されまして、平成26年度以降

については、全ての購入費用について減価償却しなさいということになっております。

3点目については、引当金の義務づけがされております。大きなものについては、退職給

付引当金。年度末において、全ての職員が退職した場合に備える金額を積み立てしておきな

さいというようなものが改正点でございます。これらにつきましては、平成26年度の病院事

業予算書の19ページに注記事項として記載されておりますので、こちらをご覧いただければ

と思います。

今回の法制にかかる内容としましては、会計制度改正に伴うものはございません。説明し

なければならないのかなというものが1点ありまして、議案5ページに病院事業会計のキャッ

シュ・フロー計算書の補正というものが付けさせていただいております。これは旧制度では、

資金計画書という様式で上程しておりまして、収益的収支、そして資本的収支を全て込み込

みでやっておりまして、年度末における現金預金がいくらになるのかというご説明でしたが、

制度改正にあたりまして6ページにも書いてあるとおり、業務活動によるキャッシュ・フロ

ーという項目で、本業の病院事業での現金の動きはどうなのかというものが記載されており

ます。5ページでは、当初予算段階では業務活動では、161万2,000円の現金が減りますよと

いう内容だったのですけれども、今回補正で4,198万6,000円の追加をさせていただいており

ますので、年度末では本業においては現金は減りません。逆に4,000万円増えるというよう

な内容になっております。

次ページの6ページでは、投資活動によるキャッシュ・フローでございます。これは、医

療機械や建物等を購入した際に現金が増えるのか減るのかというような内容でございます。

当初予算では、一般会計からの繰入金による収入。これは、企業債、元金等に関する繰入が

8,600万円ほどありますので、こちらの投資活動については、当初6,400万円ほど現金が増え

る内容でございます。これに今回補正をさせていただいております国庫補助金や、さらに一

般会計からの繰入がありますので、750万円増えまして年度末では7,200万円の現金増が見込

めると。

最後に財務活動によるキャッシュ・フローというのは、これは企業債の元金の償還に関す

るものでありますので、当初予算でもマイナスになっております1億6,100万円ほどの現金の

減少が見込まれていますが、今回新たに50万円を補正させていただきましたので現金は50万

円増えて、こちらの財務活動については、1億6,100万円減るということでございます。

一番最後の6の資金期末残高が年度末における病院事業会計における現金の見込みでござ

いまして、当初では7億3,000万円ほどの現金が残る予定でありましたが、年度末においては

今補正を持ちまして4,900万円増えますので、概ね7億8,000万円程度の現金の残高になるも

のというようなことで見込んでおります。以上です。
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○議長（岩館俊幸君) 9番 東出洋一さん。

○9番（東出洋一君) 最後、町長にちょっとお伺いしたいと思います。

基本的な考え方なのですけれども、いまの交流センターの関係のまち交の8月申請。これ

に向けては、国の大きな事業の中での新幹線という中で、私は残額100％もらえるような要

請活動これをきちんとして、原課と手を取り合って情報を得ながら、これはそういう当町に

おいて一般財源が出さなければならないぞというような状況には私はさせてはならないだろ

うと。そんなことで、今後の町長の活動の中で、こういう活動を一つしてもらいたいと。

それともう1点は、当町も将来的にはこの新幹線の事業が終われば、大きな事業はなくな

るわけですよね。それで、どっちにしても今後平成30年までの資金計画を見させてもらいま

したけれども、決して窮屈なものにならないような、やはりそういう当初計画がずれました

よというようなことがないように、過疎債の関係。これもやはり今後の町長の要請活動の中

で、この辺について。各町村がもう手を挙げてくるわけですから、ここはもう絶対負けられ

ないと私は思うので、当町の財政を守って行く上ではその辺について、町長の決意があれば

この機会にお伺いしたいなと思います。とりわけ交流センターの関係、これは100％もらえ

るような手立て、これは考えていかなければならないと思うので、それを含めて。

○議長（岩館俊幸君) 町長。

○町長（大森伊佐緒君) 私どもの資金計画等については、道が多分に関与してまいりますの

で、北海道との連携というのが極めて大事になってまいります。現在、副町長以下について

は担当者ということで、渡島総合振興局との連携をする中で、しっかりと要請活動を続けて

おります。

一方、私は道庁サイドが主に営業エリアというふうに区分しておりまして、その都度担当

者から積み上げていって、困難な場合にはそれぞれの担当部長に会い、また副知事に会い、

この事業の推進に向けた営業は続けております。とりわけ、議員がお尋ねにあります過疎債

につきましても、その中に含んだ営業活動を行っておりますので、引き続き当町の財政に影

響の及ばないように事業を展開して行きたいと思っております。去年というか今年度、そし

て次年度におきましては、駅周辺整備事業のその中でも観光交流センターという大きな建物

もございますので、今回につきましては様々な事業の中で、過疎債が減少したということに

ついては大変残念でございますが、新年度以降におきましてもしっかりとした営業活動を続

けてまいり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) 1点、ちょっと確認したいと思います。総務課長、43ページの病院事業

の繰出金3,900万円、これについては地方交付税が増額になったというそういう説明を受け

ましたので、その増額要因と単年度切りのものなのか今後前にやった不採算のように継続さ

れるものなのかどうなのかという。やはり3,900万円の繰り出しは大きいわけですから、こ

れが交付税で増えたということは大変良いことだなというふうに思っているものですから、

この増額の要因と継続性というか、単年度限りものなのかという部分についてちょっとお答

え。

○議長（岩館俊幸君) 総務課長。

○総務課長（新井田勝幸君） ただいまの竹田議員のご質問ですけれども、当初は交付税は

病院部分につきましては、一定のルールと言いますか稼働ベット数ということで、約当町で
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は70ベット分で交付されます。最終的には、現在の99ベット分が交付になるということで、

その分の追加ということでご理解をいただきたければと思います。

次年度以降につきましては、この辺がいま国のほうで改正をするというような動きもあり

ますけれども、まだはっきりしておりませんので、ちょっと不透明が部分がございますので、

次年度以降これがこのまま続くかどうかというのはいまの時点ではちょっと申し上げられま

せん。お答えができないというような状況でございます。

○議長（岩館俊幸君) 6番 竹田 努さん。

○6番（竹田 努君) そうすれば29床増えたことによる、そうすればこの分が3,900万円を27

で割返せばだいたいの目安の部分が出るということでいいのですね。わかりました。

○議長（岩館俊幸君) 2番 又地信也さん。

○2番（又地信也君) 57ページの教育総務費の中の事務局費。スクールカウンセラーの報酬

が7万円減額になっているのですけれども、この中身をちょっとお知らせください。このス

クールカウンセラーというこの位置付けをちょっと深く知りたいなとそう思っております。

27年度予算にも出てきているので、27年度予算の審議の前にちょっと教えていただきたいな

と。

○議長（岩館俊幸君) 生涯学習課長。

○生涯学習課長（佐藤宏生君) スクールカウンセラーの減額についてなのですが、この要因

としますのは、本来臨床心理士という資格を有した方々がスクールカウンセラー派遣事業に

乗るのですが、今回お越しになったかたは、いま勉強している大学院生のお方なのです。そ

ういうことで、本来報酬額よりも安い。本来1時間4,300円ということで予算を作成していた

のですが、この大学院生であるため臨床心理士に準ずるということで、2,700円の時間単価

となりました。そういうことで、あとその差額による不用額と言いますか減額になっており

ます。以上です。

○議長（岩館俊幸君) 2番 又地信也さん。

○2番（又地信也君) その部分はわかりました。それで、スクールカウンセラーをお願いす

る時、これはある意味では学校内に何かがあった時。あるいは、教職員のほうからと、ある

いは父兄なのか。あるいは児童生徒なのかわかりませんけれども、その辺に何かが問題があ

っただとかそういう時に、カウンセラーをその都度お願いするというような状況なのかどう

か、その辺をちょっと教えてください。

○議長（岩館俊幸君) 生涯学習課長。

○生涯学習課長（佐藤宏生君) いま現在来られているスクールカウンセラーは、定期的に打

ち合わせなりカウンセリング活動を行っております。問題が起きた時だけということではご

ざいません。

○議長（岩館俊幸君) 4番 吉田裕幸さん。

○4番（吉田裕幸君) 4番 吉田裕幸です。

55ページの大平団地1号棟の屋上防水改修工事について、お聞きをいたします。この大平

団地につきましては、新設時に数年で雨漏りというのが記憶にあるのですよね。その時にも

先輩議員のほうから「施工ミスじゃない、設計ミスじゃない」という議論も確かした記憶が

あるのですよ。それがいま1号棟だったのか2号棟だったのかちょっといま資料がないのでそ

の辺ちょっとわからないのですが、この辺についてただ単に前回もしその時に雨漏りのあっ
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た棟なのか別なのか。ただ単に、老朽化してこうなったのだという感じなのか。この辺につ

いて、ちょっと確認をします。

それからもう1点ですが、今回12月の衆議院選挙を経まして、地方創生省が立ちました。3

次安倍内閣の中で、地方創生に関する先行型の交付金について出てまいりました。これにつ

いて、急遽だと思うのです。2月の23日の常任委員会の中で説明を受けて、3,700万円相当の

この交付金についての議論。この交付金についてはいいのですが、私もそのあとにちょっと

調べてみまして、これについては石破大臣のほうからも「一生懸命やる地方自治体には支援

しますよ」という形の中で、地方創生人材支援制度というものがもう首相官邸のほうからホ

ームページにたぶん見ていると思うのですが、きているのですよ。それで、こういう予算・

補正を大急ぎでやったので、町内で一生懸命汗を流して作ったと思うのです。これからのこ

ともあるのですが、これにつきまして北海道ではもう17市町村がこの地方創生人材支援制度

に応募しているという感じで、これは1年きりで終わる交付金ではないと思うのですよね。

これは、もう省庁も立ち上げてやっていますので、この辺について今後の取り組みとして、

この地方創生人材支援制度に乗っかって来てもらって、木古内町のこれからの地方創生をど

うやるかということをどう考えているのか。このまま庁舎内で独自でやっていくというので

あればそれはそれでいいのですが、こういうのを制度をもっとフル活用したほうがいいので

はないかと思うのですが。因みに、渡島管内では知内町と江差町と厚沢部町と乙部町、道南。

道南では、もうこの制度に応募しているという現状がございます。この辺についても見解が

あれば、担当でたぶんもうやっていると思うので、この辺の見解があればお答えを願いたい

と思います。以上、2点についてお願いします。

○議長（岩館俊幸君) 建設水道課長。

○建設水道課長（若山 忍君） 大平団地を今回工事するのは1号棟、木古内側のほうです。

平成25年度に策定しました公営住宅長寿命化計画によって、団地の建て替え計画等と並んで

この大平団地につきましては、27年度に屋上防水を行う予定としておりました。今回、国の

ほうから今年度の繰り越しで補助金を付けるのでどうかというお話をいただいたものですか

ら、26年度予算で今回補正をお願いして、これを繰り越して計画書と同じく27年度に実施す

ることとしております。屋上防水につきましては、ちょっと雨漏りのことが一旦雨が屋上に

溜まったりということはありまして、それはドレーンパイプが例えばごみですとか、鳥が運

んできた貝殻等で詰まって流れなかったということはあるのですけれども、今回その辺のド

レーンとかも改めてやり直しもなりますでしょうし、屋上防水をやることによって少なくと

も10年保証はありますから、今後また10年以上はこの屋上防水については、延命ができると

いうふうに考えております。

○議長（岩館俊幸君) 地方創生については、町長。

○町長（大森伊佐緒君) 地方創生につきまして、お答えいたします。

昨年の途中から私は北海道町村会の理事ということで就任をいたしまして、これまで以上

に理事会という席上で国などの情報について、知る機会が多くなりました。1月の下旬に開

催された役員会の中で、この説明がございました。まず、それぞれの自治体に対して地方創

生交付金が出ると。自治体によって限度額は違うけれども、とにかくそれ以上に出すことが

必要であると。それはなぜかというと、かなりルールに合致しない事業が多いというふうに

思われると。これまでの事業に比べると制限がかなりあるため、予定額以上に出すことが必
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要であると。「主なものははじかれるケースがありますよ」という説明の中で、そしてまた

一方で、国の予算が万度に使うということを目的としているので、そうはいうもののそれぞ

れの自治体の限度額の範囲は交付されるであろうということで、暗い話題と明るい話題の説

明がございました。そのことから当町といたしましては、実際に年度事業で当町独自で行う

という事業についても、これに申請をしているということでございます。

次に、人材支援の制度でございますが、確かに道のそれぞれの自治体から公募はしていま

す。ただ、この制度の悪い点ということになるかと思うのですが、それぞれの町から希望し

ても国の職員の中で、その町に行きたいという人がいなければ行かないという制度でござい

ます。したがいまして、1月の下旬時点では北海道では、五つの自治体より派遣が受けられ

ないと。道南でもＡ町については、誰も行く人がいないということから、ここについては支

援が受けられないということだということでございます。当町といたしましては、今年度に

ついては要求しておりませんが、次年度以降については十分検討して行く課題と捉えており

ます。

○議長（岩館俊幸君) 4番 吉田裕幸さん。

○4番（吉田裕幸君) 先ほど建設水道課長の答弁をもらいましたけれども、ちょっと答弁漏

れで、1号棟・2号棟前回直しているのですよね。という記憶があるのですよ私には、雨漏り

で。それが1号棟だったか2号棟だったか、あとででもいいですから、その辺。また1号棟で

したか。

○議長（岩館俊幸君) それでは、建設水道課長。

○建設水道課長（若山 忍君） 以前、1号棟・2号棟両方とも、外壁の補修はしているとい

うふうに認識しています。

○議長（岩館俊幸君) 4番 吉田裕幸さん。

○4番（吉田裕幸君) 今回のやつは老朽化という単純的に考えていいのですね。わかりまし

た。

それと、先ほど町長から答弁もらったこの関係なのですよ。それで、この件についてはい

ま考えてもらうということで後々なのですけれども、この辺の問題というのもあるというの

もはっきりしましたので、この辺をもっと情報を流していただきたいというのが本当のこと

なのです。確かに町村会で話をしているのもそうなのですけれども、こういうのをちょっと

きちんと流していただきたいというのをお願いします。

○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。

午後1時まで昼食のため、休憩いたします。

休憩 午後12時03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。

最初に、議案第37号について討論を行います。

討論ございませんか。
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（「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37号 木古内町職員等住宅管理条例の一部を改正する条例制定については、原案の

とおり可決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○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26年度木古内町一般会計補正予算（第10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26年度木古内町国民健康保険特別会計補正予算（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13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13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）
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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。

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26年度木古内町水道事業会計補正予算（第3号）については、原案のと

おり可決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○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26年度木古内町介護保険事業特別会計補正予算（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

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。

議案第16号 平成26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17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。
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お諮りいたします。

議案第17号 平成26年度木古内町下水道事業特別会計補正予算（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

ました。

議案第12号 平成26年度木古内町後期高齢者医療特別会計補正予算（第3号）

○議長（岩館俊幸君） 日程第10 議案第12号 平成26年度木古内町後期高齢者医療特別会

計補正予算（第3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） ただいま上程されました、議案第12号 平成26年度木古内町後期

高齢者医療特別会計補正予算（第3号）につきまして、提案理由をご説明いたします。

歳入歳出予算の総額に、198万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を1億6,280万6,000

円とするものです。

補正の内容は、3款 後期高齢者医療広域連合納付金は、納付保険料に係る補正です。

それでは、詳細につきまして、歳出よりご説明いたします。7ページをお開き願います。

3款 1項 1目 後期高齢者医療広域連合納付金、19節 負担金補助及び交付金 198万8,

000円は、被保険者の増による納付金の追加です。

次に、歳入をご説明いたします。6ページをお開き願います。

1款 1項 後期高齢者医療保険料、1目 特別徴収保険料、1節 特別徴収保険料現年分

110万円の減額は、被保険者の所得変更により、普通徴収へ異動となったことによる減額に

よるものです。

2目 普通徴収保険料、1節 普通徴収保険料現年度分 308万8,000円の追加は、特別徴収

から普通徴収へ異動の増と、被保険者の増加によるものです。

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） 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12号 平成26年度木古内町後期高齢者医療特別会計補正予算（第3号）については、
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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18号 木古内町地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に関する

基準を定める条例制定について

○議長（岩館俊幸君） 日程第11 議案第18号 木古内町地域包括支援センターにおける包

括的支援事業の実施に関する基準を定め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18号 木古内町地域包括支援

センターにおける包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例制定について、提案理由

の説明を申し上げます。

本条例の制定につきましては、平成25年6月に公布された、第3次地方分権一括法による介

護保険法の一部改正により、これまで厚生労働省令等により全国一律に定められておりまし

た「地域包括支援センターが包括的支援事業を実施するための必要な基準」につきまして、

新たに市町村の条例で定め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27年4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、保健福祉課長より説明をいたしますので、ご審議をお願い申

し上げます。

○議長（岩館俊幸君） 保健福祉課長。

○保健福祉課長（名須賀六男君） 議案第18号 木古内町地域包括支援センターにおける包

括的支援事業の実施に関する基準を定める条例の制定について、ご説明申しあげます。

条例制定の背景は、いま町長が申し上げたとおりとなっております。これは、市町村機能

の一部として地域の最前線に立ち、高齢者の総合相談、権利擁護、介護予防のケアマネジメ

ント及び地域ケア会議等を通じ、ケアマネジメント支援等を業務として、地域包括ケアシス

テム構築に向けた中核的な機能である地域包括支援センターの体制強化を図るものとなって

おります。

条例制定にあたり国から基準が示されており、「従うべき基準」と「参酌すべき基準」に

より本条例を策定するものであります。

それでは、本条例のご説明を申し上げます。資料番号1 議案説明資料6ページをお開き願

います。

条例と厚生労働省の基準との対照表を載せております。本条例制定にあたり、厚生労働省

の基準に基づき策定しております。

「従うべき基準」は第4条の地域包括支援センターの職員に係る基準及び当該職員の員数

となっております。それ以外は「参酌すべき」となっておりますが、当町の事情に特殊性が

ないことから国の基準どおり策定しております。
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それでは、第1条の趣旨では、包括的支援事業を実施するために地域包括支援センターの

基準を定めるとしております。

第2条の定義では、被保険者へ介護保険法の定める包括的支援事業を地域包括支援センタ

ーが実施すると定めております。

第3条では、包括的支援事業の基本方針を定めております。

第4条第1項では、基準となる地域包括支援センターの職員に係る基準及び当該職員の員数

を定めております。

第1号では、保健師その他これに準ずる者となっております。準ずる者とは、経験のある

保健師をいいます。

第2号での社会福祉士その他これに準ずる者となっております。準ずる者とは、介護支援

員で経験年数が3年以上、且つ高齢者の相談業務を3年以上の経験を有する者となっておりま

す。

第3号での主任介護支援員その他これに準ずる者となっております。準ずる者とは、介護

支援員でケアマネージャーの実務経験が5年以上を有する者をいいます。

第2項では、第1項の基準以外で第1号被保険者の数によって、置くべき職員の員数を定め

ております。

当町では1号被保険者が約2,100人ですので、表の一番最後に該当することになります。第

1項・第1号に規定する看護師1名、第3項に規定する主任介護支援員2名を配置しております

ので、基準を満たしております。

第5条では、適正、公平かつ忠実な運営を確保しなければならないと定めております。

附則でこの条例は、平成27年4月1日から施行することとなっております。

以上、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。

○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18号 木古内町地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に関する基準

を定め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） ご異議なしと認め、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19号 木古内町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防

支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例制定につ

いて

○議長（岩館俊幸君） 日程第12 議案第19号 木古内町指定介護予防支援等の事業の人員

及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基

準等を定め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19号 木古内町指定介護予防

支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支

援の方法に関する基準等を定める条例制定について、提案理由の説明を申し上げます。

本条例の制定につきましては、議案第18号と同様に、平成25年6月に公布されました、第3

次地方分権一括法による介護保険法の一部改正により、これまで厚生労働省令等により全国

一律に定められておりました「指定介護予防支援等の事業に関する人員及び運営等の基準」

につきまして、新たに市町村の条例で定め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27年4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、保健福祉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） 保健福祉課長。

○保健福祉課長（名須賀六男君） それでは、議案第19号 木古内町指定介護予防支援等の

事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法

に関する基準等を定める条例制定についてご説明申しあげます。

提案理由は先ほど町長が申し上げましたので、割愛させていただきます。指定介護予防事

業とは、地域包括支援センターで行う要支援者のかたへの介護予防ケアマネジメントとなっ

ております。

資料番号1 議案説明資料7ページをお開き願います。

条例と厚生労働省の基準との対照表を載せております。これも議案第18号と同様、国から

基準が示され「従うべき基準」と「参酌すべき基準」により、本条例を制定するものでござ

います。

本条例も当町の実情に、省令の基準と異なる特殊性がないことから国の基準どおり策定し

ておりますので、議案説明資料により説明させていただきます。

第1条の趣旨は、基準の第1条で、類型は「参酌」となっております。

第2条の指定介護予防支援事業者の指定に係る申請要件の基準は、介護保険施行規則第140

条の34の2で、類型は「従う」となっております。

第3条は、基本方針となっています。

第4条の従業者の員数は、基準の第2条で、類型は「従う」となっております。

第5条の管理者は、基準の第3条で、類型は「従う」となっております。

第6条の内容及び手続きの説明及び同意は、基準の第4条で、類型は「従う」となっており

ます。
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第7条の提供拒否の禁止は、基準の第5条で、類型は「従う」となっております。

第8条のサービス提供困難時の対応は、基準の第6条で、類型は「参酌」となっております。

第9条の受給資格等の確認は、基準の第7条で、類型は「参酌」となっております。

第10条の要支援者の申請に係る援助は、基準の第8条で、類型は「参酌」となっておりま

す。

第11条の身分を証する書類の携帯は、基準の第9条で、類型は「参酌」となっております。

第12条の利用料等の受領は、基準の第10条で、類型は「参酌」となっております。

第13条の保険給付の請求のための証明書の交付は、基準の第11条で、類型は「参酌」とな

っております。

第14条の指定介護予防支援の業務の委託は、基準の第12条で、類型は「参酌」となってお

ります。

第15条の法定代理受領サービスに係る報告は、基準の第13条で、類型は「参酌」となって

おります。

第16条の利用者に対する介護サービス計画書等の書類の交付は、基準の第14条で、類型は

「参酌」となっております。

第17条の利用者に関する町への報告は、基準の第15条で、類型は「参酌」となっておりま

す。

第18条の管理者の責務は、基準の第16条で、類型は「参酌」となっております。

第19条の運営規程は、基準の第17条で、類型は「参酌」となっております。

第20条の勤務体制の確保は、基準の第18条で、類型は「参酌」となっております。

説明資料8ページをお開き願います。第21条の設備及び備品は、基準の第19条で、類型は

「参酌」となっております。

第22条の従業員の健康の管理の基準は、第20条で、類型は「参酌」となっております。

第23条の掲示は、基準の第21条で、類型は「参酌」となっております。

第24条の秘密保持は、基準の第22条で、類型は「従う」となっております。

第25条の広告は、基準の第23条で、類型は「参酌」となっております。

第26条の介護予防サービス事業者等からの利益収受の禁止等は、基準の第24条で、類型は

「参酌」となっております。

第27条の苦情処理は、基準の第25条で、類型は「参酌」となっております。

第28条の事故発生時の対応は、基準の第26条で、類型は「従う」となっております。

第29条の会計区分の基準は、第27条で、類型は「参酌」となっております。

第30条の記録の整備は、基準の第28条で、類型は「参酌」となっております。

第31条の指定介護の予防支援の基本取扱方針は、基準の第29条で、類型は「参酌」となっ

ております。

第32条の指定介護予防支援の具体的取扱方針は、基準の第30条で、類型は「参酌」となっ

ております。

第33条の介護予防支援の提供に当たっての留意点は、基準の第31条で、第34条の基準該当

介護予防支援の事業に関する基準は、基準の第32条で、類型は「参酌」となっております。

附則でこの条例は、平成27年4月1日から施行することとなっております。

以上、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。
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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。

2番 又地信也さん。

○2番（又地信也君） 第29条の会計区分の部分を少し詳しくお知らせください。この資料を

見てもなかなかちょっとわからない部分がありますので、砕いてお知らせください。

○議長（岩館俊幸君） 保健福祉課長

○保健福祉課長（名須賀六男君） 第29条の会計の区分のことのお尋ねですが、指定介護予

防支援事業者の事業所毎の経理区分となっており、介護予防事業と予防以外の介護事業・訪

問事業及びとかがあるものですから、予防事業のほかに介護事業とか。

○議長（岩館俊幸君） 暫時、休憩をいたします。

休憩 午後 1時22分

再開 午後 1時24分

○議長（岩館俊幸君） 休憩を解き、会議を再開いたします。

保健福祉課長、答弁。

○保健福祉課長（名須賀六男君） 要支援者と要介護者の予防事業を区分して、会計を設け

ることになっております。

○議長（岩館俊幸君） 副町長。

○副町長（大野 泰君） 介護認定におきまして要支援区分1・2と、それと介護1から5まで

あるわけです。介護予防ということで取り組むのは支援の方々、要支援のかたへのサービス

を提供する事業と、介護者へのサービスする事業等を区分して経理するようにということで

ございます。

○議長（岩館俊幸君） ほかにございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（岩館俊幸君） 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19号 木古内町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援

等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定め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。
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議案第34号 木古内町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例制定について

○議長（岩館俊幸君） 日程第13 議案第34号 木古内町指定地域密着型サービスの事業の

人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定についてを議題と

いたします。

提案理由の説明を求めます。

町長。

○町長（大森伊佐緒君） ただいま上程になりました、議案第34号 木古内町指定地域密着

型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制

定について、提案理由の説明を申し上げます。

本条例の改正につきましては、介護保険法の一部改正を受けて、平成27年4月1日付で厚生

労働省令の指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の一

部改正が行われることから、木古内町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営

に関する基準を定める条例の一部を改正するものでございます。

附則といたしまして、この条例は、平成27年4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、保健福祉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） 保健福祉課長。

○保健福祉課長（名須賀六男君） 議案第34号 木古内町指定地域密着型サービスの事業の

人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正について、ご説明申しあげます。

資料番号1 議案説明資料29ページから52ページに、新旧対照表を載せておりますのでご

参照を願います。

地域密着型サービスの事業とは、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、

認知症対応型通所介護、夜間対応型訪問介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密

着型介護老人福祉施設入所者生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護、複合型サービスと

なっております。当町では、「グループホーム杉の木」が認知症対応型共同生活介護に該当

いたします。

では、改正内容をご説明いたします。本条例も国の基準に基づき策定されておりますので、

重要な改正のみをご説明させていただきます。

目次の第9章は、「複合型サービス」の名称を「看護小規模多機能型居宅介護」に変更とな

っております。これはこの複合型というのは、小規模多機能型居宅介護と訪問看護を行うサ

ービスのことをいいます。本条例は、この名称の変更が主な改正となっております。

第32条第2項では、指定介護事業所等に指定訪問看護事業所を追加し、サービスの名称の

変更となっております。

第78条の第2項として、事故発生の対応を第1号から第4号で追加をしております。

第82条第6項は、指定小規模多機能型居宅介護事業所に併設する施設、従業員の基準を表

にして整理しております。

第85条第1項は、登録人員を25人から29人と改めており、同条第2項は登録人員に対する利

用定員を表にして整理しております。
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第113条は、共同生活住居の数を1から2、ただし書きにより必要と認められた数を3にする

ことができるとなっております。

第151条第4項は、指定地域密着型介護老人福祉施設を追加するものとなっております。

同条第16項の次に、第17項でサテライト型居住施設入所者の数によって、本体施設の職員

数の基準を追加するものです。

第152条第1項第6号は、指定地域密着型介護老人福祉施設を追加するものです。

第176条第2項第6号の次に、第7号として「報告、評価、要望、助言等の記録」を追加する

ものです。

第180条第1項第3号は、指定地域密着型介護老人福祉施設を追加するものです。

第194条第1項では、登録人員を25人から29人。

（「議事進行」と呼ぶ声あり）

○議長（岩館俊幸君） 5番 平野武志さん。

○5番（平野武志君） 説明していただくのはいいのですけれども、ページ数だけでも申した

あとに説明いただけないでしょうか。

○議長（岩館俊幸君） ページ数を言いながら、ちょっと言ってください。

暫時、休憩をいたします。

休憩 午後 1時32分

再開 午後 1時33分

○議長（岩館俊幸君） 休憩を解き、会議を再開いたします。

（「議事進行」と呼ぶ声あり）

○議長（岩館俊幸君） 5番 平野武志さん。

○5番（平野武志君） 先ほど、「時間の削減のため、わかりやすい説明ページ数読み上げて

ください」と言いましたけれども、逆に調べながらやると時間がかかるようですので、用意

された資料の朗読でよろしいです。

○議長（岩館俊幸君） それでは、元に戻して説明してください。

保健福祉課長。

○保健福祉課長（名須賀六男君） 第194条第1項では、登録人員を25人から29人に改めてお

ります。

同条第2項は、登録人員に対する利用定員を表にして整理しております。資料番号は47ペ

ージになっております。

以上、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。

○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。

2番 又地信也さん。

○2番（又地信也君） 杉の木さんの話がちょっと出たので、例えば杉の木さん、光銭さんで

やっている。それと照らし合わせた中で、ちょっと砕いた説明をしてくれませんか。という

ことは、杉の木さんは18床ですよね、グループホーム。そうすると、いま194条47ページの

部分では、例えば25人以下とするとかとこうあるわけです、第1項に。この辺のかみ合わせ
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というか、その辺がちょっとピンとこない部分があるのです。杉の木に合わせた部分でちょ

っと説明してください。

○議長（岩館俊幸君） 暫時、休憩をいたします。

休憩 午後 1時36分

再開 午後 1時37分

○議長（岩館俊幸君） 休憩を解き、会議を再開いたします。

保健福祉課長。

○保健福祉課長（名須賀六男君） いままである条例で国の条例基準が示されておりますが、

木古内町にある杉の木の条例分に関するのには、変更点はございません。

○議長（岩館俊幸君） 副町長。

○副町長（大野 泰君） すみません。最初に町長の提案でも申し上げたのですけれども、

平成25年に地方分権一括法第3次改正がございまして、こういった地域密着型サービス等に

ついて、市町村の条例で定めなさいということに変更があったわけです。条文自体は、省令

の条文をそのまま町に当てはめておりますので、従来の基準とは杉の木さんで言いますと、

変わっていないというのが現状です。

○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） 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34号 木古内町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例制定については、原案のとおり可決することにご異議ご

ざいませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○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35号 木古内町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営

並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法

に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定について

○議長（岩館俊幸君） 日程第14 議案第35号 木古内町指定地域密着型介護予防サービス

の事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のため
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の効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定についてを議題

といたします。

提案理由の説明を求めます。

町長。

○町長（大森伊佐緒君） ただいま上程になりました、議案第35号 木古内町指定地域密着

型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービス係

る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制

定について、提案理由の説明を申し上げます。

本条例の改正につきましては、介護保険法の一部改正を受けて、平成27年4月1日付で厚生

労働省令の指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密

着型介護予防サービス係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部改正が

行われたことから、議案にある条例の一部を改正するものでございます。

附則といたしまして、この条例は、平成27年4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、保健福祉務課長より説明をさせますので、よろしくお願い申し

上げます

○議長（岩館俊幸君） 保健福祉課長。

○保健福祉課長（名須賀六男君） 議案第35号 木古内町指定地域密着型介護予防サービス

の事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のため

の効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正について、ご説明申しあげます。

資料番号1 議案説明資料53ページから62ページに、新旧対照表を載せております。ご参

照をお願いいたします。

本条例改正も国の基準に基づき策定されておりますので、重要な改正のみを説明させてい

ただきます。

議案説明資料53ページ、第7条第4項を第5項とし第3項のただし書きで、単独型・併設型指

定介護予防認知症対応型通所事業所の介護以外のサービスを夜間・深夜に提供する場合の規

定を定めております。

続きまして資料の54ページ、第9条第1項は、共同生活住居を追加しております。

続きまして資料55ページ、第16条は、議案第19号で制定しました指定介護予防支援基準、

第32条第9号の基準を適用とするものです。

続きまして資料56ページ、第37条は37条に第4項を追加し、事故が発生した場合の基準を

定めるものとしております。

続きまして資料56ページ、第44条第6項では、指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業

所に併設する施設、従業員の基準を表にして整理しております。

続きまして資料59ページ、第47条第1項は、登録定員を25人から29人と改めております。

同条第2項は、登録定員に対する利用定員を表にして整理しております。

続きまして資料61ページ、第67条第2項は、議案第19号で制定しました指定介護予防支援

基準、第33条各号の基準を適用するものとしております。

第74条は、共同生活住居の数を1または2とし、ただし書きによって必要と認められる場合

は、3とすることができることとなっております。

附則として本条例は、平成27年4月1日から適用するとしております。
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以上、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。

○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35号 木古内町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並び

に指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例制定については、原案のとおり可決することにご異議

ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○議長（岩館俊幸君） ご異議なしと認め、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41号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に

伴う関係条例の整理に関する条例制定について

○議長（岩館俊幸君） 日程第15 議案第41号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律

の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整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41号 地方教育行政の組織及

び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整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。

本条例の改正につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正す

る法律が平成27年4月1日で施行することに伴い、教育長は議会の同意を得て町長が直接任免

する特別職職員として位置づけられることになるため、関係する条例について整理条例を定

めて改正するものでございます。

附則といたしまして、1項では、この条例の施行期間は平成27年4月1日とし、2項では、第

1条及び第2条の規定は、改定前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の

教育委員会の教育長が在職する間については、適用しないとする経過措置を設けております。

なお、詳細につきましては、総務課長より説明をさせますので、ご審議をお願いいたしま

す。
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○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、議案第41号 地方教育行政の組

織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例制

定につきまして、提案理由の詳細をご説明申し上げます。

議案説明資料 資料番号1の73ページをお開き願います。

木古内町特別職員報酬等審議会条例の一部を改正する条例、第1条の「及び副町長」を点

のあとに「副町長及び教育長」に改めるものです。

次に、74ページに入ります。木古内町表彰条例の一部を改正する条例では、別表中の「助

役、収入役、」を削り「副町長」の次に「教育長」を加えるものでございます。

次に、木古内町職員定数条例の一部を改正する条例では、第1条中の第21条の条文を、第1

9条に改めるものでございます。

次に、公聴会、調査等に出頭、又は参加した者に対する費用弁償に関する条例の一部を改

正する条例では、第1条中「公聴会に参加した者」の次に、「並びに地方教育行政の組織及び

運営に関する法律（昭和31年法律第162号）第1条の4第5項の規定による意見聴取のための総

合教育会議に参加することを求められた関係者又は学識経験者」を加えるものでございます。

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） 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41号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴

う関係条例の整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。

発議案第1号 木古内町議会委員会条例の一部を改正する条例制定について

○議長（岩館俊幸君） 日程第16 発議案第1号 木古内町議会委員会条例の一部を改正する

条例制定について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。



- 124 -

○4番（吉田裕幸君） 4番 吉田裕幸です。

発議案第1号 平成27年3月5日 木古内町議会 議長 岩館俊幸様。

提出者 木古内町議会議員 吉田裕幸、賛成者 木古内町議会議員 平野武志、賛成者

木古内町議会議員 新井田昭男。

木古内町議会委員会条例の一部を改正する条例制定について。

上記の議案を地方自治法（昭和22年法律第67号）第112条の規定により、別紙のとおり提

出する。

木古内町議会委員会条例の一部を改正する条例。

木古内町議会委員会条例（昭和62年条例第23号）の一部を次のように改正する。

第19条中「教育委員会の委員長」を「教育委員会の教育長」に改める。

附則としまして、1.この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2.地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律（平成26年法律第76号）

の附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の第19条の規定は適用せず、こ

の条例による改正前の第19条の規定は、なおその効力を有する。

この条例改正は、教育委員長と教育長を一本化した新たな責任者、新教育長などを内容と

する「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律」と合わせ、地方自

治法第121条の「町及び委員長等の出席義務を」が改正されたことから、木古内町議会議会

委員会条例第19条の一部を改正するものでございます。

以上、提案理由としますので、よろしくご審議をお願いいたします。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。

発議案第1号 木古内町議会委員会条例の一部を改正する条例制定については、原案のと

おり可決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○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24号 教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例制定について

○議長（岩館俊幸君） 日程第17 議案第24号 教育長の職務に専念する義務の特例に関す

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。
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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24号 教育長の職務に専念す

る義務の特例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。

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律が、平成27年4月1日付で

施行されることに伴い、これまで教育長は一般職の職員と同様に、地方公務員法の職務専念

義務が適用されておりましたが、特別職となることで同法の適用から外れ、改正法の規定に

基づく職務専念義務が課せられることになります。

したがいまして、これまで適用されていた職務専念義務とは根拠法令が異なることから、

本条例の制定をするものです。

詳細でございますが、第1条には趣旨、第2条には、職務に専念する義務の免除についての

規定、第3条では、施行に関する必要事項の教育委員会規則への委任でございます。

附則といたしまして、1項では、この条例の施行期日を平成27年4月1日とし、第2項では教

育長が在職する間については、適用しないこととする経過措置を設けております。

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24号 教育長の職務に専念する義務の特例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25号 木古内町課設置条例の一部を改正する条例制定について

○議長（岩館俊幸君） 日程第18 議案第25号 木古内町課設置条例の一部を改正する条例

制定についてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

町長。

○町長（大森伊佐緒君） ただいま上程になりました、議案第25号 木古内町課設置条例の

一部を改正する条例制定について、提案理由の説明を申し上げます。

本条例の改正につきましては、平成27年4月1日付で町民税務課を町民課と税務課に分課す
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ることに伴い改正をするものでございます。

詳細につきまして、ご説明いたします。資料番号1の14ページと15ページに、新旧対照表

を記載しておりますので、ご参照いただきたいと存じます。

はじめに第1条では、2号の町民税務課を税務課に改め、6号を7号とし、3号から5号までを

1号ずつ繰り下げ、3号には町民課を加えるものでございます。

第2条では、2号の町民税務課を税務課に改め、同号のウからクまでを削り6号を7号として、

3号から5号までを1号ずつ繰り下げ、3号に町民課の事務分掌として、アからカまでを加える

ものでございます。

附則といたしまして、第1項では、この条例の施行期日は平成27年4月1日とし、2項では、

木古内町子ども・子育て会議条例第6条の町民税務課を町民課に改めることとしております。

説明で、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25号 木古内町課設置条例の一部を改正する条例制定については、原案のとおり可

決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○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27号 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例制定について

○議長（岩館俊幸君） 日程第19 議案第27号 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一

部を改正する条例制定についてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

町長。

○町長（大森伊佐緒君） ただいま上程になりました、議案第27号 職員の勤務時間、休暇

等に関する条例の一部を改正する条例制定について、提案理由の説明を申し上げます。

本条例の改正につきましては、これまで1日の勤務時間の午前と午後に各15分間設けてお

りました休息時間を、平成27年4月1日付で廃止することに伴い改正をするものでございます。

詳細につきましてご説明いたしますので、議案説明資料 資料番号1の17ページに新旧対

照表をご覧いただきたいと思います。
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第7条の休息時間の条項を削除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27年4月1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。

2番 又地信也さん。

○2番（又地信也君） 休息時間をおかないようにするという条例改正ですけれども、例えば

労働基準法に照らし合わせた時どうなのかと。例えば、普通であれば4時間を超える場合は、

30分間の休憩を与えるだとか、労働基準法上どうなのかと。

その辺をちょっと明かしてください。

○議長（岩館俊幸君） 総務課長。

○総務課長（新井田勝幸君） ただいまのご質問でございますが、まずこれまでの過程を申

し上げますと、国家公務員につきましては人事委員会の勧告に基づきまして、平成18年に休

息を廃止してございます。これに伴って全国の都道府県、あるいは市町村が順次廃止してき

たわけであります。木古内町につきましては、これまで職員組合等の交渉の中で休息時間を

設けておりましたが、今回4月1日から廃止するということになったわけでございます。

それで、ただいまの労働基準法の関係でございますが、労働基準法では6時間を超える場

合には、45分以上の休憩時間を設けるというふうに規定をしておりますので、休息時間廃止

に伴ってこの休息時間、昼休みを45分以上設けると。こういうことで、クリアできるものと

いうふうに認識しております。

○議長（岩館俊幸君） 2番 又地信也さん。

○2番（又地信也君） そうしたら、勤務時間は朝8時半から。そうすると、終わりは何時に

なるのですか。

○議長（岩館俊幸君） 総務課長。

○総務課長（新井田勝幸君） 役場の関係、公民館あるいは健康管理センター含めて、昼休

みを1時間取るという方向でいま調整をしておりまして、そうするとこれまでは休息時間15

分と休憩時間45分これを合わせて1時間取っておりましたが、昼休み時間を1時間取るという

ことは、これまでの45分から15分延びますので、勤務時間につきましては朝は8時30分から、

そして終業時間につきましては、5時15分までというふうにする予定になっております。

○議長（岩館俊幸君） 2番 又地信也さん。

○2番（又地信也君） 例えば、いま総務課長が言ったように、よその自治体はあるいは国家

公務員がという話だけれども、よそはよそだと私は思うのです。よその自治体はよその自治

体。労働基準法上からいけば、別に法律には触れていないという言い方だと思うのです。

ただ、この労使交渉が済んでいるのかどうかという部分もちょっと知りたいのです。通常、

一般の会社であれば、課長、6時間以上の勤務。6時間以上の勤務で45分というのは、違法で

しょうこれ。6時間以上、連続勤務させるというのは。4時間ではないですか。4時間で30分

の休憩時間を与えると、労働基準法上は。そうなっていないですか。6時間連続というのは、

きっと違法ですよこれ。その辺整理してください。

8時30分から5時15分、それでいままでは15分の休憩と昼45分で1時間だと。今度はそうし

たら、お昼を1時間にするということですよね。そうすると、お昼だけの1時間の休みで、午
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前中も午後からも休みはないですよということですよね。これは、労使の間の交渉は済んで

いますか。ちょっと聞きたい。

○議長（岩館俊幸君） 総務課長。

○総務課長（新井田勝幸君） 労使交渉につきましては、これまで独自削減をやってまいり

ました。その間につきましては、労使交渉の間でこの休息時間の15分を廃止することによっ

て労働時間が変わるということで、独自削減が終わるまでは休息時間を廃止しないというふ

うな話し合いをしてまいりました。今回、独自削減を止めるという方向になりましたので、

それに合わせて労使交渉の結果、組合側もこれには同意をしていただいております。

また、先ほどご説明が漏れましたけれども、休息時間。休憩時間ではなくて休息時間につ

きましては、あくまでも勤務時間内に取るということで勤務時間外には設けないと、このよ

うな規定になっておりまして。総務省からの通知によりまして、順次休息時間については人

事院勧告が出されたので、廃止するようこれまで求められてきております。

木古内町ではそれに応えることができませんでしたので、この度労使交渉が調ったという

ことで、今回の改正に至っております。

○議長（岩館俊幸君） 2番 又地信也さん。

○2番（又地信也君） わかりました。そうすると、うちの町職員の労働時間は7時間45分。8

時間ではない。この辺ちょっとあれですね。普通8時間ですよね、普通は。だって1時間の8

時30分から、昼例えば1時間とりますよと。休みは午前中も午後からもない。昼の休憩時間、

1時間。トータルすると7時間45分です、労働時間が。いいのですか、これで。普通8時間で

はないのですか。ちょっとそこを説明してください。

○議長（岩館俊幸君） 暫時、休憩をいたします。

休憩 午後 2時10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。

2時20分まで、休憩をいたします。

休憩 午後 2時10分

再開 午後 2時20分

○議長（岩館俊幸君） 休憩を解き、会議を再開いたします。

総務課長、答弁。

○総務課長（新井田勝幸君） 答弁が長くなりまして、非常に申し訳ございません。

先ほどのご質問でございますが、労働基準法上は一週間の勤務時間を40時間以内というふ

うにしております。その中で、木古内町としては規則におきまして、一週間の勤務時間を38

時間45分というふうに定めておりまして、これを勤務日5日間で割り返えすると、1日の勤務

時間は7時間45分とこういうことになります。

○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）
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○議長（岩館俊幸君） 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27号 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例制定については、

原案のとおり可決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○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33号 手数料条例の一部を改正する条例制定について

○議長（岩館俊幸君） 日程第20 議案第33号 手数料条例の一部を改正する条例制定につ

いてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

町長。

○町長（大森伊佐緒君） ただいま上程されました、議案第33号 手数料条例の一部を改正

する条例制定について、提案理由の説明を申し上げます。

本条例の改正につきましては、平成26年度に行われました「鳥獣保護及び狩猟の適正化に

関する法律の一部を改正する法律」におきまして、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する

法律」の題名を「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」に改正されたこと

に伴い、手数料条例で引用している法律の題名を改めるものでございます。

詳細につきましてご説明いたしますので、議案説明資料 資料番号1の28ページ、新旧対

照表をご覧ください。

別表中の5、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」を「鳥獣の保護及び管理並びに

狩猟の適正化に関する法律」に改めるものです。

附則といたしましては、この条例は平成27年5月29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。
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採決を行います。

お諮りいたします。

議案第33号 手数料条例の一部を改正する条例制定については、原案のとおり可決するこ

とにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○議長（岩館俊幸君） ご異議なしと認め、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38号 木古内町企業振興促進条例の一部を改正する条例制定について

○議長（岩館俊幸君） 日程第21 議案第38号 木古内町企業振興促進条例の一部を改正す

る条例制定についてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

町長。

○町長（大森伊佐緒君） ただいま上程になりました、議案第38号 木古内町企業振興促進

条例の一部を改正する条例制定について、提案理由の説明を申し上げます。

資料番号の1の66ページ・67ページに参考資料が載っております。

本条例の改正につきましては、今後の企業誘致の取り組みを一層進める観点から、これま

での助成対象の基準を下げる、小規模事業者も進出しやすいよう環境を整えるために改正す

るものでございます。

附則といたしましては、この条例は公布の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、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。

○町長（大森伊佐緒君） 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） 詳細について、ご説明申し上げます。

改正内容につきましては、第3条第1項第1号中「3,000万円以上」を「1,500万円以上」に、

「増加する」を「常時使用する」に、「新設の場合20人以上、増設の場合は10人以上」を「3

人以上」に改め、同項第2号中「5,000万円以上」を「2,500万円以上」に、「増加する」を「常

時使用する」に、「新設の場合は20人以上、増設の場合は10人以上」を「3人以上」に改め、

同項第3号中「増加する」を「常時使用する」に、「新設の場合は20人以上、増設の場合は10

人以上」を「3人以上」に改める。

第6条第1項ただし書中「平成2年条例第19号」を「平成22年条例第18号」に改めるもので

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。
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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38号 木古内町企業振興促進条例の一部を改正する条例制定については、原案のと

おり可決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○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43号 木古内町観光交流センター建設工事（機械設備）請負契約の議会議決に

ついて

○議長（岩館俊幸君） 日程第22 議案第43号 木古内町観光交流センター建設工事（機械

設備）請負契約の議会議決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43号 木古内町観光交流セン

ター建設工事（機械設備）請負契約の議会議決について、提案理由の説明を申し上げます。

木古内町観光交流センター建設工事（機械設備）請負契約につきましては、この度レスト

ラン事業者が正式決定いたしましたので、監修者を含め事業者との協議を進めてまいりまし

た。

この中で、当初の計画に修正が行われ、厨房機器類等に一部変更が生じ、設計変更を行っ

たところ、契約金額が5,000万円を超えたため、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得、

また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1の一番後ろのほうになります。76ページから77ページに関係図

面と変更内容につきまして、添付しておりますのでご参照を願います。

工事名は、木古内町観光交流センター建設工事（機械設備）。工事場所は、上磯郡木古内

町字本町地内。請負金額変更前は、4,806万円、変更後は、5,462万6,400円。契約の相手方

は、大明・清水・イワイ経常建設共同企業体。工期は、平成26年8月28日から平成27年8月31

日までとしております。

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。

6番 竹田 努さん。

○6番（竹田 努君） こういうセンター飲食部門に係わる設計変更をしなければないという

のも理解はできます。これこのあと44号で出てくる建築主体の部分と機械設備とそんなに変
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わらない金額が計上されているわけでありまして、この資料の77ページで厨房等の仕切りと

いうかこの図面を見ればそれが撤去するという部分で、こんなにこの機械設備が付帯する建

築主体のほうでかかるというのは、いろんな間仕切りだとか撤去するから何かわかるような

気がするのですけれども、機械設備がこんなにかかるのかなというようなことで、もう少し。

例えば、水道等の水回り関係だとかそういうのでいくら計上していると大雑把な区分のあ

れというのがもしわかるのであれば、報告していただきたいとこのように思っています。

特にこの部分については、やむを得ないだろうというふうに思うのですけれども、この増

えた部分の主たるものをちょっとお願いします。

○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） ただいまお尋ねがございました機械設備

工事に係る契約変更の増こうの主な理由ということでございますが、現在の観光交流センタ

ーは平成25年度末、昨年3月末時点での実施設計に基づいて工事を進めているという状況で

ございます。その時点では、まだ奥田政行シェフの監修が正式に決まっておりませんでした

し、加えて正式に運用する事業者も決まっておりませんでした。そこで、基本的なイタリア

ンレストランとしての設計に基づきまして、様々な計画を立てておったわけでございますが、

その後このレストランの運営が具体化する中で、いくつか運営事業者ないし奥田シェフから

提案をいただいたところでございます。

この機械設備工事に係わる最も大きなところは、店内でいわゆる焼き台を設けると。「お

客様自身が店内でお肉などを焼いて召し上がれるような店にしよう」というご提案がござい

ました。これに伴いまして、テーブル部分までガス管を伸ばしたりですとか、あるいはそこ

からの空調設備。環境上、重要になってまいりますので、そこは当初予定になっていなかっ

た部分でございます。この辺の要因が非常に大きくなりまして、機械設備工事がこれだけ増

えたというのが主なご説明になります。

○議長（岩館俊幸君） 竹田 努さん、いいですか。

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） それでは、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43号 木古内町観光交流センター建設工事（機械設備）請負契約の議会議決につい

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44号 木古内町観光交流センター建設工事（建築主体）請負契約の議決変更に

ついて

○議長（岩館俊幸君） 日程第23 議案第44号 木古内町観光交流センター建設工事（建築

主体）請負契約の議決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） ただいま上程になりました、議案第44号 木古内町観光交流セン

ター建設工事（建築主体）請負契約の議決変更について、提案理由の説明を申し上げます。

木古内町観光交流センター建設工事（建築主体）請負契約につきましては、レストラン事

業者が決定したことで、監修者を含め事業者との協議を進めてまいりました。この中で、菓

子製造室の新設などを要因とする設計変更となり、当初の契約金額に変更が生じましたので、

変更内容につきまして議会の議決を求めるものでございます。

説明資料は先ほどと同じでございます。

変更する内容は、請負金額を2億8,944万円から2億9,616万8,400円とするものでございま

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。

（「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44号 木古内町観光交流センター建設工事（建築主体）請負契約の議決変更につい

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。

議案第46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24 議案第46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。
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○町長（大森伊佐緒君） ただいま上程になりました、議案第46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、一番最後のページ80ペ

ージに添付しておりますので、ご参照を願います。

改正内容につきましては、これまで本計画に搭載のない釜谷生活改善センター改築事業、

及びごみ再生処理ストックヤード建設事業の追加をお願いするものでございます。

また、本計画の変更につきましては、平成27年3月3日付で北海道知事より「異議がない」

旨の通知がされております。

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。

○町長（大森伊佐緒君） 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） この度の変更につきましては、ごみ再生処理ストック

ヤード建設事業と釜谷生活改善センター改築事業につきまして、過疎対策事業債を充当する

ための条件として計画に追加するものでございます。

議案説明資料 資料番号1の80ページをご覧ください。

木古内町過疎地域自立促進市町村計画30ページ、及び40ページの事業計画の表を変更する

ものでございます。ごみ再生処理ストックヤード建設事業につきましては、事業計画の活性

化施策区分は、3.生活環境の整備、事業名（施設名）は（3）廃棄物処理施設、ごみ処理施

設、事業内容はごみ再生処理ストックヤード建設事業を加えるものでございます。

釜谷生活改善センター改築事業につきましては、事業計画の活性化施策区分は、6.教育の

振興、事業名（施設名）は（3）集会施設・体育施設等、集会施設、事業内容は釜谷生活改

善センター改善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） ちょっと1点確認したいのですが、釜谷生活改善センターの改修事業

というようなことで提示がありますけれども、振興計画等では釜谷漁村センターという名称

で登載していたように記憶。ちょっとその資料をきょう持ってきていないものですから、確

かそうだったように頭にあるのですけれども、その辺なぜ漁村センターの構想が生活改善セ

ンターに。このいまの過疎自立の部分のこの見直しについてはそれはそれとして、もしそう

するのだったらそうするようなことでいかなければならないし。だから、今年度釜谷につい

てはこのあと新年度で出てくるのですが、実施設計等の予算の中でも議論はできるのですけ

れども、ただ私達はイメージ的に釜谷漁村センターというようなイメージもちょっとあった

ものですから、「釜谷らしいそういうセンターができるのかな、地域の声を反映しての建物

かな」というふうに思っていたのですけれども。それで、地域のかたの声がやはりいまの生

活改善センターで良いというようなことで、こういう名称変更というかに至ったのかどうな

のか。地域とのいままで今日まで建設場所を含めたいろんな交渉と言いますか、それらどう

いう経過の中でこうなったのかということについてお願いします。

（「関連」と呼ぶ声あり）
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○議長（岩館俊幸君） 2番 又地信也さん。

○62（又地信也君） 施策区分を見ますと教育の振興になっているのですよね。これちょっ

と従来のいまある釜谷生活改善センターの部分を見ると、教育の振興で建てたものではない

だろうと思うのですけれども、このあたりは財源の付与を確保するための手法かなとも思っ

たりもしているのですけれども、この辺ちょっと説明ください。

○町長（大森伊佐緒君） 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） お尋ねにあります施設につきましては、釜谷地区漁村

センター整備事業ということで、振興計画等については登載しているという状況はございま

す。この事業につきましては、以前振興計画等に登載された時点では、現在の釜谷生活改善

センター、これの改築・建て替えということを目的に登載されたものでございまして、当時

と現在と漁師さんの数の状況等から、以前は水産業の振興施設を整備するという理由でござ

いましたが、現在漁師さんの数等を斟酌しますと、地域の集会施設として利用されていると

いうのが実態でございまして、財源につきましても水産振興に資する国庫補助。これを以前

は見込んでおりましたが、今後はこの建物の改築にあたりましては、過疎対策事業債を充当

したいということでございます。

また、施策区分ということでございまして、 生涯学習というふうな区分がされていると。

ここにつきましては、この過疎地域自立促進市町村計画、この中の区分で地域の集会施設と

いう区分はございませんので、 生涯学習に関連する施設ということで、これが地域の集会

施設に該当するという理解の基で、ここの区分に登載しております。以上でございます。

○議長（岩館俊幸君） 質問、いいですか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（岩館俊幸君） それでは、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46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。

予算・関連議案一括議題

議案第20号～議案第45号

議案第1号～議案第9号（平成27年度各会計予算）
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○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。

○議会事務局長（山本 哲君） それでは、朗読をいたします。

日程第25 議案第20号 木古内町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関

する基準を定める条例制定について、日程第26 議案第21号 木古内町家庭的保育事業等の

設備及び運営に関する基準を定める条例制定について、日程第27 議案第22号 木古内町放

課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例制定について、日程第28

議案第23号 木古内町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条

例制定について、日程第29 議案第26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30 議案第28号 議会議員の議員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31 議案第29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

32 議案第30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33

議案第31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34 議案第32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35 議案第36号 木古内町介護保険条例の一部を改正する条例制定について、

日程第36 議案第39号 木古内町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例制定について、

日程第37 議案第40号 企業職員の給与の種類及び基準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38 議案第42号 木古内町保育の実施に関する条例の廃止について、

日程第39 議案第45号 指定管理者の指定について、日程第40 議案第1号 平成27年度

木古内町一般会計予算、日程第41 議案第2号 平成27年度木古内町国民健康保険特別会計

予算、日程第42 議案第3号 平成27年度木古内町後期高齢者医療特別会計予算、日程第43

議案第4号 平成27年度木古内町国民健康保険病院事業会計予算、日程第44 議案第5号

平成27年度木古内町水道事業会計予算、日程第45 議案第6号 平成27年度木古内町介護老

人保健施設事業会計予算、日程第46 議案第7号 平成27年度木古内町介護保険事業特別会

計予算、日程第47 議案第8号 平成27年度木古内町介護サ－ビス事業特別会計予算、日程

第48 議案第9号 平成27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25 議案第20号ほか23件については、平成27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24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27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、

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） ご異議ないものと認め、ただいま一括議題としました24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27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27年度木古内町予算等審査特別委員会」に対し、
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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付与し委任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、「平成27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付与し委任することに

決定いたしました。

これにより、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

選を行うため、特別委員会の開催をお願いいたします。

暫時休憩いたします。

休憩 午後 2時52分

再開 午後 3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。

諸般の報告をいたします。

休憩中に、第1回平成27年度木古内町予算等審査特別委員会を開催し、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27年度木古内町予算等審査特別委員会、委員長に9番 東出洋一さん、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27年度木古内町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27年度木古内町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。

苦労様でございました。

（ 午後３時１０分 休会 ）
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平成２７年第１回木古内町議会定例会議事日程
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（ 午後３時１５分 開会 ）

開 会 ・ 開 議 の 宣 告

○議長（岩館俊幸君） 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。

6番 竹田 努さん、7番 笠井敬吾さん。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、別紙配付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 吉田裕幸さん。

○4番（吉田裕幸君） 平成27年3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27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。

開催日は、本日3月12日全員出席の下で開催されたことを報告をいたします。

2.平成27年第1回木古内町議会定例会の追加議案について。

（1）議案第47号 財産の取得について。

以上、1件を定例会の案件として追加することとする。
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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） 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27年度木古内町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27年度木古内町予算等審査特別委員会報告。

平成27年3月6日開催の平成27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

7年度木古内町予算等審査特別委員会の報告を求めます。

平成27年度木古内町予算等審査特別委員会 委員長 9番 東出洋一さん。

9番（東出洋一君） 9番 東出洋一です。

平成27年3月12日 木古内町議会 議長 岩館俊幸様。平成27年度木古内町予算等審査特

別委員会 委員長 東出洋一。

平成27年度木古内町予算等審査特別委員会報告書。

平成27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。

会議開催状況につきましては、3月6日から3月12日まで5回にわたり開催しており、欠席委

員はおりませんでした。

2.付託案件。

付託案件につきましては、予算関連議案として、議案第20号 木古内町特定教育保育施設

及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例制定についてほか14件、並びに議

案第1号 平成27年度木古内町一般会計予算ほか8会計をあわせました24件であり、いずれも

原案どおり可決すべきものと決しました。

3．審査所見。

3月6日から12日までの日程で、平成27年度各会計予算9件並びに関連議案15件について、

慎重に審査を行った。

平成27年度は、北海道民をはじめとする木古内町民の期待と希望である北海道新幹線の開

業年となっている。

平成27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とし

て新幹線駅駐車場・ＪＲ木古内駅東西駐車場・都市計画道路環状線通・観光交流センターを

はじめとするハード事業や開業に向けたソフト事業を含め約13億6,000万円など、第6次木古

内町振興計画の2年目となる政策予算を含め、約95億8,200万円という2年連続した大型の予

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2億4,000万円は財政調整基金等から繰り入れてお

り、将来への負担となる町債が約9億円と歳入総額の約17％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、国
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の補正予算による地方経済を図るための財政支援策となっている地方創生交付金や経済対策

交付金を有効活用し、当町のかかえる諸課題の解決に向け鋭意努力されたい。また、職員の

人件費独自削減の廃止等により、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。

なお、種々の設計業務委託や備品購入に際しては職員の創意工夫に努め、経費節減が十分

に図られるよう要望する。

以下について意見を付す。

1．一次産業の振興について。

農業については、新規事業並びに継続事業等により、農業者の所得向上に向けた施策をフ

ル活用し、経営の安定と品質向上・ブランド化を図り、担い手となる後継者に対し魅力ある

経営基盤づくりのため関係機関と連携を密にし、積極的な事業実施を図られるよう強く要望

する。

漁業については、捕る漁業から育てる漁業に転換してきたが、さらなる養殖事業の拡大策

としてワカメ養殖施設の更新や天然ヒジキの養殖技術の導入、既存のウニ・アワビの人工種

苗購入事業等による資源管理型漁業により漁家の収入増を図り、後継者に対し魅力ある事業

展開により活気ある浜を取り戻すための施策を今後とも十分検討されたい。

2．予算関連資料の有効活用について。

各課から提出された予算関連資料は多岐にわたっているが、作成に対する指示・連携によ

り遅配も散見されるほか、説明に際しては有効に活用できるよう、各課においては次年度に

向けて研究されるよう特に要請する。

以上でございます。

○議長（岩館俊幸君） 平成27年度木古内町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） ご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27年度木古内町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27年度木古内町予算等審査特別委員会に付託いたしました、議案24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47号 財産の取得について

○議長（岩館俊幸君） 日程第5 案第47号 財産の取得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。
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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47号 財産の取得につきまし

て、提案理由の説明を申し上げます。

この度、取得する財産につきましては、取得価格が700万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3条の規定に基づき、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1の1ページに、取得する財産の位置等を添付しておりますのでご

参照を願います。

取得する財産は、建物でございます。

建物の所在地は、木古内町字木古内207番地75。

構造及び面積は、共同住宅。鉄筋コンクリート造2階建て281.84㎡。

物置、木造平屋建19.44㎡。

取得価格は、1,632万9,600円でございます。

契約の相手方は、北海道でございます。

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。

（「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47号 財産の取得については、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。

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6 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
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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。

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7 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、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。

（「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27年第1回木古内町議会定例会を閉会いたします。

大変、ご苦労さまでございました。

（ 午後３時３０分 閉会 ）
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