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（ 午前１０時００分 開会 ）

開 会 ・ 開 議 の 宣 告

○議長（又地信也君） ただいまから、平成28年第2回木古内町議会定例会を開会いたします。

ただいまの出席議員は10名でございます。

よって、地方自治法第113条の規定による議員定足数に達するので、会議は成立いたしま

した。

ただちに本日の会議を開きます。

本日の議事日程及び説明員は、別紙配付のとおりであります。

会 議 録 署 名 議 員 の 指 名

○議長（又地信也君） 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 新井田昭男君、3番 平野武志君。以上、2名を指名いたします。

議 会 運 営 委 員 会 報 告

○議長（又地信也君） 日程第2 議会運営委員会報告。

平成28年3月11日に開かれました、平成28年第1回木古内町議会定例会において調査の申し

出がありました、議会運営に関する件についての報告を求めます。

議会運営委員会 委員長 2番 新井田昭男君。

○2番（新井田昭男君） 2番 新井田昭男です。

平成28年6月14日 木古内町議会 議長 又地信也様。木古内町議会議会運営委員会委員

長 新井田昭男。

議会運営委員会報告書。

平成28年第2回木古内町議会定例会開催にあたり、本委員会に付託された議会運営に関す

る件について、会議規則第41条第1項の規定により報告いたします。

記 1.会議開催状況。

会議開催状況につきましては、6月10日に開催し欠席委員はおりませんでした。

1.平成28年第2回木古内町議会定例会における議会運営について。

（1）今定例会の会期については、6月14日から6月15日の2日間としたい。

（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13から15までは一括議題とする。

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

は議長に一任する。

（3）付議案件は、報告3件、議案6件、同意案1件、発議案1件、意見書案1件である。
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（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ことする。以上でござい

ます。

○議長（又地信也君） 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（又地信也君） 質疑がないようですので、報告を終了いたします。

会 期 の 決 定

○議長（又地信也君） 日程第3 会期の決定を議題といたします。

本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6月15日までの2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（又地信也君） 異議ないものと認めます。

よって、会期は本日から6月15日までの2日間と決定いたしました。

議 長 諸 報 告

○議長（又地信也君） 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。

総務・経済常任委員会所管事務調査報告

○議長（又地信也君） 日程第5 総務・経済常任委員会所管事務調査報告。

平成28年3月11日に開かれました、平成28年第1回木古内町議会定例会において調査の申し

出がありました、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 3番 平野武志君。

○3番（平野武志君） 3番 平野武志です。

平成28年6月14日 木古内町議会 議長 又地信也様。木古内町議会総務・経済常任委員

会委員長 平野武志。

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の会議開催状況。

会議開催状況については、4月18日、6月3日の2回開催しており、欠席委員はおりませんで

した。

2．所管事務調査項目。
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所管事務調査項目5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

報告します。

（1）放課後児童健全育成事業（学童保育）について。

放課後児童健全育成事業については、3月の予算等審査特別委員会からの継続協議事項と

なっており、平成29年度秋頃から公設公営で運営される計画が示された。また、この計画に

至るまで協議・検討された経緯についても説明を受け、施設については、新設する方針だと

報告された。

協議・検討された経緯についてはおおむね理解するが、人口減少・少子高齢化が進み公共

施設の見直しも検討される中、施設の新設については疑問を持たざるを得ない。

小学校を含む既存施設活用の再検討・再協議をするべきと考え、引き続き調査事項とする

中で、必要があれば既存施設の現地調査を行い、当委員会として今後意見を付すこととする。

（2）人口減少対策について。

平成28年度は、骨格予算編成でのスタートであった。町長選挙を終え、木古内町まち・ひ

と・しごと創生総合戦略策定推進委員会並びに人口減少対策検討会議で、充分に協議された

積極的な人口減少対策の施策が「補正予算での対応となる」と2月に開催した常任委員会で

も明言しています。これまで各議員の一般質問や当委員会でも数年にわたり、町の最重要課

題に位置付け、積極的な施策の実行を求めてきました。

5月に国の交付金制度要綱が見直され、当町の継続事業が一般財源を充当しなければなら

ないことを考慮しても、新規の施策がいまだに実行されないことは大変遺憾である。

行政は、人口減少対策への考え方や議会の調査報告・提言を軽視していると言わざるを得

ません。

既に他の自治体に遅れを取り、議会からの意見・約束が取り組まれていない現実を自問・

認識し、効果のある人口減少対策の早急な施策展開を求める。以上です。

○議長（又地信也君） 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（又地信也君） 異議ないものと認めます。

以上を持ちまして、報告を終了いたします。

行 政 報 告

○議長（又地信也君） 日程第6 行政報告。

町長諸報告並びに教育長諸報告につきましては、別紙配付のとおりでありますが、町長よ

り諸報告の一部説明及び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。

平成28年第2回定例会の開催にあたりまして、皆様方には時節柄、何かとご多用中のとこ
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ろご参集いただきましたこと、心から厚くお礼を申し上げます。

はじめに、行政報告を1件申し上げます。

火災の発生についてでございます。

5月18日水曜日、午後1時19分頃、中野団地付近の住民から「道道向かいの住宅が火事のよ

うだ」という119番通報があり、消防車を出動させております。

現場にて現状を確認したところ、住宅裏の物置兼車庫とその側面に積まれた木材が燃えて

おり、建物に隣接する雑木林の一部も焼損し、まだ炎が少し残っている状況でありましたの

で、ただちに消化活動を行い、午後2時11分に鎮火いたしました。

出火原因につきましては、現在も消防と警察で調査中でございます。

損害状況につきましては、焼損面積が建物部分12.2㎡、建物以外の部分39.38㎡の計51.58

㎡で、損害額につきましては建物損害額が1万3,000円、建物内の動産に係る損害額が9万3,0

00円の計10万6,000円でございます。

また、本火災による出動人員等は、消防車両4台、消防職員11名となっております。

なお、火災予防につきましては、日頃より広報や防災行政無線により周知に努めておりま

すが、引き続き住民の皆様への注意喚起を徹底してまいりたいと考えております。

次に、町長諸報告につきまして、ただいま議長からお話がありましたように、説明を求め

られている部分がありますので、ご説明をいたします。

町長諸報告の4ページでございます。

5月26日、北海道日本ハム－千葉ロッテ戦観戦、さらには北海道日本ハム－楽天戦の函館

開催を実現する会について、ご説明をいたします。

はじめに、下の欄にあります北海道日本ハム－楽天戦の函館開催を実現する会と一連の事

業でございますので、先に案内のあったこちらからご説明をいたします。

会場に着きますと「実現する会」のタイトルが、開催の趣旨に合わせて、「実現する夕べ」

に変わっておりましたが、午後7時より函館市五島軒本店で開催され、こちらに出席をして

おります。

主催は、北海道日本ハムファイターズを応援する会で、国政、官公庁、自治体、経済界、

金融機関、民間人など多数出席し、北海道と東北のつながりを象徴するイベントの実現にと

集結したところでございます。

さて、上記にあります観戦につきましては、「実現する夕べ」の出席者に限定したもので、

「実現する夕べ」に出席すると返事をした人に限り、案内がございました。

後日の案内でございましたが、「出席」と返事を出し、当日は函館千代台公園野球場で観

戦をし、そのあと函館五島軒本店で「実現する夕べ」に出席をしております。

因みに、主催者の北海道日ハムファイターズを応援する会の会長が現在、北海道新聞社村

田代表取締役会長でございます。

なお、この会からは、5月28日に仙台市で行われるファイターズ戦観戦と、楽天マイチー

ム協議会との交流会への案内も一緒にございましたが、函館市での日ハム－ロッテ戦の観戦

は出席で、仙台市での交流会は欠席で返事をしております。

以上で、観戦の経過についての説明を終わります。

○議長（又地信也君） 町長より行政報告と諸報告の説明がありました。先に、行政報告に

対する質疑がありましたら、お受けしたいと思います。
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2番 新井田昭男君。

○2番（新井田昭男君） 2番 新井田でございます。

いまの行政報告に対して、ちょっと2、3確認をさせてください。

ただいま、町長より火災発生についての行政報告がありました。6月定例会での行政報告

での火災発生につきましては、奇しくも昨年の平成27年の6月15日の第2回の定例会において

も、この時も5月15日に発生した火災にいついて行政報告がされているのです。今回の発生

時期と3日しか変わっていないのです。そんなことで、毎年この時期になると当然初夏にか

けて、非常に空気が乾燥が著しい状況にあるというのはもう承知の上なのですけれども、こ

のような災害発生でも幸いなことに人的被害がないということで、安堵をしているところで

ございますが。

まず確認をしたいのは、火災発生からほぼ1か月が経過しております。原因については、

報告にもありましたが、いまいま原因についてはわかっている部分に関しては、ちょっとご

報告をお願いしたいと、これがまず1点です。

それと、火災予防については、「日頃より広報や防災行政無線により周知を継続している」

ということですが、防災無線に関しては概ね注意喚起がされているなとそういう感じはして

おります。しかしながら、やはり野火は今回のように昨年と同様、同じような火災発生状況

にあるという中で、現状の注意喚起方法ではたしていいのかなとちょっと疑問を感じており

ます。

先ほども言いましたように、いままでは人的被害がない、物損的な被害で終わっているの

だけれども、今後やはり大きな被害につながり兼ねないという懸念も当然あるのです。当然

ながら、さらなる関係機関との連携・強化が必要だと思いますが町長、従前より「町内会と

連携して実施します」とこんなふうにも言っているのです。

今回の火災直近での5月・6月の広報を見ても私の見落としかもしれないのですけれども、

注意喚起の記事が載ってないように感じているのです。確か5月は広報を見たら、熊の注意

は記載されておりましたけれども、火事に対する喚起はされていないように感じております。

広報はチラシ等もいろいろ出ますので、その辺の中で紹介をされているのかもしれませんけ

れども、広報の中では私はそういうふうに感じております。

それともう一つ、「町内会との連携を図る」ということも言われているのですが、私も地

元で自治会の役員もさせていただいております。

そういう中で、直近でのそういう行政からの各町内会というか少なくとも私どもの自治会

には、「そういう案内がきているよ」ということは聞いていないです。この辺、私の聞き間

違いだったらそれでいいのですけれども、こういう状況の中でやはり現状の住民の皆さんへ

の注意喚起の展開、もう1回ここでご説明をお願いしたいのです。よろしくお願いします。

○議長（又地信也君） 副町長。

○副町長（大野 泰君） ただいま新井田議員からご質問のありました点について、報告し

たいというふうに思います。

まず、火災の原因につきまして、警察と消防合同調査が行われております。その結果、原

因は不明というのが調査結果でございます。現在は、調査は継続をされておりません。不明

ということで、終結しております。

また、防災無線による注意喚起ということでは、火災の都度あるいは火災予防運動です。



- 13 -

こういったものが実施される際に、町民の皆さんに春と秋ということで、注意喚起を行って

いる状況でございます。

さらに、広報等の活用につきましては、渡島西部のほうで消防情報を出しておりますので、

そちらのほうでも管内いわゆる木古内町においても、全てのお宅に配布をしております。

また、広報でもこれは野火等ですけれども発生した場合に、昨年は発生した事案がありま

したので、注意をするようにというような広報を確か4月号だったと思いますけれども、出

させてもらっております。

あと、町内会との連携でございますけれども、防災訓練を実施する際に、消化器の取り扱

い等については、以前実施をおりました。最近のほかの町でやっている状況を見ますと、ま

た消化器についての取り扱いについて、訓練がやられているようでございますので、今後の

町の防災訓練の際には、消化器の取り扱いについての訓練も入れていきたいなというふうに

は思っております。

町内会との連携ということになりますと、これまでやっているのは防災訓練ということで、

ご理解をいただければというふうに思っております。以上です。

○議長（又地信也君） 町民課長。

○町民課長（吉田 宏君） 補足でご説明を申し上げます。

過日、行われました町内会連合協議会の総会の際に、火災ということではないのですけれ

ども、ゴミ焼きについての注意喚起ということで、ご説明をしております。

また、5月20日の夕方に放送しました防災無線の際には、昨年度のゴミ焼きによる火災の

件数が3件ということで、今回の火災につきましては原因はまだわかっておりませんけれど

も、5月20日に流した際には、ゴミ焼きによる火災が3件あったということで、罰則の部分も

含めまして、ゴミ焼きをしないように注意してくださいということでの防災無線の内容とし

ておりました。以上です。

○議長（又地信也君） 2番 新井田昭男君。

○2番（新井田昭男君） いま展開については縷々ご説明をいただきましたけれども、まず1

点はやはり行政報告の中で、原因が「いま現在も調査中」という書き方になっているのだけ

れども、いまお話を聞いたら終わっていると終結になっていると。これも書き方に問題があ

るのではないですか。終わっているのだったら終わっていると、原因が掴めないのなら原因

が掴めないと、それでいいと思うのですけれども。その辺は、今後やはりきちんとした内容

の報告をお願いしたい、まずこれが1点。

それと、喚起方法はいろいろ先ほど副町長からも西部四町の広域でやっているとか、それ

も確かに重大なことなのだけれども、要はやはり町としての取り組みだと思うのです。言う

ならば、広報でやるよと言ってもいま言ったように、あまりやっていないということではな

いですか、現実問題。そうではなくて、やはり町の皆さんがきちんとそういうものを町から

の発信、あるいは関係機関の発信で「これじゃまずいね」とこれが本来の目的にあるわけで

すから。そしてなお且つ、やはり町が上げる安全で安心な町民の暮らしを提供するのだとい

う意味合いからいけば、何かなおざりなような気がするのです、いまの話だと。大変失礼な

言い方だけれども。やっていないことはないけれども、やることが何か継続性がないですし、

単発的であると感じます。行政無線だってやはり季節感をもって、例えば春とか秋・冬とか

当然火を使う季節関係はあるわけですから、そういう部分をやはり単発で、起きたからその
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時にやればいいんだということではなくて、やはり継続性を持って啓発していかないと私は

何も喚起にはならないのではないかと思うのです。だから、事例がこうやってあるというこ

とは、我が町の注意喚起方法がこれじゃちょっと手薄になっているのじゃないのという普通

感覚になりませんか。私はこういうふうにいままでこうしてきたけれども、一つこういうふ

うにしましたとか､これで関係機関とのさらなる連携を図って、一つでもそういう事故を起

こさないようにというのが本来の姿ではないかなと思うのだけれども。どうも広報には、間

違いだったらごめんなさい、私ははっきり言いますけれども。広報には載せると言って載せ

ていない、町内会だって何か野火での連合会で言ったというぐらいの感覚。これはちょっと

いかがなものか。やはり人の生命・財産を預かるという中で、そういうそもそもの発想なわ

けですから、やはりきめ細かい事例も含めた中で、「こういうことがありましたから町内会

でも見なさいよ」、「回覧で回してください」とかそういう細かい配慮はこれは絶対必要な

わけですよ。そうでないと、そういう注意をしていても起きる時は起きるのですから。やは

りその辺はもうちょっと行政としても何回もくどいようですけれども、もうちょっと関係機

関との連携プレーをきちんとしてください。そうでないとこんな事例なんて、いろんな発生

要因はあるのです。あるのはわかっているのです。だから100％そうならないかもしれない

けれども、100％に近づけるための努力はしましょうよ。私は、今回たまさか去年も同じよ

うな記憶がありまして、去年の資料をひもを解いたら、3日しか違っていないのですね。

それと先ほどおっしゃったように、3回くらの野火の発生の事例もある。そういう点から

いってどうも我が町の注意喚起方法というのは、何か一貫性がないというか、その時その時

という自分でそう思ったものですから。大変言い方がも失礼な部分もあったとは思うのです

けれども、どうもその辺の私の見解と違う部分があったものですから、いまの状況を今後ど

ういう展開になるか、きちんともう1回考え直していただくことは考え直していただいて、

町民の皆さんに注意喚起をしていくと。これをもう1回どういうような、いま私が言ったの

はだめだとか、いいとかというようなことをお知らせしてください。

○議長（又地信也君） 副町長。

○副町長（大野 泰君） 火災予防活動に関します年間スケジュールは議員もご承知のとお

り、春・秋の予防活動です。火災予防活動ということで、週間を強調月間を設けて実施をし

ている。あるいは、林野火災についての予消防対策協議会等で予消防に努めていると。この

ことについては、何ら変わるわけではありませんが、議員がご指摘のように春の同様の時期

に、火災が発生してしまっているということを重く捉えるとすれば、ここはこの時期にしっ

かりとした対応が必要だろうというふうに思いますので、ここは消防とも協議をしながら、

巡回活動を強めていくですとか、防災無線による周知を図っていくですとか、そういったこ

とを検討してまいりたいというふうに思っております。

スケジュールは春・秋、そして林野火災、いろいろ順序立ててやっておりますので、これ

は今後も続けていきたいというふうに思っております。

先ほど、私が確定情報ということでお伝えしたのは、大変申し訳ないのですが、議員の皆

さんに議案を配ったあとに警察と消防署のほうから報告があったものですから、差し替えす

ることなく皆さんのほうには行政報告をお出ししておりました。この点については、今後も

う少し時間をきちんと考えまして、差し替え等もできるようであれば議長のほうとも相談を

させていただきたいというふうに思います。以上です。
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○議長（又地信也君） ほかに行政報告に対しての質疑はありますか。

4番 竹田 努君。

○4番（竹田 努君） 今回の火災の初期消火、このことについてちょっと確認と言いますか

現場での態勢は広域木古内消防署のほうで。私もサイレンを聞いて現場に駆けつけたのです

けれども、その時点で場所が中野団地の向かいの住宅裏というようなことで、すぐ山林が後

ろに背景にあるというそういう地形なのですけれども、私がサイレンを聞いて現場に着いた

ら、もう半過ぎ、35分から40分くらいだったと思うのですけれども、その時点で中型の消防

車が1台で放水をしているという状態なのですよね。そのあと5分から10分くらいして後続の

消防車が来て、団地の防火水槽から放水をしたという部分なのですけれども。これ町長、大

型車で一発行って例えば放水すれば、こんなに火災発生から鎮火まで約40分、こんなにかか

らなくても消火できるのではないかと。我々は素人ですけれども、そういう何かちょっと現

場に行って警察が来て規制もかかりましたから、なかなか現場近くに行けなかったのですけ

れども、もっと早く鎮火できそうな気がするものですから。これは今後、消防との連携ある

いは広域の中で、もう少しやはりその辺の大型タンク車があるわけですから、タンク車を向

かわせることによって、大型だけで鎮火をできたような火災でないのかなという感じがする

ものですから、この辺については特に町長の答弁はいりませんけれども、今後消防行政との

連携の中ではきちんとそういう態勢。いろんな消防の前に聞いたら、初期消火の第一次・第

二次だとかいろんな団員を招集する、火災だとかいろんなルールが取り決めがあるようです

からそういうのも含めて、ただやはり町の中であるし、後ろが山林だということになればち

ょっと風が強ければ第三次にもなりかねないという状況ですから、ある機能を有効に使って

消火するようにできないものか、この辺はそういう部分の要請をして終わります。

○議長（又地信也君） ほかに。

9番 吉田裕幸君。

○9番（吉田裕幸君） 9番 吉田です。

先ほど2番 新井田議員からの質問と関連するのですが、先ほどから聞いていますと町民

課長のほうから何かそのあとに注意喚起をしたという話で、聞いているとゴミ焼きが原因か

なと聞こえてくるのですよね。ただ、今回の事例につきましては、不明なのですよ。あらゆ

ることを想定しながら喚起しなければならないということを考えると、たぶんこれあっては

ならない放火という可能性もあるのですよね。その辺もやはりきちんと不明だから一番問題

なのであって、原因がわかっていれば「ゴミ焼きに注意をしてください」でそれで済むので

す。

ただ、不明だからこの辺をきちんと今後、やはりいろんなことを想定した中で注意喚起をす

るのが必要なのかなと私は思いますので、その辺注意しておきますので、よろしくお願いい

たします。

○議長（又地信也君） 答弁はいりますか。

（「いりません」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 行政報告についての質疑はほかにございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） ないようですので、町長の諸報告についての質疑がありましたら、

お受けいたします。
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ございませんか。

3番 平野武志君。

○3番（平野武志君） 3番 平野です。

観戦した経緯については、先ほどの説明で理解いたしました。

この観戦するにあたって当然、観戦の料金がかかると思うのですけれども、そこの料金に

ついては招待だったのか、町の公費で観戦料を払ったのかをお知らせいただきたいと思いま

す。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君) この観戦につきましては、観戦ツアーに組み込まれておりまして、

そのツアー代として木古内町役場1名という観戦チケット代4,320円は、公費で支出しており

ます。

また、夕べの会の6,500円の会費、さらには千代台、五島軒、そして駅までの市内での移

動については自費、帰りのＪＲいさりび鉄道については、公費での支出となっております。

○議長（又地信也君） 3番 平野武志君。

○3番（平野武志君） わかりました。

我々議会から日ハム－ロッテ戦の観戦について説明を求めたというのも、この下段の楽天

戦は函館開催を実現する会、これに出席した意味というのが、函館開催をすることによって

東北の方々が北海道に観戦をしに来るにあたって、北海道新幹線を利用する。その際に木古

内町の駅で降りてもらったり、いさりび鉄道を利用してもらったりと経済効果があるという

ことで、実現をする意味はあるとは思います。

ただ、実現するにあたって実現することは理解するのですが、観戦については平日という

こともあり、私も実は子どもを連れて観戦に行こうかなと考えましたが、平日で仕事も休ま

なければならない、学校も早退しなければない、社会の常識からいってこれは行くにふさわ

しくないなと思って断念したのですが、いまの町長の説明の中では、実現をする意味は理解

するのですが、その観戦する理由というか木古内に対してのメリットと言いますかその部分

の説明がちょっと不足だと思いますので、町長の観戦した意味について思いがあればお聞か

せいただきたいと思います。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君) 観戦につきましては、北海道新聞社の代表取締役会長がこの応援の

会長を務めておりましたので、実は北海道新聞さんからも是非ご一緒にというお誘いがあり

ました。観戦の席では、北海道新聞さんの代表取締役の村田会長と同席で、隣の席で観戦を

しております。

また、様々先ほど説明を申し上げましたように、経済界のかたですとかあるいは金融機関

のかた、先ほど申し上げました自治体あるいは官公庁、こういったところのかたも応援に訪

れておりまして、皆さんそれぞれ思いが一緒だったと思います。

関連の事業というその一つの中で、日頃お世話になっている北海道新聞さんと一緒に応援

をしたということでございます。

○議長（又地信也君） ほかにございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） ないようですので、質疑を終了いたします。
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以上をもちまして、行政報告並びに諸報告についての一部説明を終了いたします。

一 般 質 問

○議長（又地信也君） 日程第7 一般質問。

これより一般質問を行います。

一般質問につきましては、お手元に配付の通告書によって行うことにいたします。

はじめに4番 竹田 努君。

○4番（竹田 努君） 4番 竹田 努です。

北の大地の福祉都市「きこない」、全国に発信すべき、こういう考えで一般質問をさせて

いただきます。大森町政、5期目での初の一般質問となります。

第5次木古内町振興計画に引き続き、第6次木古内町振興計画でも北の大地の福祉都市「き

こない」を目指すことになっております。

超高齢化時代を迎えようとしている我が町の将来を見据えた時、このままでは「住みたい、

住み続けたいまち木古内」、このことに多少不安が出てくるのではないでしょうか。

そこで、国の国家戦略特区等も活かし、北の大地の福祉都市「きこない」を「高齢になっ

ても安心して暮らし続けることができる町きこない」として全国に発信をし、人口減少の抑

制になればと考えているところであります。

我が町には、国保病院を中心に介護老人福祉施設、介護老人保健施設、認知症対応型共同

生活施設等の施設が充実しており、居宅サービスについても一部を除いて、充実をしている

と思っております。また、他町にはない生活援助員配置の高齢者向け公営住宅などもありま

す。交通の便では、3月26日開業の北海道新幹線の発着駅をはじめ、交通の要衝のこの地の

利を活かした、北の大地の福祉都市「きこない」として、「きこない福祉特区」も視野に入

れ、全国に発信するこのことについて検討すべきと考えているところであります。

また、福祉の町として全国に発信するには、全国でも例がないサービス等も含めて、木古

内らしさの福祉を進める中、きこない福祉特区も場合によっては必要になるだろうと思って

いるところであります。具体的には、公共施設内にサービス付きの高齢者向け住宅や、現有

の施設での配食サービス等これらができるのかどうか、このことについて町長の見解を求め

るわけであります。この一般質問を出した時点で、担当のほうとも縷々協議をする中で、こ

の福祉特区に決してこだわっているわけではありません。全国発信について、検討すべきだ

ろうというそういう考えの趣旨だということを伝えてありますので、どうぞよろしくお願い

いたします。

○議長（又地信也君） 答弁を求めます。

町長。

○町長（大森伊佐緒君) 4番、竹田 努議員のお尋ねにお答えをいたします。

福祉についてのお尋ねでございますが、当町におきましては、超高齢化時代を迎えようと

している将来の対応として、国が推進しております地域包括ケアシステムの構築に向け、現

在、取り組んでいるところでございます。

この取り組みにより、保健・医療・福祉が連携をし、一体となったサービスを提供するこ
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とで、安心して暮らし続けることができる、町づくりを目指してまいりたいと考えておりま

す。

また、当町の各種施設や居宅サービスにつきましては、現状、充実しているとの認識をい

ただいているところでございますが、今後の町の人口、あるいは高齢者の数の推移、さらに

は各施設の利用状況などを踏まえて様々な角度から、多様なサービスの導入を検討していき

たいと考えているところでございます。

○議長（又地信也君） 4番 竹田 努君。

○4番（竹田 努君） ただいま町長のほうから答弁をいただきました。

このことについて検討をしていただけるという一つの方向性でありますから、問題ないと

思っています。町長、今回の一般質問に立った背景にはやはり人口減少、町の財政、このこ

とがやはり思う気持ちがこの今回の一般質問になったということであります。

それと、いまは病院・老健にしても黒字経営をしていますから安心なのですが、ここ4月

以降の病院なり老健の入所状況を見ますと、去年の推移から例えば病院の入院の部分では、

若干整形の部分は伸びているけれども、内科等が減少している。これはやはりどうしても木

古内町の国保病院ですから、高齢者の人口減とともにやはり減少するというのは、自然体だ

ろうというふうに思っています。ただ、だからと言ってこれでいいというわけにはいかない

のですよね。やはりできれば町民としても病院は西部4町の機関病院として、黒字経営をし

ていただかなければならないと。やはり、5年先・10年先を見据えた時にどうなのだと。い

ま病院では新改革プランを今年度策定をするわけですから、病院のほうからは5年・10年先

を見据えた病院の改革のプランが出てくるわけですから、それと合わせてやはり老健にして

もその時期によって、ある程度の入所率が65になったりという月もあるのですけれども、い

ま60台になっているということが、80床の施設が60になればかなり。現在は、黒字経営で安

心していいよということなのでしょうけれども、やはり将来先を見据えた時に、5年先はど

うなのだろう、10年先はどうなのだろうという場合に、木古内町の人口だけでは賄いきれな

いというか経営と言いますか運営上、問題が出るだろうと。それで、昨年からあれしました

東京23区の江戸川区との連携、物産交流だけではなくて福祉の交流。うちは例えばこういう

施設があります、新幹線で4時間の地です、そのほかに例えばこういう福祉の町として木古

内町を招くために、住環境の整備も合わせていかないと、福祉の施設サービスだけがあるか

らなかなか例えば東京、あるいは鶴岡市はそんなに心配はしていないのですけれども、近隣

の新幹線でつながった今別との交流も含めて、こういう福祉の町として発信する時期でない

かと思っておりますので、町長がこの部分について検討していただけるということでありま

すから、まだ資料は用意はしたのですけれども、これ以上のあれはしません。今後、その辺

の十分福祉の町を活かしたまちづくりについて、努力することを期待をして一般質問を終え

ます。

○議長（又地信也君） 4番 竹田 努君の一般質問を終了いたします。

次に、5番 相澤 巧君。

○5番（相澤 巧君） 5番 相澤 巧です。よろしくお願いします。

寿町から花園町にかかる無名水路の改修と今後の計画について、町長の見解をお聞かせく

ださい。

町では、三浦宅横から佐女川までのこの水路について、みそぎ公園部分は、公園新設時に



- 19 -

暗渠で整備し、傷んだ部分はその都度補修等で対処しています。

しかし、この水路は設置から5、60年を経過しており、砂利粒が表面に見えるくらい劣化

し、またひび割れ、亀裂、変形などが目立っています。すぐにも崩れそうなところもありま

す。

また、汚泥については定期的に処理しているほか、夏場には浄水場の余水を流下させて処

理をしているとのことです。しかし、一部勾配が緩いと思われる箇所があります。老健いさ

りびの向かいの辺りです。汚泥が流れ切れず、また水深が深い状況にあります。いまでも臭

いがします。これからの時期、さらに臭いがきつくなり、蚊などの害虫の発生も心配です。

この地域については、下水道の整備が済んでおります。順次接続も進んでいますが、近隣

の皆様の衛生面、安全面を考えて、この水路の改修を考える時期に来ていると思っておりま

す。

今後、この場所も含めて、全町の水路・排水路等の改修について、どのような計画で進め

ていくのか町長の見解をお伺いします。よろしくお願いします。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君) 5番、相澤 巧議員のお尋ねにお答えをいたします。

排水路の改修についてのお尋ねでございますが、当該排水路は、町内市街地を流れる比較

的大きな排水路でございます。

この排水路は、昭和30年代に施工され既に60年経過しており、この間、一部施設の損壊に

より、暗渠として整備した箇所もございますが、長きにわたり、地域の方々の生活排水路と

して、その役割をはたしてまいりました。

この施設の一部においてはご指摘のとおり、劣化等が見られる箇所もありますが、また老

朽施設ということで認識をしてわけでございますが、排水路としての機能を損なっている状

況にはないと判断をいたしており、現段階では、この排水路を全面改修するという予定はご

ざいません。

町内の水路・排水路等の改修につきましては、その都度補修等で対応しておりますが、地

域によっては、下水道の普及により、生活排水路としての機能を終えてきているところもご

ざいますから、このことも考え、今後も補修により排水路施設としての延命化を図っていき

たいと考えております。

○議長（又地信也君） 5番 相澤 巧君。

○5番（相澤 巧君） 改修についての計画は、いままで考えていないということでした。担

当課のほうでもそのように同じような見解でおりますが、この場所については町の中心部で

す。やはり傷んだ状態で、そのままにしておくというのはちょっとどうなのかなと。一気に

全部やらないまでも、1・2年かけて区切りながらでも改修していくのが本当ではないのかな

と私は思うのですが、その辺どうでしょうか。

また、汚泥ついてもだいぶ溜まっている部分がありますので、これについても勾配が緩く

てそういう状態になっている素人目にはそう見えるのですが、そういう部分もありますので、

改修に向けて進めていただきたいなと思いますが、どうでしょうか。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君) まずはじめに、臭いがきついとか汚泥が溜まっているということな

どのご指摘がございましたので、こちらにつきましては適時臭いが発生しないように、また
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汚泥を排除するように定期的な点検を含めて、対応してまいりたいと考えております。

また、現段階では早急に施設の改修ということは考えておりませんが、その都度の補修で

延命を図っていくわけでございますが、今年度公共施設等総合管理計画を策定するという予

定になっておりますので、この中でも議論をしていきたいと思っております。

○議長（又地信也君） 5番 相澤 巧君。

○5番（相澤 巧君） 延命策ばかりで進めていくということですけれども、先ほど私のほう

で言いましたいさりびの向かいのあたり、ここはかなり汚泥が溜まっておりますし、一時的

にそこを汚泥処理したにしても、またすぐ溜まってくるのではないかなと思われる状況にあ

ります。現場確認の上、早急にやっていただきたい。それから、1・2年かけて水路を直すよ

うな計画をしていただきたいと思います。できれば、答弁をしていただければありがたいで

す。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君) ご指摘のとおりだと思います。大変、介護老人保健施設いさりびの

正面ということもありますので、あそこが環境が悪いようであれば、福祉都市とは言えない

わけでございますので、十分定期点検をしっかり行い、不都合があった場合には早急に対応

するということを努めてまいります。

また、施設の全面改修ということになりますと、先ほど今年度実施します総合策定計画が

ございますので、公共施設等総合管理計画の策定をすることになっておりますので、その中

でもまた議論をしたいと思っております。

○議長（又地信也君） 5番 相澤 巧君の一般質問を終了いたします。

11時15分まで、暫時、休憩をいたします。

休憩 午前11時05分

再開 午前11時15分

○議長（又地信也君） 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 鈴木慎也君。

○8番（鈴木慎也君） 8番 鈴木慎也です。

本日、観光振興と人口減少等の施策連携について、一般質問をさせていただきます。よろ

しくお願いいたします。

1.観光振興と人口減少等の施策連携について。

道の駅「みそぎの郷きこない」が平成28年1月13日に先駆けてオープンし、同じく3月26日

夢の北海道新幹線が開業したことで、木古内町の新しい時代がスタートいたしました。

5月のＧＷ期間中は、薬師山、みそぎ浜、トロッコ列車、郷土資料館、新幹線ビュースポ

ット、サラキ岬等の観光スポットには、いままでにない数多くの観光客が訪れました。

道の駅「みそぎの郷きこない」では観光コンシェルジュを中心に、リピーターを増やして

いく取り組みとして、スタッフ全員が一丸となった「おもてなし」をされていると町内外か

ら報告を受けており、去る5月18日には来館者が20万人を突破しております。非常に嬉しい

ことでございます。
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わが町の観光は、人口減少による様々な負の影響の一部をカバーする大切な「光」である

と私は認識をしており、これからも大いに観光の振興については期待しております。

しかしながら、人口減少は止まることなく進んでおりますので、今後は町の様々な施策と

観光を連携させ、計画的に継続的に実行していくことを強く望んでおります。

次の5点について、町長の考えを伺います。

1.町内外の各団体や個人、子ども達を活用した観光大使の増員。2.ＴＶ番組を活用した婚

活イベントや木古内の歴史を題材にしたマンガ、ドラマ、映画等の積極的な要望の可能性に

ついて。3.観光客における防災対策の現状報告と今後の課題について。4.国の制度を活用し

た地域おこし協力隊の外部専門家（アドバイザー）の申請。5.所信表明の中にある大型プロ

ジェクトとの取り組みについて、今後、観光との連携はあるのかの5点でございます。

補足させていただきますと、1.の観光大使、こちらは観光大使ということにこだわってい

るわけではございません。例えば、準ずる形でおもてなし大使だったり親善大使であったり、

町の実情に合った形でよろしいかなと考えております。

また、5点でございますので、それぞれの答弁を区切っていただければと思います。よろ

しくお願いいたします。

○議長（又地信也君） 一括です。ですから、大きい表題が一つですので、細かい部分につ

いての1から5までは一括という形になります。3回ですので、その辺を心に期してください。

答弁を求めます。

町長。

○町長（大森伊佐緒君) 8番、鈴木慎也議員のお尋ねにお答えいたします。

観光振興と人口減少等の施策連携についてのお尋ねでございますが、当町の観光大使につ

きましては、平成27年2月に道の駅「みそぎの郷きこない」のレストラン「どうなんde's」

を監修し、世界的にも活躍されている奥田政行シェフを任命しております。

奥田シェフにおかれましては、昨年度の一次産業従事者を対象とした料理教室、今年度の

飲食事業者を対象とした料理勉強会の開催時に来町いただき、当町の「食」の魅力向上と、

付加価値の高いものづくりに関し、助言をいただいてるほか、奥田シェフが経営されている

店舗において、当町の食材を活用していただくなど、当町の知名度向上に寄与していただい

ております。

お尋ねの観光大使の増員につきましては、奥田シェフと同様、木古内町観光大使設置要綱

に基づき、その目的に合致する場合や、新たに観光大使として任命することも検討してまい

りたいと考えております。

観光大使にこだわらないということでの追加でのお尋ねでございますので、これまでも開

業記念事業実行委員会主催のイベント、あるいはプロモーションなどを通じて、構成団体や

子ども達、特に保育園児、小学生、中学生の皆さんには、開業ＰＲなどにご協力をいただい

ておりますので、今後も引き続き、当町の観光ＰＲ等にご協力いただけるように努めてまい

りたいと思っております。

また、これまで任命してきた観光大使との整合性に配慮する必要がありますが、現時点で

「木古内町観光大使設置要綱」を改正する考えはございませんので、必要に応じて当町の観

光ＰＲ等にご協力をいただける町内外の各団体や個人、子ども達に観光大使とは別の枠組み

で活動していただくことができないかを、検討していきたいと思っております。例えば、応
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援隊ですとか、サポーターとかこういう形での検討をしてみたいと思っております。

次に、ＴＶ番組を活用した婚活イベントにつきましては、過疎化が進む当町におきまして、

町の若者の出会いの場が少ないと認識しておりますが、ＴＶ番組に係る経費の費用対効果の

検証も必要になってまいります。

また、従来より婚活イベントにつきましては、民間主催のものに対し、要望があった場合

は、行政として支援をしていくとの考えをお示ししているところでもございます。

したがいまして、そのような動きがあった場合には、関連する団体などと協議をしてまい

りたいと考えております。

次に、木古内町の歴史を題材としたマンガにつきましては、各メディアで取り上げてもら

えるような内容が現時点では不明でございますので、当面は当町の歴史を町民全体で認識で

きるよう努めてまいりたいと思っております。また、メディアからの要望があった場合には、

積極的に対応してまいります。

次に、観光客に対する防災対策につきましては、現在、町では国道及び道道沿い7箇所に、

避難所の案内標識を設置しており、町外からの観光客が車で移動中の際でも、最寄りの避難

所へ避難できるようにしてあります。

また、宿泊施設に対して避難場所などを記載した防災マップを配布するとともに、町ホー

ムページでの発信や、災害時における防災無線の情報発信、災害時に道の駅のＴＶモニター

を活用して、番組の閲覧ができる態勢をとっております。

さらに、ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ、ソフトバンクの携帯電話大手3社による自治体向け緊

急速報メールサービスを利用し、行政区単位で町の防災情報を携帯メールへの送信をする態

勢も整えております。

これは、あらかじめ受信アドレスを登録する必要はなく、緊急速報メールを配信した時点

で、当町内におられるかたへ配信されるものでございます。

今後の課題につきましては、観光客を避難所や避難ルートへ誘導する、より迅速な態勢が

必要であり、とりわけ道の駅利用者については、いさりび鉄道駅舎を一次避難所として指定

し、避難標識を掲示するなどの対策が必要と考えられますので、道の駅との連携を含め、対

策をとってまいります。

次に、地域おこし協力隊、外部専門家アドバイザー制度につきましては、地域活性化の取

り組みに関する知見やノウハウを有する外部専門家を招へいし、指導、助言を受けることに

対しての必要な経費を特別交付税で支援するものでございます。

当町における地域おこし協力隊は、現在、キーコプロデューサー1名で、業務はキーコを

活用してのフェイスブックやブログによる情報発信、道内外におけるプロモーション、催事

でのにぎやかしなどにより、木古内町の知名度向上を図ることとしております。

現在、とりたてて外部専門家、アドバイザー制度を必要としていない状況でありますので、

今後さらなる地域活性化策の展開の検討や、別の分野における地域おこし協力隊を配置した

場合に、その活用について検討してまいります。

次に、大型プロジェクトとの連携計画につきましては、プロジェクトの施策内容によって、

観光との連携を図ってまいりたいと考えております。以上、ご理解をお願いいたします。

○議長（又地信也君） 8番 鈴木慎也君。

○8番（鈴木慎也君） 5点にわたり丁寧な答弁をありがとうございます。
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まず1点目ですが、いま現在は奥田シェフが観光大使をされている中で、今後は別な枠で

検討もしていただけるということですので、是非とも早急に進んでいただければなと思いま

す。この質問の真意の部分なのですけれども、現時点では観光は上手くいっているように見

えます。数となって実際に数値も出ておりますので、非常に評価すべきことだと思います。

ただ、今後の課題としましては、閑散期の対策、リピート対策、こちらも町長がいつもお

っしゃっているように、いま来てくれたお客様が1年後・2年後来てもらえるようにと一応そ

ういった部分も含めて、リピート対策は必要であると思っております。

観光はまさに単発ではなくて、切り離しロケットのような1回目を仕掛けたら、2回目・3

回目の策をもう常に用意していただければならないと私はそう思っております。いま以上に

町民のかたにご理解していただき、数多くのかたに観光という部分を参加してもらえるよう

な形が私はよろしいかなと思っております。毎日が新幹線の開通日だと、それぐらいの気持

ちで取り組んでいただきたいと思います。いま確かに民間も行政も一生懸命力を注いでいら

っしゃるのですけれども、やはり力が分散されているなとそういうイメージがございます。

ですので、本当にいまのままで1年後・2年後、若しくは5年後・10年後、いまのままの態

勢でいいのかなと考えた時に、やはり町民のかた、いま積極的に普段の活動の中でＰＲして

いるかたもいますので、本当にいまのままでいいのかなと考えた時に、少しでも町民の皆さ

んと協力をして、少しでも意識の向上を常に高い位置で保ってもらえるような木古内町を目

指していただきたいなと思っております。

こちらの①につきましては、再質問はございません。

②は、ひとことで言いますと、民間指導で動いていただきたいとそういった答弁のように

私には理解いたしました。その中で、具体的に町長の費用対効果というお話がございました

ので、私のほうもいろいろ資料のほうを用意させていただいて、自分なりに考えがあるので

すけれども。

その中で、いわゆる大河ドラマの自治体誘致がすごくオリンピックと同じくらい誘致合戦

があるというのが現状らしいです。いまは、北海道新幹線の話題がありますので、各メディ

アのかたがある程度こちらから動きを起こさなくても、いまメディアのかたが来てくれてい

るという状況です。いま熱いうちに次の一手をという部分で、それがＴＶ番組を活用した婚

活イベントであったりとか、映画等の積極的な要望の可能性という部分の真意ではあるので

すけれども、ただ1点、町長と私の見解が違うのがございまして、ロケ等による地域活性化

の可能性という部分では、経済面から見た場合、撮影資金等は制作会社が資金を負担する場

合が多いということでございます。例えば、ドラマ・映画がヒットしなかった場合も財政赤

字を招く心配がないと。映画撮影の時には多くの撮影隊が地域に滞在しますので、地域の活

性化の経済的利点もあるという部分で、是非とも考えて要望するまでは予算は私は必要ない

と思いますので、ここは知恵を絞ったり、アイディアを幅広く町民の子どもから年配のかた

まで声を聞いていただいて、町長は新幹線が開通する前の青函トンネルの時代からの話を町

長から聞かせてもらったことがあります。新幹線がいま開通するまでのプロセスを私は聞い

ただけでも、非常にいまの小さな町ですけれども、本当にいろんな新幹線一つとっても歴史

があるなと思っていますし、伝統的な神事もございますので、是非とも要望に力を入れてい

ただきたいなと思います。

3点目に移ります。3点目は、町長のほうから緊急速報のメールサービスも整えるという答
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弁をいただきました。実は私は、きょうここまでの答弁をいただけると思っていなくて、い

まある観光スポットにあるマップの中に避難経路を書いていただいたり、第一次避難場所と

か行政の防災対策本部の連絡先などをまず明記すると。これは予算をかけずに、いますぐで

きることからはじめませんかという部分で思っておったわけですけれども、メールまで検討

されているというので、こちらも特にこれ以上の答弁は求めません。

4の地域おこし協力隊の件です。こちらもいま現在1名ということで、今後おそらく1名な

いし2名増えてくるだろうとそういう期待はしております。是非とも今回は外部アドバイザ

ーという具体的な一般質問をさせていただいたのですが、おそらく木古内町がいまやってい

る中で、まだまだ国の助成を受けられるものがあるのではないかなと私は思っております。

もちろん各担当課のかたは、全て把握されてお仕事をされているとは思うのですけれども、

いま一度見直しという部分も含めて、いまある町の状態でまだ国の助成を使えるものがある

かどうか、いま一度見直しをしていただければと思います。

5番です。5番につきましては、もしいま現時点で具体的な構想があれば教えていただきた

く思います。

答弁としましては、5番の大型プロジェクトとの取り組みについてと、2番の費用対効果の

部分での町長の答弁と私の意見がちょっと異なるので、一応そこの部分をまたお教えいただ

ければと思います。以上、2点をよろしくお願いします。

○議長（又地信也君） 再質問についての答弁を求めます。

町長。

○町長（大森伊佐緒君) まず、二つ目のＴＶ活用をした婚活、あるいはマンガ・ドラマ・映

画ということの中で、ＴＶ・映画について言及されておりますが、費用が必要ないよという

ことでございまして、これは単なる要望を強く進めていくということであるのであれば、そ

れは何ら問題のないことであります。ただ、招へいをしてこちらがお金を出してということ

を考えて、実現にいち早く向かえるような方策ということを考えますと、やはり費用が必要

だということで理解をしておりました。要請をしていく中で、町の魅力を全国に発信できる

ＴＶ、あるいは映画等の相手方が見つかるように、ちょっと研究してみます。これについて

は、あまりその関係者とのつながりがないものですから、もし皆さんの中でこういうかたが

いるということがあれば、教えていただくことも大変ありがたく思います。

5点目の所信表明で大型プロジェクトという言葉を使っておりますが、これは大型プロジ

ェクトということがあるという表現ではなくて、読み上げますと、「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

から意見反映をしてまいります。」ということでご説明をしております。いわゆる住民の声

に耳を傾けるという私の最初からの考え方でございます。現在、大型プロジェクトの具体的

なものにつきましては、ございません。以上でございます。

○議長（又地信也君） 8番 鈴木慎也君。

○8番（鈴木慎也君） ②の町長のいま答弁の中で、おそらくフィルム・コミッションと言い

ますか映画等の撮影の誘致にするいわゆる公的団体があるのですけれども、おそらくスピー

ド感を求めた時にいわゆるマネジメント料がかかるという意味での表現でよろしいでしょう

か。理解できました。

あとプロジェクトについては、いまのところ全く白紙という部分でもよろしいですね。か
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しこまりました。

私がどうしてここの町長の所信表明の部分の質問をさせていただいたかと言いますと、や

はり新幹線が開通して、皆さんそこがゴールではなくてスタートだという部分でよく聞く言

葉ですよね。ここからがスタートであると。ですが実質、開通したことによっていわゆる燃

え尽き症候群ではないのですけれども、次の町の未来を作る力がどうも弱くなるのが一番私

は危惧している心配なわけでありますので、幅広い意見を拾って是非とも大型プロジェクト、

もちろん観光、そして人口減少と上手く連携して、町民のかたがワクワクするような目標を

掲げていただきたいなと思っております。やはり大きな目標が一つ終わりましたので、次の

大きな目標で夢を掲げて、行政と町民がまた何年後かにワクワクするようなまた木古内がで

きるとかそういうモチベーションが上がるようなもちろん実績、費用対効果もそうなのです

けれども、気持ちの上で前向きになれるような町長から提案していただける日を楽しみに期

待しております。

ちょっと1点戻るのですけれども、最後に町長に全体をとおしての要望なのですけれども、

いまある木古内、そしていまと将来を自らの意思で考えるいわゆる人材育成と言いますか、

将来の観光を支える人材の発掘でありましたり、育成というのが今回5点に分けさせてもら

いましたけれども、これは共通の課題であると思いますので、今後とも木古内の観光はただ

の観光ではなくて、人口減少とも人材育成とも防災ともしっかりと関わり合いがあるとそう

いう認識で、いままで以上に力を入れていただければなと思います。以上で、終わります。

○議長（又地信也君） 8番 鈴木慎也君の一般質問を終了いたします。

次に、3番 平野武志君。

○3番（平野武志君） 3番 平野武志です。

大森町長、改めて5期目となる町長再選、おめでとうございます。

選挙公約で所信表明で、5期目の町政運営に対してのやる気溢れる数々のお言葉を聞きま

した。ただ、きょう現在の施策展開を見ますと、再任2か月弱ということもあり、まだ遠慮

しているのか、もの足りなく私自身は感じております。

再任後、初の定例会ということで、所信に戻り緊張されていますか。どうですか。前回の

定例会は、町長選挙前で私自身、一般質問を出しませんでした。

ご存じのとおり、定例会は3か月に1回ですから、一度一般質問を飛ばしますと半年ぶりと

なります。私自身半年ぶりとなりますので、緊張しております。お互い緊張感を持ちつつ、

全ての質問において前向き、且つ積極的な答弁を期待しております。

早速、1項目目の質問に入らせていただきます。

「木古内町民生活のしおり」の作成について、お伺いいたします。

全町民が、まちの現況や暮らしに必要な各種手続きをはじめ、様々なサービスを共有する

ため「木古内町民生活のしおり」の作成が必要だと考えます。合わせて移住者向けの概要版

も作成すれば、ＰＲパンフレットとしても活用できます。

しおり作成時の項目例につきましては、記載のとおりなのですけれども、①といたしまし

ては行政情報等、②につきましては暮らしの情報等、③については木古内町の紹介等、記載

のとおりでございます。もちろんこの限りではありませんが。

なお、ほかの自治体でも様々な形態で発行しておりますし、特に函館市の町と市で規模は

違いますけれども、「市民生活のしおり」というものを2年に一度発行しているのですが、そ
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ちらは大変参考になるしおりだと私自身は拝見しております。

作成について、町長の見解をお伺いします。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君) 3番、平野武志議員のお尋ねにお答えをいたします。

「木古内町民生活のしおり」作成についてのお尋ねでございますが、現在、行政情報、暮

らしの情報につきましては、町政広報やホームページ、いきいきカレンダー等による周知を

行い、健康診断等の際には直接対象者のかたへご案内をさせていただいております。

また、木古内町の紹介につきましては、観光パンフレットやホームページによって情報発

信をしております。

お尋ねの「木古内町民生活のしおり」につきましては、行政情報全般の周知という観点か

ら、必要性は十分認識しておりますが、これまで予算上の制約から作成をしておりませんで

した。

今後につきましては、町勢要覧の作成、木古内町史の編纂を予定しておりますが、いずれ

も一定程度の財源を要すること、また発行時期もそれぞれまちまちでございますので、今後、

優先順位の検討の上、「木古内町民生活のしおり」の作成につきましても、前向きに検討し

てまいりたいと思っております。

○議長（又地信也君） 3番 平野武志君。

○3番（平野武志君） この町民のしおりについて大変重要であり、前向きに検討していただ

けるというご答弁をいただきました。因みに、いま現在町民に行政情報等の周知は広報、い

きいきカレンダー、あるいは直接案内されているということで、町民のかたにそれで十分満

足されているというふうに思っているのかどうなのかがまず1点お聞きしたいところです。

それで私自身は、広報も確かに丁寧に案内等を出しております。いきいきカレンダーもそ

の月の行事が載っているので、それを見ればわかる案内もありますが、私がこのしおりの提

案をした理由というのが、防災の部分も含めて一家に一冊、それが全ての案内が集約してい

ることによって、大変利便性の高いものだと感じたから提案したわけです。当然ながら予算

の制約もありという言葉もありましたが、実際のところまだ試算をしていないと思いますが、

函館市のしおりは100数十ページに及ぶ大変厚いものであります。ただ、町の規模も違いま

すし、木古内町については当然ながら施設、観光の案内、それから行政情報についても集約

できた中で、またあまりページ数が多すぎると町民のかたも多すぎて使いづらいという部分

もありますので、端的にページ数を減らした中で、利便性のあるしおりの作成も可能だと思

います。ですので、予算としてもそんな大きくかからずに作っていけると思います。その辺

を精査して、いま前向きに検討というお言葉をいただきましたので、いま現在おそらくスケ

ジュール等を聞いても出てこないのかなというふうに思っておりますので。すみません、先

ほどいま現在の町民のかたが周知、満足しているかどうかということを聞きましたが、それ

は撤回いたします。再質問としてはございません。今後の進みについて質問した以上、責任

がありますので、今後の推移について私なりに研究して調査を進めていきたいと思いますの

で、せっかく前向きに進めていきますので、スピード感ある政策について期待しております。

それでは、2項目目の質問に入らせていただきます。

2項目目は、行政改革についてでございます。

内容については、括弧書きをしておりますが、人口減少対策に向けた庁舎内の特別室編成
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と人員配置についてでございます。

まず①として、所信表明でも伺いましたが、「人口減少対策」これに対する町長のいま現

在の強い思いを再度お聞かせいただきたいと思います。

それに合わせまして、②といたしまして、現在、人口減少対策の主たる担当課はまちづく

り新幹線課です。

常任委員会の調査項目や予算・決算審査特別委員会の審議をする中で、当課の業務内容は

多岐にわたり大変多忙であると私自身は感じております。

木古内町の最重要課題である人口減少対策の取り組みの現状は遅緩であり、大変遅いとい

う意味です。効果的な施策を早急に実行していくためには、体制の改革が必要であると考え

ます。

ことしはもちろん、毎年人口減少対策の施策というのは、画期的かつ効果的な施策を実行

していかなければいけません。

新幹線開業に向けて常設し、成果をもたらした新幹線振興室を良い前例として「人口減少

対策ＰＴ」、プロジェクトチームの略語でございます。もちろん名称にはこだわっているわ

けではなく、あくまで仮称でございます。既に、人口減少対策本部やプロジェクトチームを

設置している自治体も数多く見られます。我が町としてのそのような行政改革について、町

長の見解をお伺いします。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君) 行政改革についてのお尋ねでございますが、はじめに人口減少対策

につきましては、「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の基本目標1から4につきまして、Ｋ

ＰＩの実現に向けて、具体的な施策・事業の展開をしてまいります。

交流人口の増加という観点で申し上げますと、道の駅「みそぎの郷きこない」は、新幹線

開業効果も手伝い、オープンから4か月で来館者が20万人を超えるなど、順調に運営をして

おります。

雇用の場の確保にもつながっており、今後も様々な趣向を凝らし検討を重ね、着実に交流

人口の拡大を図ってまいりたいと考えております。

人口減少対策につきましては、これまで様々な事業に着手してまいりましたが、とりわけ

昨年度から進めている、地方創生先行型事業の継続と、企業誘致、空き家の活用、出産・子

育て支援等にしっかり取り組んでまいりたいと考えております。

次に、人口減少対策の所管は、まちづくり新幹線課でございますが、引き続き現体制で業

務を進め、成果を求めてまいりたいと考えております。

また、「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の四つの基本目標達成のために、それぞれ担

当課が事業展開することになりますが、事業の進捗管理につきましては、まちづくり新幹線

課が取りまとめ、担当からのヒアリングを含め協議を進め、総合戦略推進本部の管理職会議

において、情報の共有を図ってまいりたいと思っております。

このため直ちに、人口減少対策のＰＴ、プロジェクトチームの設置は考えておりません。

○議長（又地信也君） 再質問があると思いますが、ここで昼食のため、1時まで休憩いたし

ます。
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休憩 午前11時58分

再開 午後 1時00分

○議長（又地信也君） 休憩を解き、会議を再開いたします。

午前中に引き続き、一般質問を行います。

3番 平野武志君。

○3番（平野武志君） 再質問をさせていただきます。

1時間の昼休み休憩がありましたので、その中で様々な町長の答弁に対して、自分なりの

資料、それから分析をしてまとめた再質問にしたいと思いますが、時間がありすぎて情報量

が多すぎたため、上手くまとめられる自信はありませんので、わかりづらかったら町長側か

らの再質問も受け付けますので、よろしくお願いいたします。

まず、先ほど提案しました人口減少に対するプロジェクトチームを作ってはどうかという

ことに対しては、今後も設置する考えはないという答弁をいただきました。

それで、過去にちょっと遡るのですけれども、平成26年の3月に同様の人口減少の対策プ

ロジェクトチームの設置を提言しました。その時も町長の答弁は同様でございまして、「設

置は考えていません」という答弁を伺ったその3か月後に、「人口減少対策検討会議」という

グループを設置しております。その時も答弁では「設置しない」と言ったにも関わらず、そ

のような私が提案したような趣旨のグループを設置した経緯がございます。町長にとりまし

ては「やらない」と言っておきながら、3か月後にやったという結果的に恥ずかしい答弁だ

ったのかなと私自身は思っているわけでございます。

なぜこのような専門的な部署を作ってほしいという意図は、先ほど冒頭に常任委員会の報

告の中でも話題として出てきましたが、人口減少に対する施策が木古内町は非常に遅いと感

じているからでございます。

所信表明の再確認をした意味としましても、町長自身が人口減少に対する思いがどれだけ

あるかということを確認したかったわけでございます。きょうもその所信表明の言葉どおり、

しっかり進むと。今回は数字までちょっと高い目標になりますが、目標数値まで表して、人

口減少対策に取り組むのだという強い意志を感じたわけでございます。強い意志と裏腹に、

人口減少対策の施策が実際進んでいないと。この現状に対して、非常に私は問題視している

わけでございます。

それで、引き続きこの設置についての提言をするわけですが、まず先ほどの通告書にも書

いてあります、他の自治体では既にプロジェクトチーム、人口減少に対する専属チームを結

成している例があります。その例を研究されたのか、そしてその中身を見て我が町に対する

人口減少対策の設置がふさわしいのかどうなのか検討されたのか、お伺いいたします。担当

課長でもよろしいです。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君) まず以前、委員会である会議と組織体制のプロジェクトチーム、こ

ういった違いがありますので、ご提言であったプロジェクトチームと設置した会議というの

は、全く意味合いが違っております。

今回もご提案は組織の見直しということになりますが、組織の見直しということにつきま

しては、現在、まちづくり新幹線課担当している業務が駅周辺の整備が概ね終演を向かえる。
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あるいは新幹線の会議を、そしてまた開業にあたっての開業イベントもあと1年と。こうい

うことで、少しずつ業務量としては人口減少問題にシフトできる態勢になってきたというこ

とがございます。

また、この4月からは北海道が人口減少対策に乗り出してまいりまして、地方自治体とし

っかり連携を取るということを目的に、それぞれの総合振興局、あるいは振興局の副局長、

地域創生の取組総括という形で担わせることにしまして、それぞれの振興局には地方創生部

というのを新設しております。こことの連携協力をしっかりと図りまして、地域の課題に解

決するということにしております。これまでのまちづくり新幹線の担当の中で、準備を総合

的に判断をしますと、対応が可能だということが言えます。

もう1点のほかの自治体での参考例というのは、特に調査はしておりません。あくまでも

私どもの人員配置、その中でも検討でございます。

○議長（又地信也君） 3番 平野武志君。

○3番（平野武志君） 3番 平野です。

他の自治体を研究せずに、我が町独自の人員配置を進めていくというお言葉ですけれども、

何かいままで様々な案件に対して、他の自治体が何かを取り組んだあとに、それを参考にし

て取り組むということが木古内町多々あったものですから、どうも今回に限っては我が町独

自でいくということが、いままでの木古内の流れからいって合致しないなと。何で良い例を

実際作っている自治体を研究・勉強して、我が町に反映させないのかなと不思議な気持ちで

あります。

いま現在は、そのようなことで我が町独自の人事で進んでいくということですが、今回も

う3回目の質問ですから終わりになりますから、今後は当然ながら、今後ほかの自治体がど

んどんどんどん様々な人口減少の施策を取り組んでくるわけです。その取り組む内容としま

して当然、施策内容ばかりじゃなくて、経緯です。庁舎内の中でどのようなグループを設置

して、いわゆるいま言った人口減少のプロジェクトチームなのか、担当課を専属で人口減少

の課を作るのか、そういう流れの元、良い施策を取り組んでいるという良い例がたくさんあ

りますので、今後我が町の人口減少を進めていくに対して、他の自治体の取り組みは無視で

きるものではないと私は思いますので、良い例はどんどんどんどん吸収して、我が町独自と

いう一本化ではなくて、幅広く町長の視野を全国に広げていただきたいなとこれはまず1点

目の要望となります。

それから、いま現在まちづくり新幹線課の業務が新幹線開業を終えて業務内容が少なくな

っていくので、いままで以上に人口減少対策に取り組めるであろうというお言葉ですけれど

も、これは裏を返すと、いままで忙しかったからできないと言っているのですよ。いままで

何年にもわたって、それこそ先ほど申し上げましたが、2年前にその時既にプロジェクトチ

ームを設置するべきだと。課を分課して2年前ですか、いまの町民課が税務課と分課されま

したよね。その時だって当然ながら、業務内容が多忙につき、町民サービスに円滑に進める

ために分課したという経緯があります。それと照らし合わせても、いまの町長のお言葉を取

ると、いままで新幹線業務が多忙だから上手くやれていないのだと。それじゃ困るのですよ。

再三、人口減少対策のこのことについては、町の最優先課題だと言っているにも関わらず、

いままでできていなかったということを認めているようなものじゃないですか。ですので今

後、新幹線の開業はもうもちろん過ぎました。ただ、町長がいつも言われるように、これか
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らが大事なのですよ。いまイベントについては、1年くらいで落ち着くかもしれません。た

だ、その後の新幹線を活用した木古内町の発展のために、様々な努力を重ねていかなければ

ならないわけです。これは、1年経ったから終わりということではありません。そう考えた

時に、開業効果が薄れてきた時に、もっともっと忙しくなる。もっともっとやらなければな

らないことが出てくると思うのですよ、私は。その時に、木古内町の最優先課題である人口

減少対策が疎かになるようでは困るのですよ。ですので今一度、平成26年度でしょうか職員

の配置計画について、総務・経済常任委員会で調査しました。その際には、先ほども申し上

げたように、町民課と税務課に分課すると。まちづくり新幹線課については、いま抱えてい

る企画・広報業務は総務課にいくとなってあります。このように町としては当然、今後の配

置計画を考えていくわけですが、それはやはり時代の流れによって、随時変えていかなけれ

ばないものだと思います。人口減少対策については、私は各どの課に移行しても、いままち

づくり新幹線課だけが特別忙しいという話をしているわけではありません。もちろんどの課

も忙しいと思います。ただ、人口減少対策については、単独でやるべき案件だと私は思って

いるので、この設置について提案しているわけです。

それで今後、先ほど申し上げたとおり、木古内町の人口減少の施策が思うように進んでい

ないと。これを我々議員としては、いま一般質問についてですから私個人としては、ただた

だ見ているわけにはいかないのです。何らかの町長の先ほどの所信表明の話を聞いたように、

これの人口減少に対しては本気で取り組むのだという心構え、行動も見たいわけです。です

ので、人口減少対策についてはいま現在の遅れている部分、これからもっともっとスピード

を上げるのだという思いも込めて、是非専属で人口減少対策に取り組めるような行政の態勢

を考えられませんか。是非、考えるべきだと私は思います。そのことによって、他市町に遅

れることなく、木古内町の人口減少対策が進み、移住定住どんどんどんどん活性化していく

ような町に進んでいくと思いますので、もう一度町長の考えをお聞かせください。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君) 現在、人口減少問題について認識が十分伝わっていないのかもしれ

ませんが、これまで地方創生先行型事業を行っております。そしてまた、それを継続してい

かなければならない。空き家対策や企業誘致にも取り組んでいる。さらには、出産子育て支

援についても取り組んできた。まるで何もしていなかったかのように、いま発言を受け止め

たわけでございますが、新幹線課でありますが、新幹線振興室と業務を分けて、人口減少問

題にも取り組んできたところでございますので、その点はご理解をいただきたいと思います。

さらに、先ほど来申し上げておりますように、まちづくり新幹線課の中では大きな事業で

あります駅周辺整備の事業が一段落したことや、あるいは新幹線の開業も終えたことで、こ

れまで職員の定数の見直しを進めてきたことなども総合的に判断をしましたところ、対応が

可能ということでございますので、現在はまちづくり新幹線課が主体となって成果をしっか

りと求めていきたいと考えております。

また、様々なご意見をいただきました。他自治体での行動・取り組みなども参考にすべき

とか、いろいろご意見をいただきましたので、これは貴重なご意見でございますので、真似

をすることが全てではございませんが、良い点を取り入れるということは大変大事なことで

ございますので、貴重なご意見として受け止めさせていただきたいと思っております。

○議長（又地信也君） 3番 平野武志君の一般質問が3回で終わりましたので、これで平野



- 31 -

武志君の一般質問を終了いたします。

以上をもちまして、一般質問を終了いたします。

報告第1号 平成27年度木古内町一般会計歳出予算の繰越明許費について

○議長（又地信也君） 日程第8 報告第1号 平成27年度木古内町一般会計歳出予算の繰越

明許費についてを議題といたします。

報告内容の説明を求めます。

副町長。

○副町長（大野 泰君） ただいま上程となりました、報告第1号 平成27年度木古内町一般

会計歳出予算の繰越明許費について、提案理由の説明を申し上げます。

地方自治法（昭和22年法律第67号）第213条の規定により繰り越しされた平成27年度木古

内町一般会計歳出予算について、同法施行令（昭和22年政令第16号）第146条第2項の規定に

より、別紙のとおり報告いたします。

次のページに、平成27年度繰越明許費繰越計算書を添付しておりますので、各事業の節ご

とにご説明いたします。

情報セキュリティ対策整備事業 委託料で6,780万円、農業競争力強化基盤整備事業 負

担金補助及び交付金で 337万5,000円、インバウンド誘客促進事業旅費で50万円、役務費で1

00万円、委託料で400万円、使用料及び賃借料で50万円、合計7,717万5,000円を翌年度に繰

り越すものです。

以上で、説明を終わります。よろしくご審議をお願いいたします。

○議長（又地信也君） 報告内容の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

質疑ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 質疑がないようですので、以上で報告を終了いたします。

報告第2号 平成27年度木古内町一般会計歳出予算の継続費繰越計算書について

○議長（又地信也君） 日程第9 報告第2号 平成27年度木古内町一般会計歳出予算の継続

費繰越計算書についてを議題といたします。

報告内容の説明を求めます。

副町長。

○副町長（大野 泰君） ただいま上程となりました、報告第2号 平成27年度木古内町一般

会計歳出予算の継続費繰越計算書について、提案理由の説明を申し上げます。

地方自治法（昭和22年法律第67号）第212条の規定により繰り越しされた平成27年度木古

内町一般会計歳出予算について、同法施行令（昭和22年政令第16号）第145条第1項の規定に

より、別紙のとおり報告いたします。

次のページに、平成27年度継続費繰越計算書を添付しておりますのでご説明いたします。
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繰越する事業は、都市計画道路環状線通整備事業でございます。

8款 土木費、4項 都市計画費、2目 街路新設改良費、13節 委託料で9,996万9,785円

を翌年度に繰り越すものです。

以上で、説明を終わります。よろしくご審議をお願いいたします。

○議長（又地信也君） 報告内容の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

質疑ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 質疑がないようですので、以上で報告を終了いたします。

報告第3号 平成27年度木古内町教育委員会の活動状況に関する

点検・評価報告書について

○議長（又地信也君） 日程第10 報告第3号 平成27年度木古内町教育委員会の活動状況に

関する点検・評価報告書についてを議題といたします。

報告内容の説明を求めます。

町長。

○町長（大森伊佐緒君） ただいま上程となりました、報告第3号 平成27年度木古内町教育

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

この報告は、地方教育行政の組織、及び運営に関する法律（昭和31年法律第162号）第27

条第1項の規定により、教育委員会の権限に属する事務の管理、及び執行の状況について点

検、及び、評価を行い、報告書を作成し、議会に提出するものでございます。

なお、詳細につきましては、教育長から説明を行います。

以上で、提案理由の説明といたします。ご審議をお願い申し上げます。

○議長（又地信也君） 詳細説明を求めます。

教育長。

○教育長（野村広章君） ただいま上程されました、報告第3号 平成27年度木古内町教育委

員会の活動状況に関する点検・評価報告書について、説明を申し上げます。

今日、教育を取り巻く環境が目まぐるしく変化する中、教育委員会においては責任体制の

明確化を図り、教育行政の中心的な担い手として、その役割を発揮していくことが求められ

ております。

このため、木古内町教育委員会といたしましては、効果的な教育行政の推進に資するとと

もに、町民の皆様への説明責任をはたすため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律に

基づき、教育委員会の事務の管理及び執行状況について、平成20年度から毎年点検・評価を

行っております。

このたび、平成27年度において教育委員会が行った活動状況や、平成26年度から平成30年

度までの5か年の第6次木古内町教育総合推進中期計画の推進事項及び実績内容について、計

画、実施、点検、改善、この四つのいわゆるＰＤＣＡサイクルに基づいて検証し、成果と課

題を明らかにした上で、今後の方向性を示すための点検・評価を実施したところでございま

す。
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木古内町教育委員会といたしましては、次年度以降についても点検・評価の実施を通じて、

施策の効果の検証と改善を図りながら、引き続き教育施策の着実な推進に努めてまいりたい

と考えておりますので、町民の皆様並びに町議会議員の皆様の一層のご理解とご支援を心か

らお願いを申し上げ、報告第3号の説明といたします。

○議長（又地信也君） 報告内容の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

質疑ございませんか。

3番 平野武志君。

○3番（平野武志君） 3番 平野です。

この点検・評価報告書について、中身を見ますと非常に大事な部分が評価・点検されてい

るなというふうに思います。

それで、昨年も同様の話をしたのですけれども、このような重要な報告書を本議会に報告

として出されて、中身を1個ずつ見ると細かいところまで質疑をしたいところもたくさんあ

るわけでございますが、この本議会の中でそのような細かい質疑をするのもどうもふさわし

くないなという思いから、この報告書を元に9月の決算委員会の中で、細々と質問をしたい

と思います、終わったことですし。ただ、終わったことの質疑によって、次年度に当然つな

げていくための大事な部分でありますので、決算委員会の中でこれを移行した中で質疑をさ

せていただきたいというのが1点と、今後ですけれども、このような重要な報告書を出すに

あたって、細かい細部のこのあと決算委員会の中で話をしたあとになると思うのですけれど

も、当然この評価をされている方々、教育委員さん等もいらっしゃると思うのですが、これ

を議会に報告する前に是非その中身の進んできた評価の内容について、教育委員さんも含む

かどうかはできれば私は含んだほうがいいなとは思うのですけれども、是非常任委員会に調

査事項として調査して、その後、この報告書を出すという流れがふさわしいのではないのか

なと私は個人的に思うわけですが、もしその部分について教育長からの見解があれば伺いた

いなと思います。

○議長（又地信也君） 教育長。

○教育長（野村広章君） ただいま平野議員のご質問・ご意見でございます。ありがとうご

ざいます。

まず、今回の報告したものについては、この9月の決算委員会の折りに質疑の時間を取っ

ていただいて、内容について理解していくというようなことになります。ありがとうござい

ます。

次年度以降の取り扱いについてということでございますが、この報告書の議会への提出と

いうような方法については、これは自治体にそれぞれ基準がなくて、それぞれで行っている

ところでございます。木古内町としては、この定例会の早い時期にということで、6月に出

しているわけでございますが、内容については過年度・前年度の内容ということで、私ども

も9月の決算の時期にこれを資料としてご利用いただいて、参考にして質疑等を深めていた

だければなというふうには思っております。

いま調査事項としてということであれば、私どももそれにしたがって説明をさせていただ

く機会をいただければなというふうには思っております。

議会の考え方に基づいて、私どももそこの場面でいろいろ検討していきたいというふうに

思っております。よろしくお願いします。
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○議長（又地信也君） 3番 平野武志君。

○3番（平野武志君） ただいま教育長から答弁をいただいたように、次年度以降はいまはあ

くまで私個人の意見ですが、今後、常任委員会等で諮った中で調査事項に入れていく意見を

述べていきたいと思いますので、以上です。

○議長（又地信也君） ただいま平成27年度木古内町教育委員会の活動状況に関する点検・

評価報告書については、今年度に関しては9月の第3回定例議会決算審査時において、委員の

皆様にいろいろ議論をしていただきたいということにいたします。

ただし、次年度からに関しては、次年度ですので総務・経済常任委員会になろうかと思い

ますけれども、委員会の中で来年度については検討していただくということにしたいと思い

ます。

ほかに質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 質疑がないようですので、以上で報告を終了いたします。

議案第1号 平成28年度木古内町一般会計補正予算（第2号）

○議長（又地信也君） 日程第11 議案第1号 平成28年度木古内町一般会計補正予算（第2

号）についてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

副町長。

○副町長（大野 泰君） ただいま上程となりました、議案第1号 平成28年度木古内町一般

会計補正予算(第2号)につきまして、提案理由をご説明申し上げます。

1ページをお開き願います。

歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ2,558万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額

を45億8,125万6,000円とするものです。

補正の主な内容ですが、4ページの第4表「地方債補正」は、この度の補正事業費による起

債額の変更並びに増額となっております。起債の目的の4項目目の公共施設整備事業債とし

て460万円を追加し、補正後の限度額を5億3,520万円とするものです。

歳出の主な補正内容ですが、2款 総務費は、財務書類等作成業務委託料、産業会館耐震

改修工事実施設計業務委託料、購入予定の公用車の塗装費用の追加、個人番号カード関連事

務交付金の追加補正です。

3款 民生費は、北海道戦没者追悼式への参加費用、年金生活者等支援臨時福祉給付金支

給事業費の追加補正です。

4款 衛生費は、妊産婦安心出産支援事業補助金の追加補正です。

6款 農林水産業費は、森林環境保全整備事業間伐業務委託料の減額と、合板・製材生産

性強化対策事業間伐業務委託料の追加補正です。

8款 土木費は、指定管理を受けている道営住宅の修繕費の追加補正です。

14款 職員給与費は、財源振替となっております。

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

○議長（又地信也君） 詳細説明を求めます。

総務課長。

○総務課長（若山 忍君） それでは、議案第1号の詳細につきましてご説明いたします。

はじめに、歳出より説明を行います。

9ページをお開き願います。

2款 総務費、1項 総務管理費、1目 一般管理費、13節 委託料 650万5,000円の追加

は、地方公会計制度導入に係る財務書類等作成業務委託料の補正です。議案説明資料 資料

番号2の1ページに、作成業務の内容を記載しておりますのでご参照を願います。

3目 施設管理費、13節 委託料 460万円の追加は、産業会館耐震改修工事実施設計業務

委託料の補正です。平成27年度に実施しました産業会館耐震診断により、壁面の一部に耐震

補強が必要となったことから、耐震改修工事の実施設計業務を委託するものです。議案説明

資料 資料番号2の2ページから5ページに、補強箇所を図示しておりますのでご参照を願い

ます。

18節 備品購入費 40万円の追加は、購入予定の公用車に、木古内町のＰＲ活動に役立て

るようラッピング塗装をするための費用を補正するものです。資料番号2の6ページに、購入

予定の公用車のイメージとイラストの一例を記載しております。

現在、町有バスには新幹線カラーとキーコのイラストをほどこし、木古内町のバスとして

広く認識されております。今回購入予定の公用車は、各種イベント会場への人員や荷物の移

動手段を担う公用車として配備する予定であり、一目で木古内町とわかるようにキーコカラ

ーや、あるいはキーコイラストをラッピングし、ＰＲ活動を行うための補正です。

10ページをお開き願います。

3項・1目 戸籍住民基本台帳費、19節 負担金補助及び交付金 109万9,000円の追加は、

個人番号カード関連事務交付金の平成28年度上限見込額が確定したことによる補正です。

続きまして、11ページをお開き願います。

3款 民生費、1項 社会福祉費、8目 住民運動費、8節 報償費 2万4,000円、並びに9

節 旅費 1万2,000円は、北海道戦没者追悼式に参加するための費用で、会員数の減少や高

齢化などにより、本年5月11日をもって木古内町遺族会が解散したことから、参列者に係る

参加報償費と職員随行旅費を補正し、戦没者遺族が引き続き参列できるよう支援するもので

す。

13目 年金生活者等支援臨時福祉給付金支給事業費、3節 職員手当等 51万円、11節

需用費 24万円、12節 役務費 30万2,000円、13節 委託料 131万8,000円、並びに19節

負担金補助及び交付金 954万円の追加は、平成26年4月の消費税率の引き上げによる影響

を緩和し、所得の少ないかたに対して制度的な対応を行うまでの間の暫定的・臨時的な措置

として、昨年に引き続き実施される臨時福祉給付金の支給にかかる事務費と給付費、また低

所得の障がい基礎年金・遺族基礎年金等の受給者に対して支給されることとなりました年金

生活者等支援臨時福祉給付金の給付費、さらには不足することが見込まれる高齢者向けの年

金生活者等支援臨時福祉給付金の給付費を追加補正するものです。議案説明資料 資料番号

2の7ページに、支給対象者の要件・内容を記載してございますのでご参照願います。

12ページをお開き願います。
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4款 衛生費、1項 保健衛生費、2目 予防費、19節 負担金補助及び交付金 35万6,000

円の追加は、妊産婦安心出産支援事業補助金として、分娩可能な医療機関がない地域に住む

妊産婦が安心して妊娠・出産できる環境づくり推進を図るため、妊婦健診・出産・産後健診

にかかる交通費の助成を行うものです。議案説明資料 資料番号2の8ページに、木古内町妊

産婦安心出産支援事業実施要綱を記載しております。1回あたり2,220円で、通常想定される

健診の上限回数を16回、妊産婦を10人と想定しております。

13ページをお開き願います。

6款 農林水産業費、2項 林業費、3目 町有林管理費、13節 委託料 1,000円の追加は、

森林環境保全整備事業間伐業務委託料の減額 843万4,000円、並びに合板・製材生産性強化

対策事業間伐業務委託料 843万5,000円の追加によるものです。この補正は、森林環境保全

整備事業補助金の割り当てが要望額に満たなかったことから、補助金の範囲内で間伐事業量

の調整を行い、減少した事業量を国が策定した総合的なＴＰＰ関連対策大綱に即して、新た

に創設された合板・製材生産性強化対策事業で実施することで、森林のもつ多面的機能の維

持を図るとともに、地域材の競争力強化に向けて、対象となる合板・製材工場等へ原木を安

定的に供給するものです。

14ページをお開き願います。

8款 土木費、5項 住宅費、2目 道営住宅管理費、11節 需用費 68万1,000円の追加は、

道営住宅北側の道路脇が新築当初より水はけが悪く、水たまりが長期間解消されていないこ

とについて、指定管理を受託している、木古内町が排水補修の施行を行うための補正となっ

ております。議案説明資料 資料番号2の9ページに、排水補修箇所と降雨時の写真を添付し

ていますのでご参照を願います。

15ページをお開き願います。

14款・1項・1目 職員給与費は、農業農村整備事業監督等補助業務委託金の追加及び町有

林管理費の補正に伴う財源振替となっております。

続きまして、歳入について説明させていただきます。

7ページをお開き願います。

13款 国庫支出金、2項 国庫補助金、1目・1節 総務費補助金 109万9,000円の追加は、

平成28年度通知カード・個人番号カード関連事務の委任等に係る交付金の上限見込額が通知

されたことに伴う増額補正です。

2目 民生費補助金、1節 社会福祉費補助金 1,191万円の追加は、臨時福祉給付金及び

年金生活者等支援臨時福祉給付金の支給に係る財源として歳出と同額を補正するものです。

14款 道支出金、2項 道補助金、3目 衛生費補助金、1節 保健衛生費補助金 7万6,00

0円の追加は、歳出で説明しました妊産婦安心出産支援事業費補助金に充当する財源として、

北海道の基準により算出された補助金を補正するものです。議案説明資料8ページの下段の

ほうに、北海道の補助基準を記載しておりますのでご参照願います。

4目 農林水産業費補助金、3節 林業費補助金 9万円の追加は、森林環境保全整備事業

補助金の割り当てが確定したことに伴う減額と、新たに合板・製材生産性強化対策事業を実

施することによる補助金の追加補正です。

3項 道委託金、3目 農林水産業費委託金、1節 農業費委託金 21万6,000円の追加は、

北海道が実施する土地改良事業に係る工事監督員の補助業務及び調査設計の補助業務を受託
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することによる委託金の補正です。5目 土木費委託金、3節 住宅費委託金 68万1,000円

の追加は、道営住宅北側道路の修繕を行うことによる道営住宅指定管理業務委託金の増額補

正となっております。

8ページをお開き願います。

17款 繰入金、1項 基金繰入金、1目・1節 財政調整基金繰入金 690万8,000円の追加

は、この度の補正に伴う財源調整となっております。

19款 諸収入、5項・1目・4節 雑入 8,000円の追加は、北海道戦没者追悼式参加に伴う

助成金の補正です。

20款・1項・町債、1目 総務債、4節 公共施設整備事業債 460万円の追加は、産業会館

耐震改修工事実施設計業務委託料に充当する起債の補正となっております。

以上で、説明を終わります。よろしくご審議をお願いいたします。

○議長（又地信也君） 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

質疑ございませんか。

4番 竹田 努君。

○4番（竹田 努君） 9ページですが、施設管理費の産業会館耐震の実施設計の委託費を計

上していますけれども、先ほどの説明からしますと、昨年耐震診断をやった結果、耐震工事

をしなければないというふうになったというような説明でちょっと聞いていたのですよね。

これは、一連の例えば公民館、スポーツセンター等の改修をあれは正式な補助名は頭にない

のですけれども、確か交付金を活用して耐震工事を整備したと思っていたのですよね、学校

も然り。それで、その時点で産業会館がという部分が出てこなかったものですから当然、産

業会館の建設年次からすれば、耐震構造になっているというふうに思っていたのですよね。

それがいまになって、そしてなお且つ交付金の活用もできない、当然一般財源で耐震構造を

整備しなければないという部分に至る公民館等の公共施設の耐震設備の検討した時点とその

時点では、産業会館がどうだったのかという部分についてちょっと説明を願います。

それと、備品購入の金額は40万円、ここに公用車購入となっていま説明を聞くと、ラッピ

ング塗装だということで、だから9ページのこの予算と説明資料を見ると、確かにラッピン

グなのですよね。やはりこれは、説明欄の中では公用車購入というような表現でなければだ

めなのかな。40万円で公用車は買えるのかなと当初思ったのですよね、これを見て。ただ説

明資料を見るとラッピングになっているし、何でここで購入という言葉を表示しなければ、

特財でもないしこれは一般財源ですよね。

それと、イベント等で木古内をＰＲするために必要だということですから、ラッピング塗

装これ自体はいいのですよ。それで何台をやって、例えば将来的には木古内町の公用車全車

をこういうラッピングにするという考えなのか、半分くらいはこういうラッピング使用にす

るという構想なのか。今年度のこの40万円の予算では、何台分を計上しているのかという部

分について、まず説明を求めます。まだありますけれども、1ページずつやりたいと思いま

す。

○議長（又地信也君） 副町長。

○副町長（大野 泰君） ただいまの竹田議員のまず産業会館の関係について、私のほうか

らお答えしたいというふうに思います。

公民館、スポーツセンターにつきましては、防災の避難施設という位置付けもございまし
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て、東日本大震災以降、緊急防災減災事業ということで、起債が対応になります。これは、

7割の交付税のバックがあるということで、この事業に取り組んでまいっております。5か年

の時限立法で期限付きの事業でしたので、まずは公民館をやりスポーツセンターを実施した

と。残る役場庁舎産業会館につきましては、昭和56年の建物ではありますが、当時設計の段

階で新しい耐震基準に合致しているかどうかというのが確認できておりませんでしたので、

26年度予算で簡易の調査を行い、27年耐震診断を行っております。これは、ご存じのとおり

当時の予算で説明をしておりますので、産業会館の耐震化に取り組みますよということはご

存じかというふうに思います。その結果、耐震改修が必要ですよという診断を受けましたの

で、これは過日の常任委員会でもご説明を申し上げ、予算提案となった次第です。

最初に言いました5か年の事業の中で今年度については、緊急防災減災が対象となります。

460万円の起債です。ただ、来年度以降については、北海道町村会も含めて国のほうに緊急

防災減災事業の継続を要望しておりますので、実施設計を終えて工事を実施する段階で、そ

の起債が対象になるという確約はないのですが、何とか付けていただくような要望活動を続

けてまいりたいというふうに思っております。以上です。

○議長（又地信也君） 総務課長。

○総務課長（若山 忍君） 公用車のラッピング塗装の関係で、まず議案の説明で公用車購

入というちょっとわかりづらい表現をしたことについては、お詫びを申し上げたいと思いま

す。今後、わかりやすい説明に努めたいというふうに考えております。

それで、ご質問の40万円で何台かということですけれども、既に今回予定している資料の

6ページにあるとおり、今回こういう人や荷物も一緒に運べられるようなワンボックスカー

を今回購入予定としておりまして、その費用は既に当初予算でいただいております。

それで今回、ラッピングイラスト等の塗装をするにあたっては、この40万円を上乗せして

この1台に塗装したいという考えで、この1台分の40万円ということです。参考までに2年前

ですか、町有バスの時にはデザイン塗装込みで、70万円で実際はやっております。

今後の公用車のあり方なのですけれども、庁舎内で内部検討を行ったところ、町有バスは

既に新幹線カラーとキーコのイラストでアピールしていると。今後予定される公用車の購入

についての打ち合わせをしたところ、恵心園で利用する送迎バスについては、従前も緑色で

お客様がわかりやすいカラーであったということで、今後新幹線カラーと言いますか緑色を

ベースにしたもので進めていきたいという原課との打ち合わせです。それと今回は、例えば

札幌に行くですとか、鶴岡市に行くですとかそういった時のために、この車については目立

形にしたいと。

一方で、残された公用車あるいは今後予定される公用車の更新なのですけれども、これに

ついては公用として渡島振興局あるいは札幌、道庁とかに行くことそれが通常の木古内町と

いうものがわかるものにはしますけれども、公用車ですので何でもかんでもこういう派手な

形にするのではなくて、その分については今回開業の時に利用しましたシールですとかそう

いったもので、通常の割り増しがかからない公用車の更新というふうに考えております。

○議長（又地信也君） 4番 竹田 努君。

○4番（竹田 努君） 産業会館の耐震整備については、耐震構造になっていないということ

ですから、やはり何らかの措置をしなければないというふうには思います。

ただやはり、せっかく有利な制度のある時点で、一連の公共施設を整備すべきではなかっ
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たのかなという思いと今後、今年度は緊急防災の起債の対象にはなると。今後の工事につい

ては、町村会等の要望も含めて、できれば有利な過疎債を含めて有利な起債、あるいは交付

金を活用した部分で整備を行うべきだろうと。何かやはり見ますと、午前中の一般質問でも

あったように、人口減少絡みの部分でいままで交付金を充てにしていた部分が給付事業で対

象外になった。その部分がいとも簡単に、3,000万円一般財源になりましたという報告だけ

で終わっているのですよ。やはりそういう部分も含めて、今後の町の財政として一般財源に

振り替えてもこういう手立てがあるから大丈夫だという部分を示すべきだろうというふうに

思いますので今後、特に答弁はいりませんけれども、なるべく有利な制度を活用しての整備

をしてもらうようにお願いをしておきたいと思います。

○議長（又地信也君） ほかに質疑ございませんか。

4番 竹田 努君。

○4番（竹田 努君） それでは次の11ページ、住民運動費で遺族会の開催に伴って今後、町

とすれば遺族会が解散したけれども、支援をしていくのだということですから、これから毎

年このような予算が出てくるのかなというふうに思います。

それとこのその他の財源なのですが、先ほど総務課長が助成金という説明を参加助成金、

これは道の遺族会からの支援なのか、どこからの助成なのか額面は少ないのですけれども、

どうなのかという部分について確認をしておきたいと思います。

それと、13目の年金生活者等支援臨時福祉給付金事業、これについて臨時給付金のスケジ

ュール、それと周知方法。昨年、町民課長、これ出ましたよね。27年度臨時福祉給付金のこ

れと説明資料を見ますと、28年度の要するに非課税の世帯ですよという部分とは、この資料

だけ見ますとまた再度3,000円ももらえるし、3万円ももらえるのかなと思う人が出てこない

かなというそういう心配があるのです。ですから、スケジュールとそれから周知の方法をき

ちんとやはり。それにしても高齢者のかたが対象ですから、その辺の高齢者のかたが錯覚と

いうか誤解を招かないような周知の仕方をしていただきたいという部分をここで申しておき

ます。

○議長（又地信也君） 町民課長。

○町民課長（吉田 宏君） 先ほどの北海道戦没者追悼式に参加するための補正に関する歳

入の部分のご質問についてです。こちらにつきましては、参列者1名分に限りまして、北海

道のほうから助成が交通費分ということでしょうか助成あるのですけれども、それにつきま

しては参列者の口座に直接入金になるといったことでありまして、それで渡島総合振興局の

ほうにこちらの費用につきまして、町で助成するので町の口座に入金できないかというお話

を聞いたのですけれども、それはできませんということでしたので。この部分につきまして

はご本人の口座に、これも口座に振り込むまでに3か月制度期間を要するということですの

で、そちらのほうにご本人のほうの口座に振り込まれましたら、そのお金を町のほうに雑入

に移して繰り入れるというようなことで考えております。

臨時福祉給付金の関係のご質問ですので、議案の資料番号2の議案説明資料の7ページのほ

うに説明の資料が載っていますので、そちらのほうでご説明をさせていただきたいと思いま

す。

まず7ページのほうをお開きいただきまして、ここに各種臨時給付金の支給対象について

記載しております。この関連する給付金について全てご説明しますと、まず一つ目の上段の
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①は、現在受付を行っている高齢者向けの給付金です。改めてこちらのほうをご説明をいた

しますが、平成27年度臨時福祉給付金の支給対象者のうち、平成28年度中に65歳以上となる

かたというふうに、支給要件のところに載せております。この平成27年度の臨時福祉給付金

の支給対象者というのは、この枠の下に※の1として載せておりますけれども、平成27年度

分の住民税が非課税で、且つ課税者の扶養親族になっていないかたというふうになっており

ます。こちらのほうは支給額が3万円で、今回当初予算で780名分を給付費として計上してお

りましたが、100名分を追加で予算計上ということでお願いしたいと思います。

続きまして、中段の②は平成28年度臨時福祉給付金です。こちらは、平成28年度ことしの

住民税が非課税で、且つ課税者の扶養親族になっていないかたが支給対象です。支給額は3,

000円で、1,300名分を予算計上させていただいております。

下段の③は、低所得の障害遺族基礎年金受給者向けの給付金です。こちらは、中段の②の

平成28年度臨時福祉給付金の支給対象者のうち、障害基礎年金や遺族基礎年金等を受給して

いるかたが対象ですが、①の高齢者向け給付金の受給者は、支給対象外となっております。

こちらの支給額は3万円で、88名分を予算計上させていただいております。なお、①の高

齢者向け給付金の受給者は制度上、③の低所得の障害遺族基礎年金受給者向けの給付金は受

給することはできませんが、②の平成28年度臨時福祉給付金につきましては、支給要件を満

たせば受給することができます。

また、③の低所得の障害遺族基礎年金受給者向け給付金の支給対象者は、②の平成28年度

臨時福祉給付金の支給対象者であることが条件であるため、同給付金と両方を受給すること

になります。なお、いずれの給付金も生活保護者は支給対象外となっております。

それで、この②・③の給付金につきましては、ここに実施時期を載せておりますけれども、

9月2日から受付を開始する予定となっております。

それで周知の方法につきましては、8月号の町政広報に記載するとともに、該当となりそ

うなかたに直接こちらのほうで文章を送付することとしております。

給付のほうはいまの予定では、10月中旬頃から早ければ行いたいというふうに考えており

ます。以上です。

○議長（又地信也君） ほかに質疑はございませんか。

7番 福嶋克彦君。

○7番（福嶋克彦君） 7番 福嶋です。

13ページ、町有林管理費の中で委託料が森林環境保全整備事業間伐委託料が843万4,000円

減額、合板・製材生産強化対策間伐業務委託料が843万5,000円、この変更にした理由。1,00

0円増えたのだけれども、歳入で9万円増えて、結果的にその他で8万9,000円マイナスという

ことの流れ。どういうふうにしてこういうふうになったのか。合板・製材生産は道南では八

雲町に合成の工場があるわけですけれども、どういったことで変更になったのか。その理由

をお知らせください。

もう一つ、次に14ページ、道営住宅管理費の修繕費 68万1,000円。総務課長の説明では

排水の流れが悪いと、そのために補修するのだということも説明をいただきました。

先般、公営住宅の入居状況についてと、もう一つは建物の中身を見させていただきました。

現在15戸のうち、当時は8戸より入っていませんでした。7戸、空いていました。話をいろい

ろ聞きますと、来年・再来年の2年後に、第2期工事が予想されている我が町の分野につきま



- 41 -

して用地購入も、それから道路の整備費も道では予定をしているようでございますが、我が

町の現状を見まして、いま1期工事ができました。ところが半分空いている。そうであれば、

次の工事費がかかるのが待ったがかかる。こういう情報が入っております。そういう点でど

ういうふうに町が考えているのか、その辺をお知らせください。

○議長（又地信也君） 1点目は、産業経済課長。

○産業経済課長（木村春樹君） 福嶋議員の質問にお答えいたします。

森林環境保全整備事業におきましては、林業系の整備事業ということで、公共事業に位置

付けられております。

一方で、合板・製材生産性強化対策事業につきましては、先ほど総務課長の説明でもあり

ました総合的なＴＰＰ関連対策要綱の一つとして新たに事業化されたものでございます。

合板並びに製材につきましては、現在10％の関税がかけられておりますが、即時撤廃、あ

るいは11年目まで撤廃ということで、ＴＰＰのほうでは合意されております。この業界を強

化するために、非公共事業ということで事業化されたものでございます。

当初、想定しておりました森林環境保全整備事業につきましては、間伐面積38.10ｈａを

想定しておりました。この要望を上げたところ、北海道のほうからこれは国の事業ですが、

北海道のほうから割当として20.80ｈａをいただいております。この格差についてどのよう

に対応するかということでこの間、検討してきた結果として非公共事業の合板・製材生産性

強化対策事業を活用することとしたものでございます。

なお精査した結果、今回精査しましたら、格差の間伐面積が17.30ｈａになったというこ

とで若干相違が生じた中で、若干の金額の相違が出てきたということでございます。

また、補助金につきましては、森林環境保全整備事業におきましては、対象事業費の68％

が補助金になるものでございます。その積算が今回減少となる分が516万9,000円です。

一方で、この合板・製材生産性強化対策事業としていただく補助金につきましては、ヘク

タール当たり30万4,000円という低額でございます。積算したところ525万9,000円というこ

とで、およそ9万円の増になったということでございます。以上です。

○議長（又地信也君） 建設水道課長。

○建設水道課長（構口 学君） 福嶋議員のお尋ねの道営住宅の入居状況に関する件なので

すが、まず現状15戸のうち、現場を確認していただいたあとに1戸入居が決まっている状況

でございます。

2期工事のことについてのご心配であると思いますが、そこら辺は町のほうとしても大変

危惧していることは考えております。いま考えている段階としましては、入居条件等の緩和

等も今後ちょっと北海道と協議をして、多くのかたが入居できるようなことを考えている状

況でございます。

○議長（又地信也君） ほかに。

9番 吉田裕幸君。

○9番（吉田裕幸君） 9番 吉田です。

いま福嶋議員の質問に答えていた道営住宅の排水補修なのですよね。それで、原因をどう

やって掴んでいるのか、そしてたぶん工事車両2期工事がはじまった時に、またなりますよ

ね。一時的に補修をやるのか、最終的には全部できあがった時点でこの道路を全面的にやる

のか、その辺の考え方をちょっとお聞きしたいなと思います。
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○議長（又地信也君） 建設水道課長。

○建設水道課長（構口 学君） 吉田議員お尋ねの件なのですが、まずいまの道路脇の排水、

水たまりの件なのですが、区域としては2期工事の区域になっております。3月にしゅん功す

る時点で、私どものほうで確認した結果、水たまりがまず発見されたと。このような状況で

は問題になるということで、道のほうに今回排水の処理をお願いした結果、委託管理の中で

行っておいてほしいということを言われました。

排水の件に関しては、まずは仮の処置になります。2期工事が実施段階でこの区域に関し

ては、公園というかベンチとか座れるようなそういった区域の中になっておりますので、排

水の状況は工事を行えば緩和されるということで考えております。

○議長（又地信也君） ほかに。

4番 竹田 努君。

○4番（竹田 努君） いまの道営住宅の排水の関係ですけれども、本格的な工事でないみた

いないま説明をされましたけれども、そういう捉え方をしていいのかどうなのか。68万円で

29ｍの排水整備をするわけで補修をするわけですから、当然排水の流れが悪いということは

あそこはトラフですよね、入っているのは。あそこトラフの整備なのか、それとやはり排水

だけでなくて、あそこ道路レベルだって排水同様に山なりになっているでしょう。やはりや

るのだったら排水だけでなくて雨天時のことを考えれば、あそこの道路をきちんとレベルを

擦りつけをしなかったら町民目線からしますと、例えば1期工事だ、2期工事だからと言えば

例えばここでの議論は一般の人はわからないのですよ。せっかくいま排水の工事を排水の流

れが悪いということで整備をするとなったら、なぜ道路をやらないのだと必ずそこをくるわ

けですから、そこをどういうふうに町民のかたに今回のこの工事は排水の整備だけで、例え

ば道路については春になったらやりますということなのか、ことしの秋にはきちんとレベル

を合わせますとそういう話をすればいいのか非常に困るのですよね。結構あの辺を通るたび

に、「ここをどうするの」というそういうあれが結構あるのです。役場のほうには個々に町

民からの苦情というか訴えがないのかもわからないけれども、我々はあの辺北口のほうを歩

いて行けばやはりそういう話が頻繁に出るものですから、その辺をどうするのかという一つ

の町としての考え。道から委託を受けているわけですから、やはりその辺責任を持った対応

をしなければないと思っていますから。

それと先ほどの給付金の関係、該当者には個人通知をしますと、これは大変良いことだと。

28年度の非課税の年齢要件等を合わせて周知をしてくれるということですから、そのかたが

たぶん該当になるだろうと思って役場に申請の手続きをすれば対象になるかたは給付金をも

らえると。ただやはり広報に掲載する中では、広報の1ページのうちのこういう記事でなく

て、やはりせめてこういうチラシタイプの町民が見て「あっ」とわかるような。今回の7ペ

ージの資料をみたいな部分を広報に掲載をしても理解できない。我々だってこれを見ても説

明を1回受けても「本当にどうなの」と思うものですから、その辺広報の掲載等については、

十分検討をしてわかりやすいものにしていただきたいと。

○議長（又地信也君） 1点目の質問の答弁、建設水道課長。

○建設水道課長（構口 学君） 竹田議員の質問によることなのですが、まず道営住宅の排

水の件なのですが、現状、水たまりがある区間は2期工事という区域になっているというこ

とはご理解願えていると思います。
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まず、水の処理に関しては、今回補正して行います排水処理で緩和されるということはご

理解願いたいと思います。

道路のレベルについてなのですが、現状、地盤が高いという状況まずございます。この件

についても建設水道課のほうで道のほうには要望は出しました。ただし、道のほうとしては

あくまでも2期工事ということで、対応するということで返事がきております。そうは言い

ながらも竹田議員がご心配なさるとおり、町民に対してどう答えるのだということにありま

すので、そこら辺は今後、冬期間のことも考えられますので、状況を鑑みながらやるべきこ

とはやらないと思いますので、取り付け等の補修等も考えなければいけないとは思っており

ます。

○議長（又地信也君） ほかに。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 他に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（又地信也君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。

採決を行います。

お諮りいたします。

議案第1号 平成28年度木古内町一般会計補正予算（第2号）については、原案のとおり可

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（又地信也君） 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。

2時30分まで、暫時、休憩をいたします。

休憩 午後2時18分

再開 午後2時28分

議案第2号 平成28年度木古内町介護老人保健施設事業会計補正予算（第1号）

○議長（又地信也君） 休憩を解き、会議を再開いたします。

日程第12 議案第2号 平成28年度木古内町介護老人保健施設事業会計補正予算（第1号）

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） ただいま上程となりました、議案第2号 平成28年度木古内町介護

老人保健施設事業会計補正予算（第1号）につきまして、提案理由をご説明申し上げます。

1ページをお開き願います。

第2条は、平成28年度予算の第4条に定めた資本的収入の予定額を次のとおり補正するもの
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です。

資本的収入の第1款 資本的収入、第1項 企業債に300万円を追加し、第3項 国庫補助金

を300万円減額するものです。

第3条は、平成28年度予算の第5条に定めた企業債の限度額を300万円追加し、補正後の限

度額を950万円とするものです。

それでは、詳細につきましてご説明いたします。5ページをお開き願います。

1款 資本的収入、1項・1目・節 企業債 300万円の追加と、3項・1目・節 国庫補助金

300万円の減額は、当初見込んでいた職場定着支援助成金が国庫補助対象外となったため、

不足する分を企業債で充当するための補正です。当初予算においては、補助対象となる予定

でありましたが、その後、運用計画書の提出に際し、添付書類の確認をしたところ、公的機

関が補助の対象外と判定されたための補正です。

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（又地信也君） 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。

○議長（又地信也君） 4番 竹田 努君。

○4番（竹田 努君） 今回、国庫補助で見込んでいた職場定着支援助成金。これは先般、総

務・経済常任委員会の中で人口減少対策の中で、先行型交付金を充当していた部分の事業の

中で、介護従事者待遇改善事業 585万円。これが、給付事業から対象外になって一般財源

化になりますよというそういう説明を受けたのですけれども、若干この職場定着支援助成金。

そして、地方創生の中では介護従事者待遇改善事業、これと別なものなのかどうなのか。

それと、国庫補助の対象外になったということで、これは簡単に「ああ、そうですか」と、

そうすれば老健の起債で対応をしましょうと。財源とすればそういう方法しかないと思うの

ですけれども。私はやはり午前中の一般質問でも話したように、これから老健の入所者の減

等も考えれば、老健事業の収支と言いますかその辺が起債の借り入れによってどうなのだろ

うというそういう心配もするのです。ですから、この300万円の起債、これは単年度だけで

はないですよね。これからまだ5年間の事業で進めている地方創生の新型交付金ですから、

まだ今年度で2年目、ですからまだ3年あるわけですから。そうすればこの財源、起債を充当

するということであれば、あと3年起債の借り入れというのが老健会計の中では毎年出てく

るわけです。それではたして老健の事業として本当に大丈夫なのかなという。その辺は町が

ちょっと言い方は悪いですけれども、腹をくくってやはり町が財源手立てをするだとか、そ

ういうふうにしなければどうなのだろう。きょうは病院の事務局長もいますので、今後の老

健の見通しを含めて、こういうことがあと3年続くというわけですから、そういう部分も含

めてのコメントもいただきたいなというふうに思っています。この2点。

○議長（又地信也君） 副町長。

○副町長（大野 泰君） ただいまご説明をいたしました職場定着支援助成金につきまして

は、先行型交付金の介護従事者待遇改善事業とは全く異質のものです。

先行型交付金でいただいたものについては、一般会計のほうで受け取りますから、一般会

計のほうからその他事業ということで、繰り入れしているわけです。ですから、国庫補助金

という扱いではございませんので。この国庫補助金の関係につきましては、担当の事務局長

のほうからご説明をいたします。
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○議長（又地信也君） 病院事業事務局長。

○病院事業事務局長（平野弘輝君） 竹田議員お尋ねの今回の補助金につきましては、職場

定着支援助成金の中の介護福祉機器等の助成であります。

この助成金の中身につきましては、今回購入いたします特殊浴槽やストレッチャー、そし

てエアーマットなどの介護従事者の労働力が軽減されるようなものが対象になっておりま

す。

今回、この助成金を活用したという背景には議員がおっしゃるように、老健事業の経営が

厳しいので介護機器の導入にあたっては、なるべく自己資金のいらないように、対象となる

助成金がないか模索したところであります。

今回の事業につきましても所管は厚生労働省で、北海道では北海道労働局が担当となって

おります。この助成金を活用するにあたって、担当レベルで該当になるかどうかということ

で、事前にかなりすり合わせをしてきたところであります。

その後、該当になるというような内諾をいただきまして、当初予算書に掲載をさせていた

だいたのですけれどもその後、予算を議決していただき、新年度の事業を遂行するにあたっ

て補助金を活用する際には、事前に導入運用計画書を出した上で、この導入する特殊浴槽が

現に介護従事者の労働力の軽減につながるというものを労働局から認可をいただいた上で購

入しなければなりません。その購入手続きの中で添付書類として求められたのが、「当老健

いさりびの登記簿謄本を出してください」というようなことでのお話がありました。当然、

公的施設ですから「登記簿謄本はありません」というような話をしていった中で、相手方の

担当者のほうから「そうであれば公的機関ということになるので、今回の助成金の対象にな

りません」というようなことを説明は受けたところです。この説明を受けた際に、実施要綱

などを確認をするために提出をしていただきたいということで求めたのですけれども、これ

については労働局内の中での内規で決まっているようなものなので、我々のほうには提出で

きないというようなことで回答をいただいているところであります。

ですので、今回の支援助成金につきましては、担当レベルでの当初予算編成時においては、

内示をいただいていたというようなことでありますが、現に計画書を提出した段階で登記簿

謄本を出した時に、公的施設というところが確認され、残念ながら該当にならないというこ

とで、財源を補助金から企業債に振り替えするものであります。

後段のほうで議員のほうからお尋ねにありました今後の老健の財政状況につきましては、

黒字決算ということで平成27年度は終了しているのですけれども、やはり建物の償還に関す

る起債の元金が重くのしかかっており、資金繰り状況は決してよくありません。昨年に改定

されました介護報酬につきましても老健としての役割がきっちり求められており、在宅復帰

型にいかなければ介護報酬がまだまだ引き下がってくるというような内容でございますの

で、これについては町長の所信表明等でも申し上げてありますとおり、病院と同時に改革プ

ランを策定した中で効率的な運用、そして資金計画等を作った中で住民ニーズに即した施設

運営のあり方、そして議会議員の皆さんからご意見をいただいた中でやっていきたいという

ふうに考えておりますのでご理解ください。

○議長（又地信也君） ほかに。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） ほかに質疑がないようですので、質疑を終了いたします。
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これより討論を行います。

討論ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。

採決を行います。

お諮りいたします。

議案第2号 平成28年度木古内町介護老人保健施設事業会計補正予算（第1号）については、

原案のとおり可決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 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3号 北海道市町村職員退職手当組合規約の一部を変更する協議について

議案第4号 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の一部を変更する協議について

議案第5号 北海道市町村総合事務組合規約の一部を変更する協議について

○議長（又地信也君） 日程第13 議案第3号 北海道市町村職員退職手当組合規約の一部を

変更する協議について、日程第14 議案第4号 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規

約の一部を変更する協議について、日程第15 議案第5号 北海道市町村総合事務組合規約

の一部を変更する協議については、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) ただいま一括上程となりました、議案第3号 北海道市町村職員退

職手当組合規約の一部を変更する協議について、議案第4号 北海道町村議会議員公務災害

補償等組合規約の一部を変更する協議について、議案第5号 北海道市町村総合事務組合規

約の一部を変更する協議について、提案理由の説明を申し上げます。

このたびの規約の一部変更は、各組合を構成する団体のうち、北空知学校給食組合が解散

したことに伴う構成団体からの削除、並びに、規約の字句の整備、及び別表等を改めました

ことにより、規約の変更を行うものでございます。

はじめに、議案第3号でございます。

議案説明資料の新旧対照表でご説明をいたしますので、資料番号2の10ページをご参照願

います。

第1条中、「健全化を」を「健全化に」に改め、第3条中、「地方公共団体」を「市町村、

一部事務組合及び広域連合」に改め、第5条の表中、「市にあっては、通じて1人町村にあっ

ては、北海道総合振興局及び北海道振興局の管内」を、「市にあっては通じて1人、町村にあ

っては北海道総合振興局及び振興局の設置に関する条例（平成20年北海道条例第78号）別表

第1の所管区域に定める地域」に、改めるものでございます。

別表につきましては、資料番号2の11・12ページが現行のもので、13ページ・14ページが、

改正後となります。
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この別表の、空知管内の区分から北空知学校給食組合が削除されることに加え、別表欄外

の見出しの表記を「（1）市町村、（2）一部事務組合及び広域連合」と、表全体のつくりを

変える改正でございます。

次に、議案第4号でございます。

資料番号2の15ページに、新旧対照表を記載しておりますのでご参照願います。

変更の内容につきましては、別表第1中、北空知学校給食組合を削除するものでございま

す。

次に、議案第5号でございます。

資料番号2の16ページに、新旧対照表を記載しておりますのでご参照を願います。

変更内容につきましては、別表第1 空知総合振興局（34）の項中、「（34）」を「（33）」

に改め、「、北空知学校給食組合」を削除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（又地信也君） 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（又地信也君） 質疑がないようですので、質疑を終了いたします。

最初に、議案3号について討論を行います。

討論ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。

採決を行います。

お諮りいたします。

議案第3号 北海道市町村職員退職手当組合規約の一部を変更する協議については、原案

のとおり可決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 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4号について討論を行います。

討論ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。

採決を行います。

お諮りいたします。

議案第4号 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の一部を変更する協議について

は、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 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5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（又地信也君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。

採決を行います。

お諮りいたします。

議案第5号 北海道市町村総合事務組合規約の一部を変更する協議については、原案のと

おり可決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決することに決定をいたし

ました。

議案第6号 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（又地信也君） 日程第16 議案第6号 木古内町過疎地域自立促進市町村計画の変更

についてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

町長。

○町長（大森伊佐緒君) ただいま上程になりました、議案第6号 木古内町過疎地域自立促

進市町村計画の変更につきまして、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2の17ページから18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、これまで本計画に登載されていないニラ共同調製包装設備導入

事業、木古内駅周辺公衆無線ＬＡＮ整備事業、衛生センター施設整備事業、及び道南地域第

三セクター鉄道会社通学利用支援事業の追加を行い、事業がすでに完了したスキー場リフト

更新事業を削除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28年6月9日付で北海道知事より、「異議がない」

旨の通知がございました。

なお、詳細につきましては、まちづくり新幹線課長より説明をさせますので、よろしくご

審議をお願いいたします。

○議長（又地信也君） 詳細説明を求めます。

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） それでは、私のほうからは木古内町過疎地域自立促進

市町村計画の変更について、ご説明を申し上げます。

このたびの変更は、今年度予算に計上されております、ニラ共同調製包装設備導入事業並

びに木古内駅周辺公衆無線ＬＡＮ整備事業、衛生センター施設整備事業、道南地域第三セク

ター鉄道会社通学利用支援事業につきまして、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。

議案説明資料の資料番号2の17ページをお開きください。新旧対照表でございます。右側

の変更後の項目をご覧ください。

木古内町過疎地域自立促進市町村計画の24ページでございますが、7行目と8行目に、「ま
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た、北海道新幹線の開業により、外国人を含め多数の観光客等が訪れることから、観光拠点

における公衆無線ＬＡＮ環境整備を図る。」という文言を追加するものでございます。

25ページでございますが、事業計画を変更するものでございます。

1.産業の振興、（1）基盤整備、農業の項目に、「ニラ共同調製包装設備導入事業」を、（8）

の下の欄でございますが、観光またはレクリエーションの項目に、「木古内駅周辺公衆無線

ＬＡＮ整備事業 基地局1箇所、アクセスポイント5箇所」を追加しております。

次に、34ページでございますが、事業計画の、3.生活環境の整備に、（3）廃棄物処理施設、

ごみ処理施設、「衛生センター施設整備事業」を追加してございます。

説明資料の18ページをご覧ください。

46ページでございますが、事業計画の、6.教育の振興の項目で、体育施設、「スキー場リ

フト更新事業 ロープ塔改修」を削除してございます。

（4）過疎地域自立促進特別事業の項目に、「道南地域第三セクター鉄道会社通学利用支援

事業」を追加してございます。

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（又地信也君） 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（又地信也君） 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（又地信也君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。

採決を行います。

お諮りいたします。

議案第6号 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（又地信也君） 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。

同意案第1号 木古内町監査委員の選任について

○議長（又地信也君） 日程第17 同意案第1号 木古内町監査委員の選任についてを議題と

いたします。

ここで監査委員、森井俊郎さんの退席を求めます。

（監査委員、森井俊郎君退席）

○議長（又地信也君） 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、同意案第1号について提案理由の説明
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を申し上げます。

次のページに、資料を添付しておりますので、ご参照を願います。

このたびの木古内町監査委員の選任について同意を求める森井俊郎氏は、職業は無職、所

属政党はございません。

主な経歴は、昭和35年3月に北海道北見北斗高等学校を卒業され、昭和42年5月より木古内

町農業協同組合の職員として勤務、この間、営農部長、金融部長、管理部長、営農経済部長

などの要職を歴任され、平成12年5月に退職されております。

平成13年8月から平成17年8月までは、木古内町まちづくり委員会委員、平成20年6月から

は木古内町監査委員に就任され、代表監査委員として現在に至っております。

温厚な人柄で、公平・公正な意識が高く、堅実な実務実績などを鑑み、適任と判断し、引

き続き監査委員として提案いたしますので、全会一致でご同意を賜りますようお願いを申し

上げます。

○議長（又地信也君） 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（又地信也君） 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（又地信也君） 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。

同意案第1号 木古内町監査委員の選任については、原案のとおり同意することにご異議

ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり同意することに決定をいたし

ました。

森井俊郎さんの復席を求めます。

暫時、休憩をいたします。

休憩 午後2時58分

再開 午後2時59分

○議長（又地信也君） 休憩を解き、会議を再開します。

監査委員の森井俊郎さんが同席されておりますので、ご報告いたします。

ただいま、木古内町監査委員の選任につきましては、満場一致で同意されましたのでご報

告いたします。

森井俊郎さんから、ご挨拶をお願いいたします。

監査委員 森井俊郎さん。

○監査委員（森井俊郎君） このたび、こういういい年をしているのですけれども、また選
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任いただきまして、皆さんにご同意いただきまして、ありがとうございました。

現在まで2期8年間、監査委員をやらせていただきましたけれども、監査はやるほどなかな

か奥が深くて、緊張もすることも多いのですけれども、緊張も私が年を取らない一つの何か

なという意味では、非常に感謝をいたしております。

あと4年間、私もだんだん頭が固くなりつつありますけれども、柔らかくなるように皆さ

んと共々、町のために行政のために少しでも力になれると思って頑張りたいと思います。よ

ろしくお願いいたします。ありがとうございました。

発議案第1号 議会閉会中の所管事務調査について

○議長（又地信也君） 日程第18 発議案第1号 議会閉会中の所管事務調査についてを議題

といたします。

議会閉会中の所管事務調査について、会議規則第75条の規定により、総務・経済常任委員

会及び議会運営委員会の各委員長より、下記のとおりその所管に属する事務調査の申し出が

ありました。

お諮りいたします。

議会閉会中の所管事務調査について、各委員長から申し出のとおり、これを承認したいと

思いますが、ご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり承認することに決定をいたし

ました。

意見書案第1号 地方財政の充実・強化を求める意見書

○議長（又地信也君） 日程第19 意見書案第1号 地方財政の充実・強化を求める意見書」

についてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

8番 鈴木慎也君。

○8番（鈴木慎也君） 8番 鈴木慎也です。

意見書案第1号 平成28年6月14日 木古内町議会 議長 又地信也様。提出者 木古内町

議会議員 鈴木慎也、賛成者 木古内町議会議員 吉田裕幸、同じく佐藤 悟。

意見書案第1号 地方財政の充実・強化を求める意見書案について、会議規則第14条第1項

及び第2項の規定により、別紙のとおり提出します。

地方自治体は、子育て支援などの社会保障、被災地の復興、環境対策、地域交通の維持な

ど、果たす役割が拡大する中で、人口減少対策を含む地方版総合戦略の策定など、新たな政

策課題に直面しています。

こうした状況にもかかわらず、社会保障と地方財政が二大ターゲットとされ、歳出削減に

向けた議論が進められています。
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財政再建目標を達成するためだけに、不可欠なサービスが削減されれば、本末転倒であり、

国民生活と地域経済に疲弊をもたらすことは明らかです。

このため、政府予算、地方財政の検討にあたっては、国民生活を犠牲にする財政ではなく、

社会保障予算の充実、地方財政の確立をめざすことが必要です。

よって、記載しております以下の7点を重点として、内閣総理大臣、内閣官房長官及び各

関係大臣に提出するものです。

以上、提案理由としますので、議員の皆様のご賛同をよろしくお願いいたします。以上で

ございます。

○議長（又地信也君） 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（又地信也君） 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（又地信也君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。

採決を行います。

お諮りいたします。

意見書案第1号 地方財政の充実・強化を求める意見書については、原案のとおり可決す

ることにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決することに決定をいたし

ました。

議会閉会中の正・副議長及び議員の出張・派遣承認について

○議長（又地信也君） 日程第20 議会閉会中の正・副議長及び議員の出張・派遣承認につ

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（又地信也君） 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（又地信也君） 異議なしと認め、承認することに決定いたしました。



- 53 -

会 期 中 の 閉 会

○議長（又地信也君） お諮りいたします。

本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。

会議規則第7条の規定により、本日で閉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（又地信也君） 異議なしと認めます。

これで、本日の会議を閉じます。

以上をもちまして、平成28年第2回木古内町議会定例会を閉会いたします。

皆さん、どうもご苦労さまでございました。

（ 午後３時０７分 閉会 ）
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地方自治法第123条第2項の規定により署名する。

平成28年6月14日

木古 内町議会議長 又 地 信 也

署 名 議 員 新井田 昭 男

署 名 議 員 平 野 武 志
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