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会議録                 平成 24 年 3 月 7 日（水） 場 所 3 階 第 1 研修室 

 

会 議 名    E A：第１回平成 24 年度予算等審査特別委員会 

出席委員：福嶋委員長、吉田副委員長、又地委員、佐藤委員、平野委員、竹田委員 

     笠井委員、新井田委員、東出委員 

欠席委員：な し                

                           会議時間  13:00～15:51   

                          事 務 局  山 本、近 藤 

 

開会   

1．委員長あいさつ 

福嶋委員長 ただいまから、第 1 回平成 24 年予算等審査特別委員会を開催いたします。 

 ただいまの出席委員は 9 名でございます。よって、木古内町議会委員会条例第 14 条の規

定による委員の定足数に達しておりますので、委員会は成立いたしました。 

 ただちに本日の会議を開きます。 

 本日の会議次第は別紙配付のとおりでございます。 

 初めて委員長を仰せつかりました福嶋と吉田でございます。私は、発音がちょっと聞き

にくい点があろうと思いますが、よろしくお願いします。  

 

 

２．審査事項  

（1）総務課 

 議案第 24 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 25 号  特別職等の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する支給条例の一 

               部を改正する条例制定について 

  議案第 26 号  職員の給与に関する条例及び職員の給与に関する条例の一部を改正する 

               条例の一部を改正する条例制定について 

  議案第 27 号  木古内町長等の給与等に関する条例の一部を改正する条例制定について 

  議案第 28 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 

福嶋委員長 はじめに予算に関連する議案の説明からお願いいたします。 

 総務課長。 

大野総務課長  －概要説明－（記載省略）（6:22～17:10） 

福嶋委員長   それでは、議案の説明が終わりました。 

 一括上程しましたので、議案ごとに第 24 号から質問を受けます。 

 まず、第 24 号について質疑を受けます。 

福嶋委員長  なしとみまして、次の第 25 号に入ります。第 25 号について質問を受けます。 

 東出委員。 

東出委員 総務課長、これはこれとしていいのですが、ただ、各種委員の報酬、費用弁償
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は実費の部分だと思うのですけれども、いまは、もう財政の健全化並びにそういうような

財政が逼迫しているというようなことで、ここに記載されているように日額 1,000 円とい

う表示なのですけれども、この辺 1,000 円というのは、何か貰っても早い話が貰っても貰

わなくてもいいやというような感じで、逆に、私も都市計の委員会に所属していたときも

そうなのですけれども、では、座談会のような形で報酬を支払わないような方法をあれし

ていたのですけれども、この 1,000 円というのはいかがなものでしょうか。ある程度、こ

ういう財政の厳しい時期かもしれませんけれども増額してあげたら、もっともっと住民の

中からこの部分について、「俺もやってみたい」、「私もやってみたい」という人が、金

に釣られてという意味ではないのですけれども、いる人達にしては 1,000 円というのはど

うなのでしょう。その辺の見解。 

福嶋委員長 大野総務課長。 

大野総務課長 検討する考えはございますが、平成 18 年に行政改革、集中改革プランに取

り組んだときに、財政の状況が非常に厳しいという中で、委員さんにも、各種委員会の委

員さんにお集まりいただいて、その中で議論をした経過がございます。その時には、「ボ

ランティアでいいよ」と、「無料でいいのです。」というところまでお話しをいただいた

のですが、自治法の取り扱い上、お金は支払わなければならないというふうな規程がある

ものですから、「それでは最低で」ということで 1,000 円と決めさせていただいてます。

これは 18 年の改正の時に、そのような説明をさせていただいたと思っているのですけれど

も、ただ、委員がご指摘のとおり財政状況についても、変化が生じてきているということ

ですので、行政改革を進める中での検討事項と言うことで受け止めさせていただきたいと

いうふうに思います。今はまだ、結論は持っておりませんので、申し訳ございませんがそ

こまでということでお願いします。 

福嶋委員長 東出委員。 

東出委員 そういうことは、そうしますと、いま総務課長の言葉を借りて、だいたい自分

なりに考えてみれば、当然これは払わなければならないものであるという認識はこれはい

いのですが、そうすると増額というふうな形で検討をするということでしょうか。その辺。 

福嶋委員長 総務課長。 

大野総務課長 減額をお願いしました時も財政の状況をご説明しまして、それで各種委員

会の委員さんにお集まりをいただいて説明しておりますので、その作業を経た上というこ

とになります。我々事務局としては委員さんの意見を伺いながら、その増あるいは現状維

持こういったところの話し合いになっていくかと思います。 

福嶋委員長 東出委員。 

東出委員 最後ですけれども、その回答というのはいつ頃を予定しておりますか。 

福嶋委員長 総務課長。 

大野総務課長 行政改革委員会に取り組むということで、24 年度考えておりますので、24

年度には答えを出していきたいというふうに思っております。（22:09） 

福嶋委員長 それでは、その他にございませんか。 

 又地委員。 

又地委員 報酬額についてではないのですが、木古内町箸・木材工芸品生産センター運営

協議会、実質開店休業みたいな形なのですよね。それでこの部分は将来、いつ頃までこの
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協議会は、こうやって持っていないと駄目なのですか。近年、多分近い時期にあそこは買

収になるわけですよね。その辺の見通しをちょっとお尋ねしておきたい。 

福嶋委員長 総務課長。 

総務課長 残念ながら木工センターの補償につきましては、平成 23 年の大震災がございま

して、国の予算がつかなかったという状況がございました。それで 24 年度で何とかつけて

ということでの要望は出しているのですが、まだ確定はしていないという状況の中では、

今回、廃止というところの条例までは至っておりません。24 年度中にできればいいかなと

思っているのですが、それには現状の木工センターにある機械器具等の処分も含めて、検

討というか結論を出していかなければなりませんので、木工センターの運営協議会は一度

くらいは開かなければならないのかなということでは考えておりますので、予算のほうは

そのような予算を持っていたように思っております。 

福嶋委員長 又地委員さんよろしいですか。その他ありませんか。 

 平野委員。 

平野委員 初めての予算委員会なものですから、あまりに安易な質問もあるかと思います

けれどもお許しください。先程の説明で新しく発足される委員会、木古内町行政改革委員

会から始まって、６個の分野において説明があったのですけれども、これはちょっと順番

も変わっているものですから。行数を見ると同じなのですけれども、現行の部分で削除さ

れた委員会等はありますか。すみません、確認です。 

福嶋委員長 総務課長。 

総務課長 削除はいたしておりません。追加 6 件です。それで、この追加につきましても、

町の条例のほうに、すでに委員会審議会等の設置条例があるのですが、精査をしたところ、

今回、載せていなかったと言うことが確認できましたので、追加をさせていただいており

ます。 

福嶋委員長 平野委員。 

平野委員 それでは、それぞれの委員会が、それぞれの目的を持って、僕もいくつか過去

に所属した委員会がありますけれども、目的を持ってそれぞれの委員会活動をされている

と思います。その中で、今回の、特に注目、僕個人の注目なのですけれども、行政改革委

員会、これは名称を変えて過去にこのような委員会があったのか。それとも、今回新規で

このような改革委員会を作ったのであれば、どのような目的で何を目指してこの委員会を

進めていくのか説明いただきたいと思います。 

福嶋委員長 総務課長。 

大野総務課長 行政改革推進委員会につきましては、行政改革大綱木古内町の事務事業の

効率化を進めて行く大綱です。大綱を作成するまでをお願いしている委員会です。大綱が

策定されますと、大綱の今度は推進本部というのがありまして、それは職員で構成してお

ります。その職員で構成した推進本部が実際の行政の効率化に向けての業務を進めていく

という流れになっております。それで、行政改革大綱につきましては、平成 13 年の 3 月に

大綱をいただいておりますので、この大綱の内容を変更して行くと、見直しをかけていく

という事になりますと、推進委員会を開催して平行協議をしていくということになります。 

福嶋委員長 他になければ次の条例第 26 号に移ります。第 26 号について質問ありません

か。 
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   （「なし」と呼ぶ声あり） 

福嶋委員長 ないようですので、続いて第 27 号の質問を受けます。 

   （「なし」と呼ぶ声あり） 

福嶋委員長 ないようですので、次の第 28 号に行きます。第 28 号はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ声あり） 

福嶋委員長 ないようですので、条例第 28 号については終わります。 

 次に予算に入ります。 

 総務課長。 

大野総務課長 －概要説明－（記載省略）（27:47～42:25） 

福嶋委員長 歳出を全般的に総務課の関係を説明してもらいました。 

 これについて質疑を受けます。少し幅が広がったのですけれども何かございませんか。 

 平野委員。 

平野委員 すみません消防費なのですけれども、うまく聞き取れなかったものですから、

もう一度説明いただきたいのですけれども。歳出の 143 ページですね。 

   （「142 ページ」という声あり） 

福嶋委員長 平野委員。 

平野委員 災害対策費です。143 ページの需用費の部分で、今年度、海抜のステッカーを

作って貼るという説明があったのですが、何枚くらい用意するのか。それで 5 万いくらと

聞こえたのですけれども、もう一度金額の確認とどのようなタイプで、どのような形で表

示を何か所くらいするのかというのをちょっと説明をお願いします。 

福嶋委員長 尾坂主幹。 

尾坂主幹 海抜ステッカーは各避難所ごとに設置したいと考えております。それで、ステ

ッカーとして窓に貼るタイプ、だいたい 30 センチ、30 センチくらいのものを表示したい

と考えております。1 枚の値段は、だいたい 5,000 円くらいです。それで、予算計上は 8

万 5,000 円を計上しております。 

福嶋委員長 平野委員よろしいですか。 

平野委員 はい。 

福嶋委員長 他にありませんか。 

 又地委員。 

又地委員 町制施行 70 周年記念事業補助金を 90 万円あるのですが、その 70 周年記念の事

業の全体像というのを説明していただけませんか。 

福嶋委員長 総務課長。 

大野総務課長 記念事業を実施するために、実行委員会を結成しまして、その実行委員会

に交付する補助金という事になります。実行委員会で実施する事業につきましては「記念

式典、記念祝賀会」、こういったものを実施する分として予算づけをしております。 

福嶋委員長 又地委員。 

又地委員 随分簡単すぎますね。私は全体像と言ったのですが、実行委員会を作ってそし

て任せるということなのでしょう。町長の執行方針の中で、今年度の執行方針の中で、70

周年記念式典、記念式のために言っているので、まだ町民には周知、それなりには知って

いる人もいるのでしょうけれども、全体像というのは、例えばどこまで町民参加云々だと
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かというところまでの全体像を知りたいのです。何だか、例えば実行委員会を作って 90

万円補助金を出して、記念式典を何だかんだか、実行委員会を作るということはわかりま

した。わかりましたけれども、その実行委員会がどのような形で、どのようなあれで進め

ていくのか、あるいは町民にどのような形で参加してもらうのかという部分を知りたいの

です。お願いします。 

福嶋委員長 総務課長。 

総務課長 執行方針の中に、70 周年記念事業という事で少し書いてございますけれども、

まずは 5 月 7 日に札幌交響楽団の北電ファミリーコンサートの誘致を行っております。こ

れはもう決定です。それと自衛隊の第 11 音楽師団ですか。そちらのほうは、いままだ日程

は、調整中なのですけれども、小中学校の吹奏楽部と一緒に合同演奏会を開催していただ

くということで準備を進めております。8 月には、ＮＨＫの子供野球教室の開催ができる

ということで決まっております。あとは「みそぎの舞」の 70 周年記念ラベルもあるのです

けれども、醸造をしていただきます。これは、木古内の酒販組合のほうで協力をいただき

まして、町のほうでは購入をすることになりますけれども、祝賀会のほうの富士酒造さん

と連携をして、この 70 周年用の記念醸造をしていただけると。そして、ラベルも 70 周年

というラベルをつけて、これは一般販売をして行きたいというふうに考えております。あ

とは、咸臨丸まつりですとか寒中みそぎ祭、それと産業まつり等のお祭りには冠をつけて、

予算としてはつけておりませんけれども事業として実施をすると。それと体育関係の事業

で、子供から大人までの事業がございます。それに冠をつけて実施をする。例えば、パー

クゴルフ大会が 70 周年記念町民パークゴルフ。こういったような開催形式を取って行きた

いというふうに考えております。それらの個別の事業については、予算をそれぞれ事業費

ということでつけておりますが、総務のほうの 90 万円につきましては、祝賀会あるいは記

念式典という事の予算づけだったものですから、そちらを先に説明させていただきました。

申し訳ありませんでした。 

福嶋委員長 又地委員。 

又地委員 そこで、いま総務課長のほうから説明いただいたのですけれども、例えば朝暘

小学校だとか、あるいは鶴岡市のほうまで手を伸ばすのかどうか、その辺はどんな形にな

っていますか。 

福嶋委員長 総務課長。 

総務課長 町制施行の 70 周年記念ということの式典、祝賀会へのご案内なのですが、これ

まで当町が姉妹都市というふうになってから、鶴岡市さんからは案内をいただいた事がな

いのですが、最近、近隣町で行われている事例を見ますと、うちの町でもご案内をいただ

きましたので、姉妹都市についてはご案内をしたいと思っております。ただ、小学校の交

流事業につきましては、これは別にこのあと補正等の対応で、まだ具体の交流事業の中身

が出ていないものですから、教育委員会のほうで説明するかもしれませんけれども、補正

対応というふうに考えておりました。ただ、70 周年という事でのご案内は行政同士でいい

かなというふうに思ってはいるのですが、そこはまだこれから検討させていただきたいと

思います。 

福嶋委員長 佐藤委員。 

佐藤委員 いまの 70 周年の関係で、説明がございましたけれども、市（町）制 70 周年、
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いちおう前から伺っているわけですが、実は鶴岡市の市制 80 周年、80 周年は確か町長に

案内が来て町長が出席されているというふうに認識しているのです。それで、その当時、

議長も行っているはずですし、私も行っているというような記憶があります。ですから、

その辺十分考えて検討していただきたいと思います。 

福嶋委員長 総務課長。 

総務課長 よく理解をしていないで答弁をしてしまいまして申し訳ございません。私が記

憶していないだけで、ご案内が来ていたということで訂正をさせていただきます。申し訳

ございません。 

福嶋委員長 竹田委員。 

竹田委員 何点か確認させていただきたいのですが、142 ページの消防費の説明の中で、

デジタル無線に係わる予算の中に、全体の消防費からすれば、人件費等の中では前年比減

になっていますけれども、増えている要素の中では無線設備の関係では増えているのかな

という先ほどの説明を聞いた中で、先般、確か議長等の知事に対して、確かこの消防無線

だと思うのですけれども、これに対する助成措置というか、その部分で陳情もして来たと

いう経過もありますし、具体的には広域の議会の中で議論されていると思うのですけれど

も、木古内町として、法的に多分無線のアナログからデジタルへの移行だと思うのですけ

れども、これを進めるというようなことに町としても同意をしたというか、ＯＫしたとい

うそういう捉え方で、今回、予算計上になったのかなと思います。ただ、全体の中では、

話を聞けば 10 億くらいの規模がかかる多額な費用を要するものだというふうに何か聞い

ているのですけれども、全体、木古内町の負担しなければいけない無線に係わる部分とし

て何億円で、その内の交付税を含めた財源措置があるのかどうなのか。今年度はいくら、

これから来年以降、段々金額が増えてくるのかなと気がしますけれども、その辺、もしわ

かってる範囲内で説明していただければと思います。 

 それから功労金、今回、1 名対象になっていましたけれども、73 ページです。臨時職員

の功労金 1 名で 400 万円とすればかなりの年数の長い方が対象になっているのかなと。今

後、やはりその功労金に対する町の考え方、それとこの長期にいた臨時職員が退職するこ

とによって、そこの穴埋めと言うか補充をどうするのかという部分ですね。その上の賃金

の中での説明では、2 名の計上に対して公務補の退職に伴う補充というか、それを臨時対

応、それと病欠等へ対応するための 1 名分だというふうに聞いたのですけれども、この功

労金の対象になっているかたの補充をどうするのか。それと、今後、この功労金の扱い、

適用を順次、また今まで同様、功労金の対象にしていくという、そういう考えなのか。そ

の辺ちょっとお聞かせ願えればなと思います。 

 それともう１点だけ、細かい部分なのですが、74 ページの需用費の中で一般消耗品、単

純に前年比を見れば 100 万円増えているという部分なのですけれども、町長の執行方針の

中でも経常経費の抑制と行財政の効率化を図るという部分と、この単純にこの消耗品だけ

見れば、ボンと去年より 100 万円も増えているという、そういうイメージで見えるもので

すから。その辺、特にこの辺、増やさなければなかったという説明がなかったものですか

ら、その辺について答弁願えればと思います。 

福嶋委員長 木村主査。 

木村主査  皆さんどうもお疲れ様です。最後の実務的な質問に対して、私のほうから答弁
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します。一般消耗品の関係なのですけれども、昨年度までに 23 年度まで機構の補償費の関

係で事務費もいただいておりました。その中で、原課と総務課のやりとりの中で一定程度

配分していたということがありましたが、24 年度以降につきまして事務費についてはあま

り望めないということで、一般財源の事務費を増額したということです。以上です。 

福嶋委員長 総務課長。 

総務課長 消防デジタル無線についてのお尋ねです。平成 28 年の 5 月にアナログが執行に

なります。消防無線としては使用ができなくなります。それに合わせて整備をしていかな

ければならない。その整備のスケジュールで行きますと、24 年に基本設計、25 年に実施設

計 26、27 と整備をしていくと。それで委員お尋ねのように、10 億円ほどの費用がかかる

ということなのですが、最近は、いまでは若干下がりまして 1 億円程度下がっております。

木古内町の負担は、局が 1 局で済みますので、これは、通信の届く範囲を調べたところ、

消防のほうのところに 1 局立てる事で、町内を網羅することができるという事で 1 局で行

います。そうすると 9,000 万円くらいです。この 9,000 万円について、23 年度では震災に

よる補正予算がございましたので、これは消防無線に対する支援を少し強化しています。

ただ、そこについては、すでに計画が動いているところはできたのですが、うちの町は、

まだこの 4 町については基本設計にまだかかっていない状況でしたので、取り組むことが

困難。むしろ、いまのアナログでの通信が支障があるかというとないのです。これが現実

なものですから、各町の首長さんも結論をなかなか出すことができなくて、それで昨年 12

月に広域の議会が終わったあとに、「知事に財政支援を要請に行こう」という事で行った

経緯です。ただ、知事に言っても、知事も国に対して、国の政策ですので、「補助率の増

こうをお願いしますと」言うことでして、北海道が各広域消防なり単独消防に支援をする

かというと、そういう状況にはなっていません。いま現在の補助金は、人口割りだとか面

積割りであるのですけれども、微々たるものなのです。それで過疎地域ですので、この地

域は過疎債の借り入れが可能です。これを実施しますと、昨年試算したところでは 3,000

万円弱がうちの町の一般財源の持ち出しになるだろうというふうな試算はしております。

それで、この部分をもっと手厚くという事が先日の知事への要請でありました。ただ、国

では、このあとも補助金を増こうしていただければいいのですが、予算を切り詰めている

状況ですので、予算枠が小さくなっているということで、早めにやはり取り組まないと補

助金すら入ってこないような状況を見て、いま動かなければということで決めたのが今年

の知事にお会いした後に、4 町の参与・幹事会のほうで決定し、予算化したというところ

でございます。 

 それと、功労金ですね。功労金につきましては申し訳ございません。広域の議会のほう

の報告というのはあったのでしょうか。いまの件について。あれば私も説明はしなくて済

むのですが。 

福嶋委員長 広域の議員はいるけど具体的に聞いておりません。 

 総務課長。 

総務課長 申し訳ありません。功労金なのですが、これは、昭和 60 年に木工センターがオ

ープンした時のその翌年に採用になったかたで、いま施設（係）のほうに勤務している職

員のかたです。勤務年数が 27 年という事で、これだけの経費になります。功労金規定は、

現在も町の規定として運用しておりますので、これにつきましては支払いをしなければな
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らないということで、60 才の定年を迎える事で支払いをいたします。ただ、功労金の規定

の見直しは、検討はしております。しかし、これを廃止、例えば廃止するとしても、それ

を遡って不利益を与えるわけにはいきませんので、支払いはしなければならないという状

況です。施設職員ですので、このあとの退職後の採用につきましては、現在の施設の業務

状況、これを見直しをいたしますので、その中で再度、職員が必要なのかということの判

断をして行きたいというふうに思っております。 

福嶋委員長 竹田委員。 

竹田委員 わかりました。功労金については、見直しも考えているということですから、

これについては、今後、多分この制度がどうなってくるのかという部分、若干過去にもこ

の功労金についての、多くの議論もあったわけでございますから、十分その辺も踏まえて

進めていただきたいと思います。消防無線のデジタル化の部分については、このあと広域

の臨時議会もあるようでありますから、この辺については、少し広域の議員さんに頑張っ

ていただいて、幾らかでも負担軽減、木古内町の財政負担が減るような、いろいろな努力

も含めてお願いをして終わります。 

福嶋委員長 他にございませんか。東出委員。 

東出委員 職員の退職、そして補充に関してなのですけれども、この度退職し、新しく 2

名が採用になると。そんな事で、人件費も約 4,000 万円減になって、果たしてこれを喜ん

でいいものかどうなのかと、金で考えると。これはいいことだろうと思うのです。しかし、

職員が、どんどんどんどん減って行っているわけです。いくらグループ制でみんなで助け

合って業務を進めていくにあたっても、これはやはり限度があると思うのです、職員に。

そんなことで、当初、何年か前に採用計画なるものを確か手元にもらったと思うのですけ

ども、やはり、なかなか一年生職員にはこれと言った仕事はできるわけないのです。やは

り、いままで何十年もやって来た人と比べて仕事量も全然できない。そうするとその分、

誰かに負担がかかっていかなければならないのですけれども、これは一つの流れとして辞

める人がいる。そして補充されて行く人がいる。こういう流れの中なのですけれども。今

年度は 4,000 万円の人件費が浮いたにしても、平成 25 年、26 年、27 年と課長はじめ退職

を目の前にしている職員がいるわけです。この辺について、もうそろそろきちんとした部

分で考えていかなければならないだろうと。住民サービスの低下に繋がってはならない。

そんなことで、この辺についてはこの 2、3 年将来を見据えた中で、副町長をはじめこの辺

は、職員の中で協議されていると思うのですけれども。これはどうするつもりでおります

か。副町長。 

福嶋委員長 副町長。 

副町長 いま東出議員さんにも心配をしていただいて、ありがとうございます。私どもも、

いま職員間の中で定員数の確認をいたしまして、これから協議するというところでござい

ます。まだ、今年度中はまだかかると思いますので、できれば来年度辺りまでに定員計画

を出して行きたいと、そういう考えております。 

福嶋委員長 東出委員。 

東出委員 決して心配とかというのではなく、やはり、ややもするといま定年延長の議論

がされていますよね。60 才で定年になっても、65 才まで年金がもらえないので、その 5

年間どうするよという事で、民間企業を含めながらこの定年延長の議論もされて来ており
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ます。 しかし、反面そういう若い人達の職場確保という部分では、半面そういう事もし

ていかなければならないということなので、やはりこれは、これからというのは前々から

この議論はされているのです。では、あれですか、我々はいま手元に持っていないのです

けれども、採用計画なるものは、年次ごとの、これというのは変わりない人数で行くつも

りでいるのですか。その辺はどうなのですか。 

福嶋委員長 総務課長。 

総務課長 定員適正化計画というものを作っておりまして、そちらにつきましては毎年の

退職者を確認し、そして新採用者の人数を、この人数ということで、あるいは臨時職員化

する部分についても、こういう職種についてやっていくというような計画は作っておりま

す。ただ、それでも昨年 12 月にお示しした財政収支計画では、平成 32 年度で基金が 2 億

8,000 万円という数字をお出ししましたので、その時に委員の皆さんからご指摘をいただ

きまして、再度、見直しをすると。これは、職員の適正化計画を現状の町の人口で作って

いたものなのですよ。それが 4 年に一度の国勢調査で行くと、おそらく 5,000 人を切るで

あろうと。そういった時に、いまのままの人員配置計画でいいのかということをちょっと

考えておりまして、これはいま見直しをかけている最中です。具体例で言いますと、うち

の町は、4,000 人台には入っていませんけれども、すでに近隣で檜山のほうでは 4,000 台

に入っている町があります。そこで、どういう経営がされているかということも見ており

ますし、そういった中で将来の、先ほど私の退職のこともお話していただきましたけれど

も、かたまって退職という時がありますので、そういう時をうまく捉えて減らしていかな

ければないのではないかなと、そういう発想で見直しを進めていく予定です。 

福嶋委員長 なければ、１時間過ぎましたので休憩したいと思います。 

 歳入は休憩の後、15 分まで休憩いたします。 

 

休憩 14:07 

再開 14:17 

 

福嶋委員長 休憩を解き会議を再開いたします。歳入の説明をお願いいたします。 

 総務課長。 

大野総務課長 －概要説明－（記載省略）（1:13:52～1:22:45） 

福嶋委員長 総務課長から歳入について説明を受けました。質問を受けます。 

 佐藤委員。 

佐藤委員 歳入について総務課長から説明がありましたが、一般会計の関係で普通交付税、

特交について予算説明がありましたけれども、説明の中ではこの特交については災害の金

額について言われていましたけれども、今年度は 18.8％をそのままされたというこの要因

は、全般に特交の大まかな内容を災害と言っても未確定な要素だと思うのです。それがな

ければいいことだと思うのですが、大まかなところの特交の内容、1 億 9,000 万円の内容

説明をお願いします。 

福嶋委員長 木村主査。 

木村主査 特別交付税の関係であります。先ほど総務課長の説明でもありましたが、昨年

平成 23 年度の当初予算の積算時につきましては、普通交付税と特別交付税の配分割合が特
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別交付税については、6％から 5％に圧縮されるという方針でした。それを踏まえて、昨年

分については、1 億 6,000 万円の当初予算計画を計上したわけですが、東日本大震災の状

況を受けて、政府のほうで 3 年間は 6％の配分割合は変更しないということになりました

ので、いままで交付されて来たのが、平成 21 年度が 2 億 2,800 万円、平成 22 年度は 2 億

4,４00 万円ありました。その中で、人口の減少地域配慮分というのが、おおよそ 4,000 万

円くらいあるというふうに伺っておりましたので、1 億 8,000 万から 2 億円の範囲の中で

交付可能だというふうに想定しまして、今年度については、1 億 9,000 万円を計上してお

ります。なお、特別交付税についても明確に交付されているという項目がございます。一

つ目は、病院に対する不採算地区に対する交付でありまして、木古内町であれば 99 床分の

ベッド数に対応して 1 億 2,000 万円強の金額をいただいております。それと、有害鳥獣駆

除に要する経費ということで数百万円いただいております。ほかに、除排雪経費ほか特殊

な財政事情ということで配分された中で、近年は 2 億円以上の交付があるということでご

ざいます。なお、災害需用などというのは、木古内町のという意味合いではなくて、全国

的に災害需用があった時に、そちらのほうに配分がされるということを想定して、あまり

多めには積算していないということでございます。以上です。 

福嶋委員長 他にありませんか。 

（「なし」と呼ぶ声あり） 

福嶋委員長 ないようですので、一応、歳入について説明を終わります。これで一応総務

課の関連する中では、次に選管、監査に移りたいと思います。 

 総務課長。 

大野総務課長 －概要説明－（記載省略）（1:27:04～1:30:41） 

福嶋委員長 歳入歳出の説明が終わりました。質問ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ声あり） 

福嶋委員長 ないようですので次に進みます。 

 総務課長。 

大野総務課長 －概要説明－（記載省略）（1:30:59～1:31:43） 

（「なし」と呼ぶ声あり） 

福嶋委員長 ないようですので終わります。 

 これで、総務課は全部終わりです。 

 暫時休憩をいたします。   

                           

休憩 14:35 

再開 14:43 

 

（2）まちづくり新幹線課（1:32:59～） 

福嶋委員長  まちづくり新幹線の皆さんご苦労さまです。新幹線の関係で課長から説明を

受けたいと思います。高谷課長。 

高谷課長 －概要説明－（記載省略）（1:32:22～1:46:33） 

福嶋委員長 東出委員。 

東出委員 高谷課長、課長の説明の中で、その先ほどのこの資料の 59 ページの中で、「こ
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こは広域担当ですよ、ここは新幹線担当ですよ」、とういうふうに言ってくれたのですが、

ただ、ここを見ますと緊急雇用対策になると水産商工とかあるでしょう、補助金の中に。

そしてこの事業等を見れば、新幹線絡みのパッケージになっているわけです。これは委員

長の計らいなのですけれども、これはやはり関連あるものですから、この扱いは水産商工

だとか建設課も確かありますよね。それで委員長、これは一つのパッケージになっている

わけです。予算審議をしていく中で、「これは新幹線担当でやります、水産商工でこれだ

けやりますと、建設水道でこれだけあります」と、何かバラバラにされてしまうと、我々

も一つのパッケージになっている中では、分解していかなければならない、各課の作業で。

 この辺委員長、どういうふうに扱いして、我々も一つの事業なのだけれども、各課に分

れてしまっているので。 

福嶋委員長 高谷課長。 

高谷課長 新幹線関連という事で、一つのパッケージということで捉えておりますが、事

業はその一つずつの事業でやっておりますので、それが担当課で説明しても、特別不便は

感じないものと思って、そういう説明にしました。 

福嶋委員長 東出委員。 

東出委員 ということは、いまのここの課で、例えば建設水道課の部分であっても水産商

工の部分であっても、説明してしまいますよという事ですか。高谷課長、違います。その

課、その課で。 

福嶋委員長 その課その課でやるということです。 

大まかにはこれでは全部の補助対象になっているから、ここでまとめて総体的になってい

るけれども、分散した中では各課の中で説明して貰います。そういうことでいいのでしょ

う。総務課長。 

総務課長 ただいま、東出委員さんから議事進行という事でお話がありました。多くの課

にまたがって横断的に業務が進めていくということになっていますので、このあと、いま

我々のほうでは組織の見直しを考えております。まちづくり新幹線課の中を少し見直しを

しようということで、パッケージ事業を推進していくために、現在のまちづくり新幹線グ

ループを少し見直しをしようと、そういうことで、見直し案を用意しておりますので、よ

ろしければ、ここでそれを示させていただいて、ご説明をしたいというふうに思うのです

けれども。これは、新幹線の開業効果を最大限に活用していく政策を一体的に、連動的に

町としては進めていくのだという、そういったまちづくり新幹線課の新たの姿というもの

を検討しましたので、そちらを先に皆さんにお示ししてご説明したいと思うのですが、よ

ろしいでしょうか。 

福嶋委員長 暫時休憩をいたします。 

 

 

休憩 15:02 

再開 15:06 

 

福嶋委員長 休憩を解き会議を再開いたします。 

 総務課長。 
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総務課長 組織の見直し案という事で、資料を配布させていただきました。資料番号 2 の

58 ページのほうには、パッケージ事業について表示がございますので、そちらを見ながら

説明をしたいと思います。 

 1 点目は、新幹線開業を見据えたパッケージ事業を推進するため、これは、まちづくり

新幹線課の中に新幹線推進室を新設するという考えです。ですから、課として改めて制定

するのではございませんので、条例改正ではございません。２点目は、室長に北海道から

派遣される地域振興枠の職員を置きます。3 点目は、事務を円滑に実施できるように課を

超えた兼務発令を行います。4 点目は、広域観光推進グループは、渡島西部、檜山南部 9

町を中心に、開業後の観光客誘客に向けた事業を展開することから、新幹線推進室と一体

とし、広域観光推進グループを廃止することとします。新幹線振興室の室につきましては、

これまでのグループと同列の扱いとします。 

 以上のことから、まちづくり新幹線課の体制を次のとおりとする。まちづくり新幹線課、

課長以下職員は、現在の 7 名で変更はございません。それで、グループがまちづくりグル

ープと新幹線推進室の２つになります。まちづくりグループにつきましては、都市計画担

当主査、まちづくり担当主査、まちづくりグループ員です。そして新幹線振興室につきま

しては、新幹線振興室主査 1 名、新幹線振興室員 1 名、それで兼務として、都市計画担当、

まちづくり担当、水産商工、農林、土木、建築というふうに兼務発令をしようと思ってお

ります。それで、事務分掌なのですが、まちづくりグループの中に、新たに在来線に関す

ることという分掌を入れたいと思っております。それと、新設する新幹線推進室ですが、1

点目は、新幹線建設に関すること。これは、改正前は新幹線担当、まちづくりグループの

新幹線担当でした。2 点目は、新幹線木古内駅開業に関すること。3 点目は、広域観光に関

すること。4 点目は、企業誘致に関すること。5 点目は、トレイン・オン・トレイン基地の

誘致に関すること。6 点目は、新幹線関係団体等の連絡調整に関すること。７点目は、開

業イベントの企画立案に関すること。8 点目は、新幹線に関連する地域振興に関すること。

ここで、北海道から派遣される地域振興枠の職員のかたにつきましては、これまで、規則

の中で参事、管理職の名前を課長と参事ということにしておりましたけれども、こちらに

つきましても室長ということで、追加で入れていきたいと思っております。この中で、一

体的に新幹線開業効果を進める担当部局という事で、新幹線振興室、ここがリーダーにな

って事業を進めていくという考えかたでございます。 

福嶋委員長 東出委員。 

東出委員 いま総務課長のほうから、ここの標題にもありますが、組織の見直し案でしょ

う。前段にそうしたら予算委員会で、総務課の審査をやっていて、終わってから「これを

やらせてください」と言って、やってから新幹線課に入らなかったら、だから反対でしょ

うと、事後処理でしょうと、そう思いませんか。こんなの受けられません。 

福嶋委員長 総務課長。 

総務課長 大変申し訳ございませんが、条例改正という事での提案ではなかったものです

から、担当課のほうになってから説明しようというふうな判断でおりました。前後してい

るということでございましたら、お詫びを申し上げます。 

福嶋委員長 東出委員。 

東出委員 それにしても、まちづくりグループ新幹線振興室と、条例ではないかもしれま
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せんけれども、新たな職務を発令するわけでしょう。まちづくり新幹線課の中に。それで、

その中の中に主だった 1 番から 25 番、1 番から 8 番まで、いろいろと書いていますけれど

も、これだってそうすると、我々こうやって目を通して見て、都市計画の関係がらみもあ

るだろうし、いろいろと重要な案件等も持たせるようにあたっては、やはり、私はこの辺

の部分で前後しているのです。今更ここで、我々にこう言われて新幹線振興室については、

新幹線建設に関すること。それから、特にこの赤で書いていることについては大事な部分

でしょう、これからやっていく中で。そんなのが、いまここでこう示されても私自身は、

いまこの審査に入って行く気にはなれません。 

福嶋委員長 総務課長。 

総務課長 規則の改正で進めて行きたいということでございますので、ただ、そこにつき

ましては、これから新幹線開業効果を最大限に引き出すこの木古内町の推進方策の中では、

こういった組織の見直しが必要だというふうに考えておりまして、提案の時期が遅くなっ

たということで、申し訳なく思いますけれども、何とか今回の予算委員会の中で、ご同意

をいただければというふうに思います。 

福嶋委員長 又地委員。 

又地委員 これは組織の見直し案については、総務課長からではなく、本来は町長から出

てこなければならない、そうでしょう。ただ、私は、いまのまちづくり新幹線課長が今月

いっぱいで退職です。随分、私も開業までの 4 年間、24、25、26、27 この 4 年間どうなる

のだろうと心配していたのです。その心配というのは、どういうかたが、道から来るのだ

ろうか。そう思いながら、高谷課長が退職したあと、どんな形になるのだろう。かつ開業

までのこの 4 年間というのが、すごく大事だと思っていたのです。ですから、このような

形で、私は、新幹線振興室を作ると。そうすると、道から来てくれるかたが室長になって、

かつ新幹線開業に関すること、あるいはトレイン・オン・トレイン基地誘致、あるいは開

業イベントの企画立案等々してくれるというのであれば、一つのある意味では安心感も、

高谷課長がいなくなったあとの安心感も少しは出るなという気はしているのです。ただ、

東出委員が言うように、この部分に関してはもう少し早く、やはり組織の見直しですから、

これは総務課長が議会にどうのこうのという前に、やはり町長のほうから、この案件に関

しては、もう少し早い時期に説明があれば良かったのではないかと、副町長そうではない

ですか。これは課長が、総務課長が組織の見直しをするわけではないのです。これは、や

はり町長が将来を見据えた中で、組織の見直し案をどうだと、したと思うのです。誰が動

いた、彼が動いたではなく。そういう意味では、ちょっとお粗末ですね。ただ、私は大事

な 24、25、26、27 年の開業までの間を考えると、少し知恵を絞って出してくれたなという

感覚は持つ。議案の審議云々という事に関しては、審議はします。 

福嶋委員長 暫時休憩をいたします。 

  

休憩 15:16 

再開 15:28 

 

福嶋委員長 休憩を解き会議を再開いたします。 

 町長。 
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大森町長 ただいまは、委員会の中で大変貴重な時間をいただきまして、休憩をとってい

ただいた事に感謝を申し上げます。ただいま、ご説明を担当のほうからさせていただきま

したが、本来であれば私のほうから説明をしなければならなかったということで、反省を

しております。改めまして、皆様がたにご説明をし、ご理解をお願いするところでござい

ます。まず、はじめに今般の説明につきまして、皆様がたにご説明をする時期が遅れまし

た事をお詫び申し上げます。実は、大変パッケージ事業の推進を進めていくにあたりまし

て関係課が複数に跨ることから、どのような形で進めるかということの協議で、大変時間

をかけておりました。つい最近、その協議がまとまり、先ほどご説明した内容になったわ

けですが、今後、道の協力等もいただく中で、道職員の派遣を受け、この事業を推進して

いくわけでございますが、いくつかの関係課に跨るという事から、このような新たな体制

を整備したわけでございます。何分、十分なご理解をまだいただいていなかったというこ

とでございますので、ぜひ、この委員会の中でご協議をいただきまして、ご理解を賜るよ

うお願い申し上げます。 

福嶋委員長 東出委員。 

東出委員 その議論は、やはり先にしておかなければならないのです。いま、もう予算に

入って数字に対して我々がどうのこうの議論していく。その前段でこのような事があって

しまったわけです。先ほど、又地委員、いま休憩の中で、「我々から指摘される前になぜ

あなたたちのほうから、こういう組織の一つの見直し案が、先になぜ示してこないのだ」

と。そこに我々は、「あなたたち行政側の落ち度ですよ」と言っているのです。という事

は、私、言うのですが、この事業は全部一つのパッケージになっているわけです。そして

各課、３課にわたっているわけです。どこかが手抜きをしたり、どこかがちょっと波から

外れていったらこの事業というのは、ボツにはならないかもしれませんが、どこかでデコ

ボコが出てしまって、まして当町だけではないわけです。9 町絡めて広域観光という、町

長がよく口にするじゃないですか、新幹線は広域観光でもってどうのこうのと言ってるわ

けです。そうすると他町にも迷惑がかかるわけです。他町にまで、「木古内さん何をやっ

ているのだ」と。木古内も恥をかくという部分で、私は本当に、これをきちんとやらない

ことにはと思っていたのです。これは本当にいいことなのです。この見直し案というのは、

兼務させることは。「それを先に出てこない限り、私はこの審査に入りません」と、私は

そう突っ張ったのです。もし、このまま進めていくのであれば、謝罪していますし、これ

以上、私は深追いしないのですが、ではこれをいま、ここの課で審査するときに、では、

建設水道課の係も、それから産経の課長さんも入って、一緒になってテーブルについてや

りたいと。であれば、私は、今回予算の審査に乗って行きますよと言うことなので、こう

いうことは、もう二度としていただきたくないと思って、町長に来てもらった経過です。

今後、十分気をつけていただきたいし、総務課の審査の中で、職員の定数のあり方、グル

ープ制のあり方を問いただしたのです。その辺十分に配意していただきたい。 

福嶋委員長 又地委員。 

又地委員 町長、ちょっと間違っている部分があります。この予算委員会に、本来は議長

がいなくてもいいのです。議長はいまいますけれども、発言権はないのです。そんな中で、

「わかってください」と言っても駄目です。本来であれば議長経由で、全員協議会か何か

を開いてもらって、そしてその場でいろいろと説明を受けると。そして議会側も、「よし
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行く」という形になっていかないと議案の審議はできません、本来は。議長どうするので

すか。 

福嶋委員長 暫時休憩をいたします。 

休憩 15:34 

再開 15:48 

 

福嶋委員長 休憩を解き会議を再開いたします。議長から一言あります。 

岩館議長 休憩をしてください。 

福嶋委員長 暫時休憩をいたします。 

 

休憩 15:48 

再開 15:50 

 

福嶋委員長 休憩を解き会議を再開いたします。 

先ほどらい、いろいろと注意をされましたけれども、今後とも十分に気をつけながら、施

行されるよう希望いたします。 

 他にありませんか。一応、いま担当する建設課また経済産業課の担当も含めて、それぞ

れ役割があってそこに配属されています。きょうは入っていませんけれども、その扱いに

ついては明日以降の説明に、皆さん関連するところに入ってもらって集中審議をするとい

うふうなことにしますので、きょうはこれで終わりたいと思います。 

 どうもご苦労さまでした。 

 

 

   

                            閉 会   15:51  終了 

 

 

説明員 大森町長、小林副町長、大野総務課長 

    名須賀主幹、尾坂主幹、木村（春）主査、泉主査 

     山下主任、佐藤主任、敦澤主事 

    高谷まちづくり新幹線課長、小野寺まちづくり新幹線課参事 

    片桐主査、福田主査、阿部主査、福井主任、中山主任 

傍聴者 小野寺好秋 

報 道 大城道雄、松宮一郞 

  

 

                      平成 24 年度予算審査等特別委員会 

                                          委員長  福 嶋 克 彦 

 

 



- 16 - 

 


