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会議録                 平成 24 年 3 月 8 日（木） 場 所 3 階 第 1 研修室 

 

会 議 名    E A：第 2 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   9：30～16：18

                            事 務 局  山 本、近 藤 

 

開会   

1．委員長あいさつ 

福嶋委員長 定刻になりましたので、ただいまから 3 月 7 日に引き続き、第 2 回平成 24

年度予算等審査特別委員会を開会いたします。 

 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す。 

 まちづくり新幹線課、産業経済課、建設水道課の皆さん、どうもご苦労様です。昨日、

まちづくり新幹線課から、平成 24 年度新幹線パッケージ関連事業についての提案がありま

したが、本日はこの事業に関連する課の皆さんも同席をお願いしまして、一括集中審議を

行うことにいたしましたのでよろしくお願いいたします。 

 それでは、まちづくり新幹線課の新幹線担当事業、続いて産業経済課関係、建設水道課

関係の順で、それぞれ歳出、歳入を含め説明をお願いいたします。 

 質疑はすべて説明を受けてから行いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

 それでは、説明をお願いいたします。 

 高谷課長。 

 

2．審査事項  

（1）まちづくり新幹線・産業経済課・建設水道課 

   ・平成 24 年度新幹線パッケージ事業関連 

高谷課長  －概要説明－（記載省略）（5：18～9：54） 

福嶋委員長 産業経済課長。 

新井田課長 －概要説明－（記載省略）（10：00～22：34） 

福嶋委員長  高谷課長。 

高谷課長 すみません。建設水道課の担当を、私が先ほど 8 番でうちの新幹線担当もかぶ

っていますので、一緒に説明させて貰いました。 

福嶋委員長 いちおう、高谷課長のほうで包含させたということでございますので質疑を

受けます。竹田委員。 
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竹田委員 1 点目は、予算書の 84 ページの広域観光推進費に係わる部分であります。14

節で使用料及び賃借料でフェリーの使用料、それと車の借り上げが計上されておりますけ

れども、これはフェリーを使うのであれば車の借り上げはいらないのかなと。車を持ち込

んでのことかなという気がします。それと、通信機器の借り上げについては、多分これは

パソコンかなというふうに思いますけれども、これは今後の人材交流センターのスタッフ

養成を今後しますし、そのためのこのパソコンは交流センターの開設の時に多く活用する

という、そういう機器なのかどうか確認します。それともう 1 点は旅費なのですが、木古

内駅活用推進協議会、この事業として、例えば各地を推進地を視察研修するそういう旅費

だろうというふうに思っております。これは、協議会で中心になって、例えば先進地の視

察をするということであれば、この協議会に加盟している 9 町が連動していくことになる

と思うのですが、これはそれぞれの町村でもこのような予算計上しているという、そうい

う捉え方をしていいのか。木古内町だけが先進地の視察に行くということなのかという部

分をちょっと確認したいと思います。それから、資料番号 59 ページの 9 番、駅前商店街の

景観統一事業であります。これは大変いい事業だなとそういう評価をしますけれども、た

だ町長の執行方針の中の議論の中でも、町有林の利用間伐を活用するという事の話をされ

ていましたけれど、今年度はもうすでに着手する商店があるのですが、果してその部分が

これからの事業として間に合うのか。その部分をどういう手だてで考えているのかという

部分。言っていることと、これからやることがちょっとギャップがあるような気がするの

ですが、その辺をどういう当面する部分は、どう対応する。これからの部分はどうすると

いう考えがもしあるとすればお聞かせ願いたいと思います。それからもう 1 点は、はこだ

て和牛でありますけれども、これはよくはこだて和牛の生産者等から言われますと、「生

肉でなければ駄目だ」みたいなそういう言い方をよく聞くのですが、これはあくまでもそ

ういう生肉でのはこだて和牛の販売、例えばそういうことなのか。今後は、いろいろな研

究をして冷凍保管ができるようなものを使っていくのかという部分を、大変これについて

もなかなかはこだて和牛は値段が高く、なかなか手に入らないという部分からすれば、大

変我々も期待をしているところなのですが、その辺の単なる仕入れ業者にそういう補填を

して、本当にそういう流通・機構がうまく町内の業者と回るのかどうなのかという、ちょ

っとこの内容だけでは見えない部分もありますし、例えば町内であればどこの業者、町内

の加工業者にやろうとしているのか。その辺まで、もし分ればお知らせ願いたいと思いま

す。 

福嶋委員長 片桐主査。 

片桐主査 まず、フェリーの使用料の関係ですけれども、こちらにつきましては、いま、

うちのほうで 9 町連携を行っておりまして、そこの加盟町であります奥尻町もそこに入っ

ておりまして、我々事務局が奥尻のほうに行った時に使用するフェリーの料金ということ

での計上です。もう一つ、車の借り上げはこれとは別なものでありまして、ここで出てい

ます車の借り上げ料は、いま採用いたします広域観光のスタッフのかたがたがそれぞれの

地域に出向きまして、いろいろイベントですとか、そこのかたがた住民のかたがたとのネ

ットワークを築いていただくために出て歩いていただく機会が相当出てくると思いますの

で、それの手段としまして、自家用車の借り上げをするという部分の計上でございます。 

 また、通信機器なのですけれども、こちらも採用いたします観光スタッフのかたがたに
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常時タイムリーにその観光情報ですとか、またブログやツイッターなどで、いろいろな自

分たちが出向いて行った場所での経験ですとか、人に合った部分ですとか、そういうもの

を発信していただくために、それぞれ採用するかたがたに個人的なノートパソコン等を常

時持っていただくということで、その個人パソコンを借り上げるという使用料で計上して

ございます。 

 また、9 町の広域観光のＰＲ旅費ですけれども、こちらについてはいまのところ事務局

のみ、事務局は木古内町ですけれども、事務局のみのＰＲ旅費でございます。いまのとこ

ろ、その他構成します 8 町の町にはそういう部分、旅費の計上等のお願いはしておりませ

ん。あくまでも、事務局がその観光素材を持って都心ですとかにＰＲに行く旅費という計

上でございます。以上です。 

福嶋委員長 新井田課長。 

新井田課長 それでは、私のほうで後段の地域材の関係とはこだて和牛の関係の 2 点につ

いてご説明を申し上げます。 

 地域材につきましては、今年度から実施する商店等があるので、その対応が可能かとい

うことなのですけれども、昨年来、町有林につきましても間伐事業を実施しておりまして、

相当数の材積が出ております。また、今年度も引き続き予算計上して利用間伐、これを実

施する予定でおります。そのような事で、材は豊富に町有林の材は出るわけです。それで、

昨年からこういう事業があるということで、やりたいという事で非公式に町内の業者さん

に、「こういう事業をやるので、地元の杉、地元で加工したものを使用したい」というこ

とでご協力をお願いしたいということで、非公式でありますけれどもそういうお話をして

おりますので、対応は十分可能かというふうに思っております。 

 それと、はこだて和牛につきまして、「これは生で出すのか、卸業者が冷凍で出すのか」

という事でございますけれども、これまで小売店等も私ども調査しました結果、実際にい

まはこだて和牛でない肉を使っている業者もあるのですが、そこでは冷凍で使っていると。

冷凍でも提供する商品に全然影響がなくて保管も効くということで、冷凍で十分対応でき

るという事でございます。また、購入の仕組みは、基本的にホクレンのほうでは、1 頭買

いということで契約をするわけですけれども、1 頭いっぺんに来ると木古内の業者がなか

なかさばくのに大変だということで、この辺は何とか半頭単位にお願いできないかという

ことで交渉をしております。ですから、最低半頭で、それぞれの部位が入ってくるわけで

すけれども、それをさばくのにやはり 1 か月、2 か月かかるわけですので、当然、卸売業

者につきましても、冷凍で保管をするというような事になりますので、生で出荷というこ

とにはならないというふうな方向にあると思います。それでもう 1 点、業者についてです

けれども、現在肉の取り扱いをしている業者は町内に私どもで確認したところ 1 軒しかご

ざいません。その 1 軒について、何とかこれからお願いをし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 おおかた理解をしましたけれども、先ほど説明された旅費の関係ですが、木古

内町のみの分の予算計上だと。それはいいのですが、ただ、やはり広域観光を推進すると

いう考えからすれば、やはり 9 町が連動した共通認識を持ってやはり行動するのが一番ベ

ターでないかというふうに思うのです。ただ、木古内町だけが 1 人走りというか、それだ
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け先行してしまって他の 8 町がついてこないということのないように、その辺ちょっと心

配するものですから、やはりせっかくそういう先進地の視察だとかいろいろな研修をする

という場には、やはり 9 町の共通の認識の中で参加をし行動し見聞を広めて、いざ「4 年

後の交流センターのオープンではこうなりますよ」というストーリーでなければならない

と、そういう気はするものですから。ただ、今後のこれからまた開催される活用推進協議

会という場の中でもそれぞれの差もありますから、やはり木古内町が音頭をとってそうい

う他町に呼びかけをするという事を取り組んでいただきたいというふうに思います。 

 それと、はこだて和牛の関係で冷凍保管をするということですから良かった。ただ、町

内の業者もそういう冷凍庫の設備を持っているところがあるのですよね。あまり認識がな

かったものですから。それであれば、これからそういう部分ではこだて和牛が安価で食で

きるのかなというふうに楽しみにしております。これについてもよろしくお願いしたいと

思います。以上です。 

福嶋委員長 笠井委員。 

笠井委員 59 ページの 9 番、いま商店街、酒屋さんがいま壊している。そして、3 か月か

4 か月したら新しい店ができるのですが、その材ですが「木古内の材を使ってくれる、使

ってくれる」という。いま材があるということですから、確保しているということですか

らいいのですが、補助金というのは 20 万円。20 万円というのはいくらの材を使ったら 20

万円補助金をもらえるのですか。50 万円買っても 20 万円ですか、100 万円買っても 20 万

円ですか、その辺まだまだ詳しく。まちづくりもいますから、駅前のいまの商店街で前に

一軒だけ辞めると聞いていたのですが、本当に一軒だけですか。あとはみんなやるのです

か。その辺お願いします。 

福嶋委員長 新井田課長。 

新井田課長 補助金の 20 万円の内容でございますけれども。基本的には上限が 20 万円と

いう事で、1 階部分の外壁とアーケード的な塀を作っていただくという、そういうルール

を決めておりますので、そういう部分に使う杉材を使ったコストの最大 20 万円ということ

で、実際に 50 万円かかる人もいるし、100 万円かかる人もいます。それで、20 万円以内に

収まるとそのかかった分、15 万円であれば 15 万円というような内容の補助金でございま

す。 

福嶋委員長 高谷課長。 

高谷課長 駅前の商店につきましては、現在空いているところは 2 軒分あるのですが、そ

こはもうもともと辞めているということで、いま一軒は改築というか解体しましたけれど

も、もう 1 軒のほうは道路のいまの町の道路によって、まともにかかっていくということ

で、その空き家はなくなります。それと、もう少し駅付近で一軒辞めるところは確実にあ

ります。もう 1 軒は道路の新設によって、残地によって移転という事で考えているという

ことでございます。 

福嶋委員長 笠井委員。 

笠井委員 酒屋さんの場合、もう設計図もできているのです。そこで、これから木古内の

杉を使ってくれと言っても、あなたがたはそういう事を何も言っていないでしょう、玄関

のほうに杉材を使ってくれと。設計のほうはどのようになるのですか。これから設計を直

してもらうのですか。どういうのですか、向こうに説明も何も行っていないでしょう。 
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福嶋委員長 高谷課長。 

高谷課長 駅前商店街のことしいま 23 年度契約で、実際の実施は 24 年度になるのが 4 軒

ありまして、1 軒は空き家をそのままいまはもう壊してしまいましたけれども、あとの 3

軒につきましては、町でいままで行った会議の中に、打ち合わせの中に出て来ておりまし

て、そういうお願いもしておりますし、またそういう設計にしてもらうということでお願

いして、また実施するという答えももらっております。 

福嶋委員長 笠井委員よろしいですね。他にありませんか。平野委員。 

平野委員 ご苦労様です。まずは、この 24 年度の新幹線パッケージ事業一覧表を見ますと、

この中で一般財源が 15 万 8，000 円程度と、ほぼ 100％道の補助金で行われている事業だ

ということで、この補助金を申請する段階から中身をとうてい充実させた中身にするため

に、皆さんご努力されているなという部分は多々見受けられております。そこを踏まえま

して何点か質問したいのですが、まず、支出の部分のＰＲ促進事業の着ぐるみ等のポスタ

ー等に 670 万円掲載されておりますけれども、中身の内訳をある程度分けているのであれ

ばお聞きしたいというのが 1 点でございます。 

 それから、先ほど駅前景観の 100 万円の部分で、新井田課長のニュアンスが、一般財源

の流れになるかもしれないというような、補助金が入る時期によって先に一般財源を使う

という意味なのか。もしくは、補助金がゼロになる可能性があるものなのかをお聞きした

いと思います。 

 それから観光土産品ですね。これは、去年に引き続いての事業だと思うのですが、こと

しの選考基準といいますか、まるっきり新規のところだけ受け付けるのか。それとも継続

事業として、去年の 30 万円もらった所も同じくやるのか。もし、継続になるのであればど

のような基準で、また、ことしもやるというルール作りがあればお聞かせいただきたいと

思います。 

 それから、はこだて和牛ですけれども、いま新井田課長の説明で 1 軒という業者は肉を

解体するという意味の業者だと思うのですが、販売ですか、解体ですよね。いま現在、販

売の業者も 1 軒だという認識なのですが、その販売をいま現在されているところ、去年ま

での補助金の流れだと思うのですが、お弁当の開発の部分で、いま現在も販売していると

思うのですが、その流れも、当然補助金を使って事業を進めるわけですから、端的にいく

ためには集中して 1 軒と。交渉して進めるのが手早くできるということがあるのでしょう

けれども、一部、他業者からは何の説明もなく「僕らもやりたかったのにチャンスがなか

った」と言う声も出ているのも現実です。いままでの流れのことはいいのですが、今後、2

分の 1 頭買いをして町内業者に幅広く売ってもらうために、いまも非公開で調査をしてい

るという言葉も出たのですが、もう少し全店を対象に飲食店の部分ですけれども、販売を

できるような流れを今後、考えているのかどうなのかという部分の説明をお願いします。 

福嶋委員長 新井田課長。 

新井田課長 1 番目のやつは、着ぐるみのＰＲ促進事業の中身ということでよろしいです

か。670 万円を計上しておりまして、これは先ほども申しましたように緊急雇用の創出事

業を利用するということで、基本的には半分は人件費でございます。ですから、臨時職員

を 2 名採用する予定をしております。その他に、その人件費に絡む旅費あるいは宣伝費、

あとはマスコットキャラクタ－、それを作る費用をもろもろ合わせて 670 万円になるわけ
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ですけれども、そのうちの半分以上の 51％以上は人件費とこの補助制度のルールでござい

まして、そういう内容になってございます。 

 それから次はお土産品ですね。お土産品は継続事業でございます。これは現在あるもの、

例えば去年作ったものを新たに加工して、例えば申請をあげるこういうのはちょっと対象

にならないと思いますが、同じ業者であっても新たに新しい物を開発していただくという

ことに関しては、当然対象になると思いますし、あと、いろいろなかた、幅広いかたに挑

戦していただきたいということで、その辺も含めてこれからＰＲをして行きたいというふ

うに思っております。 

 それから、和牛の販売につきましては、仲卸をする業者はいま現在１軒という事でご説

明申し上げました。販売する業者、これは商品として販売するわけですから、飲食店、食

堂、お寿司屋さんだとか焼肉屋さんがあります。それぞれ、使っていただくところにはす

べて提供できるようなシステムにしたいというふうに思っております。 

福嶋委員長 片桐主査。 

片桐主査 ソフトのほうの補助金については、地域づくり総合交付金、北海道の補助事業

なのですけれども、こちらを充当する考えで調整しております。こちらについては、いろ

いろその補助メニューがあるのですが、今回、うちのほうで調整しているものは、あくま

でも新幹線パッケージとしていろいろその林の振興ですとか、商工振興、和牛もそうです

けれども地域材の活用ですとか、あらゆる産業の分野が一つのパッケージとして補助申請

をいたします。 

 ただ、これについてはまだいま調整しておりますので、きちんとした補助の確定をもら

っておりません。したがいまして、いまは一般財源で当初予算は計上しておりますけれど

も、こちらについてはしっかりと北海道のほうと調整しまして、補助金がつきましたら財

源振り替えをさせていただくと、そういう予定でおります。 

福嶋委員長 平野委員。 

平野委員 お土産品の部分につきまして、もう少し細かいルールづくりを聞きたかったの

ですが、当然、今後作成していくにあたり、不公平感のないように進めて行っていただく

ものだと思いますので、はこだて和牛につきましても、やはり公平感を町内の飲食店全て

の皆さんにチャンスがあるように、やはり補助金で賄っている事業ですので、一部の業者

に偏るような事がないような進め方をお願いしたいと思いますので、よろしくお願いいた

します。 

福嶋委員長 他にありませんか。 

 又地委員。 

又地委員 産業経済課長、はこだて和牛の件なのですが、その生産者からのフローを教え

てくれませんか。そして、この補助金がどこの部分に行かさるのかということがあまり見

えないのです。ですから、「生産してこうこうこういう流れで行って、そしてホクレンを

窓口にして町内業者に」ということを言っていましたね。そのフローを教えてくれて、そ

して「ここの部分に補助をするのですよ」というフローをちょっと教えてください。 

福嶋委員長 新井田課長。 

新井田課長 まず、和牛の流れとして生産者からホクレンにいくわけですけれども、肉に

なる段階で屠殺されまして、そこが北海道畜産公社というところで解体されます。それが
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ホクレンの食肉を一括扱っているところが苫小牧にございまして、ホクレンの苫小牧支店

の肉を担当する部所、ここがすべて道内に割り振りをしております。通常ですとそこから

ホクレン商事、ホクレンショップ、そしてこの近辺であれば、知内のマーケット、こうい

う流通をとって消費者の皆さんに行き渡るわけです。それを、今回はホクレンのほうにお

願いしまして、屠殺をしてその北海道畜産公社からホクレンのその苫小牧、肉の総卸元で

すね。ここは通すのですが、そこから直接、町内の業者にブロックで卸していただくと、

こういう流れて町内の業者から後は小売店に販売すると、こういう流れを想定してそうい

う段取りで進めております。 

福嶋委員長 又地委員。 

又地委員 生産者が帯広にあるホクレンの系統なのですね。畜産公社に牛が行くとそこで

あれをしてブロックになって、まっすぐホクレン商事なりホクレンショップを経由しない

で、そしてダイレクトに町内の、それで補助金の部分はどこに行くのですか。 

福嶋委員長 新井田課長。 

新井田課長 申し訳ございません。町内の卸売、町内でそのホクレンから肉を受け取るそ

の業者に町のほうで補助金を入れると。ですから、実際には仮に 1 頭 100 万円するもので

あれば卸売業者は 50 万円を出して買い入れる。町がそこに 50 万円を入れる。そして、当

然半額補助入っていますので、通常であれば 100 万円で購入したものをそれに見合う小売

をするわけですけれども、業者としては 50 万円で仕入れていますので、それをベースにし

た小売りの単価を設定していただくというふうな流れでございます。 

福嶋委員長 又地委員。 

又地委員 わかりました。フローはわかりましたけれども、果たしてそのことがブランド

化に繋がるかということです。儲ける人は儲けます。それはいいのですが、消費者が消費

者にどうやってＰＲをするかということで、問題は木古内の町民がどれだけはこだて和牛

を食べるかと。それで食べた中で「いやー」と言って、そういう口伝えの中でＰＲをでき

るかと。私はこんな方法より、はこだて和牛祭とか 100 万円もかけるなら町民に食べて欲

しいと。やはり美味いと感じて貰うには、逆に牛を一頭買って、はこだて和牛祭とかとい

うイベントをやったほうが返っていいのではないかと。これはブランド化するのであれば、

そちらのほうが話が早いのではないのか。例えば池田町でやっていますよね。池田町は、

たまたまワインを生産しているからバーベキューとワインと一緒にＰＲをするという。う

ちの町もみそぎの舞もありますし、返ってそっちのほうが町民に対して受けがいいのでは

ないかと。それで例えば、いまの生産者から畜産公社を二つの商社が消えることによって

中間マージンはなくなりますよね。その辺はいいと思うのです。いいと思うのですが、こ

れから行くと一業者です。それよりも 100 万円を出して、100 万円出したら牛 1 頭買える

でしょう。私もつしま（ラルズ）さんに行って、はこだて和牛を年末にと思っていたので

すが、つしま（ラルズ）さん曰く、A5 であれ、A3 であれ、肉の値段は変わらないのです。

つしま（ラルズ）さんでは A5 は扱わないという話も聞いて来ました。そんな中で、100 万

円もするのであれば A3 クラスを 1 頭、例えば買って、そしてはこだて和牛祭りと名を打っ

てやったほうが、いまのは第一段階ですから、町民に食してもらうという部分での第一段

階ですから、そういう意味ではどうなのかなと。はこだて和牛祭りという名を打ってそし

てやったほうが、何かＰＲになるのではないかなという気がします。 
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 ただ、これは補助金ですので、果たしてそういう地域再生加速事業の中でのメニューだ

と思うのです。ただ、そのようにはこだて和牛祭りと名を売ってやった場合には、このお

金が出てくるのという問題もこれありだと思うのですが、その辺はどうですか。 

福嶋委員長 新井田課長。 

新井田課長 基本的な考え方は、一番最初に申し上げましたけれども、北海道新幹線のパ

ッケージ事業の中に入れたということは、将来の新幹線開業を見越して、交流人口が増え

ると。それで、その中で木古内に降りた場合に、これはといういま現在は「なかなか食で

木古内町はこれなのですよ」という事が、いまのところなかなかないというような事が一

つ根底にあります。それで開業まで、まだ 3 年強あるわけです。それまでの間に、全国的

にも引けを取らないはこだて和牛を「地元木古内で食ができる、そういう仕組みをぜひ作

りたい」と、これが基本でございます。 

 いま、又地委員がおっしゃられましたようなお祭り的な事をやってＰＲをすると、これ

も一つの方法としてあると思います。私もそういう構想が頭の中にないわけでもないので

すが、ただやはり飲食店を盛り上げる、そして地域を盛り上げる。そして木古内町という

名前をＰＲする。そしてまた、はこだて和牛というブランド名をさらに高めていく。その

ためにはまず第一段階として、こういう手法のほうがいいだろうということで、当初 24

年度で予算を計上しております。 

福嶋委員長 又地委員。 

又地委員 初年度だと、あと 4 年ある中でということなので、それはそれとしてわかりま

した。ただ、先ほど同僚議員から、他の広域観光の部分では他の 8 町も同じような足並み

にこれはすごく理想的な事だと思うのですが、よその 8 町に関しても同じような、例えば

補助事業を組み立てているのかどうかというところが問題だと思うのです。足並みをとこ

う言っても、お金がなければ補助事業としてお金が入ってこなければ組み立てはできませ

ん。 

 ただ、うちがリーダーシップを取るという中で、今回のいろいろな補助事業で充当して

もらえる補助金が出てくるというふうに私は進んで行ったのではないのかなと思うのです。

 ですから、広域観光の中で 9 町が足並みを揃えないと駄目だと。これは当然のことです

し、そのリーダーシップを取るための今回のいろいろな事業の中での補助対象になったと

いう捉え方でいいのかどうか、これは小野寺参事どうですか。 

福嶋委員長 小野寺参事。 

小野寺参事 実はきょうの昼から協議会がございます。江差町のほうで開催されますので、

私もそれに出席してまいります。基本的には 9 町の協議会については、うちが事務局とい

う形で、強いリーダーシップのもとで進めさせてもらってございます。他の町村も、例え

ば食の部分については、江差のほうでしたらカレーライスですとか、上ノ国町であったら

ポーク豚の開発ですとか、同じようなレベルで私どもと同様な形で新幹線開業を見据えて

進めております。例えば知内町であれば、いろいろと観光スタッフの強化という予算の内

容を新聞等々で出てございました。各町とも 2015 年度新幹線の開業に向けて、いろいろと

事前の準備を進めているところでございますので、この辺は連携を強化して進めていけれ

ばというふうに考えてございます。 

福嶋委員長 東出委員。 
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東出委員 まず、お聞きしたいのは 59 ページなのですけれども、パッケージ事業の一覧表

が出ているのですけれども、まずこの中で 1～10 までの中で、単年度で終わるもの、それ

からこれから継続していかなければならないもの、そのパッケージ事業として新幹線開業

までにその中で補助金の関係は、例えばことしなどは緊急雇用対策のお金を使ってみたり

いろいろと交付金が入って来ているのですが、その財源の内訳等も含めて教えていただき

たいものだとこのように思います。 

 それから、その中で 5 番、6 番、5 番の所に観光ＰＲ推進委員臨時職員 2 名となっており

ますけれども、これも単年度で終わるものなのかどうか。それから、その下の広域観光ス

タッフ賃金で、ここで 500 万円見込んでいますけれども、地元採用をするのか。それとも、

どこか別なところから連れてくるのか。この辺を含めて、このかたの雇用年月を教えてい

ただきたいとこのように思います。 

 それから、この観光土産品開発、はこだて和牛、それから 5 番、7 番、10 番、この辺は

水産商工担当という事になっているのですけれども、今までのこの流れを見ますと、ほと

んど商工会に振ってしまっているのです。ホタテ丼にしろ、いろいろと商品開発だとかそ

んな部分において、果たしてそれが、私とすればいいのかどうか。もう少し、いろいろな

面で参考なるものもあるのではないかと思うので、依頼先といいますか、その部分で水産

商工のどこの誰にあれするのかお伺いしたいと思います。 

 それから、駅前の関係なのですけれども、先ほどいろいろと建物の改築した場合にはス

ギ材に対する上限で 20 万円也を助成するというのだと言って、以前にイメージした図を貰

ったのですが、今回、歩道拡幅になるわけなのですけれども、ことしのように非常に雪が

多くて駅前を何回排雪しただろうか。ことしは、例年になく 12 月にもやってしまったわけ

です。それでみそぎ祭りの前にも 1 回、これで 2 回、確か 3 回か 4 回やっているのです。

そうやって歩道にそういうこの杉の冊をした場合に、通る人はいいだろうけども雪の持っ

て生き様がなくなってしまうのです。強いて言えば、町道からいま雪を持って行きようが

なくて道々に持ってくるのです。それであそこがこうやって山になってしまうのです。で

すから、冬の雪対策はどのように考えているかこの辺をちょっとお伺いしたいと思います。 

福嶋委員長 小野寺参事。 

小野寺参事 私のほうから、パッケージ事業の継続性についてご回答申し上げます。基本

的には今回、スカイロードの改修というのは、これは当然単年度なのですけれども、他の

事業につきましては、基本的には新幹線開業までに継続して進めてまいりたいというふう

に考えてございます。財源のほうについては、道なり国の制度を効果的に活用させて進め

ていくという方針でございます。 

 また、2 点目の広域観光スタッフの人件費等々でございますけれども、基本的には地元

採用という事で考えてございません。あくまでもこれは全国公募という事で考えてござい

ます。一応、私のほうから以上です。 

福嶋委員長 新井田課長。 

新井田課長 私のほうからは、5 番 7 番 10 番の水産商工担当事業がどういう形で行われる

のかということですけれども、これにつきましては、7 番のお土産開発支援事業につきま

しては、町が主体的に事業を実施してまいります。 

 また、9 番 10 番につきましても町が主体的に進めてまいります。 
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 あとは継続性がどうのこうのというのは、小野寺参事のほうから申し上げましたとおり

でございます。 

 それと 5 番の観光ＰＲのこれにつきましては、これに使います財源は 24 年度までですの

で、緊急雇用につきましては 24 年分で終了するというような予定になってございます。 

福嶋委員長 高谷課長。 

高谷課長 駅前の雪の問題でございますが、ことしは大変雪が多く、ご質問の意図は十分

承知しております。また、いまの駅前景観につきましては歩道から民有地側に作ると。歩

道の上に作るということではないので、歩道に工作物を作るという事ではないのでご理解

願います。 

福嶋委員長 東出委員。 

東出委員 高谷課長、当たり前なのです。塀を作ると言っても、歩道につけると、道の土

地につけるわけですから駄目なのです。ですが、塀を作って自分の玄関からどのくらいあ

るかわかりませんけれども、ではそこでそこの雪をどこに持っていくかというと、みんな

こっちに出してくるのです。歩道に出てくるのです。これは当たり前なのです、出すとこ

ろがないから。なかなかそれでなくても、家が後ろに下がったりするでしょう。逆に、自

分たちの敷地がないから後ろに持っていけるという可能性は少ないわけです。それで、積

もったものはみんなこちらに出てくるわけです。ですから、その辺で本当にこれは懸念し

て、ここで課長にその答弁をどうするのだと言っても、これはなかなか出てこないと思う

のですが、そうなるとやはり夏は景観はいいでしょう。しかし、今回以上に私は歩道がな

くなる、車道はまた狭くなるという部分で、また今と変わらず道に除排雪はより以上に多

くなるような部分で私はお願いしていかざるをえないのではないのかと、そんな思いでお

りますので、この辺もう一度、協議する場があれば、この除排雪についてはさらなるお願

いをいままで以上にして貰わなければならないような気がするので、これは十分一つ配意

していただきたいとこのように思います。 

 それから、その全国公募、臨時職員それからスタッフの関係なのですけれども、以前か

ら何かの部分で言っていました。そういう部分で、ではそれを採用する側は町だと思うの

ですが、しかし、その採用の仕方の中で随分いろいろと最低限パソコンをできる人ですよ

ね、いま言うと。それから、いろいろと他地域の人であれば、この地域全体の部分がなか

なか掌握しきれないだろうという心配があるのです。木古内にはこのような史跡がありま

す。こんな歴史がある建物があります。こんなものがありますと言っても、やはりなかな

か全国公募をしても、まず、その地元のこの周辺のそういう観光の名称、旧跡をまずは勉

強していかなければならないと思うのです。そのような部分ではどうなのですか。もう少

し範疇を狭めて、道南周辺の人たちからでなければ、この 4 町の中とかという部分で、募

集の範囲をもう少し狭めてもいいような気がするのですが、これは私の考えですのでその

辺ちょっとお伺いしたいと思います。 

 それから、その継続する事業の中で、いままで参事がいろいろな部分で私は汗をかいて

いろいろなお金を引っ張って来てくれたと思うのですが、これはあと残った地元の職員で、

この事業をせっかくは載せていくわけですから、いろいろな形で補助事業をメニューをど

うやったら見つけてこられるか、どうやったら使えるようになるかという部分で、私は調

査研究をしてもらいたいと大いに思います。 
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 それから、水産商工の町主体でやるという部分なのですけれども、それでは少し細かい

ことをお聞きしますが、例えば着ぐるみを作るというふうになっているのですが、前も木

古内にありましたよね。平野議員か確か一般質問で言っていましたけどそうやって作って

も、それもどういう効果があったのかきちんと検証してみる必要があると思います。強い

て言えば、ホタテ丼もいろいろな財源、電源のお金を引っ張ってやったのですが、これだ

って果たしていま現状どのようになっているのかという一つの、ことしは予算ですから、

どういう部分でこの着ぐるみを作ったり、それから食の開発とかいろいろあるのだろうけ

れども、検証をしてこのようになって来たのかどうか。その経緯をちょっと担当課長おり

ますので説明願います。 

福嶋委員長 小野寺参事。 

小野寺参事 広域観光スタッフの募集の範囲についてでございますが、先ほどエリアを狭

めた形で募集してはどうかというご質問でございますけれども、基本的には、このスタッ

フについては、3 年間まずは町の臨時職員として継続して採用して行きたいというふうに

考えてございます。その後については、観光交流センターの職員に移行させてもらいたい

というふうに考えてございます。基本的には、この事前の 3 年間で我が町だけではなく、9

町をベースにいろいろな情報を集めさせると。先ほど車の借り上げですとか、そういう部

分の経費をつけさせてもらっております。基本的にはここで事務をやるという事ではなく

て、ほとんど我が町、他の町に行くのですけれども、各町を歩いていろいろと勉強しても

らいたいという部分でございます。それと、逆に地域の住民のほうが物事を良く知ってい

るのでいいのではないかということもあるのですが、他町の事例を見ますと、やはりほか

の町から来て、自分たちが知らなかった資源でありますとか、磨き上げればもっと良くな

る資源というのは、自分たちよりも他の町から来た人のほうが、必ずわかるということも

聞いてございます。そういう事も勘案して、私どもとしては期待する仕事の内容ですとか、

求める人物を明確にして、全国的な採用広告を出していければというふうに考えてござい

ます。 

福嶋委員長 新井田課長。 

新井田課長 着ぐるみの関係ですけれども、これまで昭和 60 年代だったと思いますけれど

も、杉丸くんという着ぐるみがいま現在ありますけれども、相当年数が経っております。

そして、物も大分古くなってきまして、近年、近隣の市町村でもかなり新たなものを新キ

ャラクターという事で作っております。それで、そういうものが一堂に会する場面という

のが多々ありまして、当町のいまの着ぐるみでは、なかなかやはりこれから対応していく

のが体変な部分がございます。そういうことで、新たなものを作りたいということで今回

この事業でそれが可能だということで、作るということにさせていただいております。そ

れでその予算を計上させていただいております。 

 ホタテ丼につきましては当初、開発につきましては町が電源の補助金を使ってやったわ

けですけれども、あの事業につきましては、あくまでも補助金の性格上開発までというこ

とで、実質それを商品化して売り出すという事は町としてはできなかったということで、

商工会のほうに補助金を出して民間の業者の協力を得ながらやっていただいたというふう

な経緯がございます。現在、それは継続して続いているわけですけれども、当然、当初よ

りは売上が落ちているというふうに伺っておりますけれども、それぞれの業者がいまも頑



- 12 - 

張っていただいているというふうに認識をしております。 

福嶋委員長 東出委員。 

東出委員 そうすると小野寺参事、そうするといずれこの部分について採用等の募集は出

すのだろうと思うのですが、そうすると募集の基準というのはある程度決めたもので、た

だ募集という事にはならないですね。それでそういう人が 3 名なり、今回このように内部

で組織の見直しをしました。それで、今度は兼務を発令されながら 7 名ですよね。そして、

臨時職員で 3 年間、何とか 3 年になるのか、まだまだ先になるのか分らないけれども当面

3 年間を予定していると。そうすると、ここに 10 名のスタッフが入るというふうに理解し

てよろしいのでしょうか。その確認という事は総務課長なり副町長がおりますので、その

ような考えでいるのかどうなのか。そうすると私が言った職員の採用枠、これからどんど

ん団塊の世代の人達が去っていくという部分で、臨時職員と言えどもグループ制ですから、

私は臨時職員でも多少のやはり補完的な仕事もしてもらわなければならない気もするので

すけれども、ここは、10 人のかまどになって、そしてここをやっていくというふうに私は

そう受け止めたのですけれども、それでよろしいですか。 

福嶋委員長 総務課長。 

総務課長 これまで説明がありましたように、広域観光スタッフ 3 名につきましては採用

したあとに、9 町の観光イベントなどを勉強していただく、あるいは歴史等を研修を積ん

だ上で観光受け入れをする立場として活躍をしていただくと。この地域、9 町の観光客を

誘客するための情報を発信していくというような役割を担っていきます。そこで、10 名と

いうスタッフでおっしゃいましたけれども、研修等については職員が一緒に現場を廻って、

あるいは情報提供をして勉強していただくと。それで誘客に向けた学習というのは、これ

はもっと専門性を持って勉強していただきたいと思っておりまして、観光エージェントが

ありますけれども、そういったところでの研修も考えておりますので、常時、町内の事務

所で庁舎で勤務するということにもならないかなというふうにも思っております。 

福嶋委員長 東出委員。 

東出委員 木古内町の臨時職員として雇うのでしょう、ですから私は聞くのです。では、

いまこれ今回 500 万円賃金で見ていますよね。小野寺参事は、「新幹線開業までに何とか

補助事業でもって引っ張って行きたいのだよ」と言いました。そして、その人をできる限

り 3 年で終わるのではなくて、継続して使ってもらいたいというような部分であると、い

ずれどこかで賃金も一般財源の中から出していかなければならないでしょう。そのような

余裕があるのですか。そして仕事はどうなのですか。それは入って 2 年、3 年は地元 8 町、

9 町の歴史的なもの、それから文化、史跡、観光の名称、いろいろなものを勉強していた

だくこれはいいのです。それをそのままずっと継続していくのと、それであれば、財源的

にどうなのという心配があるのです。それをきちんとしてください、その辺。 

福嶋委員長 小野寺参事。 

小野寺参事 人件費の件についてのお尋ねでございますけれども、基本的には 3 年間、国

のいろいろな制度を活用して進めさせていただきたいと。この 3 年間については人件費が

かかりません。「その後はどうするのか」ということなのですけれども、これは前の委員

会でも申し上げたかと思うのですが、あくまでも木古内町の観光スタッフという位置付け

ではございません。あくまでも、9 町の観光スタッフという位置付けで考えてございます
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ので、9 町のほうからも、ある程度このかたがたの人件費の負担金は求めていくというこ

とは、もう言ってありますし、ここのところは時期がきたら町長のほうから各町村を回っ

て、改めて要請するということになってございますので、ただ一般財源は全くゼロかとい

うことはいかないと思います。これも他の、例えば道の駅に関してでも、いろいろとやは

り一般財源というのは多少なりとも出しているという部分はございます。全くゼロという

訳には行きませんけれども、それなりのある程度、他の町村からの負担金は求めながら、

この人件費の捻出を進めていければというふうに考えているところでございます。以上で

す。 

福嶋委員長 東出委員。 

東出委員 副町長そういうことですよ。小野寺参事は、2 年間我々お世話になりましたが、

今度、本庁に帰ってしまうわけです。あと大丈夫ですか。これまで参事が言い切ってくれ

たのです。十分これを腹に据えておいてくださいよ。きょうの議事録にきちんと残ってお

ります。何年間も取っておかなければならないのですから、この後で問題のないように、

これだけは十分私は言って、きょうはこれで終わります。 

福嶋委員長 他にございませんか。大分議論も尽くしたようですので、課長、もうあとの

説明はありませんね。パッケージ事業、そのほかに残したところありませんね。 

 佐藤委員。 

佐藤委員 いろいろ質問の中で理解できた面はありましたけれども、1 点だけちょっと確

認させていただきますけれども、駅前商店街景観統一事業補助金というのがございますけ

れども、「補助金はつきますよ」ということはここにありますけれども、実際その商店街

の人たちが、駅前の景観をどのように今後考えておられるのか。そこが何か見えてこない

ような感じがするのですが、何戸が駅前商店街に最後まで残って、こういう景観になりま

すよというところが何か見えない感じがします。「補助金はありますよ」というのですが、

果たしてこれが皆さんこれに乗ってくるのか来ないのか、その辺ちょっと。 

福嶋委員長 高谷課長。 

高谷課長 委員会でもご説明申し上げましたが、約 7 回の打ち合わせ、協議という事で駅

前のかたがた、またコンサル、町の職員ということでやっております。その中で、ほとん

どのかたが出席して、最後、報告書をまとめております。それで特に、ことしの契約して

いるかたは、その今のコンサルさんと打ち合わせをして、こういう設計とか、細かいこと

まで打ち合わせをして進んでおります。それで、駅前のかたがた、又は役場の総意でとい

う事で報告書を作成しておりますので、十分駅前のかたがたも承知しているというふうに

認識しております。 

福嶋委員長 それでは、新幹線パッケージ事業についての関連質問は、これにて終了いた

します。 

 11 時まで休憩いたします。 

 

休憩 10：48 

再開 10：58 

 

福嶋委員長 休憩を解き会議を再開いたします。 
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 パッケージ以外のことについて質問を受けます。 

   （「なし」と呼ぶ声あり） 

福嶋委員長 なければ、高谷課長。 

高谷課長 －概要説明－（記載省略）（1：24：28～1：28：34） 

福嶋委員長 説明が終わりました。質疑を受けます。 

   （「なし」と呼ぶ声あり） 

福嶋委員長 ないようです。 

 これをもちまして、まちづくり新幹線課の関係は全部終了いたしました。 

 暫時休憩をします。 

 

休憩 11：03 

再開 11：12 

 

福嶋委員長 休憩を解き会議を再開いたします。 

 建設水道課の皆さん、大変ご苦労様です。初めに議案第 35 号から説明をお願いいたしま

す。 

 建設課長。 

 

  議案第 35 号 木古内町公営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

制                定について    

 

大瀬課長 －概要説明－（記載省略）（1：30：01～1：38：23） 

福嶋委員長 説明が終わりました。質疑を受けます。 

  （「なし」と呼ぶ声あり） 

福嶋委員長 ないようですので、次に進みます。大瀬課長。 

大瀬課長 －概要説明－（記載省略）（1：38：33～1：50：20） 

福嶋委員長 歳入歳出を説明をいただきました中で、質疑を受けます。 

 東出委員。 

東出委員 80 ページ、ことしもパークゴルフ場の関係なのですけれども、去年から見ると

降雪量も多く、なかなか雪も消えづらいだろうというふうに認識しておりますけれども、

ここで毎年確か融雪剤は蒔いていると思うのですが、その部分は、このパークゴルフ場の

殺虫剤散布となっているのですけれども、殺虫剤でこんなに蒔くのかなという思いがある

ので、融雪剤の散布はどこで見ているのですか。 

 それと、みこしの家の屋根塗装に 80 万円かけているのですけれども、これは、できれば、

私、思っていたのですが、通って見て屋根もすっかり赤色がなくても白っぽいようになっ

ているのですが、景気対策事業で拾えなかったのかなと思っていたのですが、これはどう

いう訳で、それと旧釜谷小学校の改修工事なのですけれども、これはようやく去年ちょっ

とトラブルがあった場所だと私は思っているのですが、これを直してどのような活用方法

を考えているのか、それらについてご説明いただきたいと思います。 

福嶋委員長 大瀬課長。 
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大瀬課長 融雪剤ですけれども、薬品費です。54 万 6,000 円でございます。そこで見てお

ります。 

 それから、みこしの家の活性化事業臨時財政対策交付金の関係は一応ノミネートはした

のですが、ふるいでちょっと落ちました。それで、間違いなく忘れてはいなかったのです

が、釜谷の活性化施設なのですが、昨年いろいろとこの委員会の中で皆さんでご指示とか

いただいたのですが、昨年の 11 月の 16 日にとりあえず綺麗になったということで、施設

を点検した時点の中で、軒下だとかまた非常用ドア、先ほど説明申し上げましたけれども、

そういうところの破損があるということで、それをまず改修するという事で、そのあと避

難施設等に地元の町内会さんのほうと話をしながら進めてまいりたいというふうに考えて

いました。 

福嶋委員長 他にありませんか。平野委員。 

平野委員 1 点だけすみません。需用費ですね。その中で、ハチ駆除の消耗費で今年度は 2

1 万円で殺虫剤が主だという説明だったのですけれども、今年度はハチの巣のスズメバチ

の巣の駆除がすごい件数が多くて、いまも 220 数件、泉沢地区においても、また駆除した

あとに同じ箇所になったと。その年によると思うのですけれども、来年度以降も、もしか

してこのような件数がなった場合に、いま現在は木村主査が回ってくれていると思うので

すが、整備といいますか、防具といいますか。木村主査は頑丈なので、あの程度で大丈夫

なのかと思いますが、今後もし木村主査が 1 人で回るのか、もしくは件数によっては専門

職的な分野が多いと思うのです。それで用具的なものが十分なのか、あるいは駆除する技

術が果たして十分なのか。今後も件数が増えた時に対応していけるのかという部分につい

てお尋ねします。 

福嶋委員長 大瀬課長。 

大瀬課長 昨年は 278 件ですから、5 か月で 1 か月に 50 件。一昨年の予算の中で、新しい

バージョンの防護服を 2 着買ってございます。それで、ハチ駆除については 1 人で行かな

いと。複数で行くということで、建設グループという中で必ず 2 名で対処してございます。

ことしも、いろいろとこういう事情で新幹線事業もあるのですが、ライフラインを守って

いる課として、常に手の余っている部分で対応してまいりたいと思いますので、その分何

とかやって行けると思っております。 

福嶋委員長 他にありませんか。 

 ないようですので次に進みます。大瀬課長。 

大瀬課長 －概要説明－（記載省略）（1：55：43～2：04：03） 

福嶋委員長 土木担当の歳入歳出について、質疑を受けます。 

 東出委員。 

東出委員 135 ページ、工事請負費で先ほど課長の説明で、この部分については今年度、

新規でということで良かったなと。所管事務調査をやっていて、ようやく認めてくれたの

かと。我々のほうの思いが通ったのかと私は思っているのですが、実はその中で、佐女川

第 1 橋人道橋ほかという事なのですけれども、確認だけはさせてもらいたいのは、去年、

私も佐藤委員も確か言ったと思うのですが、建川のあの部分もことしは手をかけるという

ふうに、「他」という事でありますので、それも含まれているのかどうか確認してくださ

い。 
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福嶋委員長 若山主幹。 

若山主幹 橋梁の高欄補修工事ですが、先ほど申し上げたとおり第 1 佐女川橋を最優先に

考えています。それと合わせて、おっしゃる建川第 4 建有川橋も含めて検討しているので

すけれども、補修なものですから、想定した金額を多少前後することもあり得るというこ

とで、まず、一番危険な橋から手をつけて、第 4 建有川橋も行って行きたいというふうに

考えております。 

福嶋委員長 東出委員。 

東出委員 常任委員会の意を組んでいただきまして、課長どうもありがとうございます。

 また、いろいろとあると思うので、その都度、この部分は少しずつ毎年時、私は予算計

上していくべきだというふうに思うのですが、その辺、財政との絡みもあると思うので、

住民に直接直結する部分においては、毎年次、少しずつ計上し、少しずつ手をかけていっ

てもらいたいなということを、お願いしておきたいと思います。 

 その辺で、十分よろしくお願いいたします。 

福嶋委員長 竹田委員。 

竹田委員 135 ページのいまの工事請負費の人道橋ですが、500 万円をかけるわけですから、

全面改修というか、大幅な床あるいは屋根なのか、どの部分をどう改修するのか、その辺

の説明をお願いします。 

福嶋委員長 若山主幹。 

若山主幹 佐女川人道跨線橋につきましては、現在営業しているＪＲ線の跨いでいる跨線

橋でありますので、本格的にということになりますとＪＲさんとの協議あるいは工事的に

も非常に大工事になって行きます。それで、今回は最低限の床盤、床ですね、床が破損し

ているところを、営業にさわらないように橋上で作業できる工種を選びまして、最低限の

工事を行うということでご理解していただきたいと思います。 

福嶋委員長 竹田委員。 

竹田委員 確かに、床も大変傷んで傷みが激しい部分がありますけれども、人道嬌を通っ

てみるのですけれども雨降りは通れないです。屋根の部分はすごい、それが雨漏りがする

から床に影響が出てくるという根本の部分を補修しなければ、床だけやってもまたすぐ腐

食、さびが出てくる。やはり、人道嬌をいま補修するのであれば、屋根と壁は多少傷んで

いてもいいのですが、照明をきちんと整備するような方向でやって考えていただけないか

と、確かに一番大事な床の補修は大事ですけど、メインは屋根ではないかなという気がし

ますけれども。そうなれば、いま説明受けたようにＪＲさんとの協議の中で簡単にはいか

ない。そこを何とか雨漏りを防げるような工法なり、工種がないのかなと。その辺も十分

検討されたいと思います。せっかく 500 万円経費をかけるわけですから、その辺十分工事

を進める上で検討していただきたいと思います。 

福嶋委員長 暫時休憩をいたします。 

 

休憩 11：52 

再開 13：00 

 

福嶋委員長    休憩を解き会議を再開いたします。 
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 きょう、午前中に説明しました歳入歳出について、質疑を受けます。 

  （「なし」と呼ぶ声あり） 

福嶋委員長   ないようですので、次に進みます。 

 大瀬課長。 

大瀬課長 －概要説明－（記載省略）（4:02～10:56） 

福嶋委員長 建築関係の歳入歳出を終わりました。質疑を受けます。 

 又地委員。 

又地委員 住宅管理の部分でちょっとお伺いをいたします。ことしは雪が多い多いという

中で、港団地も一棟 4 戸もろに空いている。住んでいないところがある。それで、こうい

うのはどうするのか。やはり、振興計画に係わっていくことだと思うのだけれども、例え

ばその住んでいないというより入居させられないのです、現状は例えば、入居させるため

にはいろいろ修理もする。修理代を考えれば、空き家にしているほうがいいという実情な

のです。これはどうするのか、将来的に。冬場はもう、隣近所の人がたが随分困ったので

す。と言うことは、入っている人は自分の屋根は雪下ろしをする、雪投げもする。ですが、

入っていないものですから、だれもその辺、手を付けないのです。そうすると、中野団地

だとかは私は分からないのですが、港団地は特にそういう部分が生まれてくると、隣近所

の喧嘩の元になる。いろいろ、ですから、どうするのかというのを、もうそろそろ何か計

画を立てないと駄目でないのかと思うのですが、その辺ちょっと伺っておきます。 

福嶋委員長 小池主幹。 

小池主幹 今年度の当初に予算計上しておりませんでしたが、今後、公営住宅の長寿命化

計画等の計画を今年度策定する予定になっております。それに伴いまして、港団地、中野

団地等の空き家対策等も含めて、空き家の一棟 4 戸、全部空き家のところは、私たちのい

まの考えでは、撤去・解体ということを考えて策定する予定でございます。長寿命化計画

に策定しますと、こういう解体工事等も補助対象になりますので、だいたい 2 分の１が国

庫補助の対象となります。あと、空き家については、いま 277 戸があるうち 251 戸しか現

在入っておりません。中野団地、港団地を中心にそういう状態なものですから、今後、公

営住宅が何戸必要かということを長寿命化計画等で調査をしまして、適正な町営住宅の管

理戸数を把握したいと思っております。 

福嶋委員長 又地委員             

又地委員 そうすると、第 6 次の振興計画に盛っていくのではないのかなと思うのです。

そうすると、第６次は 26 年度からです。ことし、その部分でいろいろと公営住宅云々の計

画を盛って、今年度中にあれしたとしても 26 年度からの実施とすると、この 24 年、25 年

という 2 年といのはどう対応するのですか。という事は、また冬場になればいろいろ問題

が起きてくるのです。その辺は春になれば雪が消える。また、12 月以降になれば雪が降る

し、その辺はいますぐどうのこうのということは言いませんので、その辺の対策はしっか

りと立てておいてください。それでないと、また住民がいろいろと悩んで隣近所仲が悪く

なってという事態が生まれますのでお願いします。 

福嶋委員長 あとございませんか。 

   （「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。大瀬課長。 
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大瀬課長 －水道概要説明－（記載省略）（15:53～31:58） 

福嶋委員長 水道会計の 3 条予算、4 条予算を含めて質問を受けます。 

 竹田委員。 

竹田委員 ちょっと確認したいのですが、中央通の改良。この補償費については、この補

償率というか、昨年、前年と比べると何か金額の差があるように思われるのですが、その

辺はどういうことなのかちょっと説明をお願いします。 

 それともう 1点は、先ほど歳出の 22ページの委託料で管網システムの修正業務。これは、

新幹線関係の移設であれした部分を管網システムを修正して、この部分は 100％機構のほ

うから補償費でもらえるという、そういう事でいいのですね。 

 それと二乃岱、31 ページ、工事負担金、町が行う単独の部分とＪＲの施工する部分と、

こんなに金額の格差が出るのですか、びっくりしています。この部分の財源補填は、起債

だとか補助金等で対応するということなのですけれども、これからも踏切に係わる部分は、

こういう形の中で金額の格差が出るというそういう認識をしなければならないとことです

ね。 

福嶋委員長 大瀬課長。 

大瀬課長 一つ目の、中央通の金額の違いというのは 75mm と 150mm の管が入ってございま

すので、その延長の距離で違うという事でございます。これは、昨年の 9 月に、逆に設計

変更で定例会でお願いした経緯もございましたけれども、その残り分という事で今回の部

分、計上させていただいております。 

 それと、管網システムについてはご見解のとおりだと思います。 

 それと、二乃岱の部分については、昨年の 3 月 11 日の大震災の影響と思われるというこ

とで、踏切内で漏水火箇所が発見されたということで、いま応急処置として二乃岱のほう

に泉沢構内を曲がりまして管をつないでございます。それで、ＪＲ本社と話をしておりま

すけれども、なかなか協議が我々思ったとおりには進まないということで、このような時

期がかかっております。ここは、実際に両袖に地下埋設物としてＫＤＤＩとソフトバンク

のケーブルが入っておりまして、そことあとＪＲの幹線ということで、夜だとかの工事し

かできないので、ＪＲ北海道さんのほうが事業主体として工事を行うということで、この

ような金額になるということでございます。先ほどの人道跨線橋と同じで、かなりな高額

な金額となっております。以上です。 

福嶋委員長 竹田委員。 

竹田委員 わかりましたけれども、先ほど質問した中央通は、確かに口径によって補償額

が違うということなのですけれども、それだけですか。やはり、資産の償却だとかそうい

うものを等々の関係というものが出て来て、補償費がいくらいくらとなるのではないのか

なと。単なる管の太さだけで補償費が違うと。 

福嶋委員長 大瀬課長。 

大瀬課長 先ほど申し上げたとおり、75 ㎜の管と 150 ㎜の管を移設してございます。7 年

と 9 年、あと延長距離の差ということです。 

福嶋委員長 水道会計の３条予算、４条予算については終わります。次に進みます。 

 次に下水道、大瀬課長。 

大瀬課長  －下水道概要説明－（記載省略）（38:07～50:35） 
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福嶋委員長 以上で下水道事業会計の歳入歳出の説明が終わりました。質疑を受けます。

 又地委員。 

又地委員 ちょっと数字が合わないのです。下水道の 22 ページの施設整備費の工事請負費

の、この部分と資料の 31 ページ、これはちょっと合いません、数字が。例えば 730ｍで 5,

100 万円、これは資料からいえば、730ｍで 5,000 万円なのです。この辺の違い、これはど

ういうふうにあれすればいいのかなと思って、とりあえず資料の部分を 5,230 万円事務費

230 万円を足してみたのですが、そしてあと 290 万円、汚水桝と中央通の公共汚水桝と、

中央通公共 4 箇所、そうすると金額が膨れてしまうのですが、その辺どうなりますか。 

福嶋委員長 若山主幹。 

若山主幹 資料 31 ページの施策事業のほうの説明につきましては、あくまでも国庫補助事

業としての事業費として 5,000 万円計上させていただいております。それで、予算上の工

事請負費につきましては、最終的に 5,000 万円を事業を執行するにあたって、落札分を見

越しているといいますか、予算上 5,100 万円でお願いしたいということです。 

福嶋委員長 満度で消化するために、その分を加味して予算計上をしたということでしょ

う。又地委員、よろしいですか。又地委員。 

又地委員 それであれば、こちらのほうも 5,100 万円にしておけば良いのではないのです

か。俺は計算したら 100 万円どうしたのかと思いながら、背景にそういうあれがあるので

あれば説明資料ですから、説明の時にそのように言えばいいのであって、100 万円をふか

していると。そういう話をしておけば良いのではないのですか。そうでなければ資料でな

くなってしまいます。俺たちは資料とこれと一緒だと思っているものですから。 

福嶋委員長 よろしいですか。 

 竹田委員。 

竹田委員 予算と直接関係ないわけですけれども、下水道のこれから今年度の管渠の工事

が行われます駅前通については、不在地主というか地元の所有者でないという、不在地主

の多く点在する地域なものですから、そこで心配するのが受益者負担金なのです。かつて、

駅前通に多く土地を持っているかたともお話する機会がありましたけれども、なかなか受

益者負担金について理解ができない。事業の着手の時になって、初めて出向いて説明をし

ただとか、そういうことが過去にあるわけですから、この部分の受益者負担金滞納対策も

含めて、早いうちにやはり地主さんに下水道の工事の説明、あるいは受益者負担金がこう

このくらいかかりますよという部分を説明、そして理解を得て、そして受益者負担金をい

ただく、徴収するというような事を間違えのないように進めていただきたいという要望で

終わります。 

福嶋委員長 要望ということでよろしいですか。大瀬課長。 

大瀬課長 要望という事で、大変ありがたいご意見でございます。今回、定例会が終わり

まして、3 月 23 日の 6 時から駅前の方々、受益者対象者については、ここの場で説明会を

開催することでご案内を差し上げております。昨年、新幹線の付け替え工事によって、佐

女川地区の部分についても事業は終わったのですが、「分らない点とかありましたら」と

いうことで、佐女川地区の受益者の対象のかたにもご案内を差し上げております。委員が

言われるように、不在地主の多いところ・地域になりますので、その辺はきめ細かに、そ

のような対応を進めさせていただきたいと思います。ありがとうございます。 
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福嶋委員長 他にございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ声あり） 

福嶋委員長 ないようですので、建設水道課関係は以上でもって終わります。 

 大変ご苦労様でした。暫時休憩します。 

 

休憩 13：53 

再開 14：05 

 

福嶋委員長 休憩を解き会議を再開いたします。 

 町民グループの皆さんご苦労様です。はじめに総務費から入りたいと思います。 

 条例改正を先にやります。中山課長。 

 

（3）町民税務課 

   議案第 30 号  木古内町税条例及び木古内町税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 

     

中山課長 －概要説明－（記載省略）（56:54～1:02:27） 

福嶋委員長  税条例の一部改正について説明が終わりました。質疑を受けます。質疑あり

ませんか。又地委員。 

又地委員  たばこ税に関しては消費者には別に影響はありませんか。 

福嶋委員長 中山課長。 

中山課長 ありません。 

福嶋委員長 その他にございませんか。 

   （「なし」と呼ぶ声あり） 

福嶋委員長 なければ次に行きます。条例 31 号に入ります。 

  議案第 31 号 木古内町国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定について 

中山課長 －概要説明－（記載省略）（1:03:02～1:05:42） 

福嶋委員長  説明が終わりました。質疑を受けます。 

  （「なし」と呼ぶ声あり） 

福嶋委員長 質疑なしと認め次に行きます。中山課長。 

中山課長 －戸籍概要説明－（記載省略）（1:05:53～1:10:31） 

福嶋委員長 戸籍関係･総務の関係の説明が終わりました。質疑を受けます。 

  （「なし」と呼ぶ声あり） 

福嶋委員長 質疑なしと認めます。 

 暫時休憩します。 

休憩 14：20 

再開 14：21 

 

福嶋委員長  休憩を解き会議を再開いたします。 

 中山課長。 
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中山課長 －福祉関係概要説明－（記載省略）（1:12:00～1:18:21） 

福嶋委員長  福祉の歳入歳出の説明が終わりました。質疑を受けます。 

   （「なし」と呼ぶ声あり） 

福嶋委員長  ないようですので、次に行きます。 

 中山課長。 

中山課長 －住民関係概要説明－（記載省略）（1:18:45～1:30:23） 

福嶋委員長 衛生関係の歳入歳出の説明を終わりました 。質疑を受けます。 

 東出委員。 

東出委員 課長、まず 37 ページ歳入、安行苑の使用料なのですけれども。随分以前から見

ていて、木古内は随分多くみたものだなと、90 件ですよね。そうすると、つい最近の町政

広報で 5,115 人でしたか。もう 5,000 人切ることになってしまいますね。それで、その 90

人の根拠を教えていただきたいなと。 

 それともう 1 点、119 ページ、この大釜谷の運搬収集委託料なのですが、大釜谷につい

ては閉鎖してから毎年時、少しずつ外の壁を補修して来たという経過があるのですが、最

終的にどうなのかなと思ったら、ことしこうやって 510 万円をかけて撤去しなければなら

ないと。とんでもない財源が大変厳しい時に、500 万円もお金をかけて投げなければなら

ないと。この現状なのですが、それというのはいま高規格のこう来ますよね。その事の関

係で今回こうなったのか。であれば、その高架の下でもって例えば何らかの補償がないも

のかと。私はそう思うのですが、ちょっとその辺含めてこの 510 万円の経過をちょっと説

明してもらえますか。 

福嶋委員長 渋谷主幹。 

渋谷主幹 火葬の関係なのですけれども、木古内町につきましては 22 年度の実績でこれを

計上しております。内訳につきましては、大人のかたが 90 件で、身体の一部が 2 件という

ことと、あと町内のかたが 6 件ということで計 98 件で 102 万円 6,000 円という事で計上し

ております。なお、知内町につきましても、22 年度の実績 56 件で計上しております。 

福嶋委員長 中山課長。 

中山課長 あまり詳しくないといったら申し訳ないのですが、この江差自動車道の橋の関

係でございますが、これは相手方、函館道路事務所なのですけれども、そちらのほうとの

話し合いの中で、工事用道路に必要な用地については借地を行っている。その対象となる

用地内に不法投棄が散乱していると。これは過年度、何年も前から木古内町の土地に不法

投棄がなされているので、道路事務所ではそこの部分を売買、契約で買うようなのですけ

れどもその場合、不法投棄で投げているものを、それは「木古内町が責任をもって処理し

ていただくように」ということで、何か協議がなされているように思います。ただ、私も

あまり詳しく説明できないのが申し訳ないのですけれども、私どもにこれが来たのがつい

最近の話でございます。あまり契約だとか、その中に挟まっていなかったものですから、

どういう経緯でこうなったのかというものが詳しくは分らないのです。 

福嶋委員長 東出委員。 

東出委員 課長に文句を言うのではなくて、決してこれは町で不法投棄した事ではないで

しょう。文言がまず気にいらないのです。町の指定と言ったらおかしいですけど、大釜谷

のあそこに、昔はごみをそれで良かった時代だったわけですから、そこに捨てているわけ
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ですよ。それを今更、不法投棄だなんて言われること自体が腹立たしい部分があるのです。

それをそうするとあれですか、撤去しないことには高規格道路の補償の対象物件に当たっ

ているのだと思うのです。それであれば、関係課にちょっと来てもらって、委員長どうで

しょうか。この辺の経緯を、課長のところにはつい最近資料をもらったばかりでうまく説

明はできないというのだけれども、事前に話が来ていると思うのです。ただ、私は不法投

棄という表現と、ではこれは何立米あって、いつまでという期限がつけられているのです

か。その辺は。 

福嶋委員長 暫時休憩いたします。 

 

休憩 14：45 

再開 14：48 

 

福嶋委員長 休憩を解き会議を再開いたします。 

 竹田委員。 

竹田委員 105 ページ、防犯灯の関係については一般質問で議論させていただきました。

この防犯灯の補修、器具の更新については、町長答弁の中で、検討していただけるという

ことですから、十分ＬＥＤを普及推進するという考えであれば、補助金の上積みをしてこ

ういうＬＥＤを町内の防犯灯の全部切り替わるようなそういう部分で、そうすればそのこ

とによって電気料金も半減するわけですから、町の財政上からしてもやはり大変いいこと

だと思いますので、ぜひ、この部分に最大の努力をしていただきたいということを要請し

て終わります。 

福嶋委員長 要請で終わりました。他にありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ声あり） 

福嶋委員長 ないようですから、次に進みます。 

 どうもご苦労様でした。 

 それでは、国保のほうから説明をお願いします。中山課長。 

中山課長 －国保一般会計概要説明－（記載省略）（1:38:02～1:45:47） 

福嶋委員長  ここで、国保の一般会計歳入歳出の質疑を受けます。 

  （「なし」と呼ぶ声あり） 

福嶋委員長   ないようですので、次に進みます。中山課長。 

中山課長 －国保概要説明－（記載省略）（1:46:02～2:04:31） 

福嶋委員長 ここで休憩をとります。３時半から再開します。 

 

休憩 15：17 

再開 15：29 

 

福嶋委員長  休憩を解き会議を再開いたします。 

 いままで、国保の関係で歳出について説明を受けました。歳出について質疑を受けます。 

   （「なし」と呼ぶ声あり） 

福嶋委員長 ないようですので、歳入に入ります。 
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中山課長 －概要説明－（記載省略）（2:06:49～2:18:15） 

福嶋委員長  歳入について説明が終わりました。質疑を受けます。 

   （「なし」と呼ぶ声あり） 

福嶋委員長  ないようですから、以上で国保の関係を終わります。 

 中山課長。 

中山課長  －後期高齢概要説明－（記載省略）（2:18:30～2:26:38） 

福嶋委員長 後期高齢者の歳入歳出について説明を終わりました。質疑を受けます。 

  （「なし」と呼ぶ声あり） 

福嶋委員長 ないようですので、これにて国保の会計をすべて終わりました。ご苦労様で

した。 

 皆さん、昨日の遅れの分を少し挽回しようということで、明日の税務課の関係をここで

やってしまいたいと。そうすると、町民課の課長が明日の分を全部終わるということで、

けじめをつけるために皆さんのご協力をお願いいたします。 

 それでは、中山課長。 

中山課長 －概要説明－（記載省略）（2:27:39～2:36:40） 

福嶋委員長 税務課関係、歳入歳出の説明を終わりました。質疑を受けます。 

 又地委員。 

又地委員 町長の執行方針の中で、町民税の個人課税分等に関しては減額を見た。ですが、

「法人課税分については新幹線や高規格道路の工事関連業者の事務所開設等により増額を

見込みました。」というふうに町長は執行方針を述べているのですが、ここちょっと分か

らないのです。ということは、新幹線や高規格道路の工事関連業者の事務所開設等、事務

所を開設して法人税が上がるのですか。ここのところちょっと分からないので教えてくだ

さい。 

福嶋委員長 幅崎主査。 

幅崎主査  ただ今のお尋ねですけれど、法人町民税の課税の条件というのが、法人の本店

がなくても、工事だとか建設だとかで一時的に町内に事務所を構えた場合には、その期間

に応じて法人町民税を納めなければならないという条件になっていますので、例えば町内

の建設工事が発生して町外の法人が木古内に事務所を構えた場合については、その期間の

分だけ町に法人町民税が入るということになります。 

 ただ、町長の執行方針の中で「法人町民税は上がりつつも町民税の減額を見ている」と

いうのは、「法人の事務所を構えたからと言って従業員がすべて町のほうに住所を移して

働くか」というとその可能性はかなり考えにくいので、町外に住所を置いたまま町内で働

く場合については、町に町民税は入ってきませんので法人町民税が上がりながらも、町民

税は減額を見込むということであります。 

福嶋委員長 他にございませんか。平野委員。 

平野委員 すみません。決算委員会にも同様のことを聞いたかもしれませんが、もう一度

教えてください。税金の滞納の回収については長年にわたり課題だと思うのですが、まず、

歳出の部分での整理機構への負担金の 152 万円があるのですが、10 件分とおっしゃいまし

たが、これは元々お願いするにあたって基本料金というのが発生するものなのか。それと

も、回収された分の比率でこの金額になったのか、内訳を教えていただきたいと思います
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のと、歳入のほうの延滞繰り越し分の予算見込み 10％、個人の分でしたら 13％、法人です

と 12％、軽自動車税は 15％という数字を載せているのですが、例年の数字から見合った金

額で載せているのかを教えてください。 

福嶋委員長 幅崎主査。 

幅崎主査 まず、１点目の滞納整理機構への負担金なのですが、いま平野議員がお尋ねの

ように、まず、各市町村の均等に納めなければならない分と、あと、徴収の実績に応じて

実績の割合に応じて払い込む分と 2 段構えでなっております。あと、件数に応じて負担す

る分もありますので、過去に収納実績が上がっていればその分今年度の負担金が上がると。

あと、件数も引き継げば引き継ぐだけその分負担金が高くなるというような仕組みになっ

ております。2 点目の滞納繰り越し分の徴収見込みがどのように立てているかと。これに

ついては、23 年度の実績プラス過去の実績プラス目標値を元に算出しております。税の場

合は滞納件数が膨大なものですから、本来は滞納者個別に徴収計画を立てて見込みを立て

るべきなのですが、業務量を考えると現実的ではありませんので、過去の実績を見てある

程度目標を立てて率を反映させております。 

福嶋委員長 よろしいですか。又地委員。 

又地委員 もう一つ、先程と関連するのですが、例えば事務所を開設したと、そうすると

法人の課税は出来ると。そうすると、法人の課税ができるということは消費税、地方消費

税には跳ね返ってこないのですか。ということは、新幹線工事で大手さんが来たと、事務

所を作りました。木古内に事務所を作った。そうしたら、法人課税はかけれるでしょう。

ということは、ある意味では一つの現場の事務所ですけど、一つの会社みたいな形で「法

人課税はかけれるよ」ということだと思うのです。そうすると、そこの現場で買った資材

等に関しては木古内に開設した事務所で買ったということになれば、当然、消費税に跳ね

返ってくるのでないですか。というふうの思うのですが、そこが１点。 

 それから、86 ページの納税組合の部分なんです。過去には、納税組合の補助金云々で議

会といろいろ話し合いもしたと。議会側としては納税率が下がるだろうと。もし、廃止す

れば、「ですからなんとかこれを継続すべきだろう」というところにいったのですが、最

近、町民の間からまたこの部分が出てきているのです。「納貯蓄組合に対する補助金とい

うのは廃止しても良いのではないのか」と。それは、どういうことかと言うと、滞納整理

機構というものにもお金を出している。ですから、もうそういう時代ではないのではない

のかと、納税組合に補助金を出すとかということは。という話をしているかたもいるのだ

けれども。この辺はどのように捉えていますか。私も、聞かれた以上返事を返さないと駄

目だ、町の考え方を。そんなふうに思っていますので。 

福嶋委員長 幅崎主査。 

幅崎主査 まず、１点目の消費税についてなのですけれど、消費税について 5％のうち地

方分が勘違いでなければ 2％のはずで、うちの税務課のほうで課税するわけではなくて 5

％納めたうち、地方消費税と地方譲与消費税でしたか、そういう形で財政を通して各市町

村に交付される税のはずなのです。うちのほうで、町内にある事業所の消費税額がどれ位

かはちょっと把握できておりません。そこは、財政サイドのほうの地方消費税の内訳の積

算の資料を見なければお答えできないのですけれども。消費税のほうは町のほうで課税し

ているわけではありませんので、現状ちょっと把握できていないということです。 
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 もう１点、納税組合の補助金については、相当前から又地議員がおっしゃったような「納

めて当然の税を納めてなぜ補助金が貰えるか」と納税組合に入っていない一般の優良の納

税者からたびたび同じような質問をされますけれども、現状、納税組合の組織数がかなり

減少してきておりまして、他町村であればコンビニ納税ですとか、納税環境はかなり整備

されている状況にあるのですけど、うちの町の場合はまだ町内の金融機関もしくは役場で

納めていただくしかない。札苅、泉沢、釜谷だとか農地方面、高齢者のかたがなかなかそ

ういった納付機関のほうに足を運べないというかたもたくさんいらっしゃいます。その中

で、納税組合の補助金目当てではなくて、集金業務量と見なして納税組合のほうで役場の

税務の職員に代わって集金していただいていると。その集金の交付手数料と考えていただ

ければある程度何とか納得していただけるのかなと。ただ、いま現在、口座振替の制度と

かありますので、依然として「不公平だ」という意見は耳にしております。いずれ、この

議論がまた加熱して、廃止云々と言うことになれば議会なり皆さんの意見を反映して、他

町村と足並みを揃えながら整備していきたいなと考えています。この部分は、担当課より

町の政策部分になると思いますので、回答については明言できないのですけど、個人的に

はそういうような考えを持っております。 

福嶋委員長 又地委員。 

又地委員 私も、いま幅崎君から返事があったように、そのように言おうと思いました。

ただ、違うところに視点があるのです。納税組合廃止、それはどういう事かというと、納

税組合に入っている人は全ての人が完納なのです、調べてみてください。それはどういう

ことかというと、納税組合に入っている人の中で、例えば税を滞納すると組合からオミッ

トされる。そして、かつなぜオミットされるかというと、この補助金を貰っている一組合

員が例えば滞納した人がいると、この補助金の中で対応しないと駄目なのです。ですから、

滞納する人を組合員に入れないのです、現状はそうですから。ですから、町民サイドでは

「組合に入っている人は 100％みんな納めている、おかしくないの」というところが廃止

してもいいのではないかということがそこにあるのです。この辺は、私ももし組合に入っ

ている人は現在は 100％納めてくれている。税は納めてくれている人ばかりです。もし、

これを廃止したら、完納してくれる人が減ってしまうのではないかという心配はあります。

ですが、町民サイドではそういう感覚でいろいろものを言っている人もいるものですから、

私も、幅崎君からきた返答そのものをまた返してみるけど、それでも「廃止しろ」という

返事が来る気がします。説得できるか分かりませんが、やってみますが、再考する必要が

あるのではないかとそんなふうに思います。 

福嶋委員長 他にございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ声あり） 

福嶋委員長 ないようですので、町民税務課すべて終了いたしました。 

 どうもご苦労様です。暫時休憩をいたします。 

 

休憩 16：13 

再開 16：15 

（4）議 会 

福嶋委員長 休憩を解き会議を再開いたします。議会事務局長。 
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山本局長 －議会概要説明－（記載省略）（0:22～3:00） 

福嶋委員長 議会の関係の歳出を終わりました。 

 歳入はございませんので、一括質問を受けます。 

  （「なし」と呼ぶ声あり） 

福嶋委員長 ないようですので、これで終了いたします。 

 本日は、これをもって散開いたします。ご苦労様でした。 

 明日は、９時半から再開しますのでよろしくお願いします。 

閉 会   16：18  終了 

 

 

説明員 小林副町長、大野総務課長 

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 

新井田産業経済課長、福田主査、片桐主査、阿部主査、藤谷主幹 

東主査、小池主幹、若山主幹、構口主査、木本（こ）主任 

大瀬建設水道課長、小池主幹、若山主幹、木村（巳）主査、 

加藤（隆）主査、吉田（広）主査、構口主査、木本（邦）主任、 

小田島主任、岩本主任、小西技師、小杉主査 

    中山町民税務課長、藤田主幹、田中主幹、渋谷主幹、堺主査 

    幅崎主査、中島保健福祉課長、吉田（宏）主査 

    岩館議長、山本局長 

 

傍聴者 小野寺好秋、吉田忠義 

報 道 大城道雄 

 

 

                       平成 24 年度予算等審査特別委員会 

                                            委員長  福 嶋 克 彦 

 


