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会議録                 平成 24 年 3 月 13 日（火） 場 所 3 階 第 1 研修室 

 

会 議 名    E A：第 5 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   13:00～15:25 

                           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 12 日に引き続き、第 5 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布のとおりでございます。 

 

２．審査事項  

（１）町長総括質疑事項 

①福祉施策としての除排雪サービスについて（竹田委員） 

福嶋委員長 町長、行政の皆さんご苦労様です。ただいまから町長総括質疑を行います。

総括質疑事項は２点についてです。1 点目ですが、福祉政策としての除排雪について竹田

委員から、2 点目の新幹線パッケージ関連事業の今後の考えかたについては、東出委員か

らです。 

それでは竹田委員、お願いいたします。 

竹田委員 予算委員会の総括質疑について参加させていただきます。先ほど表題にもあり

ましたように、豪雪地帯と言われている木古内でありますけれども、それぞれ町民は雪に

対する心構えはあるものの、今期の雪の量は特別だというふうに思っています。大雪ある

いは豪雪とも言われ、今回のこの雪で国道 228 号線の通行止め、またＪＲ江差線あるいは

津軽海峡線の運休等、近年稀に見る異常事態だと、このような受け止めをいたしておりま

す。この大雪に、高齢で一人暮らしをしているかたからは町が行っている除雪サービス事

業は大変喜ばれ、感謝されていると思っております。 

今回の総括議論にあたりまして、この除排雪の町としての対策、仕組みづくり等、もう

1 点は除雪サービスを行う従事者、雇用されているかたの処遇の改善の 2 点であります。

 前段申し上げましたように、除雪サービスを受けている人からは「ありがたいね」、サ

ービスを提供する除雪に従事する人から見れば、2 月は休みがないくらい毎日のように除

排雪の従事をしている。その日によって雪の降る量が違いますけれども、通常は朝 5 時か
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ら 8 時、9 時までかかる。ちょっと雪が多ければ、朝 4 時から出ないと間に合わない。そ

ういうこと等も聞いておりまして、「大変だ、除雪にも多少限界がきて、来年はできれば

働きたいけどかなり難しい部分もある」、そういう声を聞いております。高齢者事業団で

やっている事業ですから。事業団の収支等からしますと、年金受給者で地域に貢献できる

かたを雇用して行っている事業でありますから、通常の雇用の賃金から見れば当然低い、

安い賃金であります。そのことは理解をした上で雇用されているという実態です。ただ、

ことしの想定外の大雪、予算執行にもメリハリがあってもいいのではないかというような

事で町長の見解、考え方をお尋ねしたいというふうに思っております。これは予算の範囲

内で、できるだけの処遇改善ができないでしょうかということがまず１点。もう一つは、

除雪対策の仕組みづくりで高齢化率が 40％台になったのか、なりつつある現状です。そう

いう中で、町民の 2,000 人を超えるかたが高齢者、そういうことからすれば町としての福

祉政策としての取り組みを、この除雪と連動したものをきちんと構築しなければならない。

そういう考えで今回この討論をしているわけであります。高齢者にとりましては、生活道

路、玄関から道路までの生活道路は確保されていますけれども、ことしのこの大雪で困っ

たのは屋根の雪、それと高齢者で古くから木古内に住んでいるかたは、結構外に物置だと

か小屋が、そこに漬けものだとかを置いているという、その小屋の屋根の雪、それと隣と

の屋根がそこそこの家庭によって異なりますけれども、屋根と屋根が近かったりしますと

雪がそれ以上落ちないだとか、そういう部分の処理で大変困ったと言う話を聞いています。

屋根からせり出して大変危険な箇所があるわけでありまして、今回の屋根の雪下ろしにつ

いては、町のほうでは建築協会といいますか、業者さんを紹介して行っている、その実態

です。ただ、聞きますと業者さんが特定の業者に集中しているのかどうか分らないのです

けれども、お願いしたけれども「いまはできない」だとかそういうことで「断られた」と

言う部分も聞いております。それは多分、自分の希望している日にちにできないという事

の断りでないかなという気はするのですけれども、やはり何と言っても屋根の雪下ろしが

一番、業者に頼めばやってくれるというのはわかるのですけれども、経済的な理由で業者

に頼めないという、そういう実態があるということです。これが現実だと思います。実際、

町内のボランティアの活動の中で、新聞報道にもなりました「つくしんぼの会」それと「商

工青年部さん」、合わせてつくしんぼの会は 11 件の屋根の雪下ろし、商工青年部は 2 件雪

下ろしをしたということであります。つくしんぼの会も、メンバーがある程度限られてお

りまして、土、日だとかの日程を設定しても、それぞれの家庭があるものですからなかな

かメンバーが集まらないということで、今回のこの大雪にいろいろな関係団体にも声をか

けて協力を願って実施をしたと聞いております。例えば、木古内の警察署だとか木古内消

防署のほか、何とかの団体があると思うのですけれども総勢 30 名に近いような人数で、1

1 件を 2 日間で屋根の雪下ろしをしたということで、これは大変高齢者等からみて感謝さ

れていることだなと思っています。そこで、やはり福祉都市木古内としての福祉政策と除

雪の対策の仕組みづくりを、しっかりやはり構築すべきだというふうに考えます。そこで

町長の見解をお願いしたいと思います。 

福嶋委員長 町長。 

大森町長  竹田委員のお尋ねにお答えをいたします。担当のほうから何点かご回答させて

いただいているかとは思うのですが、改めて今日の現況、そしてこれからの考えかたにつ
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きましてお話したいと思います。まず現況でございますが、この除雪サービスにつきまし

ては、高齢者事業団に委託をしておりまして、有償ボランティアという形で位置付けをし

ております。この除雪サービスは、概ね 65 才以上で一人暮らしのかた、さらには高齢世帯

で除雪が困難なかたを対象に生活用道路の確保に努めております。この中で、地域の民生

委員のかたにもご協力をいただいております。今年度は 2 月末現在で、116 世帯を高齢者

事業団に委託したところでございます。今シーズンの状況でございますが、委員のお尋ね

にもありましたように特別な大雪の年ということで、高齢者事業団の作業員の出動回数が

増加したと認識をしております。この中で事業団、作業員のかたに大変ご苦労をかけたと

考えております。また、事業団作業員のご協力の中で高齢者の日常生活が送ることができ

ているとも認識しております。さまざまな関係の皆様に感謝を申し上げたいと存じます。

お尋ねにありました高齢者事業団の作業員への待遇改善につきましては、1 軒当たり現在、

月額を定額 5,000 円と平成 22 年度から改善をしております。事業団と連携を図って作業員

の確保にも次年度以降当たっていかなければならないとも考えております。次に、予算の

範囲での待遇改善ということでございますが、これは単価のアップなどを意味していると

いうふうに受け止めておりますが、これは今後の課題ということで受け止めさせてくださ

い。来シーズン大雪が降って、さらに今年のような状況が早い段階で想定できるときには、

その都度協議を進めて対応をしていかなければならないと考えております。仕組みづくり

あるいは体制づくりというお尋ねでございますが、現在、委員のお尋ねにもありましたよ

うに生活用道路の確保さらには屋根の雪下ろし、そして屋根から落ちた雪の排雪、さらに

は生活道路以外の除排雪、これらにつきましては従前通りサービスは継続して行きたいと

考えております。また、建築協会へ依頼の協力をお願いしているところでございますが、

これらにつきましても、継続して進めて行きたいと考えております。現行の制度を継続す

ることによってサービスが必要な皆様がたの安心、安全の確保に努めていきたいと考えて

おります。 

福嶋委員長 竹田委員。 

竹田委員 町長の答弁からすれば、何も変わりがないというようなとらえをしなければな

らないのかと思っています。まず、高齢者事業団ですが、やはり従事するかたの行動とい

うか、要するに積雪量というか、雪が降った、それによって稼働が出てくるわけでありま

すけれども、確かに町長がいま説明したように有償ボランティアという位置づけだという

ことも理解しています。ただ、やはりことしの大雪、大震災のようではないですが、想定

外というべき木古内町の公共施設、プールの屋根まで崩壊するという、そういう異常事態

だという部分を踏まえて、過去のここ何年かの除雪費をみてもわかるように、ことしはす

でに 1 億の除雪費を計上しているという、いままで多くても 4,000 万円台、5,000 万円行

くかどうか、いままでのマックス、一番多かった予算からみても倍以上の予算を計上して

いると。それと、僕が求めたのは、23 年度の予算にしても除雪サービスについては、225

万円の予算計上しています。そして、利用者から 5,000 円徴収するわけですから、差引、

町が 150 万円の事業、実質です。事業団にはそれを含めた部分で、一緒の 225 万円の事業

として契約しているのですけれども、いま、町長が話されたように、ことしの状況という

か実績からすれば 116 件の件数だと思うのです。ですから、こういう先程冒頭で言いまし

たように、予算の執行であっても、決められたきちんとした制度化された部分であれば分
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かるのですが、こういう特に除雪サービス実施要綱を見ても、ここではあくまでも高齢者

事業団が雇用をして従事員に給料だとか賃金も支払っている仕組みですから、その部分現

在は 3 か月間に渡って 5,000 円ずつの精算ということで最終的には 1 万 5,000 円の１戸あ

たり 1 万 5,000 円の支給ということになろうと思います。ただ、実際は受け取るほうから

しますと、事業団の手数料がありますから実際は 4,500 円ということになります。ですか

ら、先程も町長が言いましたように、有償ボランティアという位置づけですから理解はす

るものの、ことしのような大雪、きょうも大きな多額の予算を計上している、こういうこ

とからしますとやはりサービスを受けている人だけがということではなくて、そこで頑張

っているこの働いているかたの声を聞くと、いままでこういうことは何年も除雪サービス

に従事したけど、こういう年はなかったというくらい悲鳴を上げているという実態なので

す。ですから、今回も 150 件見込んだ予算、実績として 116 件で予算の執行残がこのあと

に出るのかなと思っております。ただ、そこでメリハリあるやはりこういう大雪が毎年続

けば、町長が言ったように「今後は検討します」でいいのですが、こういう大雪はあと来

年以降出てこないかもしれません。やはり、この町の除雪の予算計上の額からしても、何

とかしてこの雇用している働くものの意欲も含めて何とか改善というか、支給額を上積み

するような考えというのはできないでしょうか。 

福嶋委員長 町長。 

大森町長 高齢者事業団の作業員のかたに対する、今年度の上積み支給というお尋ねとい

うふうに理解をいたしました。今年度につきましては、現状のとおりで進めさせていただ

きたいと考えております。本当に大雪で作業されたかたについては、大変だということは

十分理解はいたします。今後につきましては早い段階で、ことしのような大雪が想定され

る場合には、十分早めに検討して対応について考えていきたいと考えております。 

福嶋委員長 竹田委員。 

竹田委員 やはり、これは町長が言っている高齢になっても安心して暮らせるまちづくり、

それはサービスを受けるほうからすればそれでいいのですが、やはりそこで生活している

という実態もあるわけですから、そういう人がたへ対するそういう少しでも手厚い改善が

できないかと。何回も言うようですけれど、予算でも何であってもメリハリがなければ駄

目だと思います。ないときはなくていい、あるときはある。やはりそういう部分で、こと

しは「ご苦労さん」と言うくらいの部分があってもいいのではないかという気がします。

これ以上の議論は、町長も今後は改善をするという事ですから、それはそれでやむを得な

いのかなというふうに思いますけれど、もう一度、やはりその全体を管理職会議等の中で、

まだやはり 3 月ですから、その中でもう一度検討いただけないかなというふうに思います。

もうひとつは除雪体制の仕組みづくりですが、屋根の雪下ろしは業者さん、建築協会のほ

うにお願いしているからいい。先程、自分も言いましたけれども屋根の雪下ろしを頼みた

くても頼めないという、そういう実態もあります。それは経済的にです。僕が何軒か建築

協会、大工さんが屋根の雪下ろしをしている、こう会いましていろいろ話を聞くと、通常

の屋根でもやはり 2 万円くらいの経費がかかる。ちょっと複雑な屋根、そのあとの屋根の

雪の後始末のことを考えれば、重機を依頼したりとかあれしますと、やはり 4、5 万円かか

っています。それが、実態です。そういう人が一番助かっているのは、先程言ったボラン

ティア団体、つくしんぼの会だとか商工青年部が行った屋根の雪下ろし、大変やはり助か
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ったと。これは、新聞の記事等の中で出ていますし、これは道南版で湯の里地区での除雪

方式という部分も記事等も載っていまして、これは町長も目にしていると思うし、やはり

我が町としては、そういう仕組み作りをやはり作るべきでないでしょうか。そのことは先

程も町長の答弁からしますと、そういう仕組みづくりはしないと、現状のままというか生

活道路については高齢者事業団。そして屋根の雪下ろしについては、建築協会さんのほう

に依頼をして有償でやってもらいなさい。あとは、経済的に厳しい人はつくしんぼの会の

ボランティアのほうに頼みなさいという、そう言わんばかりだと思います。ただ、やはり

町長の執行方針、きのうも再度確認しましたら、やはり目玉は新幹線なのです、執行方針

の。福祉都市木古内はどこに行ったのだろうと思うくらいの部分なのです。もう少し、福

祉政策としての大雪に対する除雪体制をもう一度やはり検討する余地はないでしょうか。 

福嶋委員長 大森町長。 

大森町長 当町の大きな柱は、保健・医療・福祉の充実ということはご承知のとおりだと

思います。しかし、北海道新幹線の開業というのは、期間が決められておりますので、こ

こ 3 年、4 年というのは新幹線のほうに力を注いでいるというのが現状でございまして、

決して保健・医療・福祉をおろそかにするということではございません。今後も継続して

充実を図っていかなければならないと考えております。そこで、作業に従事されているか

たのご苦労を人情的には委員のお尋ねのとおり、よくわかるものがございます。しかし、

ことしにつきまして高齢者事業団との取り決めの中で進めさせていただきたい。今後につ

きましては、先ほども申し上げましたように早い時期から雪が降って、ことしのような状

況が想定される場合には高齢者事業団等々と協議を進めさせていただく、そのように考え

ております。また、仕組みづくりにつきましては今後の課題と受け止めさせていただきま

すが、現行の制度につきましてはしっかりと続けてまいりたいと考えております。 

福嶋委員長 他にございませんか。竹田委員。そろそろ時間も費やしておりますので、最

後にしてください。 

竹田委員 仕組みづくりの部分、事業団の助成についてはことしはできないという、今後

の課題だとすれば、一生できないなという気がします。ただ、やはりこの仕組みづくりは

今後の課題ではなく、やはり構築する。やはりこれから取り組んで行くという姿勢がなか

ったらおかしくない。町の人は何と言っていますか。例えばプールが崩壊した。そのあと、

公共施設の機械センターの屋根の雪下ろしに何十人も職員が上がって雪下ろしをしている。

「なぜ町民の困っているところに手を貸してくれないのだ」と、そういう声も聞きます。

ですから、やはり除雪に対する町としてのやはり仕組みをきちんと構築するべきだと思い

ます。これ以上のあれが出ないとすれば、多分予算から関連した部分でお願いをしたいと。

私のほうからは町長、最後の課題ではなくて構築について仕組みづくりについてどうする

かという部分、再度お聞かせください。 

福嶋委員長 大森町長。 

大森町長 新聞報道等でのご説明もございましたので、今日町内で行われております除雪

の様々なサービスについては十分理解しております。こうした中で、今後につきましては、

いまお尋ねがありましたように検討という課題の一つではあると思いますので、調査をし

ながらどんな方法が取れるか。基本的には、個々の住宅は箇々が管理するというのが原則、

これはもう委員もご承知のとおりだと思います。その中で、行政がどこまでサービスがで
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きるかこれらを研究してまいりたいと思います。 

福嶋委員長 他の委員から質問があればお伺いいたします。 

 又地委員。 

又地委員 補正予算をつけるときに、その高齢化率 65 才以上、間もなく 40％超えるだろ

うという話の中で、やはり政策としてこの部分は念頭におきながら、やはりどんな町が全

部金を出すとかそういうことではなく、いま同僚議員が言った仕組みづくりを考えるべき

でないのかと。それは例えば、各町内会もあるし、あるいは町内会長さんがたの会議だと

かもあるので、その辺は少し知恵を絞って何かの高齢者に対する政策みたいなものはやは

りその仕組みづくりを早く雪が多い少ないでないと思います。雪が多い年だから少ないか

らという年だからということをなくして、やはり考えるべきではないかと、私もそう思い

ます。それから、高齢者事業団の話が出たのですけれども、高齢者事業団のそもそもの位

置付けというのは何か、そこを原点にちょっと返って欲しいです。高齢者事業団に籍を置

いている人がたの処遇の改善策という話が出たのですけれども、これはある意味では高齢

者事業団を立ち上げた時の本来の目的。これは例えば、「たくさん働けとか、たくさん所

得を稼いで働きなさい」ということではないのです。歳がいって年金生活している人がた

に、これからも生き生きと余生を過ごして欲しいと。そんな中で「元気な人たちが、例え

ば有償ボランティア的な部分に参加してください」と。これが本来の目的でなかったので

すか。ですから、極端に言えばそうしたら、雪が大変多かった。同僚議員が言うように随

分苦労した。「ですから町のお金をどこかで見てやれ」と、これも私はおかしい話だと思

います。であれば、高齢者事業団に何人ことしは所属していたのだろうかと。かつ、例え

ば 1 か月 5,000 円で、3 か月で 1 万 5,000 円、116 人のかたがたの雪投げを依頼されたと 1

74 万円です。その他に、高齢者事業団に対する町からの部分もあります。足したらいくら

になるのでしょうか。そうしたら、高齢者事業団に 100 人も登録しているわけではない。

ですからその辺、行政サイドもきちんと整理した中で、例えば 30 人だと、あるいは 20 人

だと。そうしたら、174 万プラス町からの部分を割ったら 1 人あたりいくらになると。そ

しうたらある意味では年金をもらいながら、高齢者事業団に入っているという人がたを考

えれば、私は決して安いものではないのではないかと、そんなふうに私は思います。その

辺は、同僚議員と少し違った考えを持っているのですけれども。その辺は整理しています

か。整理しているのであれば、これは答弁は簡単です。例えば、同僚議員は処遇改善。「苦

労したから処遇改善の中でみてやれ」と、みてやるにしても町民の税金ですよね。その辺

どのような形で整備しているのかちょっとお尋ねします。 

福嶋委員長 大森町長。 

大森町長 まず仕組みづくりにつきましては、知恵を出して様々な方策を考えるべきとい

うお尋ねでございますので、これは十分調査をし研究してまいりたいと思います。また、

事業団の今シーズンの除雪サービスに係わる人員につきましては、12 名のかたで行ってい

ただきました。116 世帯を受け持っていただきましたので、これでは 3 か月ですから 1 万 5,

000 円、174 万円という金額になっております。あとは保健福祉課長の方から答弁いたしま

す。 

福嶋委員長 中島課長。 

中島課長 当初、22 年度と 23 年度途中になりますが、22 年度に関しましては出動回数が
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26 回ということになっております。すみません、ちょっとお願いします。 

福嶋委員長 暫時休憩をいたします。 

 

休憩 13:37 

再開 13:38 

 

福嶋委員長 休憩を解き会議を再開いたします。 

 中島課長。 

中島課長 22 年度の決算書ということでご了解をお願いいたします。最終的には収入の部

では、繰り越し等を含める中で約 410 万円の歳入という事で、歳出につきましては 320 万

円という形になっております。約 80 万円くらいは残金として、団員数は事務局長を含めま

すと 13 名、作業員のかたは 1２名、局長を入れますと 13 名という事になります。それと、

事業収入につきましては約 260 万円という事になっております。ほとんど除雪サービスの

部分が主になっております。 

福嶋委員長 又地委員。 

又地委員 260 万円プラス 174 万円で 430 万円くらいというふうな、最終的に私が知りた

いのは、例えば 174 万円は 1 万 5,000 円の 116 件ですから、これは高齢者事業団がそもそ

も営業して、頼まれて稼いだお金です。そうしたら、プラス町からの部分もあるでしょう。

それはいくらですかというのです。 

福嶋委員長 中島課長。 

中島課長  開拓費として 60 万円を支給しております。その部分は当然、経費関係というか

車の車検代とか事務局長に少しの賃金という形になりますが、そういう部分を含めた中で

の 60 万円ということになっております。 

福嶋委員長 又地委員。 

又地委員 そうしたら、町から 60万円で 234万円くらいの高齢者事業団で収入があったと、

このあたりだと思います。私は、同僚議員の処遇改善というのは、昔は高齢者事業団を作

った頃はもっとあったのです。140 万円とか 150 万円とかあったのです。それが、だんだ

んだんだん減っていったのです。当時は、車は軽トラック、あるいはその 12 名プラス 1

の事務をやっているかたの営業に歩くための当時は自家用車。そして、いろいろなところ

に歩いて営業して歩くという中でのガソリン代だとか見てくれたのです。ところが、団員

が段々少なくなってきたものだから、町からの出すお金も少なくなっていった。これは悪

循環です。町から出すお金が段々少なくなってきたので、団員も減っていったのです。そ

して、事務局長の後継者も町から出してやるお金が少なくなったものだから、人材難に陥

ったという悪循環があるのです。ですから、同僚議員が雇用者の処遇改善策をと言った背

景には、その辺もあるのではないかと気がしないでもない。仮に、12 名プラス 1 で 234 万

円です。高齢者事業団に入って行くお金は。その中から 60 万円というのは事務局長かなに

かの部分も入っているのですか。それから 5,000 円の中には 500 円の事務局費か何か入っ

ているのですか。前は、夏場の場合は 8,000 円なのです。時間給で 1,000 円です。夏場は

8,000 円プラス 800 円がつくのです。8,800 円です。ですから、夏場を考えると 8,800 円と

いうのは決して安い単価ではないのです。木古内町で土木建築業に従事している人がたも
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8,000 円から 9,000 円の間ですし。そういうことを考えると、私は別に安いとは思ってい

ないのです。ただ、その 12 人の中には個人的に頼まれている人もいます。これは、担当課

長、きちんと高齢者事業団に行って調べてみてください。基本は、高齢者事業団の団員は

収入を得て一部分生活の糧にしている人もおります。ですが、高齢者事業団を設立したと

きの基本理念というのは忘れては駄目です。それでもきちんと調べて、そしてどうするか

というものは町長が言うように検討して貰えればいいのではないのですか。私は、そう思

います。例えば、同僚議員が言うように改善策をしたとしたら、これは不公平ですよね。

町民の税金をことしは苦労したから少しくれてやる、というのはこれは不公平です。それ

よりも、後段にある高齢者に向けての仕組みづくりをがっちりするのが先決ではないので

すか。町民の間でいろいろ不平を言っているのはこういうことなのです。夏場はパークゴ

ルフ場にいる人がたがいっぱいいるでしょう。これは、町民の目です。除雪センターにい

るでしょう。まぜ町のそういう臨時職員の人がたに、もっと活躍して貰わないのという不

満なのです。これは町長、がっちり受け止めて貰わないと。その辺どうやって受け止めて

仕組みづくりをするのかというところだと思うのです。もう春ですし、来年度に向けてそ

の辺の検討は十分なさってください。そして、返事をいただきたい。 

福嶋委員長 竹田委員。 

竹田委員 いま、同僚議員が言った高齢者事業団の賃金の関係をいろいろお話しされてい

ましたけれども、今回の除雪サービスで事業団のほうで調査をした中では、班編制をして

2 名体制で順次、件数からしますと多い班で 24 軒、少ないところで 16 軒くらいで、この

精算は町からは 3 か月に渡って実績報告に基づいて振り込まれると、1 軒あたり 5,000 円

ということです。3 か月ですから 1 軒あたり 1 万 5,000 円。そのうち 1,500 円が事業団の

手数料として差し引きされると、ですから、24 軒受け持って従事したかたが、手元に入る

お金は 24 軒で月にしますと 108,000 円の半分ですから 5 万 4,000 円。そして、今回、一番

あれしていたのは、事業団のほうでずっと車に道具を積んで、朝の稼働ですから、エンジ

ンを止めないであれしているということで、事業団からは、1 班にガソリン代として 3,00

0 円は車を出しているかたに支給しているという、そのことが実態です。一番マックスで、

多いかたが 3か月で 16万円あまりだというようなことであります。件数の少ないところは、

それだけ稼働が少ないわけですから 3 か月で 10 万円弱だと、そういう実態であります。 

福嶋委員長 他になければ、ここで 1 点目については終了したいと思います。 

次に 2 点目に入ります。東出委員。 

 

 ②新幹線パッケージ関連事業の今後の考え方について（東出委員） 

東出委員 表題にありますけれども、今回、新幹線の開業を目指して、新幹線効果をいか

に最大限発揮させるため、当町としては近隣町村と連携をし、そして観光客またはいろい

ろなそういう人達を呼び込むかと、そして地元経済の活性化を図るかと、そんなことで開

業に向けて、これからの何年間の間、3 年あまりなのですが、新幹線の事業メニューが今

回の予算に示されました。これが、新幹線パッケージ事業ということで当委員会に説明さ

れましたけれども、中身を見ますと、ほぼ 100％一般財源の伴わない地域づくり総合交付

金で、その中の地域再生加速事業ということで、言ってみればソフト事業が主たるもので

ございます。したがいまして、このソフト事業でございますので、ハード事業と違い、箱
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物事業なのでなかなか目に見えづらい点があろうかと思うのです。しかし、今回の地域再

生に意欲的に取り組むプロジェクトを支援するとなっていますが、これらについてちょっ

と町長のほうの考えかたを何点かこの機会にお伺いしておきたいと思いますので、総括の

中で取り上げさせていただきました。そんな中で、住民それから民間団体といいますか、

それらのかたとどう係わり、この地域再生事業を進めて行くのかということをお伺いしま

す。それから、今回のこの事業を進めていくに当たっては、ある意味では行政主導で進め

て行くものなのかどうなのか、ということは今回いろいろメニューを出されてそして、関

係各課、商工労働それから産業経済課と各課に渡っているのですが、それぞれの事業によ

っては多少の違いはあるのだろうと私は思うのですが、この事業を進めていく上で、行政

が主導を取って進めて行くものなのかどうか、その 2 点について、先にお伺いしておきた

いと思います。 

福嶋委員長 大森町長。 

大森町長 新幹線の開業に向けたパッケージ事業について、集中審議をいただいたところ

でございます。その中で、お尋ねがあったのかどうかわかりませんが、地域あるいは民間

のかたと行政との係わり、そして行政が主となってこの事業を推進するのかというお尋ね

でございますが、まさに行政が主体となって事業を進めていきたいと考えております。そ

の中で係わりのあるものにつきましては民間の皆様、地域の皆様にそれぞれご相談をする

中でこの事業を進めてまいりたいと考えております。 

福嶋委員長 東出委員。 

東出委員 当然、いま町長が言ったように住民を抱き込んだ中で、いろいろと住民の参考

意見なり、それからいろいろとプロジェクトをやっていく上では協力がなくては進めてい

かれないと、そんな意味の中で行政が今回主導を取って進めていくということなのですが、

そうすると今回、この事業 10 本のメニューが示されたのですが、であれば今回、骨格予算

なのかなとこのように思うのですが、その中で町長の執行方針の中で、ぼつぼつと拾った

もので何点か出ていたのですが、やはりこれが一つの表記の仕方もあるのだろうと思うの

ですが、執行方針の中できちんとこのパッケージ事業を文言として私は示していくべきで

はなかったのかと。あえてこの部分については、問い質すほどのものではないのですが、

やはり各課に分れて各課でそれぞれ一つずつぽんぽんぽんぽんと上がって来ているのです

が、その総体となるものは新幹線パッケージ事業です。その中では、「こうこうこうなの

です」と、そういう区分けがあってもいいのでは、と私はそのように思っております。そ

れと、今回のこの 10 本の事業の中を見ますと、地域再生事業が 6 本、緊急雇用が 2 本、特

交措置の部分で 1 本、あとは運輸機構からのものなのですが、初めて我々にも示されまし

たこの地域づくり総合交付金なのですが、その原課での説明の中では単年度事業で終わる

ものもあるし、又は地域起こし協力隊として 3 年間生きていくものもあるわけですけれど

も、一つこれ委員会の中で聞き逃して質問もするのも忘れていたのですが、これらの地域

再生事業ですけれども、毎年これはどうなのですか、地域振興局長並びにそれらのものに

申請をして次年度持っていけるものなのかどうか、この辺について事務かたにお伺いすれ

ば良かったのですが、この機会にちょっとお伺いしておきたいと。それと、行政主導で仕

事を進めていくわけでありますけれども、行政内部においてこの事業についての進捗度ど

れくらい進んでいるのだと。特にソフト事業なものですから、なかなか見辛い部分が出て
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くると、そんな中で誰がどのような検証してこの事業進めていくのかなと。と言うことは、

皆さんご承知のとおり退職される管理職さん、札幌へ行く参事さんとかあるので、そんな

部分で、この事業を進めていく上でちょっと人材的な部分で心配な部分もちょっとあるの

で、ここら辺については遅れをとらないように、そしてある意味では我が町では西部四町、

それから檜山５町でのリーダーシップを取っていかなければならないだろうというように

私は思っているのです。その辺について、町長がこれからこの事業を進めていくに当たっ

てどのように関係町村との関係を進めていくのか。当町はやはりここのリーダーです。新

幹線の停車駅という部分、交通の要衝であるという部分からすれば、強いリーダーシップ

を町長としては発揮していかなければならないだろうというふうに思うのですけれども。

その辺ちょっと含めて、今後のこの事業進めていく上での考えかたをひとつお伺いしてお

きたいと思います。 

福嶋委員長 町長。 

町長 まず町制執行方針の中で、パッケージ事業につきまして触れていなかったというこ

とにつきましては、先般も岩館議長からのご指摘をいただきまして陳謝させていただきま

した。改めてお詫びを申し上げたいと思います。まず、地域づくり総合交付金等の補助事

業が多いわけでございますが、これは単年度のものもありますし継続するものもございま

す。 そうした中で、これらパッケージ事業全てにつきまして北海道にお示しをし、また

北海道からの指導もいただきながら、一体となって進めていくということにしております

ので、単年度でこれが終わるということのないように十分連携を取って進めて行きたいと

考えております。また、進捗状況につきましては、平成 24 年度からの事業でございますの

でこれからということになります。なお、これまでパッケージ事業とは別に、新幹線開業

に向けたいくつかの事業につきましてはそれぞれ計画をし、一つひとつ着実に進んでいる

ところでございます。人材ということでご指摘いただきましたように担当課長、担当参事

が代わることになりますので、いろいろとご心配をいただいている事でございますが、人

が代わっても事業が遅れることなく、しっかりと進めて行きたいと考えております。 

次に、広域観光を進める中でリーダーシップをいかに発揮していくかという事でござい

ます。これは、近隣町においては、当町に寄せる期待、木古内駅開業に寄せる期待という

ものに大きな注目をしておりまして、いかに駅でたくさんのかたに降りていただけるのか

ということに大変注目し、そして期待しております。それぞれの町では現在、オリジナル

の観光開発に力を入れております。また、当町の役割としましては、各町で磨かれた観光

資源あるいは観光素材、これを魅力ある観光エリアとして広く情報発信をすることだと認

識しております。また、新幹線を利用してここ道南にお見えになる旅行者に対して、きめ

細かな観光サービス、あるいは観光情報サービスこれらの提供をしていくことだと思って

おります。これらは、新幹線駅ができる当町といたしまして、責務であると考えておりま

す。したがいまして、今後も当町がリーダーシップをとって進めて行きたいと考えており

ます。 特に、会が発足しまして 2 年を経過いたしましたが、今日までも各町との連携に

よって、当町がリーダーシップを取っておりますので、引き続き他の町も喜んでいただけ

るように進めてまいりたいと考えております。 

福嶋委員長 東出委員。 

東出委員 この事業はことしからスタートするので、検証という訳にはならないので、私
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はある意味では町長の考えかたの部分でずっと聴いて来たのですけれども。やはり、いま

までのこの流れの中から見ますと、例えば町主体でやる観光を土産品の開発だとか、駅前

商店街の景観統一事業、はこだて和牛のブランド推進化という部分については、特にこの

辺は町主体であり、ある意味では木古内町の特産、それから木古内町でなければないよう

なもの、それから我が町独自のオリジナル的なものの開発などですけれども。やはりこの

辺で、先般のホタテ丼ではないですけれども、随分最初は一生懸命いろいろと試行錯誤を

繰り返しながら、何店かの店で実際販売又は食堂等で売っているのですけれども。ややも

すると、随分最初の取り掛かりとは違って、月日が経つにつれて薄れていくというのかな。

強いて言えば、ホタテ丼については、「前もって注文してくれなければ食べられないので

すよ」というような店もあったり、いつでも食べられるような店もあったりするのですが、

その辺やはりこういう本当にソフト事業なので、なかなか結果として見づらい部分がある

のですが、投資したものに対して付加価値がどうもイマイチ見えない部分があったのです、

実際問題として。ですから、その如何に町主体でやるものについては、これから我々もち

ょっと目を通して追跡と言ったら失礼なのですが、その形を取ってやらせていただくので

すけれども。先ほど確認したのは、果たしてそういうようなもので行政主導でいいのか、

ある意味では民間団体にお任せしたほうがいいのかというような部分も十分調査していた

だきたいと思います。これは、要請というよりも、やはりその辺の部分というのは、いま

まで何かやって来た事業の中を検証しつつも、これらのものは真剣に取り組んでいただき

たい。そして、特にこの地域再生事業なのですけれども、これはやはりあれですか、最低

年次として、2 か年で町長は継続できるものは継続していくというような表現したのです

が、地域再生事業にちょっと目を置けば、これは 2 年で終わってしまうのではないのかな

と。最高限度額 1000 万円ぐらいですか。最低 100 万円と、当町は、700 万円か 800 万円く

らい今回あげて。それが全てこの事業を載せてもらったのですが、最終的には何か年この

事業が私はできれば新幹線開業まで 2 年のものを 3 年、3 年のものを 4 年と、私は何とか

これ 100 分の 100 ですから、一般財源を伴っていないわけですから、そしていろいろとこ

の地元経済に寄与していくものなのですけれども、まずその辺ちょっと 2 年なのかどうな

のか。またそれ以上申請すれば、このお金がまた貰えるものなのか。その辺のちょっと事

務的なものを確認しておきたいと思います。 

最後になりますけれども、今日の新聞記事をちょっと持って来たのですけれども。これ

は九州新幹線なのです。広域観光に参考になると道内関係者はこう言っているのですが、

これからの事業を進めていく中で、1 年を経って検証したと思うのですが、修学旅行がす

ごく伸びている。もう一つは新幹線効果の背景には、地元のいち早い取り組みがあるとこ

ろほど、効果が表れているという表現になっております。最後のほうになりますと、函館

の国際観光コンベンションそこのほうのちょっと話も出ているのですが、やはり函館を核

に江差や松前さらには青森、弘前も含めた中でリピーターを増やして、とにかく 1 人あた

りの宿泊日数を伸ばしたいのだという部分においてもやはり、私が先ほど全体に言ったよ

うに、当町がリーダーシップを取って、そしてここの良さというものをきちんと発信して

いく必要性があると。十分、私もこの記事から見てそう思っているのですが、その辺取り

組みについては、いろいろと町長が言っておりますけれども、本当にその事業に向けて、

まずこれは参考例として出て、これは良い結果だと言われているので、またこの機会に確
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認をしておきたいと思います。 

福嶋委員長 町長。 

大森町長 地域再生交付金は、地域起こし協力隊の制度というふうに理解しておりますが、

それは担当のほうから説明をさせます。今日の紙面でのお話がございましたが、九州新幹

線の良い事例が載っておりました。その中でも函館市が中心になって渡島・檜山、こちら

のほうとも連携も図るということになっておりますが、これは函館市さんだけにお任せす

ることではなく、私どももここ 2 年間、モニターツアー等を通じて、松前、江差方面に誘

客を随分してまいりました。こういった事で、他のところとはまた連携を取りますが、少

なくても当町を含めた 9 自治体との関係の中では、当町がしっかりとリーダシップをとっ

て進めて行きたいと考えております。交付金につきまして担当のほうから説明をさせます。 

福嶋委員長 小野寺参事。 

小野寺参事 道の補助制度の年次でございますけれども、基本的には先生のおっしゃる部

分につきまして最長で 3 年間、ただ道の場合は基本的には毎年、更新という形になります

ので、3 年間の事業という補助採択ではなくて毎年採択という形になります。基本的にこ

の制度を活用して、開業まで進めて行きたいと考えてございますけれども、万が一駄目で

あればいろいろな補助制度というものはあります。今回もメニューがいろいろと別れてい

るという部分がそういう部分でございますので、国なり道の他の制度なり、これから新し

いものどんどん出てまいりますので、その辺を十分勘案して継続して事業を進めてまいり

たいというふうに考えているところでございます。 

福嶋委員長 東出委員。 

東出委員 最後になりますので、今度、そしたら参事さんのほうからいろいろと情報を木

古内町に発信していただきたいというふうに思います。ただ、「今回の広域スタッフにつ

いては、公募ですよ」と言っていました。3 か年間置いて 4 年以降はどのような扱いにな

るか。3 年間はこの人がたをいろいろと勉強させて、そしてこの事業進めていくのだとい

う。これというのは、先ほど町長が言ったように地、域起こし協力隊で特交措置と書いて

いるのですが、それは今回の再生とは違った部類での予算措置というふうに私は思ったの

ですが、総括の中でこのような事を聞いてごめんなさい。その辺ちょっともう少しきちん

と確認だけさせてください。 

福嶋委員長 小野寺参事。 

小野寺参事 ただいまの補償金については、国の総務省の補助制度でございまして、1 人

上限 350 万円という形で、1 年間のいわゆる特別交付税措置がされるということになって

おりまして、現在総務省のほうに 3 名分の 3 か年分を、今回の予算で計上させていただい

ているところでございます。以上です。 

福嶋委員長 他になければ、これを持って 2 番目の総括を終了いたします。 

行政の皆さん大変ご苦労さまでした。 

暫時休憩をいたします。 

 

 

休憩 14:12 

再開 14:25 
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（２）表 決 

福嶋委員長 休憩を解き会議を再開いたします。 

次に表決を行います。採決は１件ごとに行いますので、よろしくお願いいたします。 

 お諮りいたします。 

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） 

福嶋委員長 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決することに決しました。 

 お諮りいたします。 

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） 

福嶋委員長 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決することに決しました。 

 お諮りいたします。 

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） 

福嶋委員長 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決することに決しました。 

 お諮りいたします。 

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） 

福嶋委員長 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決することに決しました。 

 お諮りいたします。 

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） 

福嶋委員長 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決することに決しました。 

お諮りいたします。 

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） 

福嶋委員長 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決することに決しました。 

 お諮りいたします。 

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は、原案の

とおり可決することにご異議ございませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ声あり） 
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福嶋委員長 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決することに決しました。 

お諮りいたします。 

議案第 34 号木古内町介護保険条例の一部を改正する条例制定については、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） 

福嶋委員長 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決することに決しました。 

 お諮りいたします。 

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） 

福嶋委員長 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決することに決しました。 

 お諮りいたします。 

議案第１号平成 24 年度木古内町一般会計予算については、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） 

福嶋委員長 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決することに決しました。 

お諮りいたします。 

議案第２号平成 24 年度木古内町国民健康保険特別会計予算については、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） 

福嶋委員長 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決することに決しました。 

 お諮りいたします。 

議案第３号平成 24 年度木古内町後期高齢者医療特別会計予算については、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） 

福嶋委員長 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決することに決しました。 

 お諮りいたします。 

議案第４号平成 24 年度木古内町国民健康保険病院事業会計予算については、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） 

福嶋委員長 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決することに決しました。 

 お諮りいたします。 

議案第５号平成 24 年度木古内町水道事業会計予算については、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） 

福嶋委員長 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決することに決しました。 

 お諮りいたします。 

議案第６号平成 24 年度木古内町介護老人保健施設事業会計予算については、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） 

福嶋委員長 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決することに決しました。 

 お諮りいたします。 

議案第７号平成 24 年度木古内町介護保険事業特別会計予算については、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） 

福嶋委員長 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決することに決しました。 

 お諮りいたします。 

議案第８号平成 24 年度木古内町介護サ－ビス事業特別会計予算については、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） 

福嶋委員長 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決することに決しました。 

 お諮りいたします。 

議案第９号平成 24 年度木古内町下水道事業特別会計予算については、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） 

福嶋委員長 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決することに決しました。 

以上を持ちまして、当付託された案件は全て審議が終了いたしました。 

どうもありがとうございました。 

                        

（３）委員会報告のまとめ 

福嶋委員長  それでは、次に委員会報告書の取りまとめを行います。 

 暫時休憩をいたします。 

 

休憩 14:31 

再開 14:32 

 

福嶋委員長 休憩を解き会議を再開いたします。 

審査所見については、事務局長から朗読して貰いまして皆さんの手直しと言いますか、

皆さんの意見でまとめたいと思いますので、事務局長よろしくお願いします。 

山本事務局長  

 3 月 7 日から 13 日までの日程で、平成 24 年度各会計予算 9 件並びに予算関連議

案 9 件について、慎重に審議を行った。 

 一般会計については、町長選挙を控えた骨格予算編成となっており、政策事業に

ついては補正予算として先送りされている。 

 財政健全化計画に沿った経常経費の削減、さらには国からの地方交付税の増額等

により、町財政は基金残高も増えて安定してきており今後公共料金等を含め町民全 

体が負担軽減を享受できるような施策の検討を求める。 

 国政も安定しておらず、特に東日本大震災の影響等により、地方交付税について
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も今後の動向が不透明であることから、一般会計はもとより特別会計、事業会計を

含め、経費の節減については今後とも努力されたい。 

 新年度からは、北海道新幹線開業に向けて広域観光の推進や木古内駅周辺整備な

ど、複数の課に係わる新幹線パッケージ事業が本格化する。駅前商店街等の統一景

観を図るため、町木である杉材の活用やはこだて和牛のブランド化を推進すること

から、地権者や各関係機関、関係団体等との連携を十分図られたい。 

 なお、まちづくり新幹線課に新たに新幹線振興室を新設するという、組織の見直

し案が示された。北海道新幹線開業を見据えた中で、特にソフト事業を積極的に推

進する目的であることは理解するが、町政執行方針における記載もなく唐突な提案

で誠に遺憾であり、今後、十分配意されたい。 

福嶋委員長  暫時休憩をいたします。 

 

休憩 14:34 

再開 15:18 

 

福嶋委員長  休憩を解き会議を再開いたします。 

 山本事務局長。 

山本事務局長   3 月 7 日から 13 日までの日程で、平成 24 年度各会計予算 9 件並び

に予算関連議案 9 件について、慎重に審議を行った。 

 一般会計については、町長選挙を控えた骨格予算編成となっており、政策事業に

ついては補正予算として先送りされている。 

 財政健全化計画に沿った経常経費の削減、さらには国からの地方交付税の増額等

により、町財政は平成 24 年度をピークに減少する計画となっている。 

 国政も安定しておらず、特に東日本大震災の影響等により、地方交付税について

も今後の動向が不透明であることから、一般会計はもとより特別会計、事業会計を

含め、経費の節減については今後とも努力されたい。 

以下、2 点について意見を付す。 

(1)福祉施策としての除排雪サービスについて 

今冬は、過去に例を見ない大雪に見舞われ、多くの町民が除排雪作業に苦労をした。当町

は、まもなく高齢化率も 40％を超えることから、これまでの体制はもとより、福祉施策と

して新たな仕組みづくりを構築されるよう強く求める。 

(2)新幹線パッケージ関連事業について 

新年度からは、北海道新幹線開業に向けて広域観光の推進や木古内駅周辺整備など、

複数の課に係わる新幹線パッケージ事業が本格化する。駅前商店街等の統一景観を

図るため、町木である杉材の活用やはこだて和牛のブランド化を推進することから、

地権者や各関係機関、関係団体等との連携を十分図られたい。 

なお、まちづくり新幹線課に新たに新幹線振興室を新設するという、組織の見直し

案が示された。北海道新幹線開業を見据えた中で、特にソフト事業を積極的に推進
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する目的であることは理解するが、町政執行方針における記載もなく唐突な提案で

誠に遺憾であり、今後、十分配意されたい。 

福嶋委員長 東出委員。 

東出委員 委員長、上から 3 段目、一般会計についてはと書いていますが、これは、

特別会計も全部あるのではないですか。その後ろは町長選挙を控えた骨格予算だか

ら、骨格予算は一般会計だけではなく、全会計ではありませんか。 

福嶋委員長 違います。特別会計は町長選挙に関係ないです。各事業会計は町長選挙に関

係ないです。骨格予算でないです。経常予算です。 

暫時休憩をいたします。 

休憩 15:22 

再開 15:24 

 

福嶋委員長 休憩を解き会議を再開いたします。 

一応、所見として皆さんからご意見をいただいたものにまとめましたので、これで良け

れば提出したいと思いますので、よろしいでしょうか。 

 （「異議なし」と呼ぶ声あり） 

福嶋委員長  それでは、このように提出したいと思います。よろしくどうぞお願いいたし

ます。 

 暫時休憩をいたします。 

 

休憩 15:24 

再開 15:24 

 

休憩を解き会議を再開いたします。 

以上を持ちまして審査所見を終わります。 

福嶋委員長  長時間に渡ってありがとうございました。     

閉 会   15:25  終了 

 

説明員  大森町長、野村教育長、小林副町長、大野総務課長 

     中山町民税務課長、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 

     大瀬建設水道課長、新井田産業経済課長、中島保健福祉課長、佐藤生涯学習課長 

        大坂介護老人保健施設事務長、地本病院事務長、森井代表監査委員 

傍聴者  なし 

報 道 北海道新聞 大城道雄、函館新聞 松宮一郎 

 

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

                                         委員長  福 嶋 克 彦 

 

                                         


