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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1回木古内町議会臨時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。

会 期 の 決 定

○議長(又地信也君) 日程第2 会期の決定を議題といたします。

お諮りいたします。

本臨時会の会期は、本日1日限りといたしたいと存じますが、これにご異議ございません

か。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○議長(又地信也君) 異議ないものと認めます。

よって、会期は本日1日限りと決定いたしました。

議案第7号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定について

議案第6号 木古内町嘱託員の設置に関する条例の一部を改正する条例制定について

議案第1号 平成27年度木古内町一般会計補正予算（第7号）

議案第2号 平成27年度木古内町国民健康保険特別会計補正予算（第4号）

議案第3号 平成27年度木古内町水道事業会計補正予算（第1号）

議案第4号 平成27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5号 平成27年度木古内町下水道事業特別会計補正予算（第4号）
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○議長(又地信也君) 日程第3から日程第9までは一括議題となりますので、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(吉田廣之君) それでは、一括議題について朗読いたします。

日程第3 議案第7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4 議案第6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5 議案第1号 平成27年度木古内町一般会計補正予算（第7号）、日程第6 議案第2

号 平成27年度木古内町国民健康保険特別会計補正予算（第4号）、日程第7 議案第3号 平

成27年度木古内町水道事業会計補正予算（第1号）、日程第8 議案第4号 平成27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9 議案第5号 平成27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。

○議長(又地信也君) 以上、日程第3 議案第7号ほか6件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。

はじめに、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1回臨時会の開催にあたりまして、皆様方には何かとご多用のところご出席い

ただきまして、誠にありがとうございます。

ただいま一括上程となりました、議案第1号から議案第7号につきまして、私から二つの議

案につきまして、提案理由のご説明をいたします。

まずはじめに、議案第7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、

並びに議案第6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きま

して、まずはじめに議案第7号につきまして、ご説明をいたします。

このたびの条例改正につきましては、平成27年度の人事院勧告に基づく国家公務員給与法

の改正案成立を受け、職員の給与に関する条例の一部を改正するものでございます。

改正内容は、基本給を平均で0.36％、勤勉手当の支給月数0.1か月分をそれぞれ引き上げ

るものでございます。

なお、このたびの改正につきましては、特別職及び教育長の給与・報酬等は現行のままと

いたします。また、改正条例の施行及び適用日につきましては、平成27年4月1日から適用し

て遡及分を支給するための第1条と、平成28年4月1日から施行する平成28年度以降の支給率

を定めた第2条の「2条建て」となっております。

次に、議案第6号につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。

議案第6号につきましては、ただいまご説明申し上げました議案第7号と同様でございまし

て、平成27年度の人事院勧告に基づく職員給与の改定に伴い、嘱託員の給与表につきまして

も改正が必要となりますことから、条例改正をお願いするものでございます。

以上で、提案理由を終わります。

なお、詳細につきましては、このあと総務課長より説明をさせますので、ご審議をお願い

申し上げます。

なお、各補正予算に関する議案につきましては、副町長から説明をさせますので、よろし
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くお願いを申し上げます。

以上で、説明を終わります。

○議長(又地信也君) 次に副町長、議案1号から5号まで説明をお願いいたします。

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27年度木古内町一般

会計補正予算（第7号）及び議案第2号 平成27年度木古内町国民健康保険特別会計補正予算

（第4号）、議案第3号 平成27年度木古内町水道事業会計会計補正予算（第1号）、議案第4

号 平成27年度木古内町介護保険事業特別会計補正予算（第4号）、並びに議案第5号 平成2

7年度木古内町下水道事業特別会計補正予算（第4号）につきまして、提案理由をご説明申し

上げます。

はじめに、議案第1号からご説明いたします。

歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ57億5,126万6,000円とするものです。

歳出の主な補正内容ですが、2款 総務費は嘱託員報酬の追加及び財政調整基金積立金の

減額補正です。

3款 民生費は、国民健康保険特別会計等繰出金及び医師意見書作成手数料に係る追加補

正です。

4款 衛生費は、水道事業会計負担金に係る追加補正です。

7款 商工費は、北海道渡島地区江戸川区交流自治体推進協議会負担金に係る追加補正で

す。

8款 土木費は、除排雪費用に要する町道管理委託料等に係る追加補正及び下水道事業特

別会計繰出金に係る減額補正です。

14款 職員給与費は、人事院勧告に伴う追加補正及び共済負担金率等の改定、並びに職員

の退職に伴う減額補正等となっております。

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

いたします。

次に、議案第2号につきまして、ご説明申し上げます。

歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ39万9,000円を減額し、歳入歳出予算の総額

を9億9,479万9,000円とするものです。

それでは、歳出からご説明をいたします。7ページをお開き願います。

1款 総務費、1項 総務管理費、1目 一般管理費 17万7,000円の減額補正は、人事院勧

告に伴い2節 給料で3,000円及び3節 職員手当等に係る勤勉手当 7万円の追加、並びに4

節 共済費 25万円は、主に共済組合負担金等の率の改定に伴う減額補正となっております。

次に、8ページをお開き願います。

8款 保健事業費、3項 特別総合保険施設事業費、1目 保健指導事業費 22万2,000円の

減額は、3節 職員手当等に係る勤勉手当 11万7,000円の追加補正並びに4節 共済費 33

万9,000円は、先ほどと同様の理由による減額補正となっております。

次に、歳入についてご説明をいたしますので、6ページをお開き願います。

8款 繰入金、1項・1目・1節 一般会計繰入金、39万9,000円は、歳出に係る減額分につ

きまして一般会計繰入金を減額補正するものでございます。
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以上、提案理由といたしますので、よろしくご審議くださいますようお願いいたします。

次に、議案第3号につきまして、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27年度予算の第3条に定めた収益的収入及び収益的支出の予定額を次のとおり補正

するものです。

収益的収入の第1款 水道事業収益、第2項 営業外収益に110万4,000円を追加し、収入合計を1億

5,778万6,000円とするものです。

次に、収益的支出の第1款 水道事業費用、第1項 営業費用を29万8,000円減額し、支出合計を

1億4,812万3,000円とするものです。

第3条 議会の議決を経なければ流用することのできない経費、予算第7条に定めた職員給与費 3,

701万8,000円を、3,671万4,000円に改めるものでございます。

それでは、収益的支出からご説明をいたします。7ページをお開き願います。

1款 水道事業費用、1項 営業費用、2目 配水及び給水費 13万8,000円の減額は、職員2名分に

係る給料で1万1,000円及び、手当は期末・勤勉手当として5万円、並びに賞与引当金繰入額 1,000

円の追加、及び法定福利費 20万円は、共済組合負担金等の率の改定に伴う減額補正となっており

ます。

次に、8ページをお開き願います。

3目 総係費 16万円の減額は、職員3名分に係る節 給料で3万円及び手当は期末・勤勉手当とし

て12万円、並びに賞与引当金繰入額 5,000円の追加、及び法定福利費 31万5,000円は、共済組合

負担金等の率の改定に伴う減額補正となっております。

次に、収益的収入をご説明をいたします。6ページをお開き願います。

1款 水道事業収益、2項 営業外収益、2目及び節 他会計負担金は、人件費按分等に係る負担金

として110万4,000円を追加補正するものです。

以上、提案理由といたしますので、よろしくご審議くださいますようお願いいたします。

次に、議案第4号につきまして、ご説明申し上げます。

歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ261万1,000円を減額し、歳入歳出予算の総額

を7億8万円とするものです。

それでは、歳出からご説明申し上げます。7ページをお開き願います。

1款 総務費、1項 総務管理費、1目 一般管理費 44万8,000円の減額は、人事院勧告に

伴い3節 職員手当等に係る勤勉手当で8万9,000円の追加、並びに4節 共済費 53万7,000

円は、共済組合負担金等の率の改定に伴う減額補正となっております。

次に、8ページをお開き願います。

3款・1項 地域支援事業費、1目 介護予防事業費 3万8,000円の減額は、同じく人事院

勧告に伴い2節 給料 3,000円及び3節 職員手当等に係る勤勉手当で3万2,000円の追加、

並びに4節 共済費 7万3,000円は、共済組合負担金等の率の改定に伴う減額補正となって
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おります。

次に、9ページをお開き願います。

2目 包括的支援事業・任意事業費 212万5,000円の減額は、同じく人事院勧告並びに人

事異動等に伴い2節 給料 69万円及び3節 職員手当等に係る扶養手当等で87万8,000円、

並びに4節 共済費 55万7,000円の減額補正となっております。

次に、歳入のご説明をいたします。6ページをお開き願います。

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

261万1,000円は、歳出に係る減額分につきまして、一般会計繰入金を減額補正するものでご

ざいます。

以上、提案理由といたしますので、よろしくご審議くださいますようお願いいたします。

次に、議案第5号につきまして、ご説明申し上げます。

歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ6万4,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を

2億3,021万2,000円とするものです。

それでは、歳出についてご説明申し上げます。7ページをお開き願います。

1款 総務費、1項 総務管理費、1目 一般管理費 6万4,000円の減額は、人事院勧告に

伴い2節 給料 8万6,000円及び3節 職員手当等に係る期末・勤勉手当で10万6,000円の追

加補正、並び4節 共済費 25万6,000円は、共済組合負担金等の率の確定に伴う減額補正と

なっております。

次に、歳入についてご説明いたします。6ページをお開き願います。

4款・1項 繰入金、1目 他会計繰入金、1節 一般会計繰入金 6万4,000円は、このたび

の減額補正につきましては、一般会計からの繰入金を減額して財源を調整するものです。

以上、提案理由といたしますので、よろしくご審議くださいますようお願いいたします。

○議長(又地信也君) 総務課長より詳細説明をいただきます。

総務課長。

○総務課長(山本 哲君) それでは、議案第7号並びに議案第6号につきましてご説明いたし

ます。

はじめに、議案第7号につきましてですが、議案説明資料 資料番号1でご説明をいたしま

す。

7ページをお開き願います。7ページは、第1条の改正に係る新旧対照表となっております。

平成27年度の人事院勧告が平成27年8月6日に出されております。その後、国家公務員に関

する給与法が本年1月20日に成立・改正されたことに伴いまして、本条例の一部を改正する

ものでございます。

主な改正内容につきましては、先ほども町長からご説明を申し上げましたとおり、月額給

料を平均で0.36％の引き上げ、また勤勉手当を0.1か月分引き上げるという内容となってお

ります。

改正後の給料表につきましては、議案のほうに別表として行政職と医療職をそれぞれ掲載

しておりますのでご参照をお願いいたします。

第1条は、このたびの人事院勧告により平成27年4月1日を適用日として遡及して支給する

ための改正で、第16条の4、第2項、第1号は、一般職員の勤勉手当について、12月支給分と
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して100分の10を引き上げるというものでございます。

また、第2号は、再任用職員についても、12月支給分として100分の5を引き上げるという

改正内容となっております。

次に、附則の第32条ですが、従前から月額給与の1.5％を減ずる制度の対象となっている

管理職職員については、勤勉手当についても同様の減額措置を適用することとなっているた

め、このたびの支給率の改定に伴い減額率を改定するものです。

なお、附則32条の後段については、最低号俸に達しない場合は、減額措置を講じないもの

とするための規定で、このたびの改定率と同率に改めるものです。現在のところ、当町には

該当者はおりません。

次に、8ページをお開き願います。8ページは、第2条の改正に係る新旧対照表となってお

ります。

第2条につきましては、平成28年4月1日から施行をする、平成28年度以降の支給率を定め

た改正内容となっております。

第16条の4、第2項、第1号は、このたびの引き上げ分となる0.1か月分を6月と12月に分け

て支給するため、100分の5をそれぞれ引き上げるものでございます。

また、第2号につきましては、再任用職員につきましても、このたびの引き上げ分となる0.

05か月分を6月と12月に分けて支給するため、100分の0.25をそれぞれ引き上げるものでござ

います。

次に、附則の第32条ですが、第1条で説明をさせていただいたとおり、減額対象となる管

理職職員のうち、最低号俸に達しない場合は、減額措置を講じないものとするための改正規

定です。

議案に戻りまして、附則といたしまして、第1項では、この条例は、公布の日から施行す

る。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行することとし、第2項では、第1条の

規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、平成27年4月1日から適用するとして

おります。

第3項では、この条例による第16条の4第2項の改正規定は、教育長へは適用しないとして

おります。

第4項では、この改定による、給与の差額支給についての説明で、改正前の給与条例によ

る支給は、改正後の給与条例により支給された給与の内払いとみなすことを定めたものです。

第5項では、前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定め

るとしております。

次に、議案第6号についてですが、議案説明資料 資料番号1の6ページをお開きいただき

たいと思います。

議案第6号につきましては、嘱託員の報酬額改定についてです。嘱託員の報酬は、一般職

員の給与を基に算出しておりますが、このたびの職員の給料月額と勤勉手当の引き上げに伴

い、嘱託員の報酬額表の一部を増額改定するものです。

なお、このたびの改正により影響を受けるのは、嘱託員としての任用開始年齢が52歳未満

であったものに限られるため、このあと、補正予算でご説明いたしますが、影響額は少額と

なっております。
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議案に戻りまして、附則といたしまして、第1項では、この条例は公布の日から施行し、

平成27年4月1日から適用するもので、第2項では、この改定による報酬の差額支給について

の説明で、改正前の木古内町嘱託員の設置に関する条例の規定による支給は、改正後の条例

により支給された給与の内払いとみなすことを定めたものでございます。

引き続き、議案第1号の詳細につきましてご説明をいたします。

それでは、はじめに歳出よりご説明を行います。

このたびの補正は、歳出のみの補正となっております。

議案第1号の7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 報酬は、先ほどの条例改正でご

説明しましたとおり、人事院勧告に伴います嘱託員の報酬として4，000円を追加補正するも

のです。

25節 積立金は、財政調整基金積立金 3,454万5,000円を減額して財源調整を行うもので

す。

次に、8ページをお開き願います。

3款 民生費、1項 社会福祉費、1目 社会福祉総務費、28節 繰出金 39万9,000円、及

び3目 老人福祉費、28節 繰出金 261万1,000円は、人事院勧告に伴い国民健康保険特別

会計繰出金並びに介護保険事業特別会計繰出金に減額補正を行うものです。

5目 保健福祉総務費、28節 役務費 3万4,000円は、障害福祉サービス利用者の新規申

請者増により医師意見書作成手数料の追加補正を行うものです。

次に、9ページをお開き願います。

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 1

10万4,000円は、人事院勧告に伴い水道事業会計負担金の追加補正を行うものです。

次に、10ページをお開き願います。合わせて、議案説明資料 資料番号1の1ページから3

ページをご参照願います。

7款・1項 商工費、3目 観光推進費、19節 負担金補助及び交付金 33万7,000円は、北

海道渡島地域江戸川区交流自治体推進協議会負担金として、北海道が実施する「都市と農林

漁村等連携促進事業」等を活用し、東京都特別区との連携を図り、各種事業を実施すること

により、相互の経済交流及び交流人口を拡大し、地域の活性化を図ることを目的として、2

月11日に江戸川区で開催される、姉妹都市鶴岡市鶴岡地区物産協同組合が主催する「寒鱈ま

つり」に参加するなどの関係費用を追加補正するものです。

次に、11ページをお開き願います。合わせて、議案説明資料 資料番号1の4ページから5

ページをご参照願います。

8款 土木費、2項 道路橋梁費、1目 道路維持費、13節 委託料 4,778万4,000円は、

今季の降雪量の増により除排雪稼働日数が多くなっており今後、予算不足となることから追

加補正をお願いするものです。

次に、12ページをお開き願います。

4項 都市計画費、1目 都市計画総務費、28節 繰出金 6万4,000円は、人事院勧告等に

伴い下水道事業特別会計繰出金の減額補正を行うものです。

次に、13ページをお開き願います。

14款・1項・1目 1,164万4,000円は、2節 給料で403万3,000円の減額、3節 職員手当等
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で41万9,000円の減額、4節 共済費で719万2,000円の減額で、人事院勧告並びに共済負担金

率の改定、及び税務課職員の退職に伴う減額補正並びに同課職員の採用に伴う追加補正が主

な内容となっております。

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。

質疑は、条例制定と補正予算を分けて行います。はじめに、条例制定についての質疑を行

います。

質疑ございませんか。

4番 竹田 努君。

○4番(竹田 努君) 議長、条例と補正を分けて質疑をするということですけれども、でき

ればちょっと関連があるものですから、一括と言いますか一緒に議論の場を設けていただき

たいと思います。

○議長(又地信也君) 暫時、休憩をいたします。

休憩 午前10時31分

再開 午前10時31分

○議長(又地信也君) 休憩を解き、会議を再開いたします。

質問者は条例制定と補正予算を分けて行ったほうがわかり良いかなと思っていたのですけ

れども、質問があれば別に構いませんので、質問をどうぞ。

4番 竹田 努君。

○4番(竹田 努君) 今回の条例改正は人勧に伴う条例ですから、ただ補正を見れば金額が

人勧でアップになるわけですから、全て追加かなと思っているのですけれども、いろんな会

計の中でそれぞれ格差がありますけれども、でこぼこなのですよね。追加のものもあれば減

額。これは例えば、当初予算から見た例えば人事異動含めて、そういう部分での調整をした

のではないかというふうに思うのですけれども、条例上は人勧で給料・手当がアップになる

ということだから、全て追加だろうと思うのですよね。やはりそういう仕組みでなければ、

我々理解しづらい。わからないのですよ。中身がわからない。事務当局は当然、その辺を精

査をして計上していると。例えば、一般会計の7ページの嘱託員、確かに嘱託員の対象は52

歳未満が対象になるということですけれども、例えば1名であっても4,000円しかアップにな

らないというのはいくらの給料で、説明資料にあるどの給料表の部分が対象になっているの

かという部分が何か理解できない。4,000円が本当に人勧のアップの金額なのか、その辺を

精査した金額なのかというのは、ちょっとはっきり理解できないものですから、その辺もし

精査をしたのならしたようなやはり資料添付をしてもらわないと。今回は、条例改正で人勧

の改正ですから給料も手当も追加になっていると思うのですけれども、会計によっては追加、

追加の部分もあるのですけれども、給料は追加で手当が減額だとかと。どうなのだろうとい

うのが一つの単純な疑問と言いますか、もしその辺わかる範囲で説明を願います。

それと10ページ、補正予算で江戸川区との交流の関係で補正はいいのですけれども、ただ

江戸川区との確かに北海道の都市と農林漁村連携推進事業に乗っかっての事業だということ

もわかります。これからすれば、目的の中に交流人口も拡大するという項目も入っています
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し、ここであれば寒鱈まつりに参加をして木古内を売り込もうという姿勢もわかります。た

だやはり、檜山でもこういう23区との連携をしているようですけれども、やはり檜山では物

流ばかりではなく、人の交流も図っているというふうな情報も得ているのですけれども、我

が町としてはたしてどうなのだろうという若干の疑問もあるのですよね。ただ、物販をとお

して木古内町をＰＲするというこれも大事かもしれません。これがだめだということではな

くて、その辺が基本的な部分の考えがあればお知らせ願います。

それと、次の除排雪の補正について、4ページに資料が付いています。

今後の2月1日時点ですから1月31日締めの見込みとして24日、除雪の費用を見込んでいま

す。やはり2月に入ってきょうは8日ですから、8日の時点でこの24日のうち何日例えば除排

雪で出動をしているだとか、そういうものもやはり添付すべきだろうというふうに思うので

すよ。それは口頭でもいいですけれども、その辺ちょっと。

ただ、そのあとの資料で過去の降雪の事例等が付いていますけれども、昨年は2月・3月で

11回、25年では18回という回数ですから、うちが今回補正した部分は24日ありますから十分

だろうと思うのですけれども。我々とすればまたもまたもではなく、きちんとした数字をや

はり捉えておきたいという思いがあるものですから、きょうまでの2月に入ってからの出動

回数等わかれば一つ説明していただきたいと。以上です。

○議長(又地信也君) 3点ほどあります。

副町長。

○副町長(大野 泰君) ただいま竹田議員からご質問がございました。

人事院勧告あるいは人件費の取り扱いについて、説明を申し上げたいというふうに思いま

す。

従来ですと人事院勧告につきましては、11月あるいは12月のはじめには国のほうで補正予

算をとおすというような状況がございましたので、第3回の定例会のほうで提案をしていた

ということで、理解をしているかと思います。

その際には、春の段階の人事異動で会計間の異動があった場合の人件費のやり取りなども

て提案をしてきたわけですが、ことしに限っては国のほうの臨時議会が11・12月に開催をさ

れなかったということで、1月になりました。結果、1月20日に国会がとおっているというこ

とで、今回の臨時会での提案というふうにさせていただきました。

今回のこの取り扱いです。人事院勧告の給料の増額に合わせて人事異動分ですとか、ある

いは市町村共済組合の組合費です。共済組合の率の改定分も3月に予定をされているという

ことで通知がございましたので、そちらのほうが大幅に減額になったのです。率が下がった

ということで、その分も含んでの提案となったものですから、議員がおっしゃるように本来

であれば追加、増額というように人事院勧告でアップしているわけですから、増額という提

案が出されて叱るべきなのですが、そちらのほうの共済費のほうの減額分が大きかったため

に、これが人事院勧告分を超えなかったということでの今回の減額でございます。そういっ

たことでご理解をいただきたいのですが、これまでの取り組みということでいけば、やはり

12月に人事異動分などを整理しておけば議員のおっしゃるようにわかりやすかったのかなと

も思いますので、その辺は調整をこれから図ってまいりたいというふうに思います。

ほかの点については、担当のほうから報告をさせます。

○議長(又地信也君) 総務課長。
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○総務課長(山本 哲君) 嘱託員に係る補正につきましてですが、議案説明資料の6ページ

に新旧対照表が載せてございます。

この中で今回は、1名の嘱託員で月額300円という差額が出ております。それの12か月分と

いうことで、3,600円ということで歳出として4,000円なのですけれども、表とすれば52年以

上53年未満のところです。39万4,800円、ここで300円アップというところに該当するという

内容でございます。以上です。

○議長(又地信也君) 次に、産業経済課長。

○産業経済課長(木村春樹君) 江戸川区との連携事業の関係でございます。

先般の第10回総務・経済常任委員会で資料配付をしてございますが、その中で江戸川区と

の連携事業案について、平成28年度以降についての事業想定を記載してございます。

また、別紙2のほうで連携希望調査票ということで、渡島町村会から北海道町村会に提出

したものの、具体的な内容の第2年次以降についても記載があります。

この中では、観光物産フェア、広域観光ツアー、教育旅行の受け入れ、移住定住体験、ス

ポーツ文化交流事業、あるいは北海道新幹線の乗客促進ＰＲということを想定しているとい

うことでございます。檜山町村会の交流事業についても認識はしている中で、次年度以降こ

のようなことを想定しています。

また、今年度なぜできなかったかということでございますが、先の委員会で経過説明した

とおり、各町村会が一段となって特別区と交流を行うという中で、なかなか渡島町村会の取

り組みが進捗しなかったという経過などございます。その中で当町が姉妹都市である鶴岡市

の尽力によって、鶴岡市との友好都市である江戸川区と何とか縁を持てないかということで

理事者が10月に出向いて、相手の了解を粗々得た中で詰めてきたという経過がございますの

で、お含み置きいただきたいと思います。以上です。

○議長(又地信也君) 次に、建設水道課長。

○建設水道課長(若山 忍君) 除雪の出動についてのご質問かと思います。

今年度につきましては、5ページの資料にありますとおり、12月については5回出動してお

りまして、これについては例年並みあるいは例年より少ないくらいかと思っております。

1月に入りまして、1月4日までは無難なお正月だったのですけれども、1月5日から断続的

に降雪が続きまして1月の出動が19回ということで、なかなか積雪が下がらない状況が続い

ております。

ご質問にありますとおり、2月に入ってということなのですけれども、2月に入って1日か

らきょうまで4回ほど出動しているところであります。このあと、4ページの資料にも書かせ

ていただいたとおり、過去の実績を踏まえた中で2月以降、24日程度の補正をさせていただ

きたいというふうに考えて、今回の補正提案とさせていただいております。

○議長(又地信也君) 4番 竹田 努君。

○4番(竹田 努君) いま最後の除排雪の関係については、安心しました。きょうまでで24

日見込んでいるうち、4日の出動しかないということですから、まだ20日出動が余裕がある

ということですから、このあとの2月・3月に降雪が少なければだいぶ財源的には浮くのかな

というそういう思いであります。

それから、江戸川区の関係です。これは、3月の定例もありますからこれ以上の議論はし

ません。
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人勧の関係で副町長から説明がありまして、理解はできます。ただやはり、副町長も今後

についてはこういうことのないように精査できるのは精査をして人勧は人勧でやはり計上し

なければ、それがミックスになっているものですから、本当に条例では人勧の改正をしてい

る。だけれども、補正では減額になっているという部分になればすごく、理解のできる人も

いますし、全く言い方は悪いけれどもわからなくなるというそういう現象がありますので、

できれば人勧の条例改正と補正と一致するようなそういう計上にしてもらえればなというふ

うに思っています。以上です。

○議長(又地信也君) ほかに質疑はございませんか。

3番 平野武志君。

○3番(平野武志君) 先ほど議長、条例と分けてと言いましたけれども、全体とおしての質

問ということで、切り替えということでよろしいですね。

まず一般会計の補正のほうで、8ページの先ほど総務課長から説明がありましたけれども、

ちょっと聞き漏らしましたので、医師の意見書作成手数料の追加についての説明をもう一度

ちょっと求めたいと思います。担当課長でもよろしいです。

それから、10ページの江戸川区交流自治体推進協議会負担金の追加の部分についてですが、

これも先ほど木村産業経済課長から説明がありまして、総務・経済常任委員会の中でも説明

を受けました。

内容については、都心との連携を図れるということで、この資料にも記載をしてある第2

年次以降の広域観光ツアー募集や教育・修学旅行受け入れ、あるいは移住定住体験について、

非常に期待するところでございます。そのような内容の目標については、ちょっと非常に作

りづらい部分はあるかと思いますが、今回補正に上がってきたのが物販の参加ということで、

きょうは8日ですから明後日、明明後日2月11日ですか。に行くということで予算を計上して

ありますが、この内容を見ると物販については木古内町については一品しか載っておりませ

んが、それ以外のものも販売をしていくのか、あるいはこの物販に参加するにあたり、売上

目標の試算算出をしているのかについて伺います。

また、先ほど申し上げましたとおり、この事業が今後木古内町の活性化を末永く図るため

に大変重要な協議会だと思います。

それで今後、行政と連携しまして我々町議会としても江戸川区に訪問や交流を図るべきだ

と私は思いますが、そのような部分を行政側として今後どのように考えているかも現状あれ

ば、合わせてお伺いしたいと思います。

○議長(又地信也君) 総務課長。

○総務課長(山本 哲君) 医師の意見書の役務費の関係ですが、障害福祉サービス利用者の

かたがございまして、当初予算では14名ということで試算をしておりましたが、実績として

現在13名、今後見込まれる数が6名ということで、19名ということで5名ほど増えるというこ

とを想定しております。そういうことで、意見書の作成手数料を追加をお願いしたいという

ことでございます。

○議長(又地信也君) 次に、産業経済課長。

○産業経済課長(木村春樹君) 江戸川区事業につきましては、資料の事業内容に記載をして

おります。

物販としてはおっしゃるとおり、一品でございます。これについては、20万円を販売目標
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としています。

それと、観光ＰＲということで、ノベルティの配付です。木古内町としては、ふっくりん

このプロモーション商品です。それと、森町・鹿部・七飯については、それぞれ記載のとお

りです。

この森・鹿部・七飯は、環駒ヶ岳広域観光推進協議会というのを結成しておりまして、渡

島町村会の事務局で呼びかけたところ、この環駒ヶ岳協議会のほうから賛同がありました。

そこと相談した中では、なかなか冷蔵品を持参して販売するというのは、現在の東京都の天

候状況などを含めると厳しいのではないかという中で、この常温で配付できるようなものに

しております。

これについては、ほかの町については、役場の職員が行くこととなっております。業者と

の折衝も要請したのですけれども、なかなか時間がない中ではそのようなことができなかっ

たということで、3月以降想定されます毎月5日に五日市というのがあります。また4月以降、

年に数回江戸川区の施設の中で物販が想定されています。そこについては、参加していこう

ということで、方向性として定まっています。

また、先ほど答弁いたしました様々な事業については、今回については木古内町が実質的

に事務局ということで進めるわけですが、4月以降は渡島町村会あるいは渡島総合振興局の

担当部局のほうで事務局的な役割を担っていただいた中で、渡島町村会構成の自治体を極力

網羅した中で、江戸川区と交流していきたいというふうに思っています。

また、議員の交流についてですが、これは理事者の答弁になると思うのですけれども、私

はそのようなことをした中で交流を深めていくことは、やぶさかではないと思います。以上

です。

○議長(又地信也君) 3番 平野武志君。

○3番(平野武志君) 内容詳しい説明を受けましたので、理解はしました。

そこで1点だけ、物販が記載のとおり一品だけということなのですけれども、これは木古

内から8名行くということで人手不足ということも考えられませんし、これはスペースの関

係上、他市町との約束上を一町一品というルールでこうしたのか、それ以外の理由があるの

か。あればお知らせください。

○議長(又地信也君) 産業経済課長。

○産業経済課長(木村春樹君) 平野議員がおっしゃるとおりです。スペースの関係です。

○議長(又地信也君) ほかに質疑ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

質疑がないようですので、質疑を終了いたします。

最初に、議案第7号について討論を行います。

討論ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○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7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は、原案のとお

り可決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(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いたしまし

た。

次に、議案第6号について討論を行います。

討論ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○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いたしまし

た。

次に、議案第1号について討論を行います。

討論ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長(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27年度木古内町一般会計補正予算（第7号）については、原案のとおり可

決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○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いたしまし

た。

次に、議案第2号について討論を行います。

討論ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○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27年度木古内町国民健康保険特別会計補正予算（第4号）については、原

案のとおり可決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○議長(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いたしまし

た。

次に、議案第3号について討論を行います。

討論ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長(又地信也君) 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3号 平成27年度木古内町水道事業会計補正予算（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) 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いたしま

した。

次に、議案第4号について討論を行います。

討論ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長(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 平成27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(又地信也君) 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いたしま

した。

次に、議案第5号について討論を行います。

討論ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○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 平成27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(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いたしまし

た。

閉 会 の 宣 告

○議長(又地信也君) 以上をもちまして、本臨時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、これにて会議を閉じます。

これをもちまして、平成28年第1回木古内町議会臨時会を閉会いたします。

ご苦労様でございました。

（ 午前１０時５９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2月8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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