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会議録 平成29年3月7日(火)

場 所 3階 第1研修室

会議名：第3回平成29年度予算等審査特別委員会

出席委員：平野委員長、手塚副委員長、佐藤委員、新井田委員、竹田委員、相澤委員

福嶋委員、鈴木委員、吉田委員

欠席委員：なし

オブザーバー：又地議長

会議時間 午前9時30分～午後5時16分

事 務 局 吉 田、西 嶋

開 会

１.委員長挨拶

平野委員長 それでは、皆さん、おはようございます。

定刻になりましたので、ただいまから、3月6日に引き続き、第3回平成29年度木古内町予

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。

早速、次第に入っていきたいと思いますが、本日の審査事項につきましては、病院事業

からの進みとなっております。

２.審査事項

（１）病院事業（国保病院）

平野委員長 改めまして、病院事業の皆さん、朝早くからご苦労様でございます。

予算説明に入る前に小澤管理者のほうからひとこといただきたいと思いますが、よろし

くお願いいたします。

小澤管理者。

小澤病院事業管理者 皆さん、おはようございます。

きょうは、病院事業の予算について、ご審議をいただくことになっております。どうか

よろしくお願いいたします。

審議に先立ちまして、私からひとことご挨拶を申し上げます。

来年度というのは、平成30年度に向けての準備の年というふうな捉え方をしております。

平成30年とは、それではどういう年かと言いますと、介護報酬の改定これは3年ごとに

行われますし、また診療報酬の改定というのは2年ごとに行われて、その両報酬が同時改

定になるという非常に重要な年であります。

それに加えて、第7次の医療計画の新しい年度がスタートする年でもありますし、また

介護報酬におきましても第7期の介護保険事業計画の改定年でもあります。またそれに加
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えて、第3次の医療費適正化事業の改定年でもあるという医療や介護にとって非常に重要

な改定の年を迎える前の年ということになっております。

それはどういうことかと申しますと、医療費・介護費というのは毎年1兆円ずつ増えて

おります。それに、どうしても報酬が間に合わないということで、それをどうするかとい

うことで在宅という方向が出てまいりました。たぶん30年以降もその在宅という方向は、

より勢いを持って進められていくものと予想しておりますが、ただ厚生労働省が持ってい

るそのための予算というのは、ごく限られたものであります。そうしますと、何が遅れる

かと言いますと、医療と介護のほうで予算の奪い合いになることが予想されます。皆さん

ご存じと思いますが、医療と介護では医療側の力がずっと強いですので、たぶん医療側に

かなり持っていかれると。そうしますと、介護の報酬というのは減ることはないと思いま

すけれども、増える幅が非常に少ないということになります。いまでも介護の領域では働

く者が少ない、それは報酬が少ないからだと言われるほど、非常に経営が厳しい状況がた

ぶん平成30年以降になりますと、一段と報酬が厳しくなってくると。そうすると、それに

対してどういう対策をするかと言いますと、いままでとは違った改革的なことをやらなけ

ればいけない。それは、私どもが考えているのは、いわゆる在宅強化型のものに切り替え

ていくと。いまでも在宅を支援する形で加算をいただいておりますが、それをさらに一段

進めた形で介護施設を運営しなければいけないということをいま考えております。そうで

なければ、収支があわなくなるということは、はじめから予想されるところであります。

強化型というのはどういうことかと言いますと、在宅復帰率が50％、ベッド回転率が30

％であります。そういうふうな高い回転率・利用率を上げようと思いますと、やはり強化

型だというのは受け皿を整備していかなければならない。受け皿と言いますのは、在宅に

持っていけるという環境を作ってやる。いわゆる自分の家へ行った時に、住宅が高齢者の

住みやすい住宅なのか、あるいは独居高齢者。あるいは、老老の世帯と言った者がはたし

て自分達の生活をすることができるのか。できないとすれば、それを生活支援をするため

の説明をどういうふうにシステムをどう組むかというその受け皿というものをまず整備し

ていただかないと次の我々のステップが進まないということであります。私は、かねてか

ら高齢者のためのこれからどういうふうに具体的にやったらいいのか、いわゆるグランド

デザインというものを。すなわち、町としての高齢者のビジョンというものを明確に示し

ていただいて、本年度は何をし、来年度は何をし、何次計画でそれは完成するかという夢

を高齢者に示してほしいということをお願いしてまいりました。私も行政の席を汚すもの

として、その責任を感じております。

したがいまして、来年度の予算というのはまだまだ不十分と思いますけれども、そうい

う視点でご審議をいただきたいということであります。よろしくお願いいたします。

平野委員長 それでは早速、予算の説明のほうを進めていただきたいと思います。

平野病院事務局長。

平野病院事業事務局長 改めまして、おはようございます。事務局長の平野です。

それでは、私のほうから病院事業の予算の説明に入らせていただきます。その前に、本

日議員さんからご指摘をいただきまして、予算書に一部誤りがありました。予算書本編の

国保病院17ページでございます。こちらをお開きください。1項 医業収益の節 外来収

益の説明であります一番下の訪問リハビリの収入が57万2,000円で数字はあっているので
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すが、内訳が47万7,000円×12月となっておりますが、正しくは4万7,700円×12月でござ

います。こちらにつきましては、休憩時間等を利用させていただきまして、後ほど上のほ

うから修正させていただきたいと思いますので、委員長よろしいでしょうか。

平野委員長 皆さん、聞き取れましたか。

（「はい」と呼ぶ声あり）

平野委員長 そのままでいいです。

平野病院事務局長。

平野病院事業事務局長 それでは早速、説明に入らせていただきます。

まず冒頭、今年度の予算書につきましては、一般会計の予算書の縦書きの移行に伴いま

して、病院事業におきましても縦書きに変更しております。これまでは、予算書は横でし

たが、特に地方公営企業法並びに関係法令の規則等を見ましても予算書の様式というのは

定めがあるのは、皆さんにお配りしておりますこの青い中表紙の入っている前までを議会

の資料として出すというようなことで定めがありまして、これ以降については付属資料と

いうことで、説明にモチーフしようということになってございますので、様式は任意とな

ってございます。それで、一般会計とあわせて今年度変更しておりますので、若干見づら

いかなというふうに思いますが、関係法令上特に問題は生じないということで、ご了承し

てください。

それでは早速、今年度の病院事業の予算について、ご説明申し上げます。

事業目標につきましては、町長の執行方針でもご説明させていただきましたが、いま事

業管理者がご説明したとおり、地域における病院としての機能と役割を明確にしますとい

うことで、いままで以上に連携を介護並びに行政としていくというような方向で、ソフト

面では目標を掲げております。

具体的なものとしては4項目、在宅医療のあり方を理解して、かかりつけ医機能の向上

を図るということです。これは、在宅医療でございますので、これまでは病院で完結する

型の医療であったのですけれども、今後は地域完結型の医療というような方向で、かかり

つけ医機能を向上させながら、在宅医療にシフト転換していくということでございます。

2点目は、地域医療機関との連携を強化する。これは、後方・前方も含めまして町内の

ベッドを有しない医療機関。そして、当院で治療が難しいケースについては、南渡島医療

圏の高度急性期病院のほうに行って治していただき、当病院の回復期型の地域包括ケア病

床等を利用して、在宅へ戻っていただくというような内容でございます。

3点目は、地域ニーズの動向に応じて病院運営、及び病床機能に柔軟性を持たせるとい

うことです。先般、ご説明させていただきました病院改革プランでは、今後の病床機能の

あり方については、現在の一般急性期79床と地域包括ケア病床の20床で、変更なしでいく

ということでございますが、今後1年間介護の動向も見極めながら方向性は定まっており

ますけれども、回復期型のニーズのほうが高ければ柔軟性を持って、一般病床から回復期

型の移行も検討しているというようなところでございます。

4点目の病院機能評価の基準に沿って業務の改善を推進するにあたっては、平成26年の8

月に病院機能評価を認定されております。これの中間報告が昨年終わりまして、再来年に

改めて受診するということが病院で機関決定しておりますので、これに向けてこれまでの

医療の資質並びにサービスの質を検証しまして、再受診ができるように事務体制を調える
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というような4点でやってまいります。

また、方向性にあたっては病院改革プランで定めております、平成32年度における黒字

を目指していくというようなことを踏まえて、本年度の予算を計上しております。

診療報酬改定につきましては、平成29年度はございませんので、患者の単価等につきま

しては、本年度の実績値を使用しているということになっております。

また、一般会計からに繰り入れにつきましては、資料の103ページに詳細が出ておりま

す。こちらでは、前年度対比では下から6行目の合計（1+2）のところに出ているとおり、

475万4,000円増額となっており、今年度の当初予算計上額は3億7,064万6,000円となって

おりますが、これは病院事業に対する1床あたりの地方交付税が5万円増額になったという

ことで増えているものでありますから、これまで同様交付税以上のものの一般会計の繰り

入れはありませんというような内容になっております。

続いて、詳細説明に入る前に、特徴的事項についてご説明申し上げます。

1点目は、平成22年度以降今年度につきましても、赤字予算で編成しております。これ

につきましては、新病院が建築して減価償却費が1億円以上増えるということで、平成30

年度まではこのような計画になっているということで、議会のほうにもお示ししていると

おりでございます。

収入のほうにつきましては、在宅医療を進めているということで、外来収益が増嵩はし

ているものの、それに伴う材料費が透析患者の増や減価償却費が電子カルテを更新したこ

とによって、2,000万円ほど増えております。

このようなこともあり前年度対比では、予算ベースでの収支不足額は1,800万円ほど減

ってはおるものの、今年度もやはり9,400万円の収支不足赤字予算ということになってお

ります。

そのほかの事業的なもので、新規で行うものにつきましては、福島町までのバスを4月1

日から試験運行ではなく継続運行ということで、予算を計上させていただいております。

また、新たなものとしましては、老健事業の資金ショートに備えまして、4条予算で1億

円を長期貸付金として計上をさせていただいております。以上が、特徴的な事項でござい

ます。

それでは早速、詳細につきまして、ご説明申し上げます。

資料は99ページであります。予算書につきましては、21ページです。

まず、99ページの収益的支出の款・項・目の表でございますが、今年度は新たに設けら

れた項目等はございません。その旨それでありますの、積算内訳のほうからご説明を申し

上げます。

まず、1款 病院事業、1目 医業費用、給与費でございますが、こちらにつきましては

28年度予算に対しまして、職員数は3名の増というふうになっております。

まず、ドクターにつきましては現在5名ですけれども、1名の採用を見込み6名で予算計

上をさせていただいています。行政職は、現状と変わりありません。医療職の2につきま

しては現在、職員数10名ですけれども、3名の増員を見込んで予算計上しております。内

訳につきましては、薬剤師2名とＰＴＯＴの理学療法士1名でございます。医業職3も看護

師につきましては、現在50名ですけれども、53名で予算計上をしております。このことに

より給料につきましては、617万4,000円前年度予算と対比し増嵩しております。
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続いて、2の手当です。手当につきましては、前年対比 651万5,000円の増と。これは、

人事院勧告により支給月数が0.1か月増えたこと、並びに職員の定期昇給等によるもので

ございます。

3番の報酬につきましては、前年対比 4万4,000円の減です。これについては、当直出

張医等の回数の減によるものでございます。

続いて、説明資料の100ページをお開きください。

賃金につきましては、241万2,000円の増です。これは、福島町方面へのバスを定期で運

行をしますので、それの職員にかかる人件費が主な増額の要因となっております。28年度

では賃金 659万6,000円減額になっておりますので、今年度増えておりますけれども、前

前年度と比較すれば賃金は抑制になっております。

続いて、予算書は22ページとなります。

5番の賞与引当金繰入額は、54万3,000円の増でございます。これについては、平成30年

度の6月期に支給する手当の分をワンイヤールールの徹底に基づき、12月から3月分につき

ましては、29年度予算に計上するということで、29年度予算では5,804万3,000円を計上し

ております。これの3月分までですので、これも手当の支給月数の増等に伴いまして、54

万3,000円の増になっております。

続いて、2目 材料費、1番の薬品費でございます。薬品費は259万2,000円の増嵩です。

こちら入院患者数は減っておりますが、外来患者数が透析患者等が増えておりますので、

実数収入の増になっておりますので、薬品費も増嵩するということになっております。

続いて、診療材料費です。診療材料費も622万円の増嵩です。こちらについても透析患

者等を今年度多くみておりますので、材料費が増嵩しております。

続きまして、3目の経費です。予算書では、23ページになります。

1番の旅費交通費につきましては、53万9,000円の増です。こちらにつきましては、管外

から採用予定の看護師等にかかる赴任旅費が30万円ほど増額していると。また、普通旅費

で公序的に不足している看護師の確保で、今年度も首都圏方面に看護師の確保にいくとい

うことで、19万5,000円の増額になっております。

続いて、2番の光熱水費です。27万2,000円の減です。電気料につきましては、今年度ロ

ジテックという電気小売業から北電に変更したことに伴い、一時的に電気料金が増嵩した

のですけれども、北電移行後2年目ということで、今年度は引き下げになるというような

こともあり、57万6,000円電気料は減っております。しかしながら、水道・下水道料金が

透析患者の増嵩によりまして、水を多く使うというようなこともあり、二つあわせまして

30万4,000円増えているということで、相殺しまして27万2,000円の減になっているという

ようなところでございます。

続いて、予算書で24ページをお開きください。

3番の賃借料につきましては、32万8,000円の減です。ここにつきましては、前年と大き

く変わりませんが、平成28年度予算のおいて検査機器をこれまでリースで対応していたの

を4条予算で資本勘定で整備しております。このことにより92万円ほど医療機器にかかる

分のリース料が減となり、減っております。

続きまして、4番の委託料です。委託料は、120万1,000円の減です。主な内容は、入院

患者数2名少なくなりましたので、給食業務委託料がおおよそ90万円くらい少なくなると
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いうようなことでございます。今年度、委託料の減額は120万円とあまり大きくありませ

んけれども、27年度で870万円ぐらい抑制しておりますので、この2か年で1,000万円くら

い委託料については、抑制したということになります。

続いて、資料の101ページをお開きください。予算書は、25ページでございます。

諸会費は、前年対比 28万3,000円の減です。これは、一般会計から過疎ソフト事業を

活用して交付される繰入金の返還分が23万3,000円少なくなったというようなことで減に

なっております。

続いて、6番 車両費です。車両費は、104万7,000円の増になっております。これは、

車検台数が前年に比べて2台増えたことと、福島町方面の患者送迎バス運行等に伴い、燃

料費が増嵩する分でございます。

7番 宣伝広告費 64万8,000円の増です。こちらにつきましても、今年度は当初予算に

おきまして、看護師の首都圏におけます転職フェアに参加する費用を2回分計上している

ことにより、増嵩しております。

続いて、4目の減価償却費です。1,916万7,000円の増嵩です。これは、冒頭に申し上げ

ましたとおり今年度、電子カルテ等に付随する画像診断システム等一連のものを2億2,000

万円程度かけて更新しております。これを5年で償却しますので、割る5で2,000万円程度

増嵩するというようなことで、現金の支出は伴いませんけれども、費用のほうでは計上し

なければならないということになります。

続いて、予算書では26ページです。

5目の資産減耗費、固定資産除却費につきましては、391万4,000円の減です。これは、2

8年度で電子カルテ等の更新に伴い、それらを除却しておりますが、今年度については除

却する機器がそれほど減価償却の残高があるものがありませんので、大きく減額になって

おります。

続いて、予算書27ページです。

2項 医業外費用、1目の支払利息及び企業債取扱諸費、これについては起債借り入れに

かかる利息でございまして、借入額が下がってきたことに伴いまして、今年度も140万9,0

00円減ということになっております。

続いて、予算書28ページです。

3項 特別損失、1目 過年度損益修正損につきましては、451万5,000円増になっており

ます。これは、節にあります退職給付引当金でございますが、会計制度の改正に伴いまし

て、5年間で職員全員が退職した時に備える分として、積立をしなければならない分です。

26年度・27年度で5,600万円ほど積み立てましたが、平成28年度は退手組合の3年に一度の

精算の年であり、今年度約2,000万円の支出がありましたので、減った分を残りの3年間で

上積みして積み立てるということになりますので、今年度は451万5,000円ということで増

嵩しております。

収益的支出のご説明につきましては、以上のとおりです。

続きまして、収入のほうをご説明させていただきます。

資料につきましては、戻りまして98ページです。予算書のほうにつきましては、17ペー

ジです。

収益的収入の表のほうですけれども、今年度は新たに3項で特別利益という項目を増や
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しております。これにつきましては、目で長期前受金戻入益ということで、本年度 425

万4,000円増えておりますが、これは会計制度の改正に伴いまして、補助金並びに一般会

計からの繰入金を減価償却にあわせて、その繰入金を按分して収入とみなすというような

ものですけれども、一般会計の繰り入れと減価償却の繰り入れの年度に相違するものがあ

ります。具体的に申し上げますと、医療機器はだいたい5年で減価償却をするのですけれ

ども、一般会計の繰り入れにつきましては、過疎債であれば3年据え置きの9年償還がこれ

がルールでございますので、7年ほど多く一般会計からの過疎債に伴う元利償還金の繰り

入れが入ってくると。これについては、もう償却が終わっていますので、終わった分につ

きましては、特別利益で計上するというルールになっておりますので、本年度からこれが

発生しまして、425万4,000円新規で計上しているというような内容でございます。

それでは早速、収入の説明について、ご説明申し上げます。

1目の入院収益は、1日あたりの平均患者数は66名で積算をしております。前年度が68名

ですので、2名減でございます。単価につきましては前年度は2万8,700円、診療報酬改定

があって若干落ち込むのかなというふうに見込んでいたのですけれども、前回の診療報酬

改定については7対1で厳しく、10対1に移行させるという誘導がありまして、当院でもそ

の誘導策プラス新たな加算を取ったところ、総体的には1,200円アップの2万9,900円で現

行推移しているということで、冒頭に申し上げましたとおり、診療報酬の改定はありませ

んので、この単価を使って積算しております。

地域包括ケア病床につきましても3万2,300円、前年度に対して400円のプラスでござい

ます。こちらは、20床に対して6割稼働の12名というところでみております。

続いて、透析患者につきましては、3万1,200円の8名です。透析のほうにつきましては

この間、診療報酬は前年プラスできたのですけれども、ずっとマイナス改定がされている

というようなこともあり、当初見込みを上回るマイナス改定で、予算に対しては1,200円

少なかったというようなこともありましたが、これについては実績値で算定しております。

2目の外来収益です。外来収益の1日平均患者数は、145名でみております。前年が150名

でしたので、マイナス5名でございます。内訳については、一般の外来につきましては、6,

600円×145名ということで、単価は500円アップしております。透析患者については、2万

8,200円の19名と。透析患者については、今年度これまでは月・水・金で透析を実施して

おりましたが、看護師が増員するというようなこともあり、徐々に火・木・土の一部もや

っていきたいというようなこともありますので、増やしております。在宅訪問収入も在宅

医療の移行に伴い収入が増えたことにより、今年度は4万5,000円×26名で、1,404万円と

いうことで、200万円ほど増えております。通所リハ、居宅、訪問看護、訪問リハビリに

ついては、そんなに変わっておりませんので、後ほどご参照ください。

以上が収入のほうの説明になります。よろしくご審議願います。

平野委員長 それでは、説明が終わりましたので、各委員より質疑をお受けします。

鈴木委員。

鈴木委員 説明資料98ページで、ただいま透析患者の1日1人あたり2万8,200円、19名です

よという説明の中で、確かに私も町民のかたから、非常に評価と言いますか評判は良いと

いう話も個人的に聞いております。これを実際に見ても、確かに患者さんの数はもちろん

少ないのですが、単価という部分では非常に高い設定の金額になっているということで、
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今後、火・木・土についても一部を増やすということですが、いま現在全ての透析患者の

かたを受け入れていないという理解でよろしいのでしょうか。それとも、いまある程度の

患者さんを受け入れているのだけれども、それを分散化するですとか職員の配置ですとか

そのあたりの現状のバランスについてお聞きしたいです。お願いします。

平野委員長 平野病院事務局長。

平野病院事業事務局長 透析患者につきましては、現状ベッドが13ありますので、2部で2

6名体制でやれるということで、いまのところ待機はございません。ただ、一時待機をし

ていただいた時期もございますし、現在、渡島の西部四町で透析を行っているのは当院と

町立松前病院でございますが、松前病院と連携する中で、現在松前の患者さんも数名受け

入れております。それは、松前のほうでお医者さんもそうなのですが看護師が慢性的に足

りなくて、全く透析に就けていないということで、今後の新規の受け入れは困難で当院で

受けざるを得ないというようなこともございますので、それも見込んで火・木・土も実施

するということで、新規の透析患者さんを見込んでいることでございます。

平野委員長 鈴木委員。

鈴木委員 理解できました。病院と言っても様々な専門があるわけで、ただその中で木古

内で透析というそのあたりが近隣のほうに周知してもらって、新しい患者さんが増えてい

かなければなと思っているのですけれども。そもそも、なぜ透析の評判と言いますか上が

った要因とか元々はどういった理由で上がったのでしょうか。お医者さんでしょうか、そ

れとも設備関係でしょうか。

平野委員長 平野病院事務局長。

平野病院事業事務局長 鈴木委員がおっしゃられるように、評判が良いということは非常

に嬉しいのですけれども、それだけではないと思うのです。透析患者さんは、やはり2日

に一遍長時間かけて血液を濾過しますので、体に与える負担が非常に大きいということも

ありますので、これまで新しい病院を建てるまでは、当院では透析外来は行っておりませ

んでした。そのような患者さんは、1時間から1時間半かけて車で函館に行って、丸一日で

帰ってきて、1日だけまた自宅に居て、また行くというようなこともあって、ＱＯＬがあ

まり高くなかったこともあり、できれば自分の町でやったほうが時間的にも有効に使える

というようなこともあり、そういうことで地元であります当院を選んでくれているのかな

というふうに分析しております。

平野委員長 ほか。

私のほうから何点かなのですけれども、給与費の中の法定福利費、これはどこの課で。

毎年同じような項目なのですけれども今回、病院さんの法定福利費の項目が九つくらい前

年と比べて項目が変わってると思うのですけれども、内容については。制度なのか何なの

か。項目が増えた内容について、お知らせいただきたい。

暫時、休憩をいたします。

休憩 午前10時04分

再開 午前10時05分

平野委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。
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尾坂主査。

尾坂主査 今回、共済組合からの請求にあわせまして、というのが厚生年金と一本化によ

りまして、名称であるとか細分化してあったものですから、わかりやすくするためにそれ

にあわせて項目を増やしました。

平野委員長 これまでもあった項目を記載していなかったものを記載したという意味です

か。

暫時、休憩をいたします。

休憩 午前10時06分

再開 午前10時07分

平野委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

あともう1点なのですけれども、最後に出てきますけれども、除雪ホイルローダを今回

買う予定、4条なのですけれどもここに新規で業務委託料がありますよね。ですので、こ

のあとに出てくることですけれども、それを買ってこの業務委託料というのは、どのよう

な仕組みで買って誰に委託するのかという説明をいただきたいと思います。

平野病院事務局長。

平野病院事業事務局長 後段の4条でご説明を申し上げるホイルローダにつきましては、

小回りの利く機械でありますので、職員の駐車場や機械棟前の除排雪に使うもので、これ

まで患者さんが利用される駐車場につきましては、小さい重機だと効率的に除雪できない

ということで、町内の業者さんにお願いをして委託しておりました。これは、これまで同

様継続して実施していただきますので、当初予算にも計上してあると。

ミニホイルローダにつきましては、これまではリース料で借り上げしておりましたが、

リース期間が終了したことに伴って、今後の契約を協議したところ、そのまま買取もでき

るというようなことでありましたので、将来的な費用対効果も考え、買取したほうがいい

というようなことが今回4条で計上したとおり、買取をさせていただく予算計上となって

おります。

平野委員長 すみません、ホイルローダをあとで買って、除雪委託料が新規で出てきたも

のだと思ってみていたのですけれども、去年も見たら載っていました。勘違いしていまし

た。

ほかにございませんか。

竹田委員。

竹田委員 常任委員会等の資料等の改革プランについて議論をした中では、何とか改革プ

ランも前倒しで黒字に転換をして、経営的には心配ないというようなお話をされています。

冒頭、小澤管理者から病院の実態というか今後、向かう介護・医療の報酬の改定にあわ

せた病院経営をするのだというそういうことを述べられましたけれども、私は入院患者の

66名という目標設定。これは予算ですから、最終的には出来高の中で決算で帳尻がどうだ

という部分が出るのですけれども、やはり99床の病院としていま福島方面への医療バスも

運行して、患者の獲得というか努力しているという部分もわかりますから、逆に去年が68

名だったら70名で予算計上するくらいの部分のほうがベターなのかなという。たぶん66名
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というのは、いろんな実績からやはりシビアな見方をしたというふうに思うのですけれど

も、そのことが全てのものに2名が減になっていることが影響すると。しいて言えば、例

えば委託料の給食業務なんかでも2人減ることによって、90万円も委託料が逆に下がると。

そういう収支のバランス等もあるのですけれども、はたして66名という患者見込みが本当

に妥当なのかなというような気もするのですよね。もう少しやはり目標設定については、

高くしてもいいのかなというそういう思いもあるものですから、その辺について。

平野委員長 人数設定の見解について。

平野病院事務局長。

平野病院事業事務局長 まず、入院患者数が今年度2名減って66名になったということで、

竹田委員からご指摘のありました費用の面で委託料が減るからというような話がありまし

たが、そういうことは全く考えてございません。人員配置で医師も1名増やしております

し、看護師も増やしている。そして、医療技術職員も増やしておりますので、その職員を

適用すべく入院収益をはじきまして、66名が妥当ではないかと。この新病院に移行した中

で、入院患者数が一番多かった年が66.7名の年がありました。ですので、当院として最大

限人員配置に対して見れる入院患者数が66.7名に近い66名なのかなということで積算して

おります。

また今後、在宅医療へシフト転換していくわけですから、当然入院患者数というのは減

ってきますけれども、一方では経営を追求していかなければなりません。平成29年度にお

けます経常収支の見込みは、約4,600万円が不足するということで、先日の委員会のほう

で報告をさせていただきましたが、やはり計画では赤字ですけれども、企業会計上は黒字

を追求していくべきだという認識はございますので、現在稼働率が5割を切っております

地域包括ケア病床を新年度においては少しテコ入れをする中で6割稼働くらいにして、現

状から2人増えれば収入の純利益で2,000万円くらい上がりますから、そこで入院患者さん

に在宅に戻った時の栄養指導や生活のＡＤＬを少し上げるというようなことを病院内全体

で考えていって、平均在日数も少し増やした中で、66名というのを追求していきたいとい

うことで、職員に対する目標についても毎年予算を議決させていただいたあとに予算説明

を行っており、入院患者数・外来患者数の目標というものを掲げて運営しているというこ

とで説明しておりますので、収支均衡に向けた予算計上を収入の面でみたいということで、

66名としておりますのでご理解ください。

平野委員長 ほか。

福嶋委員。

福嶋委員 いまの質問に関連するのですけれども、外来が145という設定。これは実績に

基づいた予算を立てるのだろうけれども、過去に不採算病院の指定になるには、外来患者

が一定の150名を目途。入院患者が100床以下というふうなことで、そういう決まりがあっ

て交付税の対象にしてきたと。そういう中でやりくりをしているのかなという感じを受け

るのですけれども、もう一つはいま入院患者が66名。それで、99床のベッドの使用率が70

いかないと、66で精一杯。アップしたと。先ほどの交付税の措置が1億円と5万円アップし

たと。そのために交付税が増えたと。こういう中で、空きベッドに対する国が交付税を措

置するというふうなことに伴うわけですよね。だから、いまだって医療の状況は厳しい中

で、いつまでも空きベッドに交付税をさらに上げるということは、普通考えられない。だ
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けれども、制度によってそういうふうになったから良いことなのだけれども。だから、こ

の辺が私はもう少しさじ加減をして、アップ・努力するなりそうやった中で、例えば9,48

0万円利益がマイナス、赤字予算を組んでいるわけです。それをペイするくらいの努力を

して、さらには次に出てくる1億円を老健に貸すわけです。このくらいの余裕があって赤

字予算で、何かやることが伴わないなと。赤字予算をみながら1億円を貸すのだと。良識

あるから貸すのだけれども、その辺の考え方。

平野委員長 平野病院事務局長。

平野病院事業事務局長 交付税に対する考え方でございますが、前回の病院改革プランで

総務省が示したのは、病床稼働率が7割を切った病院につきましては、稼働病床数でしか

交付税は措置しませんという柱がありました。ただ、これについては当時政権交代があり

まして、その政権交代に伴って考え方が変えられております。この間、病院についても危

惧してきたのですけれども、99床満度に交付金が措置されてきたという背景がございます。

今回の新しい公立病院改革ガイドラインにおいては、交付税に対する基本的な考え方は、

70床以上の病院でなければ黒字にはならないのではないかというような統計がありますの

で、70％しなさいというような考え方を持っています。

ただ、交付税に対する考え方につきましては、今回2点ほど改正されておりまして、1点

目は全く入院患者数を受け入れしていない病棟があると。それも交付税の対象になってい

るというようなことで、まずは第一段階として全く動いていない病棟には交付税は措置し

ませんというようなことで、前年度から交付税が措置されていない病院があります。

もう1点目は、これまで1床あたり単価が決められて不採算地区の病院につきましては、

126万3,000円というものが措置されていたのですけれども、今年度より不採算地区に対す

る交付税措置額と同額の一般会計の繰り入れであれば、交付税は2割カットで8割にします

よと。一般会計は不採算地区に関する交付税を満度にもらうためには、25％割増しで病院

事業会計に繰り入れをしなさいというルールに変わってきております。これに伴って、全

国の自治体病院を設置している地方公共団体につきましては、大きく交付税が減っている

ところがあります。ただ、当院としましては、一般会計と事前にすり合わせをする中で、

基本的には病院事業に対する交付税措置額を上回ることなく、その交付税を上手く按分す

ることによって、これまで同様の交付税を国から措置してもらうというようなことで運営

をしておりますので、ご理解していただきたいと思います。

ですので、今後5年間についても交付税制度は変わっていくと思いますが、現状では病

床数を削減することにより交付税が減るというデメリットを考えるよりは、現在ある病床

数をいかに有効的に活用していくと。いま現在、一般急性期79床プラス20の回復期でやっ

ていますが、将来的には一般急性期を一つにしてもう一つを回復期、若しくは道内の奈井

江などでやっておりますサ高住。若しくは、地域医療構想とは少し反することになります

けれども、療養型ということも視野に入れていければいいのかなというふうに思いますの

で、いま現在病床数を削減するというのは少し拙速かなというふうに考えますので、公立

病院改革のこの5年間を踏まえ、次期改定時に地域ニーズも入れた中で再度検討していき

たいというふうに思っております。

平野委員長 ほか。

鈴木委員。
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鈴木委員 21ページの賃金で保育賃金、昨年度と比べて約82万円安くなっていますが、人

数は一緒と。あと、保育の保険料も一緒ということなのですけれども、安くなった理由と

冒頭に小澤管理者のほうからも在宅になる中で、環境整備が必要だというお話がありまし

た。もちろん今回、保育のほうは病院のほうは、確かに条例でも病院の職員でというルー

ルがある中で、ただことし・来年と見ていく中で、恵心園だったりいさりびの流れも見ま

すと、町内の病院だったり福祉が大きく環境が変わっていくなという中で、病院の保育に

おいても柔軟な環境整備をすることで、例えば母子家庭の母親であったりですとか、いま

まで夜勤はできなかった職員のかたが働ける環境作りができるのかなと私も思いますし、

そういう声も一部からあるようです。

ですので、予算が下がった理由と私が述べさせていただきました今後の保育について、

もしお考えがあればお教えいただきたいと思います。以上です。

平野委員長 平野病院事務局長。

平野病院事業事務局長 賃金が全体の予算が少なくなったということですか。増えていま

す。保育園のほうにつきましては、担当のほうから説明をしますので、保育運営について

は、後ほど私から。

平野委員長 尾坂主査。

尾坂主査 保育士の賃金は80万円の減になっておりますが、実績にも基づいておりますし、

子どもさんの数が減ったことが要因で、日当で支払っておりますが、大幅に日当が保育さ

れるかたの日数が減になっております。今後も職員の子どもさんを鑑みましたところ、こ

のような数値になりました。

平野委員長 平野病院事務局長。

平野病院事業事務局長 保育を預ける看護師さんが少なくなってきているというのが要因

ですけれども、鈴木委員さんのほうから言われました保育所の有効活用という点なのです

が、この保育所につきましては院内保育所ということで条例設置しておりますし、病院事

業に関係する職員ということで、また管理者の認めた者というような幅広い運用はできま

すけれども、一般のかたを受け入れるというようなことにはなっておりません。ご承知の

とおり、町内には私立の保育園が2箇所あります。

今後、増えていくということであれば、ここを有効活用をした中でやっていただくとい

うこともございますし、予算計上は少なくなっておりますけれども、これから新しい看護

師さんが増えてきた中で、保育所を活用したいということであれば、予算にとらわれるこ

となく弾力性を持った運営をしていきたいというふうに考えております。

平野委員長 鈴木委員。

鈴木委員 最初の私の説明が悪かったみたいですみません。一般のかたは、もちろん学童

保育も町ではじまりますので、そちらを利用してもらうと。病院は病院・福祉関係の職員

のかたで、いまおっしゃったように幅広い柔軟な対応をしていただくことを期待しており

ますので、よろしくお願いいたします。

平野委員長 平野病院事務局長。

平野病院事業事務局長 少し説明不足があったかもしれませんけれども、基本的には民間

の人も活用していただいた中で、民間保育所の利用できない時間帯を院内保育を活用する

ということで運用しておりますので、ご説明を追加でさせていただきます。
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平野委員長 その辺は、職員さんの利用されるかたのニーズには十分応えているという認

識でよろしいのですよね。

ほか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

平野委員長 ないようですので、続いて資本のほうに進んでください。説明を求めます。

平野病院事務局長。

平野病院事業事務局長 それでは、資本勘定について説明を申し上げます。

資料は102ページです。予算書につきましては、支出からご説明しますので、30ページ

になります。

それでは、国保病院事業会計の資本勘定について、ご説明を申し上げます。

資本的支出でございますが、今年度におきまして1目 有形固定資産購入費で整備する

ものにつきましては、説明資料に記載のとおりでございます。車両購入費として、在宅医

療車両を1台増車いたします。これは、訪問看護・訪問医療の患者さんが在宅医療へシフ

ト展開で増えてきていると。既存の公用車では足りないというような現状でございますの

で、1台増やします。また、ミニホイルローダにつきましてはこれまでリースで使用して

きましたが、リース期間の満了に伴い、新たに購入するか引き続きリースをするかという

時点で、購入したほうがより効率的に利用できるというようなことで、4条予算で計上を

させていただいております。

続いて、委託料につきましては、後ほど説明します職員住宅の設計監理委託料でござい

ます。

医療機械器具の備品購入につきましては、883万8,000円予算計上をさせていただいてお

りますが、主なものとしましては整形外科の手術台がもう20年近く使っておりますので、

近年だいたい骨折で入院される患者さんが多いというようなこともあり、不足の事態に備

えるというよりも先に整備したいということで、279万2,000円予算計上をしております。

また、ホルター心電図につきましても、心疾患のかたが24時間心電図を付けて結果を見

るというようなものが耐用年数経過に伴い2台更新ということで、169万円予算計上をさせ

ていただいております。

工事請負費の6,276万4,000円につきましては、職員住宅を新たに1棟6戸で建築する計上

でございます。費用は5,700万4,000円、あわせまして周辺の駐車場と夜間救急患者さんの

利用される駐車場がこの間、何とか整備してきたのですけれども、大きな穴が開いたりし

て水が溜まって、患者さんからの修理してほしいというような声も届いておりますので、

574万円かけて舗装化をするというものでございます。職員住宅につきましては、平成27

年度の予算で同じく1棟6戸を建設させていただいております。今回、この4月で満杯にな

りますので、この先の職員の採用を考えますと、検査技士が30年度に1名採用予定であり

ます。また、看護師につきましても、先に改革プランの時にご説明したとおり、毎年2名

から3名定年退職を迎えていくというようなこともありますので、職員住宅を整備する中

で環境を整え確保していきたいということでございます。こちらの建設予定地につきまし

ては、104ページに記載しております。現在、建っております老健施設の裏側につきまし

ても、そこに建設する考えもありますが今後、恵心園と併設をする中で既存の老健の駐車

場が足りなくなるというようなこともありますから、そちらと今回資料としてお配りさせ
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ていただきました木古内中学校の正門の向かって左側の町有地がありますので、ここのい

ずれかに建設したいということでございます。

続いて、2項の企業債償還金、1目 企業債償還金のほうにつきましては、1億6,780万1,

000円、医療機器等並びに病院改築にかかる建設費用でございます。

そして、冒頭にご説明したとおり、予算書では31ページになりますが、老健いさりびの

営業運転資金として、今年度新たに他会計長期貸付金、1目 他会計長期貸付金、節で介

護老人保健施設事業会計貸付金として1億円を予算計上させていただきます。

続いて、収入のほうでございますが、先ほどご説明しました建設改良費にかかります収

入として、1目で企業債を見込んでおります。医療機器に関わるものは、470万円です。補

助金が交付されますので、補助金を除いた全てのものについては、起債を充当させていた

だくと。建物につきましても、現状では全て企業債を見込んでおりますけれども、この間、

関係機関等と協議をする中では、補助金が活用できるケースもありますので、基本的に補

助金は活用できるのであれば活用するということで、現在国保の直診施設の部分と地域医

療基金の部分で2,000万円くらい補助金が対応できる可能性がありますので、対応ができ

るということであればこれは補正予算で上程させていただきたいなというふうに思ってお

ります。

3項 国庫補助金、2目の国庫補助金は、医療機器にかかる分で国の補助金が3分の1とし

て270万円をみております。

そして、4項の道費補助金につきましては6分の1が道の補助金で、135万円をみているよ

うな状況でございます。以上でございます。

平野委員長 資本勘定の予算説明が終わりましたので、質疑があればお受けします。

福嶋委員。

福嶋委員 看護師奨学金の貸付金がいままで3人のやつから1人減らして2人になる。去年

あたりの人材派遣会社に頼んでまでお願いして、やっと補てんしたわけです。という考え

方からすると、少なくするという意味がそういう応募者がいないと、ここ2・3年少ないと、

2人探すのが大変だというふうなことなのか。考え方から言うと、不足でないから赴任旅

費まで抱えて探しているという状態を見たら、投資してやはりそういう中を探すというふ

うなことを要請していくと。これが原則ではないかと思うのす。その時によっての考え方。

平野委員長 平野病院事務局長。

平野病院事業事務局長 看護師奨学資金の件でございますが、今年度末この3月で2人が終

了しますので、継続のかたが1名出たということですね。この1名のかたは函館市在住のか

たで、以前木古内町に住まわれていて木古内町と縁があるということで、この制度を活用

して看護学校で学んでおります。ですので、29年度予算では新規1名分ということで、少

し積極性が欠けているのではないかというご指摘でございますが、以前は看護師奨学資金

というのは、当院の看護師確保ということで、先駆的にやってきた事業なのですが、この

間、慢性的な地方における看護師の不足ということで、いずれの自治体においても同じよ

うな制度がございます。近隣でいけば市立函館病院もいままでなかったのですけれども、

新たに看護師奨学資金制度を活用する中で、看護師の確保にしているということで、当院

としても渡島西部、そして函館市内の看護学校に進学している学校にポスターなりを持っ

てＰＲ活動をしているのですけれども、残念ながら活用してくれるかたがいないというこ
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とで、実績にあわせて1名減としております。ただし、福嶋委員さんがおっしゃられるよ

うに、赴任旅費をかけたり看護師の紹介機関に100万円をかけて確保するというよりは、

費用対効果では奨学資金を活用していただいて、当院に入職されるというのが理想的であ

りますので、引き続き看護師奨学資金につきましては、近隣の高等学校に要請する中で、

確保していければなというふうに考えております。

平野委員長 ほか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

平野委員長 ないようですので、病院のほうはこれで予算審査を終えたいと思います。

続いて、老健に入る前に5分ほど休憩を取りたいと思います。45分まで、暫時、休憩を

いたします。

休憩 午前10時37分

再開 午前10時45分

（２）病院事業（介護老健施設）

平野委員長 それでは、休憩を解き、会議を再開いたします。

病院事業の続きまして、老健のほうの予算の説明をお願いいたします。

平野病院事務局長。

平野病院事業事務局長 それでは、介護老健施設事業会計について、ご説明を申し上げま

す。

老健の今年度の事業目標につきましては、5項目ございます。この項目に沿って予算を

計上させていただいております。

一つ目は、関係行政部局と連携して医療と介護の統合に向けた支援を行うということで、

喫緊の課題でございます地域包括ケアシステムの構築に向け、医療そして介護の老健と行

政と連携して行っていくと。

2点目は、ＩＣＴの活用を図るということでございます。これは、医療と介護のデータ

がなかなか共有できていないというところがありますので、現在病院で実施しております

メディカという道南地域の医療のＩＣＴを活用したシステムがございますので、これを上

手く活用した中でやっていきたいと。

3点目につきましては、医療機関及び介護施設事業所との連携を強化するということで、

入所者確保等に向けまして民間の事業所と連携及び一層強化していくと。

続いて、4点目は利用者の介護度アップに対応した受入体制を構築するということで、

これまで一貫したシステムでやってきている部分もありますが、老健施設においても理学

療法士等ありますので、一人ひとりの介護度に対応した受入体制を調えていきたいという

ことでございます。

5点目は、老健の利用について住民に積極的な啓発を行う。これは、在宅復帰型の施設

へ移行してきておりますが、なかなか住民へ今後の国の社会保障政策を踏まえた当町にお

ける介護施設の運営のあり方というのが伝わっていかないというようなこともございます
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ので、ホームページを新たに設けるなどをして、ぜひ住民の啓発に取り組んでいきたいと

いうようなところでございます。

それでは、これを踏まえました今年度の予算の特徴的事項について、ご説明申し上げま

す。

まず1点目は、病院事業に4条予算で計上させていただきました1億円の長期借入でござ

います。これについては、予算書の老健事業会計の1ページをご覧ください。

1ページの第3条に、「収益的収入及び支出の予定額は、次のとおり定める」と。その後、

なお書きで「なお、事業運転資金にあてるため、木古内町国民健康保険病院事業会計から

長期借入金 1億円を借り入れる」ということで記載をさせていただいております。これ

は、この営業資金につきましては、収益的収支の3条予算で受け入れはするものの、営業

活動に伴う収入でございません。利用者さんからもらう収入でもございませんので、資金

が足りないので借りるということでございますから、損益計算書の要素とするにあたって

は不的確であるという総務省の見解があります。ですので、ここで1億円を借りますよと

いうことで、議会に提示していただいて議決をしていただいて、実際の収入では見ません。

伝票整理で1億円入ってきて、貸借対照表上の現金は増えますけれども、予算書における

決算書にも載ってこないというような扱いになりますので、ご理解ください。

続いて、2点目は慢性的に不足している介護従事者の確保と処遇改善ということで、こ

の4月に臨時的に介護報酬の改定がされます。これの要因は、全国的に不足している介護

従事者の確保と待遇の改善を目的に、国のほうで介護報酬を引き上げましょうと。介護職

員処遇改善を新たに一つ上の区分を設けて、介護従事者に待遇を改善する事業所につきま

しては、介護報酬で対応するというようなことがございます。当然、当施設に勤められて

いる介護従事者のかたについても国の制度を積極的に活用する中で、賃金の確保をしてい

きたいということで、今年度この処遇改善加算の届出をした中で、介護福祉士につきまし

てはこれまで介護福祉手当ということで、28年度予算で1万2,000円を増額させていただき

ましたが、今回は新たに7,000円を増やして月額1万9,000円を支給したいと。あわせて資

格のないかたについては、6,000円だったものを1万1,000円にしたいというようなことで、

予算計上をさせていただいております。

また、介護サービスの質の向上をというようなことを考えれば、やはり有資格者を育て

ていくことと雇用していきたいということがありますので、この加算を利用する中でこと

しから介護福祉士の取得要件として、実務経験3年以上でこれまでは受験ができたのです

が、新たに実務者研修というのが義務づけられております。これは、専門学校等に行って

一定の期間を学んでから受験しなければならないということになります。これに伴う費用

が15万円くらい函館圏内ではかかるということでございますので、本人の負担ということ

にもなればなかなか実務経験3年以上いたとしても受験にいけないということが考えられ

ますので、そこは老健施設として投資という形の中で、1名あたり15万円の4名分を計上さ

せていただいております。以上が、老健関係の特徴的事項でございます。

それでは、詳細説明につきまして、ご説明させていただきます。

資料では107ページであります。予算書では18ページをお開きください。

給与費につきましては、給料については、正職員の分でございます。職員数は変わりは

ありません。増加している分につきましては、定期昇給等に伴うものでございます。
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2番の手当につきましても職員数は変わっておりませんが、総額では111万7,000円が減

額になっております。これは、昨年4月に入所部門に正職員を配置していた関係上、特別

勤務手当として夜間介護手当等が出されておりましたけれども、今回その職員につきまし

ては、通所部門と相談員という形で異動しておりますので、それが発生しないということ

で職員数は変わりませんが、予算計上額は減というふうになっております。

資料の108ページをお開きください。

賃金でございます。賃金は、臨時非常勤職員にかかるもので、29年度では52名を計上し

ております。前年度が56名でしたので、4名の減と。内訳については、看護が2名、介護1

名、パートが1名ということでございます。現状は、職員数は充足されているものの、こ

の間やはり資格取得後、退職されるかたも多いというようなことでありますが、満度の職

員を出しております。看護職についての2名がこの間、入所部門で1名と通所部門で1名退

職をして補充がされておりませんので、2名体制でそのまま計上ということにしておりま

す。これは、ケアマネを取ってほかの事業所に転職されたかたと家庭の事情で辞めたかた

の分でございます。ですので、施設管理から警備までは昇級に伴って増えておりますが、

全体では829万1,000円の減ということになっております。

法定福利費につきましては、全体で263万6,000円の減です。これは、共済組合の制度の

変更に伴って、その報酬制度に変更するということで、前年度少し多めに持っていました

けれども実質、制度移行をしてみたらそんなにかからなかったということで職員数は減っ

ていますけれども、さらなる予算計上額も減っているというところでございます。

予算書19ページでございます。

賞与引当金繰入額も非常勤職員が減っておりますので、23万4,000円の減でございます。

6番の退職給付引当金繰入額も、これは正職員の分でございますが、人事異動等に伴っ

て病院会計へ異動されているかたもおりますので、計上額は8万円の減になっております。

2目の材料費は、入所者数の減により12万3,000円の減でございます。

3目の経費は、光熱水費は40万5,000円の減です。電気料金、水道料金は少なくなってい

るものの、重油単価が上がったことにより、130万円くらいは電気・水道で少なくなった

のですが、重油で85万円くらい増えているということでございます。修繕費が39万円であ

ります。負担金につきましては、先ほど申し上げました介護福祉士の資格取得に係る今年

度からはじめさせていただく研修費用で4名分でございます。その他 84万1,000円増嵩し

ております。これは、各ステーションにあります食器洗浄機が経年劣化で故障がちになっ

てきておりますので、そこを更新することに伴う増額になっております。

以上が介護老人保健施設会計の費用の分でございます。

続いて、収入のほうもやってよろしいでしょうか。

平野委員長 どうぞ。

平野病院事務局長。

平野病院事業事務局長 それでは、資料では105ページをお開きください。予算書本編で

は15ページになります。

収入の柱であります施設入所につきましては、1日あたり48名で見ております。前年度

が68名でしたので、20名へ少なく見ております。平均介護報酬1人あたりの単価につきま

しては、ほぼ前年同様でございます。99円単価は少なくなっておりますが、これにつきま
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しては食事居住費等の負担の少ない第3段階の階層の人が増えたことによるものでござい

ます。

居宅介護料収益につきましての通所に関する人数・単価等につきましても、実績に応じ

て前年度同様になっております。

続いて、資料の106ページをお開きください。本編の予算書では、16ページです。

利用者利用料につきましても、少なくなっております。これは、利用者の減によるもの

であります。

2項・2目の他会計負担金については、過疎債の利息の償還額が少なくなっておりますの

で、前年比より71万9,000円少なくなって、30万円になっております。

長期前受金戻入につきましては、記載のとおりでございます。

参考として本年1月末現在の入所者数を介護度別、並びに市町村別で記載しております。

52名となっており、前年の28年1月を対比すると14名減っているというような内容になっ

ております。以上でございます。よろしくご審議願います。

平野委員長 以上、説明が終わりましたが、暫時、休憩をいたします。

休憩 午前10時58分

再開 午前11時06分

平野委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

説明が終わりましたので、各委員から質疑を受けます。

福嶋委員。

福嶋委員 極端に言えば1億円を借りなければやっていけないと、赤字予算だと。こうい

う流れで病院としてもこれで2回目、一般会計で15年ころくらい前に1億円を貸してそのま

ま、また現在と同じことをやったのだけれども、やはり一般会計から出すべきものが大変

だから病院からというふうなことになったと思うのだけれども。そこで、事務局長の給料

がこれを見ると管理職手当がないということは、老健では出していないと。病院会計で人

件費を見ているなと私は予測されるのだけれども、その中でこういうふうに1人の人件費

を2分の1やったところで、500万円・600万円もあれば足りるのだろうと思うけれども、5,

000万円の10分の1になるけれども、一般会計のほうで水道事業会計で建設水道課長が一般

会計から半分もらっているわけです。そういう例もあるので、ことしではすぐというわけ

にはいかないから来年度、事業が混雑するのでその後でなければはっきりした内容ができ

ないかもしれないけれども、そういう手も少しあるなという感じがするものですから、今

後の対応としていろいろ事務局長は1人で午後からと午前中に分かれてやっているわけで

す。その辺で、やはり今後の対応も含めて交渉してもらいたいというふうに私は思います。

平野委員長 平野病院事務局長。

平野病院事業事務局長 福嶋委員さんからいただいた意見については、兼務しているとき

ちんとした業務がされていないのではないかというご心配の声もあって、ご指摘をいただ

いたと思います。確かに兼務ということであれば、なかなか目が行き届かないこともあり

ますし、病院事業についても検証しきれていない部分というのもやはり出てきて、支障が

ないわけでもないのですけれども、やれる範囲ではやっているつもりですので、今年度も
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予算計上にあたっては病院事業で私の予算については計上しておりますが、老健について

も引き続き能力の範囲でやっていきたいと。ただ今後、入所者数が大幅に増えて特養とい

うことであれば、重度の介護従事者も出てきて、事故などのリスクも高くなってくるとい

うことも考えられますので、やはりあわせて経営を追求していくということであれば、3

年に一度の介護報酬の改定に対応する、2年に一度の診療報酬に改定するということであ

れば、1人でやるというよりは2人でやったほうが収入の増収を図る上では、的確だという

ふうに思います。平成30年度は、まさしく介護等医療の同時改定がありますので、今後の

推移を見守りながら適正な人員配置を病院事業管理者の下、対応していきたいというふう

に考えております。

平野委員長 福嶋委員がいま最初に言ったのは、いわゆるこの病院事業の職員さんの人件

費を行政のほうで賄った形にも検討できないのですかということも伺いましたよね。その

辺の見解はありますか。

平野病院事務局長。

平野病院事業事務局長 確認をさせていただきたいのですけれども、行政でということは

一般会計で持ってという。一般会計だともう企業会計で病院事業に移行していますので、

人員配置はできませんので、もし福嶋委員さんがおっしゃるということであれば、それ相

応分の負担金を一般会計をいただくということになりますので、それであれば私の立場上、

回答できませんので、副町長が出席しておりますので。

平野委員長 制度上、ないでいいです。だから、水道の場合は行政内の範囲ですし、今回

は事業会計なのでまた全然違うということなので、ご理解ください。

ほか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

平野委員長 ないようですので、続いて資本のほうの説明を完結にお願いします。

平野病院事務局長。

平野病院事業事務局長 資本につきましては、資料が109ページでございます。予算書に

つきましては、支出からご説明しますので、22ページです。

今年度の建設改良費につきましては、有形固定資産税、厨房にエアコンを整備いたしま

す。これは、ここ数年渡島保健所からの監査の中で、厨房内の温度が高すぎて食中毒の発

生の原因になりますので、改善してもらいたいという指摘を受けておりますので、今年度

エアコンを整備させていただくものでございます。

2項の企業債償還金については、施設の建築に係るものでございます。

収入のほうは、予算書では23ページになりまして、企業債の償還金に係る過疎債の分と

いうことで、一般会計から70％の負担金を2,103万9,000円繰り入れしていただくというも

のになっておりまして、29年度においては企業債並びに国庫補助金の計上はございません。

以上です。

平野委員長 説明が終わりましたので、質疑をお受けします。

（「なし」と呼ぶ声あり）

平野委員長 私のほうから1点なのですけれども、総体の中で予算計上がどの部分なのか

わからないのですけれども、最初の5本の柱のうちの事務局長が説明いただいた住民への

制度の周知等々をホームページでも紹介していきたいというお言葉がありましたので、ホ
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ームページに関してなのですけれども。いま行政も次年度からホームページをいろいろ新

しいバージョンにするという中で関連機関が連携している中で、病院のホームページを拝

見させていただいたのですけれども、非常にクオリティが高いというか、見ていて見やす

いですしいいなと感じたのですけれども、かたや老健のほうは町と一緒というのか病院の

ほうと連携していないような。同じ病院事業の中で、せっかく病院がいいので何とか老健

もそのように同じく連携してできないのかなと感じたのですけれども、現状のホームペー

ジの連携というのはどのような中身になっているのですか。

平野病院事務局長。

平野病院事業事務局長 ご指摘のとおり、本来であれば病院事業と連携する中で、同じフ

レームでやれればいいのでしょうけれども、老健内の体制が整っていなく、同時にはオー

プンできておりません。ですので、今年度病院事業におけるホームページと同じような形

で何とか整備していって、老健を広くアピールしていきたいなというふうに考えておりま

す。また、パンフレット等につきましても、介護事業所を訪問する際に新しいものがあり

ませんので、これの改定とあわせて広く老健を在宅復帰型の施設ということで、アピール

できるようなものを整備していきたいというふうに思っております。

平野委員長 わかりました。ほかにないようですので、以上で病院事業に関わる予算審査

を終えたいと思います。

大変お疲れ様でした。

暫時、休憩をいたします。

休憩 午前11時15分

再開 午前11時24分

（３）農業委員会事務局

平野委員長 それでは、休憩を解き、会議を再開いたします。

続いての調査事項は、産業経済課と農業委員会事務局です。産業経済課並びに農業委員

会事務局の皆さん、お疲れ様です。

早速、予算の審査に入りたいと思いますので、農業委員会の予算説明のほうを求めます。

木村事務局長。

木村農業委員会事務局長 皆さん、おはようございます。農業委員会事務局長の木村です。

自分のほうからまずは、農業委員会事務局農地グループに関する予算について、説明さ

せていただきます。

まず、農政農業委員会に関する現況でございます。

国は、一昨年からのＴＰＰ交渉に関連いたしまして、昨年の11月に総合的なＴＰＰ関連

政策大綱を決定して、展開しているところでございます。

さらに昨年11月、政府の農林水産業・地域の活力想像本部において、農業競争力強化プ

ログラムと輸出プログラムを決定して、従前の農林水産業・地域の活力創造プランに位置

付けて、事業展開を図っているところでございます。
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現在、関係法令の改正とともに平成29年度予算で事業展開するということになっており

ます。

今後、このＴＰＰ課題、あるいは日米ＦＴＡ、東アジア地域包括的経済連携のＲＣＥＰ

など注視して、事業展開していかなければならないというふうに思っています。

農業委員会につきましては、活力想像プランの中で農業委員会制度改革も位置付けられ、

法律改正されております。これは、市町村議会の同意を前提とした市町村長の選任、農業

委員会のもとでの農地利用最適化推進委員制度の設置、農業委員会ネットワークの見直し

などでございますが、木古内町においては農地利用最適化推進委員を置かなくてもいい町

でございますので、配置は想定しておりません。7月19日が現行の農業委員の任期のため、

改選時に新制度により選出となります。また、農地公開ナビのフェーズ2による各農業委

員会の農地台帳や農地の状況の公開などをするところでございます。

それでは、詳細の説明に入ります。

まず、歳出です。予算書、69ページです。

6款 農林水産業費、1項 農業費、1目 農業委員会費 165万8,000円で、前年度対比

3万7,000円の増です。増要因は9節 旅費で、新たに女性農業委員研修会出席旅費を計

上したものです。

2目 事務局費で、本年度予算額は196万7,000円、前年度対比 122万7,000円の増額と

なっております。増要因は13節 委託料で、現行平成18年度に導入している農地地図シス

テムのバージョンアップを行った上で、新たに導入するパソコンにセットアップするため

の委託料 124万2,000円を計上しております。

なお、30年度以降については、農業費において農業振興計画との連携管理機能にかかる

費用、あるいはメンテナンス費用について計上予定となっております。

歳入に入ります。予算書、22ページです。

使用料及び手数料中の総務手数料、前年実績を基に計上しております。

28ページです。

道支出金、農業委員会費補助金 167万3,000円、これも前年同様です。

なお、7月の農業委員会委員改選に伴い、農地利用最適化交付金が新たに交付されるこ

ととなり、農業委員報酬へ加算することとなりますので、関係予算及び関係例規の改正に

ついて、後日提出させていただきます。

次に、29ページです。

道支出金、農業費委託金、国有農地等管理処分事業管理事務交付金、農地法権利移動許

可権限移譲交付金、前年同様です。

37ページです。

諸収入の雑入です。農地保有合理化事業等業務委託金、農業者年金業務委託手数料、前

年同様です。以上です。

平野委員長 説明が終わりましたので、質疑をお受けします。

（「なし」と呼ぶ声あり）

平野委員長 ないようですので、以上で農業委員会費を終えたいと思います。

暫時、休憩をいたします。
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休憩 午前11時29分

再開 午前11時29分

（４）産業経済課

平野委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

続きまして、産業経済課農林グループのまずは農業費について、予算審査を進めていき

たいと思います。

それでは、説明を求めます。

木村課長。

木村産業経済課長 農政農業費について、説明をさせていただきます。

農政につきましては、経営所得安定対策事業の見直し、水田活用の推進による構造改革

の促進、農地中間管理事業の創設と活用、多面的機能の維持・発揮を柱に、改革を推進し

ております。

昨年も行っております、日本型直接払制度の多面的機能交付金制度を活用して、水田の

直接払交付金の目減りを防いで5年後・10年後の農地の将来を見据えて、さらに農業基盤

整備事業も行っているところです。

また、酪農畜産の継続振興については、畜産クラスター計画の改定とともに事業展開を

検討しております。

平成29年度におきましては、農業振興地域整備計画の見直しに伴う所要の予算を計上し

ております。今年度は400万円、さらに次年度は300万円を想定しております。これにつき

ましては、プレゼン事業者と協議を進めており、事業項目、スケジュールなどを踏まえて、

複数年による事業としての継続費の設定などを現在検討しているところです。

また、農業経営基盤強化促進基本構想の改定や平成30年度からの収入保険制度の導入に

向けて、情報収集と農業者協議を行っております。

それでは、詳細について、説明をさせていただきます。

予算書、69ページ・70ページになります。

6款 農林水産業費、1項 農業費、3目 農業総務費です。

11節 需用費は、例年どおりです。

19節 負担金補助及び交付金、これは土地改良事業団体連合会負担金が増額となってお

ります。農地整備事業の進捗に伴うものです。

続いて、木古内町農業再生協議会補助金 50万円、これは農業の経営所得安定対策交付

金の事務を行う際の推進事務費ということで、全額国の補助金です。昨年度、150万円で

した。減額の理由は、臨時職員の雇用をしないことによる減額です。

地域資源保全情報記録システム利用負担金、これは新規項目です。

多面的機能支払交付金制度事業に係る活動情報の蓄積・地域課題の策定支援を目的に、

このシステムを北海道で構築・運用することとなっており、木古内町でこのシステムを利

用する負担金です。

4目 農業振興費、9節 旅費、これにつきましては多面的機能支払交付金事業に係る旅

費の増額をしております。
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13節 委託料、農業振興地域整備計画策定業務委託料 400万円、これは新規です。

農業農村地域の整備に関する法律に基づき、市町村に策定が義務づけられております。

土地の自然的条件、利用動向、地域の人口及び産業の将来的見通しなどを考慮して、農

業の近代化、継続に必要な条件を備えた農業地域を保全し、その他農業振興に関する施策

を計画的に推進することで、農業の健全な発展を図るとともに、国土資源の合理的な利用

を促進することを目的とした計画です。

木古内町におきましては、昭和60年以降、見直しが実施されておりません。したがいま

して、現状に即した計画に見直しをすることとしております。

先ほど言ったとおり、現在プレゼンを行っている事業者とスケジュールなどを確認をし

ている最中です。

19節 負担金補助及び交付金 1,901万3,000円のうち担い手育成研修事業補助金 5万

円、昨年同様なのですがこれは若手農業者の担い手講座の開設・運営に伴う補助金という

ことで、研修予定者は8名です。ＪＡが主体となって運営をしております。

続いて、多面的機能支払交付金事業補助金 1,462万9,000円、これは予算説明資料45ペ

ージに記載があります。

平成27年度からの支援事業で、木古内町では木古内地区資源保全会という組織を結成し

て運営しております。負担区分は国が2分の1、北海道・町4分の1ずつです。さらに、地方

負担のうち6割を普通交付税の単位費用、残余の6割を特別交付税で措置するものとなって

おります。

農業競争力強化基盤整備事業分担金 400万円、これは予算説明資料の46ページ・47ペ

ージに記載しております。

平成28年度から事業実施している道営農地整備事業木古内地区に係る分担金です。

平成29年度事業につきましては、平成28年度補正分 3,000万円繰越分と29年度当初予

算分 3,200万円の合計6,200万円で事業展開を想定しております。事業内容については、

測量設計、用水路工事、区画整理工事になります。

続いて、担い手先進地研修補助金 15万円、これは説明資料の48ページです。

国内先進地での研修を行い、優良事例を学び知見を深めることで、次世代を担う農業後

継者の農業技術の習得及び資質向上を図るため支援いたします。

想定しているのは、平成27年度にＵターン就農した2名の若手農業者です。具体的には、

熊本県に行って酪農・畜産を学んでくるということになっておりまして、平成28年度にお

いては熊本県における大規模地震により受入困難となり、先の補正予算で減額補正いたし

ました。

続きまして、5目 畜産業費です。

予算書71ページです。

19節 負担金補助及び交付金 341万2,000円です。この中で、褐毛和種優良繁殖雌牛導

入事業補助金 140万円です。

予算説明資料49ページです。

近年、全国的に褐毛和種が減少傾向にあり、木古内町においても導入経費の負担軽減を

することで、はこだて和牛が安定生産につなげるため、支援しております。

昨年度は100万円ということで、1頭あたり50万円の20％を想定しておりました。現在、



- 24 -

素牛、繁殖雌牛ともに高騰しており、1頭あたり70万円を想定しておりますので、20％の1

4万円の10頭を予算計上しております。

負担区分は町が140万円、ＪＡが70万円、和牛協会100万円、個人が390万円です。平成3

0年度までの4年間を予定しております。

酪農ヘルパー利用事業補助金 45万円、これは予算説明資料50ページです。

対象農家数10戸、補助額は年間利用回数5回を限度として自己負担分の2分の1以内とし

ております。

畜舎増棟事業補助金 126万8,000円、予算説明資料50ページです。

先ほど、繁殖雌牛導入事業でも事業背景を説明いたしました。さらに、地域内の一貫生

産を維持するため、繁殖雌牛の増頭が必要でありますが、畜舎の余剰がなく増頭すること

が困難な農業者もあることから、牛舎の建築に対して支援を行い、はこだて和牛の安定生

産につなげていきます。

なお、平成28年度については、150坪牛舎1棟、55坪牛舎1棟の実績となる予定でござい

ます。

以上、農政の歳出について説明を終わります。

平野委員長 歳入に入ってください。

木村課長。

木村産業経済課長 予算書、20ページです。

分担金負担金、1節 農業費分担金 272万円、農業競争力強化基盤整備事業。いわゆる

土地改良事業の農家負担分8.5％分です。

予算書24ページ、国庫支出金、1節 農業費補助金 3万円です。経営安定対策基盤整備

緊急支援事業利子補給補助金の国の負担分です。

予算書28ページ、道支出金、2節 農業費補助金、それぞれ事業展開を行う北海道の負

担分となっております。

また、多面的機能支払交付金事業制度については、木古内地区資源保全会の補助金とこ

の事業の推進事務費も入っております。

予算書29ページ、道支出金、農業費委託金です。海岸保全附帯設備点検業務委託金とい

うことで、亀川地区の樋門10箇所、船揚場3箇所の点検業務に係る委託金となっておりま

す。

農業農村整備事業監督棟補助業務委託金、道営農地整備事業に係る工事監督員の職務を

補助する業務及び設計棟作成業務の調査設計担当者の職務を補助する業務を受託するため

の委託金となっております。

以上で、農政関係の歳入の説明を終わります。

平野委員長 それでは、農政関係の予算説明が終わりましたので、各委員より質疑をお受

けします。

福嶋委員。

福嶋委員 はこだて和牛の1年間の生産高が230頭を超えられないというふうないままでの

中で力を入れてきたと、畜舎を増やすと。そういうことでどのくらい増えるのか、将来ず

っと続いて先ほど4年間が続くというふうな話もありましたけれども、いまやる規模がど

のくらいになるのかわかる範囲内で。
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平野委員長 羽澤（真）主査。

羽澤（真）主査 今年度、畜舎増棟ということで2棟予算計上をさせていただいているので

すけれども、今年度の2棟の増棟につきましては、増改築ということとなってございまし

て、実際増える頭数といたしましては、一生産者で3頭、もう一生産者で6頭、計9頭とな

ってございます。

導入計画としましては今後、30年までということで繁殖雌牛の導入事業もあわせておこ

なっていくのですけれども、繁殖雌牛の31年度の現時点で出ている計画としましては、現

状から35頭程度を繁殖雌牛で増頭するということでございます。

また、素牛につきましても、37頭程度を増頭するというような計画となってございます。

それに伴いまして、枝肉生産計画につきましても現状220頭程度から31年度は239頭、24

0頭前後まで伸ばしていくというような計画になってございます。以上でございます。

平野委員長 ほか。

竹田委員。

竹田委員 予算書の70ページの基盤整備で、400万円の分担金が出ています。これは、総

体の事業が6,000万円某の事業で、そして資料も47ページのこの図面が資料と思うのです

けれども。そして、この資料が理解できないというかわかりづらいのだけれども、今年度

用地測量をする部分がこの赤の部分ですから、これはエリアからすれば、大平地区なのか

なというふうに思うのですけれども。

それと、例えば61工区だとか書いている部分が用水路等の延長含めた部分で事業費も計

上になっているのですけれども、その辺もう少し説明をしていただきたいのと、それと資

料の45ページで多面的機能支払交付金。これは、継続されて今年度新規の事業ではないの

ですけれども、それとの例えばここの基盤整備との絡みです。多面的機能交付金事業につ

いても農地の保全管理だとか草刈、水路の泥上げだとかいろいろやる工種は書いているの

ですけれども、それの効果だとかこれを毎年やらなければならないのかという部分。そし

て、確認業務だとか隔年でなくて、だとすれば29年度はどこのエリアだとかを例えば水路

の管理をするだとか。この基盤整備等はたぶん直接は関係ない部分だと思うのですけれど

も、その辺の因果関係も含めて、再度説明を願いたいと思います。

平野委員長 羽澤（真）主査。

羽澤（真）主査 まず、1点目の農地整備事業の関係なのですけれども、47ページの図面で

ご説明いたしますが61工区、延長886ｍの用水路工からご説明しますと、こちらについて

は中野地区の用水路となってございます。

また、あわせて一部100ｍの延長で用地測量が必要な部分が出てきましたので、この部

分を今年度で事業を実施していくと。

また、61工区であります区画整理、面積1.6ｈａにつきましては建川地区でございまし

て、線等見づらいのですけれども、線で引っ張っている建川地区の圃場を区画整理という

ことで、事業を実施していくと。

また、調査設計としましてメインは圃場整備の調査設計となってくるのですけれども、

オレンジ枠の緑で塗られている箇所です。そこを今回、まず区画整理の調査設計というこ

とでやっていくのとあわせまして、用水路工ということで延長983ｍとあるのですけれど

も、こちらにつきましてはちょっと見づらいのですけれども、鶴岡頭首工から下流のほう
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の用水路の調査設計というような内容となってございまして、全体で6,200万円の事業費

の中で29年度は事業を執行していくということとなります。

2点目の多面的機能支払と基盤整備事業の関係ということですけれども、多面的機能支

払交付金を実施する際に、一度何かの機会にご説明を申し上げたと思うのですが、多面的

機能支払につきましては、農地維持支払交付金と資源向上支払交付金ということで、二つ

の事業で展開してございます。

農地維持支払交付金と言いますのが、農地を維持するための活動、用水路の泥上げだと

か畦畔の草刈とそういったものがメインの事業となってございまして、資源向上支払交付

金と言いますのが、水路等の軽微な補修ということで、水路の目地詰めだとか農道の砂利

補充だとか軽微なものということになってございます。

多面的機能支払交付金事業につきましても、長寿命化というもう一つランクの上がった

事業があるのですけれども、それにつきましては木古内地区では実施しないということで

決めておりまして、それにつきましては28年度からこの基盤整備事業がはじまることによ

って、長寿命化の取り組みを多面的機能支払交付金で実施してしまうと補助金の二重投資

ということになりかねないということから、基盤整備事業とは分けて展開しているという

ような内容となってございます。以上でございます。

平野委員長 竹田委員。

竹田委員 この多面的機能支払交付金の関係で、いま説明をいただいたのですけれども、

例えば同じ箇所を毎年やるということなのか、今年度例えば中野地区をやったら次は瓜谷

だとかにいくのか。毎年例えば同じ泥上げ等、草刈は草が伸びるから毎年必要、泥上げに

ついても毎年やるのだということなのかどうなのかという部分について。

それと基盤整備の関係、今年度で全部終了するわけではないですよね。そうすれば今年

度調査、例えば用水路の測量あるいは調査設計をして次年度にまた事業の展開が出てくる

ということだと思うのですけれども、これの例えば事業費の見通しというかそういうもの

というのは以前にもらっていたのかなというふうに思うのですけれども、ちょっと頓挫し

ているものですから再度その辺について説明を願いたいと思います。

平野委員長 羽澤（真）主査。

羽澤（真）主査 まず、多面的機能支払についてですけれども、箇所を指定して継続的に

やっていくのかということなのですけれども、基本的に要件がございまして、先ほど言い

ました畦畔の草刈とかは毎年度やるべき活動ということで、要件にも決まってございます。

また、水路の法面の草刈も毎年度実施すると。水路の泥上げにつきましては、必要に応

じて実施するというような各活動ごとに一応要件がありまして、その要件の下、資源保全

会のほうで実施していくというような内容になってございます。

また、いま説明したのが農地維持支払の部分なのですけれども、資源向上支払というこ

とで軽微な補修につきましては、4月に用水組合なり個人で用水路の不具合の確認を点検

することが義務づけられておりますので、それにつきましては各用水組合なり個人から上

がってきたものを資源保全会で協議をして、どこを優先的にやるかという部分を計画に乗

せて事業実施をしているというような状況になってございますので、各年ごとに不具合が

ある箇所も出てきますので、その辺は事業費の範囲内の中で資源保全会の事務局のほうで

協議をしながらやっているというような状況になってございます。
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2点目の基盤整備事業の今後の事業費の展開なのですけれども、今年度事業費が28年度

補正で3,000万円、29年度当初で3,200万円ということで、6,200万円の配分が木古内地区

にされたというような状況でございまして、昨年までは29年度は9,000万円を要望してい

たところでございますが、満度にこなかったということで当然、後年度にずれ込んでいく

ということで、毎年毎年予算付きによっては事業費が若干変動するような状況となってご

ざいます。

先日、振興局と今後の事業費の方向性ということで計画しましたところ、29年度につき

ましては補正と当初であわせて6,200万円、30年度は1億3,200万円、31年度は6,400万円、

32年度で5,600万円、計3億4,700万円というような事業費の内容でやっていくということ

でございます。以上でございます。

平野委員長 佐藤委員。

佐藤委員 一般会計から外れるわけですが、せっかくの機会ですので、産業経済課のほう

から道の事業が資料として載っているのですよね。この関係ですけれども、佐女川の森林

管理道佐女川線開設、これはどこからはじまって最終というのはどこで終わるというよう

な道のほうから何もそういうのは計画というのは何もないのですか。たまたま途中からや

ってまだ下のほうが残ったりして、毎年何メーター何メーターとやっているようなのです

けれども。

平野委員長 いま農業費をやっていまして、いまの件はおそらく林業のほうなので、午後

からになると思いますけれども保留にしておいてください。

ほか。

竹田委員。

竹田委員 基盤整備等については、必要な事業なのかなというふうに思っていますので、

特にそれ以上の部分はないです。

畜産の関係で、牛舎の増築事業の補助等も予算化をしていますし今後、牛舎を増やせば

当然、肉牛の肥育の頭数が増えるというそういう現象が出てくると思います。マックスの

目標値というかそれに向けて例えば町は畜産振興の中で、畜舎の増築については支援する

よというようなことで考えていると思うのですよね。ですから、いま現在の肥育頭数から

どのくらいの増頭を見込んで、予算化に至ったのかという部分について。

平野委員長 木村課長。

木村産業経済課長 将来的な生産頭数の目標ということなのですけれども、農協とはまず

はいまの頭数を維持していきましょうと。これはどういうことかと言いますと、現在道南

一円から素牛が集約されてきます。木古内に集約をされて、そして肥育して、24月・25月

きで出荷体制になっていくところです。

ところが、素牛を出荷していただく農家が管内一円では減ってきています。さらに、素

牛の高騰ということで、実は市場出荷される牛もあります。そうなってくると木古内で結

果的に最終出荷する頭数が少なくなるということですので、そこはまずは木古内・知内で

きちんとシステムを作っていきましょうと。いわゆる一貫システムをと自分達は呼んでい

るのですけれども、そこを支えた中で220頭から230頭。先ほど各事業展開で239頭・240頭

と言いましたけれども、そのくらいはまず支えていこうということでございます。これは、

たぶんここ2・3年そういう状況が続くのではないかなというふうに思っています。その状
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況を踏まえた中で、次以降考えていくべきだというふうに思っています。以上です。

平野委員長 残りの再質問等については、午後からまた農業の部分を進めていきたいと思

います。

昼食のため、午後1時まで、暫時、休憩をいたします。

休憩 午後12時00分

再開 午後 1時00分

平野委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

午前に引き続きまして、産業経済課農林グループ農業費についての質疑を再開いたしま

す。

竹田委員。

竹田委員 先ほどの質問の延長なのですけれども、我々の認識からすれば牛舎を増やすこ

とによって頭数も増えるというそういう認識でまずいたのですよね。ですから、例えば肉

牛振興でも褐毛の優良繁殖雌牛導入、この事業も今年度予算計上になっていますし、ただ

先ほど課長の答弁からすれば現状を維持するのだという部分で、そのために牛舎の増築が

必要だという捉え方なのですけれども、はたして生産者が求めているのは本当はどこにあ

るのだろうと。我々は、錯覚というか混乱するのですよね。優良繁殖雌牛素牛が例えば高

騰して、なかなか大変だからその支援があればいいのか、牛舎の例えば改築の援助があれ

ばいいのか、それもこれもとなっているような気もするのですよね。ですから、その辺が

はたして牛舎を増棟しても頭数は現状維持だとすれば、どういうふうに我々もこれから農

業振興というか畜産振興について、どういう方向性でいけばいいのか。生産者と会った時

は、できるだけ早い機会に6次産業化に向けてやはり生産者としても努力すべきだろうと

いうようなこと等も言っているのですけれども、現状の中ではかなり容易ではないという

ようなそういう答弁も聞こえてきますし、その辺はたしてどっちがどうなのかという。必

ずしも1か2かのウエイトではないと思うのですけれども、その辺の考えをもう少し噛み砕

いて説明をお願いしたいなと思っています。

それから、70ページの農業振興費で、農振地域の見直しをするというようなことで400

万円の計上をしています。先ほど聞き漏らしたのですけれども、農振の見直しをしてから

かなりの経過が経っているから、そろそろ必要なのかなと思います。

今回の農振の見直しについては、どういう部分を主眼にしての農振の見直しなのかとい

う部分と、それからどこかの事業者に委託するというふうにはっきりメモができなかった

のだけれども、どこにそういう部分を踏まえて農振の見直し策定について、委託をするの

かという部分。この2点をお願いします。

平野委員長 羽澤（真）主査。

羽澤（真）主査 まず1点目なのですけれども、褐毛和種の関係だったと思うのですけれど

も、以前もお話をしたことがあるのですが、町内では褐毛和種というのは減少傾向にはな

いと。しかし、他管内において高齢化だとか、または黒毛に転換だとかということで、褐

毛和種が管内全体で見ると減少傾向にあると。その分を補うためには、木古内町において

繁殖雌牛をまず増やさなければならないということで、繁殖雌牛導入事業ということにな
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ります。現状、繁殖雌牛が他管内で減少傾向にあるものですから当然、母牛がいなければ

肉になる素牛が子どもの牛がいないと。いなくなるということで、それですとはこだて和

牛を維持していけないということで、木古内町内でまず繁殖雌牛を増やして、素牛を確保

しようというようなことで進めてございます。当然それに伴いまして、町内における繁殖

雌牛の頭数も増えますし、素牛の頭数も増えてくるというようなことで、この事業を展開

してございます。

繁殖雌牛の導入につきましても、先ほどから説明をしておりますように、増頭単価が熊

本県なり全国的に50万円から70万円といった形で増額傾向にあるということで、そういっ

た部分も踏まえていろいろ繁殖雌牛導入事業というのを実施して、木古内町内で地域一貫

生産をできるような体制整備を作ろうと。基盤整備を作ろうということで、この雌牛導入

事業とあわせまして畜舎増棟事業を実施しているというようなことでございますので、今

後、先ほど説明をしましたとおり、計画ではそれぞれ繁殖雌牛、素牛、また枝肉の出荷頭

数等も増えていく計画になってございますので、そのような事業展開の下、進めていきた

いと思ってございます。

農振計画の見直しについてなのですけれども、これにつきましてはまず農振の委託とい

うことで今回、農業振興地域の見直しをするにあたった経緯といたしましては、新幹線開

業また高規格道路の開設というのも控えてございますし、昨年度新幹線が開業しまして、

高規格道路のほうも用地買収のほうも済んで線形がある程度見えてきたと。そういった中

で当然、主に山間部を走っているのですけれども、農地も一部走っている部分もございま

すので、そういったことで全体見直しをこのタイミングでしようということで、まず農振

地域の見直しを今年度から実施しようという運びとなってございます。

農振地域の見直しにあたって業者委託する部分につきましては、全体見直しですのでま

ず現状の農業振興地域に指定されています場所と現状の状況を確認しまして、現地なり高

空写真なり、あとは筆の状況、登記簿上での確認です。そういったことを突合して今後、

継続して農地として利用できる場所、並びに今後農地として振興していかなければならな

い場所、そういったことも踏まえまして改めて全体見直しをして、農業振興地域の農地利

用計画の面積の見直しを実施するというような形でございます。

平野委員長 義務的に進めなければないというのを最初に説明あったとおりですね。

木村課長。

木村産業経済課長 竹田委員からあった地域の酪農畜産のあり方なのですけれども、これ

は先ほど農協と意識合わせをしているというふうに発言をしました。さらに、先日も酪農

畜産振興会という生産者団体がありまして、そこの役員とも意見交換をした中で、基本は

農業者が一連の流れの中で努力すべきものだということだと思っているのです。その中で、

どうしても自らの力で金銭面なりを含めて、解決がなかなかしづらい。そういうものにつ

いて、行政側としてどこまで支援していくかというのをすり合わせているということでご

ざいます。

それと、いま委員長が言ったように、農振地域については法定でございます。7年から1

0年に一度見直しをしなさいということになっているのが、木古内町については30数年間

見直しをしてこなかったという経緯がございますので、それについて今回所要の予算計上

をしているところです。以上です。
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平野委員長 ほか。

竹田委員。

竹田委員 畜産については、これ以上しません。農振の見直しの関係で、30年余り見直し

をしてこなかった。かつて、農振の見直しにあたって確かにいま羽澤（真）主査の説明で

あったように、やはり新幹線あるいは高規格だとか大きな事業によって、農地が分断をさ

れたとかそういうこと等々も含めて、木古内町のやはり町の振興に例えばかつては鶴岡地

区のエリアをどうするだとか、どこまでどうだとかと農振地域にするのかしないのかだと

か、そういう町の振興策とあわせた部分で農振の農地を確保するという網掛けの農振の見

直しをしたような気がするのですけれども。ですから、私が聞いているのは、確かに新幹

線だとか高規格という状況はわかるのだけれども、町のこれから例えば振興発展するため

に、農地が支障となって考えていることが事業等がなかなか農地を外せなくて事業が進ま

ないだとか、そういうこととのすり合わせというか積み上げをどうしてきて、農振の見直

しに至ったのかという部分を聞きたかったのです。だけれども、そうではなく新幹線だと

か高規格の部分の事業完了に伴っての全体的な農地の農振地域の編入含めた部分での見直

しなのだと。これは、拡大するという部分も含めてなのか、現状の例えばいまのエリアで

再度区域を見直すということなのかというのは、伝わってこないのだよね。だから、その

辺30年ぶりでの見直しなのだから、かなり大きな事業だと。金額ではなくて、農振の見直

しについては大事業だなというふうに思うものですから、その辺について再度。

平野委員長 どのような計画になっていくかということですね。

羽澤（真）主査。

羽澤（真）主査 木古内町の農振・農用地区域につきましては、国の方針の下、北海道が

その国の方針に則って各市町村に農振農用地区域たるものを設定しているわけなのですけ

れども、木古内町につきましては農業振興地域に指定された範囲の中で、農用地区域を定

めるということになってございます。農用地区域に指定されますと、開発行為だとか農地

以外の利用に供することができないというような制限がかかるという内容でございます。

国のほうとしましても、農振・農用地区域につきましては、基本的には維持をしていきた

いというような考えでもございますが、木古内町におきましては新幹線開業だとか先ほど

申し上げましたとおり高規格道路の開設ということで、現状の農振・農用地区域について

は、維持はちょっと難しいのかなといまの考えでございます。実際、29年度でコンサルを

含めまして、基礎調査を実施していくことにはなるのですけれども、現状いま資料がない

中でお話をすることはできないのですが、そういった部分がありますので、現状の農振・

農用地区域という部分については、現状の数値のまま維持できることはなかなか難しいの

かなと思ってございます。

平野委員長 ほか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

平野委員長 ないようですので、以上で産業経済課農林グループ農業費の予算審査につい

て、終えたいと思います。

続きまして、同じく農林グループの林業費について、予算審議を進めていきます。

それでは、林業費についての予算説明を求めます。

木村課長。
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木村産業経済課長 林政につきましては、木古内町森林整備計画、森林経営計画を基に毎

年度30から40ｈａの間伐を推進するとともに、伐期齢の林班皆伐を随時検討して、植栽か

ら撫育までの森林循環を実現するよう展開しているところでございます。

観光スポットとともに住民憩いの森である萩山、薬師山について、昨年破損した展望台

の再築とあわせ、段階的な整備・維持管理を検討・推進しております。

町の森林組合がはこだて広域・森林組合との合併協議を進めております。これについて

は、平成30年の総会にて合併議決して、所定の手続きを経て秋に合併予定でございます。

また、町単独の事業として森林整備事業についても昨年平成29年度から、展開している

ところでございます。平成30年度までに林地台帳の整備が義務づけられておりますので、

これについても今年度から平成29年度にかけて、準備を進めていくこととしております。

それでは、詳細を説明します。

まず、森林経営計画につきましては、町有林の単独計画と民有林の共同計画を町内5団

地に分けて、策定しております。

この策定面積は、民有林面積8,800ｈａのうち約8,000ｈａで、策定率90％となっており

ます。

予算書72ページです。

農林水産業費、林業費、林業総務費、8節 報償費で106万7,000円、有害鳥獣対策の報

償費 90万5,000円を計上しております。昨年実績などを踏まえて、積算しております。

続いて、19節 負担金補助及び交付金 89万1,000円です。狩猟免許等取得取得補助金

65万円を前年同額計上しております。

予算説明資料51ページに、記載しております。

町外の狩猟免許取得者の減少や高齢化が深刻化していることから、有害鳥獣の捕獲を必

要な狩猟免許の取得と猟銃の購入などに要する経費を一部助成するものです。

木古内町鳥獣被害防止対策協議会負担金 5,000円、これは新規です。農地などにおけ

る有害鳥獣の被害が拡大傾向にあることで、国の補助金を活用した電気牧柵の導入や被害

防止に係る研修会を行っておりますが、この補助対象とならない費用の一部を町で助成す

るものです。

同じく予算書72ページ、林業振興費です。

19節 負担金補助及び交付金 432万3,000円、未来につなぐ森づくり推進事業補助金

370万円を計上しております。

民有林の植栽に対する事業で、森林環境保全整備事業で68％の補助を受けた残りの26％

を補助する事業です。したがいまして、あわせると94％になります。これについては、北

海道が16％、町が10％の負担となります。予定面積は11.54ｈａで、森林組合4.4ｈａ、北

海殖産が7.14ｈａを予定しております。道の負担分については、歳入の道補助金に計上し

ております。

森林整備対策事業補助金、これは平成28年度の政策予算で補正したものの継続です。51

万9,000円。

平成29年度予算資料52ページに記載しております。

木古内町森林組合が受託した国及び北海道が行う森林整備事業に対し、行う経費の一部

助成ということになります。
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3目 町有林管理費です。予算書73ページです。

13節 委託料 3,121万9,000円、予算説明資料53ページから55ページに記載があります。

森林環境保全整備事業につきましては、間伐業務委託 1,347万4,000円、札苅地区2.28

ｈａ、幸連地区21.44ｈａの計23.71ｈａを予定しております。

売払収入補助金等については記載のとおりで、この事業収支は353万9,000円ほどになり

ます。標準経費の68％以内が補助金として入ってきますので、歳入の道補助金で計上して

おります。

下刈業務委託金 138万3,000円、平成27年度佐女川地区にトドマツ林の3.3ｈａと平成2

8年度佐女川地区にトドマツ林2.6ｈａの下刈、それと平成29年度瓜谷地区にスギを植栽予

定の4.64ｈａを想定しております。補助金額が85万3,000円を見込んでおります。

植栽業務委託 577万8,000円、瓜谷地区におけるスギ皆伐箇所の植栽です。スギ植栽で

す。事業面積は4.64ｈａで、ヘクタール当たり2,500本の植栽を想定しております。

皆伐業務委託 445万2,000円、町有林のスギ皆伐事業で、札苅地区2.60ｈａを予定して

おります。この事業収支は、13万3,000円ほどになります。

林道等草刈業務委託は、例年どおりです。

合板・製材生産性強化対策事業 間伐業務委託 504万4,000円、これは従来の公共の間

伐事業と同様のものですが、国の予算上、公共と非公共に分けられ、非公共の一つとして

この事業が展開されております。面積は9.60ｈａで、幸連地区を予定しております。事業

収支は、126万円ほどを想定しております。

町有林支障木伐採業務委託料 100万円、これは平成28年度に瓜谷地区で、皆伐・間伐

事業を実施した近辺の町道などに係る支障木の伐採です。以前から瓜谷地区で耕作してい

る農業者より、天然町有林が斜面から垂れ下がってトラクターやコンバインの運搬などの

際に、支障となるということで要望されておりました。これまでは森林組合に依頼して枝

の除去などを行ってきましたが、木の生育に伴い対応が必要となったものです。0.6ｈａ

程度の伐採面積を見込んでおります。

予算書28ページ、道支出金、林業費補助金 1,723万8,000円です。森林環境保全整備事

業などについての補助金となっております。

予算書29ページ、道支出金、林業費委託金 17万5,000円です。有害鳥獣捕獲許可委託

金、北海道自然環境等保全条例委託金は例年同様です。

予算書31ページ、財産収入、生産物売払収入です。事業展開での町有林伐材売払収入を

1,677万1,000円見込んでおります。

さらに、国・北海道事業主体事業の説明をさせていただきます。

資料番号3の3枚目と5枚目になります。ページ数が載っていないので、3枚目と5枚目に

なります。

5枚目の3の③森林管理道佐女川線開設工事です。これは林道事業で、延長500ｍ、土工

・路盤口・コンクリート擁壁工・排水施設工・法面保護工・標識工です。場所については、

前のほうの地図にて確認をいただきたいと思います。

続いて、3の④釜谷ほか保育工事です。これは治山事業で、釜谷地区の本数調整伐11.76

ｈａ、亀川地区の下刈1.82ｈａ、野鼠駆除1.82ｈａ、部分補植0.50ｈａとなっております。

いずれも北海道事業です。
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以上で、説明を終わります。

平野委員長 林業費についての予算説明を終えましたので、質疑をお受けします。

鈴木委員。

鈴木委員 72ページの報償費なのですけれども、前年度は巡視、出動、捕獲、カラスの捕

獲の5項目だったのですけれども、それをおそらく1項目にまとめて本年度は説明をされた

のかなと理解いたしましたのでその確認と、あと狩猟免許。こちら町内のわりと20代・30

代の若い人からもぜひやってみたいという声もありますし、竹田委員も先輩として若い人

が入ってきたら嬉しいなというふうに思っているかと思うのですけれども、予算の部分で

確認をさせていただきますと、2名増える。これが入れ替えなのか、それとも2名増える。

ただ、2名が増えてもまだまだ見習い期間というのかその辺はどのような予算計上の判断

で見込みをされたのかわからないのですが、報償費が昨年よりも減っているという部分で、

減った理由というのは様々あるかと思うのですけれども、ご説明をしていただければと思

います。以上です。

平野委員長 羽澤（真）主査。

羽澤（真）主査 私のほうから、まず1点目の有害鳥獣対策報償費についてなのですけれど

も、鈴木委員のおっしゃるとおり前年度まで項目分けをしていたものを統一したというこ

とで、ご理解願いたいと思います。

それと、狩猟免許取得補助金につきましては、28年度においても町政広報で7月号・9月

号で2回周知をしてございますし、あとは農家さんがメインで結構被害があるものですか

ら、農家さんの生産組合の会員などの中においても後継者のかたが帰っていらっしゃって

いますので、そういった部分にもぜひこの補助金制度を活用して、ハンターさんの確保育

成にご協力を願いますということで、28年度も実施してきたところではございますが、残

念ながらこの制度を活用して狩猟免許を取得するかたがいなかったということではござい

ますが、今年度につきましても29年度で2人増えるということではなくて、こういう制度

がありますのでぜひそういった興味を持ったかたに対しまして、こういう制度を使ってい

たきだいという思いで今後も29年度においても28年度同様、様々な場面でこういった補助

金がありますので狩猟免許の取得にということで、周知・協力をいただきたいなと思いま

して、こういうような予算付けとさせていただいた次第でございます。以上でございます。

平野委員長 鈴木委員。

鈴木委員 理解できました。ありがとうございます。そうしますと要するに、予算ですか

ら来てくれたらいいなと。もし2名来たと。本来であれば人数が増えれば有害鳥獣対策と

いう部分では、一般論として捕獲できるものが増えるのかなと。もしそれで鳥獣が減って

いれば別にいいのですけれども、同じ状況下であれば捕獲する確率は上がるのかなという

一般論からの中で、12万円減という部分はどのような判断・見込みをされたのかなという

ことについて、お願いいたします。

平野委員長 羽澤（真）主査。

羽澤（真）主査 予算額の減につきましては、主におっしゃるとおり有害鳥獣の対策報償

費の部分で、駆除出動、ワナ見回り、捕獲等々の中での減なのですけれども、今年度予算

付けするにあたって過去3年間の実績を照らし合わせてみまして、これまで同額の計上を

してきたところではございますが、決算委員会の際にもうちょっと実績に基づいた数字で
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出していただけないかというご指摘もいただきましたので、3年間の実績の中で今回予算

付けをさせていただいたということでございます。2人なり仮に狩猟免許取得が増えれば、

そういった捕獲報償だとかも増えるのではないかというようなご意見もございますが、熊

も生き物ですので捕れる捕れないというのは当然わからないものですから、その辺につい

てはそういった中で実績は増える見込みはあるけれども、実績の中で予算付けをしたとい

うことでございます。以上です。

平野委員長 木村課長。

木村産業経済課長 3月定例会の初日に22万円を減額していますので、原型予算は80万円

少しということです。それと比較すれば、若干の増額ということです。

それと、熊の出動の際どのような体制でやっていくかというと、全員が一気に出るわけ

ではありませんから、これは出没しているよという時にはできる限りの対応をするのです

が、熊ワナを仕掛けて見回りをするというのは、これは関係者でローテーションを取って

やっていくわけです。ですから、総体の人数が増えたからといって全ての費用が増嵩する

というわけではないということで、よろしくお願いします。

平野委員長 ほか。

竹田委員。

竹田委員 73ページの町有林について、確認を含めた質問をさせていただきます。

町有林については、一番上の森林環境保全整備事業から下刈、植栽、皆伐等々の事業が

掲載になっています。この中で歳入でも町有林の売上で1,600万円あまり計上になってい

ますけれども、ただ73ページの予算書の財源内訳の中で、その他財源が売上から手数料等

の整理をした部分なのかなというふうに思うのですけれども、そうでなければ町有林のこ

ういう間伐・皆伐をやって1,600万円の収益が出たということは、すごくいいなと思うの

です。もし、その他の財源が売上から差し引いた部分だとすれば、実質200万円強くらい

の実質的な売上というかあれにならないのかなというふうに思うのですけれども、事業で

すからいろんな補助制度を使ったりしての事業展開をしてこう至った。やはりこれから主

伐期を迎える町有林について、これから間伐より皆伐のほうが主になるのかなというふう

に思います。それであっても例えば経費については、伐採をする場所によっては経費の度

合いも違ってくるというのも理解はしますので、今後の町有林の運営については施業計画

等に基づいて事業展開していくのかなというふうにも思うのですけれども、何か今年度は

この地区の皆伐、来年度はどこどこ。それによってやはり場所によって、いろんな搬送経

費を含めた部分で経費の積算も違ってくるわけだから、それでやはり少し財政計画ではな

くて、町有林としての管理計画みたいな部分をきちんとやはり押さえておく必要があるの

かなというふうに思うものですから、その辺についてどういう考えを持っているのか。

平野委員長 木村課長。

木村産業経済課長 まず、財源内訳でございます。これにつきましては、町有林管理費の

中で国道支出金というのが決まってきます。そして、補助対象とならない一般財源も決ま

ってきます。残余についてどうするかということで、材の伐材収入1,600万円のうち1,400

万円を充当すれば、全額というか事業費見合いということになります。

したがって､200万円程度は財政部局になると思いますけれども、人件費か若しくはほか

の経費に充当している形になると思います。



- 35 -

平野委員長 羽澤（真）主査。

羽澤（真）主査 町有林の経営ということでご質問をいただきました。町有林につきまし

ては森林経営計画の下、事業を推進しているという状況でございまして、前段課長が申し

たとおり30ｈａから40ｈａの間伐と皆伐につきましては、現行の森林経営計画が25年5月1

日に策定されたものでして、30年4月末までの森林経営計画と。これまでこの5年間の間で

も、基本的には森林経営計画に基づいた間伐・皆伐を実施しているところではございます

が、補助金の関係だとかもありまして実施できない間伐も出てきたりもして、経営計画を

随時見直して行ってきていると。皆伐につきましては、補助金は特段問題ないのですけれ

ども、間伐の計画が変わることによって当然、場所も若干変わってきたりもしますので、

その各年度で森林経営計画以外で伐採する間伐また皆伐につきましては、随時更新をしな

がらやってきているというような状況でございます。

また、30年度にこの経営計画の見直しがございますので、その際には現状を森林組合等

と協議をしまして、5年間の計画を打ち出して森林施業のほうを町有林管理のほうを進め

ていきたいと考えてございます。

平野委員長 ほか。

竹田委員。

竹田委員 いま説明を受けました町有林の管理については、一般財源の持ち出しはないも

のの、いくらか収益はあるものの、収支の均衡図っての事業だなというふうに思います。

ただ、やはりかつての木古内町の町有林の力の入れ方等から考えれば、もっともっと収

益が上がるのかなというふうにそういう思いも実際持っていたものですから。ただ、やる

ことによって先ほど羽澤（真）主査の説明からすれば、いろんな状況・条件の下では有利

なローテーションなりを随時見直してこういう形でいきますよということをそれはそれで

わかるのだけれども、ただやって場合によっては赤字になるという可能性だってやはりあ

るという。いろんな事業との組み合わせの中で、何とか帳尻を合わせるということなのか

なというふうに思うものですから、これは町有林のこれから施業管理を含めた伐採計画の

含めた部分で、やはり十分我々も勉強をしながら、どうすればこの町有林を一番有効に利

活用できるかということについて少し勉強もし、事務方ともいろいろ協議をしていかなけ

ればないのかなというふうに思うところです。特に答弁はいらないけれども。

平野委員長 ほか。

佐藤委員。

佐藤委員 午前中に農業費の中で間違った質問をしてしまいましたけれども、林道の関係

です。説明資料に載っておりますけれども、森林管理道佐女川線、この道路は非常に大事

な道路だと私は思っているのです。ただ、道の負担だから全額道でやる事業ですけれども、

奥のほうからポツポツやってきているような事業なのですよね。ですから、この道路とい

うのはどこからはじまってどこで終わるのか、何年度にだいたい終わるのか。道のほうか

らそういう計画は何もないのですか。

平野委員長 羽澤（真）主査。

羽澤（真）主査 佐女川線の開設についてなのですけれども現行、佐女川線は4,200ｍ・4,

300ｍまであるのですけれども今後、全体計画としては中野地区に抜けるような形で計画

をしていまして、8,100ｍになる予定でございます。事業完了年度は現在のところ、平成3



- 36 -

2年度ということなのですが、26年から林道の拡幅工事ということに着手をしていまして、

そこにつきましては林道規定に値する車道幅員がなかったということで、拡幅をいま時点

で起点のほうに戻ってやっているような状況でございます。拡幅をしているのは、平成26

年度から実施をしているのですけれども、起点がパークゴルフ場を過ぎて南部さんという

かたのお宅のところが起点になるのですけれども、そこから1,925ｍ地点までいま拡幅な

りボックスカルバート工事等々をやってございます。今後、いま起点のほうに戻って拡幅

工事を実施していますので、いま現時点で聞いている中では、予算付けにもよるのですけ

れども、2年ほどで拡幅工事を起点から終了するということで、その後また延長のほうを

延ばすような工事になっていくというようなことを聞いてございます。現時点で完了年度

は32年度を目標ということなのですけれども、現状はなかなか難しいのかなというような

状況ではございます。

平野委員長 佐藤委員。

佐藤委員 延長8,100ｍのうち、現在できているのは何メーターですか。残りは。

平野委員長 羽澤（真）主査。

羽澤（真）主査 残りは今後、開設延長を延ばす区間なのですけれども、3,287ｍ。この部

分が延長が延びる部分のこととなります。以上です。

平野委員長 暫時、休憩をいたします。

休憩 午後1時45分

再開 午後1時45分

平野委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

佐藤委員。

佐藤委員 先ほどの説明の中で8,100ｍなのだけれども、中野地区のどこにこれが出てい

く道路。

平野委員長 羽澤（真）主査。

羽澤（真）主査 場所としては目印がないもので申し上げづらいのですけれども、現状、

岸 智美さんが牧草を作付しているところで、牧草地の間に鉄塔が建っているようなとこ

ろでございます。

平野委員長 ほか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

平野委員長 ないようですので、以上で産業経済課所管の林業費については、予算審査を

終えたいと思います。

暫時、休憩をいたします。

休憩 午後1時46分

再開 午後1時52分

平野委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

続きまして、産業経済課水産商工グループの水産業費について、予算審査を進めたいと
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思います。早速、予算の説明を求めます。

木村課長。

木村産業経済課長 水産業について、説明いたします。

水産業界につきましては、消費の減少、そして回遊魚などの減少という状況であります。

したがいまして、獲る漁業から育てる漁業へと転換しており、栽培漁業の技術開発を推

進しております。町では、平成28年度から藻場保全事業への事業費を支出しております。

また、平成29年度におきましては、漁港内静穏域を活用したヤセウニ養殖実証事業を実

施することとしております。

失礼しました、労働費もあります。労働費につきましては、勤労者福祉の推進のため、

労働法制を周知ＰＲしていることと、人材紹介事業について町で実施するべく、所要の予

算を計上しております。

まず、労働費でございます。予算書68ページです。

9節 旅費 6万6,000円、11節 需用費 2万7,000円は、自治体が行う無料職業紹介事

業制度に向け、職業紹介責任者講習を受講するための費用でございます。

労働費は、以上です。

水産業費に入ってよろしいですか。

平野委員長 続けてください。

木村課長。

木村産業経済課長 水産業費歳出、予算書74ページです。

水産業総務費、8節 報償費、これは漁港離岸堤で漁港灯があるのですが、電池交換が

必要となっております。これについての用船報償費として、1万円計上しております。

19節 負担金補助及び交付金 263万8,000円です。水産物供給基盤機能保全事業負担金

として219万9,000円です。

予算説明資料、56ページです。

平成28年度に木古内漁港（木古内地区）で策定いたしました事業計画について、平成29

年度では札苅地区・泉沢地区・釜谷地区を整備いたします。これは、各漁港の補修・改善

を図るための機能保全計画を策定する業務です。総事業費は7,100万円で、うち国負担が4,

790万円、道負担が2,090万1,000円、町が219万9,000円となっております。

説明資料の57ページから59ページに、各漁港の計画策定箇所図が掲載しております。赤

い色で囲まれたエリアについて、今回計画策定です。

2目 水産振興費です。

13節 委託料、ヒジキ養殖技術導入事業委託料 711万8,000円です。

予算説明資料、60ページに記載しております。

1の現状と課題、2の目的については、昨年同様でございます。3の事業経費については、

ヒジキ養殖技術導入事業で、調査費 77万8,000円、施術者招聘 56万4,000円、その他経

費で合計154万2,000円。養殖試験事業については、増養殖試験 265万5,000円、資材費

70万円、用船料 60万1,000円、管理費 109万2,000円で合計504万8,000円となります。

4の事業内容の養殖技術の導入については、技術者の招聘ということで、大分県のヒジ

キ製造事業者と取り組み漁業者の2名を招聘予定で、ヒジキ養殖の沖だしが行われる11月

下旬から12月上旬を想定しております。
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平成28年度は釜谷沖で試験を行っており、視察結果からも外海での養殖が適しているこ

とから、釜谷沖を基本としつつ検討会などにおいて養殖の実施場所を決定いたします。

さらに、技術指導については、北海道立総合研究機構水産試験所、渡島地区水産技術普

及指導所、大分県のヒジキ製造事業者に協力依頼いたします。

養殖期間としては、採苗可能な7月下旬から翌年5月中旬までを想定しております。

養殖試験事業につきましては、ヒジキの母藻をヒジキが生えていない場所に設置して、

藻場の造成の可能正を検討と母藻から種子を採苗して、人工種苗ができないか検討するも

のです。

19節 負担金補助及び交付金で714万4,000円です。

予算説明資料、56ページに記載があります。

ウニ人工種苗 250万円は、今年度同様です。アワビ人工種苗購入事業は75万円で、35

ｍｍ種苗を1万5,000粒購入予定です。

今年度までは40ｍｍ種苗を1万2,000粒としておりましたが、様々な事情により変更する

ものです。

木古内漁港釜谷地区を活用したヤセウニ対策実証事業補助金は、352万5,000円です。

予算説明資料の61ページをご覧ください。

1の概要です。高海水温による漁業の影響から回遊魚の減が著しいと。また、漁業者の

高齢化も顕著がため、高齢漁業者も働きやすい漁港内静穏域を活用し、実入れの悪いウニ

について実証実験を行っていくということで、漁獲体験事業なども想定しております。

事業主体は、渡島振興局が主催で設立しました漁村地域の活性化を図る新たな漁業経営

手法を検討する協議会木古内地区ということで、これは今後事務局が町のほうで担ってい

くこととなっております。

3の構成団体は、上磯郡漁港木古内町と。オブザーバーで北海道渡島総合振興局、試験

関係機関などになります。

4の事業内容は、まず事業費が470万円ということで、木古内町の実負担は120万円弱な

のですけれども、地域づくり総合交付金の交付の時期の都合上、その分も含めて352万5,0

00円予算計上をさせていただいております。さらに漁協負担ということで、117万5,000円

です。事業の内容については、移植経費、飼料管理経費、体験観光資材費、防犯カメラと

いうことになっております。

養殖イメージについては、記載のとおりです。

資料番号3の国・北海道事業主体関係資料で、3枚目に位置図、5枚目に事業内容が記載

されています。

水産基盤整備事業漁場ということで、北海道津軽海峡地区木古内釜谷魚礁、渡島釜谷魚

礁、それぞれ掲載されております。事業内容については、記載のとおりです。

水産の歳入です。

予算書の29ページに、道支出金、水産業費委託金、漁港管理業務委託金として計上して

おります。これは、ほぼ例年どおりです。

以上です。

平野委員長 それでは、説明が終わりましたので、質疑をお受けします。

新井田委員。
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新井田委員 私のほうから一つですけれども、負担金補助及び交付金なのですけれども、

ここで75万円のいわゆる予算組の中で、アワビ人工種苗購入事業補助金ということで載っ

ています。委員会でも要するに密漁の話が出ていまして、この時も防犯カメラ云々という

ことでいろいろ話が出たのですけれども、やはり前も言ったとおり、せっかくこういう事

業の中でそういう犯罪的な部分の中で、これはある程度阻止しなければいけない。当然な

がら警察だとかいろいろな連携プレーはあるのでしょうけれども、やはりまずはダミーで

もということで防犯カメラの設置も含めた検討が必要ですよねという話が出たところです

けれども、漁協さんとかその後、この辺の木古内地区のそういう密漁地区のことについて

いろいろ揉んでいるのかどうか、その辺をお伺いしたのですけれども。

平野委員長 福井（弘）主査。

福井（弘）主査 新井田委員のご質問につきましては、密漁の関係につきまして漁協と打

ち合わせを行ってございます。特に密漁が多い泉沢地区の入り口につきましては、漁協と

協議をしながら1ｔブロックのほうを設置をしまして、いま現在も少しながらではあるの

ですが、密漁防止への対策を進めているところでございます。

平野委員長 防犯カメラと看板について、新年度に反映させると言った以前の話は、今回

の予算にはどこか反映させているのでしょうかという質問ですから。

平野委員長 木村課長。

木村産業経済課長 まず密漁地域ですが、漁協からの説明があったとおり、全域に及んで

います。その中で、船を出すと思われる場所というのは何箇所かあるようでございますが、

まずは今回の事業で釜谷地域について、監視カメラを設けていきましょうということです。

それと、看板を含めての対応なのですけれども、これまでも密漁防止協議会ということ

で、海上保安部、警察、漁組、町などが構成員となって対応をしてきた経緯があります。

これは、継続して行うべきでありますけれども、一方で漁組との懇談会の中で、例えば

密漁の看板を掲示しただけで抑止できるかという議論もありました。それが逆効果になる

のではないかということもありますので、それは町としてきちんと取り組んでいるという

ＰＲも含めて掲示すべきだと思いますが、この該当箇所に掲示したほうがいいかどうかと

いうのは、漁協なり漁業者なりと相談をしていきたいと思っています。

密漁の実態については、これはなかなか解明できるものではないです。聞くところによ

れば1件、海上保安部が内偵を進めているというふうに聞いているのですけれども、これ

もまだ捜査中ですので、概要はわかりません。それらが年に1回か2回、この管内も含めて

ほかの檜山もあわせて、報告会なり意見交換の場がありますので、そこでまたさらに相談

していきたいと思います。以上です。

平野委員長 新井田委員。

新井田委員 概ね、わかりました。町政懇談会でも特に釜谷地区の漁師さんからは、ここ

だよあそこだよと具体的なお話も確かあったはずなので、極力やはり先ほど1ｔブロック

の話も出ましたけれども、まずそういう通路を妨害していくというのも一つの手だと思う

のです。だから、そういうまずできることからやっていただいて、やはりつまりお金なわ

けですから、せっかくこうやって町としても補助をしてやっている中で、よそ者に全部吸

い上げられるというこの辺は、漁家の収入にも関わることでございますので、やはり漁協

さんあるいは地区の方々ともっと連携を取りながら、おそらくなくはならないのではない
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かと思いますけれども、最善のやはり手を尽くさなければいけないと思うのです。そうい

うことで今後もやはりそういう部分を念頭におきながら、まずやることをやっていただき

たいとそんなふうに思います。

平野委員長 関連なのですけれども、いま課長が釜谷をまず防犯カメラと言ったのは、今

回のウニのところに付ける防犯カメラの話だと思うのですよね。いまの答弁の中で、漁業

者との懇談の中では看板が意味があるのかどうなのかというお言葉もありましたが、先の

常任委員会の中では、看板も含めて防犯カメラ。本物を付けると莫大な予算がかかります

から、ダミーであっても抑止力につながるという話で意見が一致したと思うのですよね。

ですので、当然ながら私も新年度予算の中に反映されるのか気になっていたところであっ

て、そんなたくさんの予算をダミーの話ですから。だから、町内の各何箇所も可能性のあ

る場所全てに、ダミーの防犯カメラあるいは大きい防犯カメラ作動中という看板を設置す

るという意見で一致したように常任委員会の中では捉えていたのですけれども、その辺に

ついての見解を。

木村課長。

木村産業経済課長 委員会での意見としては、確認をしています。漁組としては、ダミー

カメラは消極的です。なぜかと言うと、それらもっぱらそのような業を行うような方々は、

わかるそうです。ですから、例えば他にダミーカメラを付けて、看板掲示をするのみでは

なかなか防げないということで、漁協は消極的です。そうは言っても意見はいただいてい

ますので、どのような対応が可能かどうか今後も相談をしていきたいと思っています。

いまおっしゃったように、ダミーカメラと例えば看板掲示であれば費用はそんなにかか

りませんので、規定予算なりで対応可能かもしれません。それらも含めて検討をしていき

たいと思っております。

平野委員長 漁組さんが消極的だというのもびっくりしたのですけれども、そこは見解の

違いがあるのかもしれませんけれども、やらないよりはやったほうがよっぽどいいと単純

に思って、それが常任委員会の中では一致したものですから、もう少しその辺はたして漁

組さんが消極的なのかも含めて協議していただいて、できれば我々としてはダミーでも看

板でも進めていただきたいということを意見として付しておきます。

（「休憩」と呼ぶ声あり）

休憩 午後2時08分

再開 午後2時12分

平野委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

ほか。

竹田委員。

竹田委員 資料の56ページの水産総務費で水産物の供給基盤機能保全事業負担金、7,000

万円ほどの事業でかなり大きな事業。これは、札苅・泉沢・釜谷地区3漁港の防波堤、斜

路含めた部分の調査をして次年度以降、工事に入るかどうかという部分の事業なのだなと

いうふうに思います。なぜ、木古内漁港が入っていないのかという部分。斜路の部分も結

構やはり傷んでいるのですよね。
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それと、木古内漁港からすればこの事業で適切なのかどうかわからないけれども、浚渫

の要望がかなり出ているのです。船が出る時に干潮になればスクリューが下に引っかかる

というそういう現象が出て、かなり浅くなっているという声を聞いているものですから、

土現を含めて水産のほうにも漁業者からそういう声があると思うのですけれども、この事

業の中で取り組めないのか、なぜ木古内漁港がこの調査に外れたのかという部分について。

（「関連」と呼ぶ声あり）

平野委員長 鈴木委員。

鈴木委員 いま私も自分で思っていたことを竹田委員に質問をしていただいたので関連

で。各漁港が何年経っていて、もしわかればなのですけれども、おそらく当時といま現在

の機能の評価というのですか、基準というのはたぶんいまのほうが厳しくなっているかと

思うのですけれども、そこも含めて木古内地区の部分を判断されたのかなとか。一応、そ

の辺の関連も気になったので、よろしくお願いいたします。以上です。

平野委員長 あわせて確認なのですけれども、これは調査だけでこれだけの金額という認

識でいいのですか。それもあわせて、3点をお願いします。

福井（弘）主査。

福井（弘）主査 水産物供給基盤機能保全事業負担金の質問につきまして、木古内漁港に

つきましては、平成28年の第3回定例会のほうに策定の予算を臨時補正でかけさせていた

だいております。28年度今年度中に、木古内漁港のみ策定をしていると、いま現在策定を

している最中という形になってございます。29年度につきましては、策定をしていない札

苅・泉沢・釜谷地区の残りの3漁港が策定になるということでございます。

あと、平野委員長からのご質問のこちらは調査費だけということで、事前に渡島振興局、

北海道の職員のほうで策定必要箇所の事前調査を行いまして、それの必要な部分を実際の

プロパーのかたに計画を策定していただくというような内容となってございます。

あと、木古内漁港の浚渫につきましては、例年各漁港それぞれ要望してございまして、

必要な箇所ごとに道のほうで把握をしながら浚渫の事業を進めていただいております。そ

のような形で、事業は進んでおります。

平野委員長 暫時、休憩をいたします。

休憩 午後2時16分

再開 午後2時18分

平野委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

ほか。

鈴木委員の先ほどの質問が答弁がないまま終わっていますので、わかる範囲で鈴木委員

の質問の答弁をお願いします。

福井（弘）主査。

福井（弘）主査 鈴木委員の質問につきましては、まさしくいま各漁港の老朽化ですとか

そういう部分の影響度合いを今回の計画で策定するものとなってございますので、28年度

・29年度においてこの策定が完了すると、その評価がわかるというような内容となってご

ざいますので、いま現在はわからないという形になってございます。
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平野委員長 ほか。

手塚委員。

手塚委員 調査をするわけですけれども、例えば釜谷のヤセウニ対策でやる部分もあるの

だけれども、そういう事業とのバッティングするようなことはないのですか。

平野委員長 福井（弘）主査。

福井（弘）主査 こちら今回の機能保全事業の策定につきましては、各施設ごとに調査し

ていくような形になりますので、ヤセウニ事業と調整を図りながら影響がないように調査

をしていただく方向で進めたいと思っております。

平野委員長 ほか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

平野委員長 ないようですので、以上で水産業費の予算審査、あわせて労働費についての

審査を終えたいと思います。

続きまして、商工費の予算審査を進めたいと思います。説明を求めます。

木村課長。

木村産業経済課長 観光商工業についてでございます。

昨年、3月に北海道新幹線が開業いたしました。町内観光とともに、広域観光の推進と

いうことで、担当課と連携を取りながら進めていっているところです。

それと、商工業対策といたしまして、商工会から要望ある事業や案件もございますので、

それら連携を取りながらやっていっております。

はこだて和牛ブランド化推進事業については、平成29年度も継続いたします。

また、インバウンド対策として、観光資源を活用した観光地魅力創造事業について、平

成29年度も申請中でございます。

今年度行いましたディスティーネーションキャンペーンにつきまして、次年度7月から9

月にかけてアフターＤＣ事業として行うこととしておりますので、それらの所要の予算も

計上しております。

それでは、商工費から説明をいたします。

歳出予算書76ページ、説明資料62ページです。

商工費、商工総務費、19節 負担金補助及び交付金で667万4,000円は、木古内商工会の

人件費補助ということで、商工会職員4名に対するものです。

2目 商工振興費、8節 報償費、みなみ北海道・北東北食旅フェスタｉｎ仙台出展報償

費 5万5,000円ということで、これは新規の事業です。2015年度に函館市が実施したグル

メパークの後継となる事業で、新幹線開業効果を継続していくため、新幹線に関連する自

治体が連携を図りイベントとして取り組みます。開催時期は11月を想定して、ＰＲステー

ジ、特産品販売、イベントと連動したプロモーションを計画しております。

14節 使用料及び賃借料は、67万8,000円です。フェリー使用料、車駐車料、高速道路

通行料など所要の経費を計上しております。

19節 負担金補助及び交付金で、1,672万4,000円です。

説明資料62ページです。

中小企業融資信用保証料補助金、利子補給補助金、それぞれ掲載しております。

はこだて和牛ブランド化推進事業につきましては、説明資料63ページです。



- 43 -

1の事業の進捗状況ですが、平成29年1月末現在、6回入荷しており、成形後815.7ｋｇの

全量を販売しております。購入事業者は、12事業者です。補助金の支出状況については、

予算額 200万円に対して、現行183万2,000円で、購入頭数は3頭です。

2の現状と課題ですが、不人気部位がなくなってきており、平均的に使用されておりま

す。新幹線開業により、マスコミなどで取り上げられた結果、認知度向上が図られていま

す。事業の継続実施により、取扱い飲食店も増加している一方、仕入価格が高騰しており、

当初予定頭数でありました5頭の流通が図られておりません。

3として、平成29年度以降の展開です。新幹線開業に向け、地域の逸品として認知度の

向上と価値観を高め、地域の活性化を図るとともに、町民が食することができるよう飲食

業者を対象に補助することを目的に行った結果、認知度向上や町内で食事ができる手法と

しては、一定の効果があったと認識しております。昨年からことしにかけて、過去に例を

見ないほどの観光客が多く来町しているため、さらなる交流人口の増加を図るため、町内

外への情報発信を積極的に行い、はこだて和牛の認知度向上と地域経済の活性化を図る事

業として、今後も展開してまいります。

なお、アンケート調査を実施しております。事業の継続性については、全ての事業者が

必要であると回答をしております。補助制度が終了した場合の対応を調査した結果、条件

付きで継続が7社、難しいが5社ということで、これらのアンケート結果から事業を継続し

て行いたいと思っています。予算額は325万円です。

プレミアム商品券補助事業です。1,070万円です。

説明資料64ページをお開きください。

1の目的については、木古内町全域、全業種の商工会加入店全てで使用できる商品券の

発行をもって、町外の消費購買流出の防止や地元商店に対する消費者ニーズの対応を図り、

地元の消費拡大と地域経済の活性化を図ることを目的としております。

2の事業概要です。事業主体が木古内商工会で、販売は7月、使用期間は7月から12月ま

でを予定しております。販売額1万円で、プレミアム率20％で、1万2,000円分の商品券と

なります。販売方法については、先着順に受け付けして販売、使用方法については、従前

の手法というふうに想定しております。

3の事業費については、総事業費 6,145万円ということで、商品券の売上が5,000万円、

町負担が1,070万円、商工会負担金が75万円ということで、145万円は事務経費として想定

しております。

21節 貸付金は、例年どおりです。

続いて、予算書77ページです。

3目 観光推進費、共済費、賃金等については、観光スタッフ賃金です。キーコプロデ

ューサーを含めた観光スタッフ賃金です。なお、キーコプロデューサーの現行者につきま

しては、3月末で退職予定となっております。

8節 報償費は、ＰＲイベントの報償費と講座の講師謝金ということで、計上しており

ます。

9節 旅費は260万7,000円ということで、職員及び観光スタッフの旅費です。

11節 需用費 150万円のうち、印刷製本費 117万円は、木古内町のまち歩きパンフを

作成するものです。
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12節 役務費 26万7,000円は、アフターＤＣのキャンペーンガイドブックへの広告料

として、木古内町観光ＰＲ広告料 25万円ということで、計上しております。

13節 委託料は、201万3,000円です。観光スポット看板設置事業委託料 120万円は、

説明資料66ページをお開きください。

道の駅に訪れる観光客の町内回遊を促すため、駅前からみそぎ浜まで多言語化したスポ

ット看板を設置する予定です。大きさは記載のとおりで、4枚程度を想定しております。

無線ＬＡＮの運用業務委託料 44万7,000円については、今年度整備中の無線ＬＡＮの

ネット使用料などの経費です。

14節 使用料及び賃借料 148万3,000円は、多言語ホームページサーバー使用料 61万

6,000円ということで、予算説明資料65ページに記載があります。

外国の観光ホームページサーバーに当町の観光情報を掲載し、旅行に出かける前に木古

内町を認識してもらって、外国人観光客の誘客を図ることも目的としております。発信は、

中国、韓国、台湾など11カ国を想定しております。

15節 工事請負費 1,850万円は、薬師山展望台等整備工事です。

予算説明資料67ページに記載があります。

昨年、損壊した展望台の整備と遊歩道の補修工事を行います。展望台の大きさは5.6ｍ

×5.6ｍ、パノラマ看板、望遠鏡、机、イスなどを整備します。

また、遊歩道については、この展望台に上がるところ周辺を整備していきたいと思って

います。

18節 備品購入費は、観光通訳スタッフのパソコン購入費用です。

19節 負担金補助及び交付金 1,432万3,000円は、木古内町観光協会補助金として 62

3万3,000円です。

予算説明資料65ページに記載があります。

主な事業として、チューリップフェア、事務局長の人件費、体験観光用の地引網、レン

タサイクル事業などです。

観光おみやげ品開発支援事業補助金 90万円は、予算説明資料65ページに記載しており

ます。

地域資源を活用したおみやげ品開発5件について、継続して行うものです。

寒中みそぎフェスティバル補助金 270万円は、予算説明資料65ページに記載がありま

す。

これは、通常予算 140万円に加えて、花火費用 100万円、イルミネーション 30万円

を想定しております。

きこない咸臨丸まつり補助金 130万円は、ほぼ例年どおりです。

北海道渡島地域・東京都特別区交流推進協議会負担金 300万円を計上しております。

渡島管内の自治体が構成団体として、東京都特別区と交流を図るものです。東京都のイ

ベントへの参加やモニターツアーなどを想定しております。これは、先の補正でも質問が

ありましたけれども、町村会の主体事業になって、北海道町村会の交付金と北海道地域づ

くり総合交付金の対象となった場合は、未執行で残していきたいというふうに思っていま

す。

歳入に入ります。
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予算書、30ページです。

道支出金の商工費委託金、商工会権限委譲委託金、予算書36ページの諸収入、商工振興

費預託金元利収入は、例年どおりです。

予算書37ページの諸収入、雑入、木古内町観光協会事務所使用料 5万7,000円は、道南

いさりび鉄道木古内駅待合室に設置した観光協会事務所の使用料となります。雇用保険繰

替え金は、例年どおりです。

以上です。

平野委員長 商工費についての予算説明が終わりましたので、質疑をお受けします。

鈴木委員。

鈴木委員 確認をさせてください。77ページの13節 委託料、札苅地区等交通整理業務委

託料なのですが、昨年度は確か報償費で予算計上をされていたと思うのですけれども、中

身の業務内容と言いますかそれは同じで変更がないのかという部分の確認と、もう1点が

次のページの78ページ、19節 寒中みそぎフェスティバルの補助金の件であります。花火

にしてもイルミネーションにしても非常に観光客のお客様が増えてきているなという実感

もありますし、ことしは特に神社のほうに来たお客様がいままでで一番多かったのではな

いかなというふうに私のほうでも実感いたしました。この予算の中でなのか確認をさせて

いただきたいのですけれども、その中のお客様の声としまして、簡易トイレ等なるものが

一切なく、女性のかたは大変ご苦労をされていたという印象があります。私達としまして

は、広場にも浜にも神社にもたくさんのお客さんに来ていただいたということは大変嬉し

く思うのですけれども、その中で簡易トイレという部分の設備と言いますか環境と言いま

すか、そこもきちんと対応しなければならないのではないかなという課題も見えてきたと

思うのですけれども、そこについてどのように考えて検討をされているのか、2点をよろ

しくお願いします。

平野委員長 福井（弘）主査。

福井（弘）主査 札苅地区等交通整理業務委託の内容につきましては、28年度と基本的に

内容は変わらず、プロの警備員さんを配置をする内容となってございます。

また、寒中みそぎフェスティバル実行委員会の補助金につきまして、佐女川神社のとこ

ろの簡易トイレがないというご質問かと思われます。

こちらにつきまして、補助金の使用の目的というものは、一応いまのところは定めては

ございませんので、花火、イルミネーション以外は基本的にはイベント経費代として補助

金として支出してございますので、その中で実行委員会のほうと協議を進めたいと思って

ございます。

平野委員長 木村課長。

木村産業経済課長 因みに、札苅地区の交通整理員につきましては、昨年度当初では報償

費で計上しておりましたが、4月の臨時会で事業展開を考えた中で、報償費を減額して委

託料で再計上しております。以上です。

平野委員長 鈴木委員。

鈴木委員 ありがとうございます。花火とイルミネーション、イベントの経費ということ

で理解はいたしました。その中で、どうしても人が増えると環境整備もしなければいけな

いということですので、観光協会若しくは神社も含めて、連携をした協議をしていく必要
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があるのかなと思いますので、まだ来年まであと10か月くらいありますので、何とか柔軟

にご対応いただければと思います。以上です。

平野委員長 ほか。

新井田委員。

新井田委員 私のほうから何点か。まず一つは、ふるさと産業まつり補助金、これは15万

円程度ですね。昨年、ここ何年来同じような推移だと思います。しかしながら、やはり我

が町の状況を考えるとこの辺の見直し、あるいは全体の連携プレーも含めて、もう少しや

はり新幹線絡みの中で金銭的な見直しも図り、集客を増やしていくということも必要では

ないかというのが私のまず1点です。

それと、プレミアム商品券なのですけれども、これは今回も商工会の要望があったと、

議長宛に来ています。それは、承知しています。金額的なベースも昨年並みですよね、要

は6,000万円ということで。ただ、見ていますと非常に購買力が皆さんあって、あっとい

う間に券が売りきれるというような状況だと認識はしているのです。なぜ、当然ながらそ

ういう見直しというか私はもっともっと購買のキャパがあると思うのです。そういう中で、

やはり活性化あるいは購買力の向上を含めた中で、もう少しこの辺は昨年と同じではなく

て、それを見ながら商工会との連携も含めて、もう少し揉む必要があったのではないかな

と。これを見るとことしの7月からということですから、多少の補正でも見直しは利くの

かなとは思うのですけれども、この辺の私はざっくばらんに言いますけれども、1億ぐら

いでもいいのではないかとそんなふうに実は個人的には思っているのですけれども、その

辺の見解を。

それともう一つ、工事請負の薬師山。これも我が町にとっては、非常にビュースポット、

まずその位置付けだと思います。残念ながら去年台風で、屋根等も全部持っていかれたと

いう経緯がありますけれども、そういう中で新たにということですけれども、今後きちん

とした展開はご提示があると思うのですけれども。やはり気になるのは、いま写真でイメ

ージ的なものはいただきましたけれども、規模的なものはやはりイメージなのだろうけれ

ども、迫力がないなというイメージともう一つは環境整備の中で、簡易トイレだとかある

いは販売機の設置だとか、そういうものも必要ではないかなと思うのです。だから、そう

いう部分のいわゆる外構的な部分とかその辺の考えもあわせてお聞きしたい。この3点を

お願いします。

平野委員長 木村課長。

木村産業経済課長 まず、産業まつりについては、新井田委員の指摘のとおりだと思いま

す。長らく計上を変えておりませんので、もう少し検討というか考慮の必要があるのでは

ないかなと思います。

一方で、関係団体で実行委員会を作っていまして、その中で見直しについて協議をしま

しょうということで進めてはいるのですが、なかなか斬新なアイディアと言いますかそう

いうのが出てきていません。知内が昨年、産業まつりを少し見直しました。それらも含め

て、さらに役場のほうの腹案として考えていくことと、実行委員会の中で協議をしていく

ことを進めていきたいというふうに思います。

プレミアム商品券については、議会の商工会懇談会の際にもそのような発言がありまし

た。商工会と役場の認識としては、6,000万円程度が町のいまの財政力、町の全体の経済
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力に見合っているのではないかなということです。

一方で、町として20％のプレミアム率を付けるわけですから、これが増額になれば当然

一般財源が増えてきます。これが何らかの特定財源で措置されるということであれば、そ

れらも含めて検討可能でしょうが、一般財源で少なくない金額という中では、このような

数字に落ち着きました。商工会も昨年は1時過ぎくらいに売り切れになったのですけれど

も、その前の商品券の状況があまり良くなかったということも印象としてあるのです。そ

れらを踏まえるとなかなか大きな増額には踏み切れないということもあって、協議の中で

この金額となりました。

それと薬師山の展望台については、関係者でさらにどのような形状と言いますかデザイ

ンがいいのかというのも詰めていきたいと思います。

それと、簡易トイレや自動販売機の設置について可能なのかどうか、そして維持管理を

どのようにしていくのかということも含めて、それらの中で難しいというふうになるのか

もしれませんけれども、そういうことも含めて少しいろいろなことで検討をしていきたい

と思います。以上です。

平野委員長 新井田委員。

新井田委員 課長のほうでいま理解をいただいた部分はあると思いました。ただ、いまの

一つプレミアム商品券に関しては、もう数回の実績があるわけです。そういう中でやはり

町として、いわゆるリターンの部分ですよね。税としてどのくらいの成果があったのだと。

そういうやはり資料的なものを作成する必要があると思います。そうでないと、はたして

これが良かったのか悪かったのか。確かに悪かった部分はあった部分なのだけれども、で

もやはりそういう分析をしながら、次はこういう形で展開したほうがいいねとかそれは分

析ができるわけですから。それをしていかないと、やってそれで良かったねということも

いいのだけれども、そういうデータベースもきちんとやっていかないとなかなか成果とし

て表れない部分はあるので。また、逆に言うとキャパがあるのだけれども、もう少しやれ

ば良かったねということになるのかもしれないですし、その辺はやはりきちんとしたデー

タを今後我々にお示ししていただきたいとそんなふうに思います。以上です。

平野委員長 ほか。

竹田委員。

竹田委員 まず、プレミアム商品券について、この使用方法。昨年と同様という説明を受

けましたから、例えば商工会に加盟していない大型店舗も使えるということでいいのです

ね。

それから、展望台については展望台に至る散策路、これはどうなっているのか。

やはり展望台だけ立派なものができても、そこに至るまでのあの散策路はかなり傷んでい

るという状況ですから、それについてはどうするのかという部分について。

それから、予算書の77ページの賃金で、観光スタッフの賃金を計上されていますけれど

も、3日の補正の中で賃金340万円あまり減額をしていますよね。その理由は未採用だった

という。だから未採用であれば、そしてあえてまた2名分を計上したというのはどういう

ことなのか。

それと、観光推進の中で観光ガイドの部分があまり予算等取っていないのですけれども、

これはあくまでも観光ガイドについては、ボランティアでいくということなのか。一番下
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の備品購入、観光スタッフ用のパソコンなりタブレット。観光ガイドに使うタブレットと

いうかパソコンなのかなというふうに思っていたのですけれども、観光ガイドのボランテ

ィアなのかどうなのかという部分も含めて、この賃金の分と関連はないと思うのですけれ

ども、賃金は賃金という部分で。

平野委員長 1回、切ります。5点について、最初の商品券の部分も答弁を入れてください。

福井（弘）主査。

福井（弘）主査 プレミアム商品券の商工会加盟店以外も使用が可能ということで、今年

度28年度の基本的な内容は一緒ということでございます。

また、薬師山の散策路の工事が入っているかどうかという部分なのですけれども、こち

らにつきましても薬師山の展望台までの散策路の補修程度ではあるのですけれども、整備

が工事として入ってございます。

また、観光スタッフの賃金につきましては、先の議会で減額補正をさせていただいたの

ですけれども、こちらは道の駅の通訳スタッフ2名ということで、未採用の部分を引き続

き募集をかけて、29年度において採用して、道の駅の通訳スタッフとして配置をしたいと

いうところでございます。

また、観光ガイドはまち歩きガイドのことかと思われるのですけれども、こちらの経費

につきましては、観光協会の補助金の中にまち歩きガイドの育成に関わる経費を入れてご

ざいます。

観光スタッフ用パソコンにつきましては、こちらは道の駅に配置をいたします通訳スタ

ッフのノートパソコンを想定をしているというところでございます。

平野委員長 相澤委員。

相澤委員 商工振興費のところの使用料のところに、去年あたりイラストデータの使用料

を計上されていて、ことしはないのですけれども、同じような感じでイラスト等は使える

のかどうか、その辺を。

平野委員長 木村課長。

木村産業経済課長 37万8,000円、昨年計上したものだと思います。これは、4月の臨時会

の時に計上をして説明を申し上げています。産業まつりの過去にパンフレット・チラシを

作成した際に、商標権のあるイラストを使用して、そこの会社から指摘をされたというこ

とでございます。それについて、町として産業まつり実行委員会の事務局を持っている中

で、その責任の中で、この会社からの請求額について支払うための予算計上です。以上で

す。

平野委員長 ほか。

（「委員長」と呼ぶ声あり）

平野委員長 副町長。

大野副町長 先ほど答弁は求められなかったのですが、新井田委員のほうからプレミアム

商品券について、その効果について判断を求めたほうがいいのではないかというような意

見があったかと思います。

リターンということで、税などにどのように反映されているのかという言葉だったと思

うのですけれども、これは商業者に求めていくというのは、商工会を通じて話をしたので

すが、なかなか難しいですと。これは、前年の売上に対して当該年度の売上、そしてプレ
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ミアム付商品券でどれだけ伸びたのかというところまで調査をする、そして税金にどう跳

ね返ったか。これまで出すというのは、事務局としては困難なのだという回答があって、

行政のほうでも求め切れていないのです。これは、議会の相違として求めてくださいとい

うことであれば、やる前から今年度実施にあたって、そのことを反映していただけるよう

に申し上げますけれども、そういう要望ということで受け止めてよろしいのでしょうか。

平野委員長 新井田委員。

新井田委員 いま副町長からお話をいただきましたけれども、具体的にというようなこと

まではいまの話の内容を聞くと、そこまでやはり難しいのかなと。ただ、やはり全体のざ

っくりでもいいですけれども、これだけの6,000万円の事業をやった中で、例えば何とか

税、何とか税という当然税収入はあるのでしょうけれども、その想定内の税収くらいの明

細というか公開というかその辺はいただけないものかなと思うのですけれども、どうでし

ょうか。

平野委員長 副町長。

大野副町長 商工会の事務局のほうは、それは難しいという返事が来ています。

平野委員長 私も商工会員でして今回、要望が上がってきた際に、昨年の実績数値は出て

いますよね。いくらを何時までに売り上げて、それが大型店と小さい商工会員にどういう

振り分けをされたという数値まではデータとしては上がるのです。ただ、その効果が実際

どうだったのかと。例えば、私の店で使っていただいたお客さんが券を買ったことによる

プラスのお客さんなのか、それともいつも買っている人がただ券を買って、売上として伸

びていないのか。その辺のデータ収集というのはすごい難しいと思うのですけれども、あ

る程度各店主さんの判断の中、例えばそれがアンケートなのかざっくりでもいいという答

えに甘えた場合に、うちはどの程度一定効果がありますというのをある程度商工会でまと

めてやはり出してくるべきだと個人的にも会員ですけれども思うのです。

新井田委員。

新井田委員 いまの話は理解できます。ただ、やはり最終的に券がバックになるというこ

とがあるのですか。例えばいま言ったように、最終的な使用の期限が12月末ですよね。そ

ういう中で、返ってくるということはまずあり得ませんよね。あり得ないというわけでは

ないですか。買ったものを返すということは、まずないわけですよね。基本的にお客さん

が例えば10枚買ったのだけれども、5枚余ったからとそれは当然ないわけで。未使用はあ

るのでしょうけれども、未使用がどの程度なのかわからないけれども、そこまではやはり

例えば未使用の部分がこれだけという把握できないのですか。そういう把握ができるので

あれば、逆に言うとそれから例えば6,000万円だったら、5,500万円あったと。そうしたら、

税として町にこのぐらいが入るのだよと。そのぐらいはわからないのですか。

平野委員長 暫時、休憩をいたします。

休憩 午後2時55分

再開 午後3時00分

平野委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

先ほどの休憩中にも話がありましたが、新井田委員の商工会のプレミアム商品券の成果
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等については、担当課も商工会と協議をして、何らかの形で成果について声を出していた

だくと。できれば次年度の実行前に、そのような話を伺ってくるということで、皆さんに

ご理解をいただきたいと思います。

ほか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

平野委員長 ないようですので、以上で商工費についての予算審査を終えたいと思います。

以上をもちまして、産業経済課所管の全ての予算審査を終えたいと思います。

大変、お疲れ様でした。

3時10分まで、暫時、休憩をいたします。

休憩 午後3時01分

再開 午後3時10分

（５）建設水道課（一般会計、水道事業会計、下水道事業特会）

平野委員長 それでは、休憩を解き、会議を再開いたします。

産業経済課に引き続きまして、続いての予算審査は建設水道課となっております。建設

水道課の皆さん、ご苦労様でした。

なお、当初の予定時間は2時半からの予定だったのですけれども、その前の課が延びま

して、3時10分時間が延びてしまったことをお詫びいたします。

開始時間が遅れたからといって、急いで進めることはございませんので、じっくりと慎

重な審査をしてまいりますので、よろしくお願いいたします。

それでは早速、施設担当の総務管理費から予算の説明をしていただきたいと思います。

構口課長。

構口建設水道課長 それでは、建設水道課の説明をいたしたいと思います。

建設水道課のほうにおいては、一般会計で建設グループとして施設・財産、土木、建築

を所管しております。上下水道グループとして、水道事業会計を上水担当にて、下水道事

業特別会計を下水担当で行っておりますので、この順番で説明をしていきたいと思います

ので、よろしくお願いします。

それでは、施設・財産担当所管の歳出について、ご説明いたします。

予算書、42ページをお開き願います。施設関連は、42ページから44ページまでとなって

おります。あわせて、資料番号2の68から70ページまでが施設財産の資料となっておりま

すので、ご参照ください。

2款 総務費、1項 総務管理費、3目 施設管理費です。

本年度予算 2億4,124万9,000円、全体では5,282万6,000円の減額となっております。

予算については、大きく変わったところを説明させていただきますので、よろしくお願

いします。

4節 共済費、7節 賃金、概ね例年どおりとなっております。

9節 旅費は、今回共済の会議の出席ということで計上しております。

11節 需用費です。前年度比で比べますと、380万円の増額となっております。
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消耗品は、前年並みとなっております。

光熱水費で電気・水道・下水あわせて、前年度比 45万6,000円の増額となっておりま

す。

公用車の燃料費は、前年度並みとなっております。

庁舎等の修繕費、この表の一番下になりますが、前年度比で191万円の増額となってお

りますが、本年度において修繕箇所として、庁舎のボイラーの修繕と大川林業研修センタ

ーの屋根の塗装、各会館の誘導灯の取り替え、釜谷活性化施設の自動火災報知設備の改修

等、会館の修繕費を行うものです。

次に、43ページになります。

ふるさとの森コンビネーション遊具修繕費ということで104万4,000円、新規に計上して

おります。これについては、ふるさとの森公園にあります馬とび型の遊具などの補修を行

う予定です。

薬品費は前年度並みです。

12節 役務費、前年度比 77万9,000円の減額ですが、主に今回、建物火災保険料の減

額が算定基準の見直しがあったことによる減額によるものです。

13節 委託料です。前年度比 1,657万9,000円の減額です。

1段目のふるさとの森等の整備委託料から下の7段目まで、南北歩道橋の清掃管理委託料

までについては前年度並みです。

下から6段目の架道橋撤去工事委託料 1,365万円は、前年度からの続きでございます。

下から4行目以降の萩川・尖川は、橋梁撤去工事実施設計委託料 800万円、産業会館耐

震改修工事監理委託料 250万円となりますのは、それぞれ新規の計上となっております。

14節 使用料及び賃借料は、例年どおりです。

44ページになります。

15節 工事請負費、前年度比 3,340万円の減額です。

あわせて、資料番号2の68から70ページのほうをご参照ください。

工事の内容として、第2・第3・第4木古内川橋梁撤去工事に6,200万円、電柱・ケーブル

等の撤去工事に200万円、産業会館耐震改修工事 6,160万円となっております。

16節 原材料費は、前年度と同額です。

18節 備品購入費です。消火器の購入ということで、25万8,000円分は産業会館と機械

センターに配置している消火器の購入費用です。

それと、温水高圧洗浄機購入ということで、105万9,000円を見ておりますが、公用車の

洗車機を購入するものでございます。

19節 負担金補助及び交付金、前年度比 23万9,000円増額ですが、下水道受益者負担

金によるものです。

25節 積立金です。旧江差線施設解体撤去事業準備基金積立金 2万6,000円は、当該基

金の利子分を積み立てるものです。

公課費は、車検代によるものです。

次に、歳入に入ってよろしいでしょうか。

平野委員長 進めてください。

構口課長。
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構口建設水道課長 21ページになります。21ページの二つ目の表になります。

12款 使用料及び手数料、1項 使用料、1目 総務費使用料、1節 会館使用料、前年

度と同額です。

続きまして、23ページになります。二つ目の表になります。

3目 衛生手数料、2節 畜犬手数料、前年度と同額です。

30ページになります。30ページの下段の表になります。

15款 財産収入、1項 財産運用収入、1目 財産貸付収入、1節 土地建物貸付収入の

うち、1段目が財産担当の所管となっております。前年度並みとなっております。

4節 町職員住宅貸付収入、前年度と同額です。

次に、31ページです。上段の表になります。

2目・1節 利子及び配当金のうち、下から4行目の旧江差線施設解体撤去事業準備基金

積立金利子収入 2万6,000円が財産担当所管分となります。

次に、中段の表になります。

15款 財産収入、2項 財産売払収入、1目 不動産売払収入、1節 土地売払収入は、1

万円は科目出しとなっております。

32ページです。

3目・1節 物品売払収入 106万8,000円は、旧江差線施設撤去に伴うレール等の売却益

となっております。

33ページになります。下段の表です。

17款 繰入金、1項 基金繰入金、3目・1節 旧江差線施設解体撤去事業準備基金繰入

金 8,478万2,000円は、当該事業に充当するための基金を繰り入れるものでございます。

37ページです。

19款 諸収入、5項・1目・3節 雑入、3段目の自動販売機電気料 55万5,000円が1箇所

増になるものです。

4段目の森林組合電気使用料及び5段目の職員住宅電気料は、前年度と同額となっており

ます。

下から2段目、雇用保険繰替金 43万6,000円のうち、3万6,000円が施設担当となってお

りまして、雇用保険本人負担分によるものです。

一番下の公衆電話手数料等 3万円のうち、1万円が施設財産担当の所管となっておりま

す。

以上が、施設の歳入になります。

平野委員長 建設水道課は施設と土木と建築の担当がそれぞれ分かれていますので、担当

ごとに審査をしますので、ご理解ください。

それでは早速、施設の所管の部分の説明が終わりましたので、質疑をお受けします。

（「なし」と呼ぶ声あり）

平野委員長 ないようですので、続いて進めていきます。

続いて、土木費の説明を求めます。

構口課長。

構口建設水道課長 それでは、土木担当所管の歳出から説明をさせていただきます。

予算書の79ページからになります。あわせて、資料番号は予算説明資料71から72ページ
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になります。

8款 土木費、1項 土木管理費、1目 土木総務費です。

本年度 832万8,000円の計上で、前年対比 645万1,000円の増額となっております。

要因といたしましては、新規認定の町道等の道路台帳整備、現在、紙媒体で管理をして

おります道路台帳図というのがございまして、これはパソコン等で見られるようにするた

めの電子化にするためと、地番図等を交付する等の地図情報システムがございます。その

更新に係る委託料を新たに計上させていただいております。

総務管理費については、その他の計上等については、昨年度とほぼ同額となっておりま

す。

80ページになります。

2項 道路橋梁費、1目 道路維持費です。

本年度予算 1億8,238万2,000円の計上で、前年対比 3,675万7,000円の減額となって

おります。

4節 共済費、7節 賃金は、ともに昨年とほぼ同額の計上です。

11節 需用費は、前年度と比較しますと201万8,000円の減額となりますが、こちらは町

道及び排水路維持補修費について、通年の実績にあわせて今回減額したものでございます。

13節 委託料です。前年度と比較し、2,343万2,000円の減ですが、これは橋梁長寿命化

事業として実施しております橋梁点検が終了したことによるもので、委託料の減となって

おります。なお、町道管理委託料の内訳として、町道除排雪事業で7,088万8,000円、町道

草刈等事業で122万2,000円の計上としております。

14節 使用料及び賃借料は、昨年とほぼ同額でございます。

15節 工事請負費です。浜通り線の一部未舗装区間の舗装工事と新道地区のマルサ住宅

前道路の路盤改良と舗装工事を行います。さらには、本町地区の排水路補修、国保病院向

かいの大型排水路の防護柵取替やグレーチング等の蓋設置をする安全対策工事を行いま

す。

また、橋梁長寿命化事業として昨年度から行っております、戊申橋の補修工事と新規に

吉堀橋の補修工事を行います。

なお、橋梁長寿命化事業の二つの橋梁工事については、引き続き、社会資本整備総合交

付金を活用し実施していきたいと思っております。

橋梁補修工事の詳細については、資料の71から72ページをご参照していただければと思

います。

新年度において、戊申橋の補修内容については、上流側の防護柵の取り替えと断面補修

等を行う予定で、平成29年度完成予定としております。吉堀橋についてなのですが、一応

単年の工事を予定しております。

しかしながら近年、補助のつきが悪いということもありまして、戊申橋の工事を優先さ

せたいと考えがございます。その結果、吉堀橋の補修工事については、複数年になる可能

性もございますので報告しておきます。

橋梁補修の長寿命化事業についての補修工事は、平成26年度から行っておりますが、補

助の関係についても今後の国の動向を見ながら財政との調整を図りながら、実施していき

たいと考えております。



- 54 -

16節 原材料費は、昨年と同額です。

18節 備品購入費です。今回、軽トラックの荷台に登載する小型の融雪剤散布機の購入

を目論んでおります。

続きまして、2目の道路新設改良費です。こちらは、昨年度とほぼ同額のため省略いた

します。

続いて、81ページになります。

3項 河川費、1目 河川総務費です。前年対比 200万円の減額です。

11節 需用費は、春先の融雪による河川の維持修繕を行うものとして計上しております。

こちらも実績にあわせた計上としております。

次に、100ページになります。

11款 災害復旧費、1項 土木施設災害復旧費、1目 河川災害復旧費です。

こちらも昨年度と同額で計上しておりますので、省略いたしたいと思います。

歳出については、以上です。

歳入に入ってもよろしいでしょうか。

平野委員長 続けてください。

構口課長。

構口建設水道課長 21ページに戻ります。表の一番下段にあります。

12款 使用料及び手数料、1項 使用料、3目 土木費使用料、1節 道路使用料、本年

度予算額 43万7,000円。

2節 堤塘使用料、本年度予算額 6万2,000円の計上は、前年とほぼ同様です。

次に、25ページになります。表の一番上段になります。

13款 国庫支出金、2項 国庫補助金、4目 土木費補助金、2節 道路改良費交付金 4,

420万円の計上でございます。

こちら社会資本整備総合交付金の橋梁長寿命化事業でございまして、先ほど歳出のほう

で説明をいたしました戊申橋補修工事と吉堀橋補修工事の交付金となっており、それぞれ

補助率は65％となっております。

次に、30ページになります。中段の表です。

14款 道支出金、3項 道委託金、5目 土木費委託金、1節 河川費委託金、樋門・樋

管の操作委託金で53万2,000円となっております。

次に、36から37ページになります。

19款 諸収入、5項・1目・3節 雑入です。

37ページの上段のほうで、上から7段目になります。道路台帳整備費用負担金 221万4,

000円となっておりますが、こちらは歳出で説明いたしました道路台帳に登載する路線の

うち、新幹線工事の作業道だったものを町が譲り受ける形になったことから、原因者であ

る鉄道・運輸機構との協議を行い、新規路線登載に要する経費を負担していただくことと

なっております。

次に、下から2段目、雇用保険繰替金 43万6,000円のうち、非常勤職員2名の雇用保険

本人負担分 2万2,000円となっております。

土木担当については、以上です。

平野委員長 土木担当の予算についての説明を終えました。
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暫時、休憩をいたします。

休憩 午後3時29分

再開 午後3時36分

平野委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

それでは、説明が終わりましたので、質疑をお受けします。

竹田委員。

竹田委員 平野委員長から戊申橋について、議論をしてということですから若干、議論を

したいと思います。

いま課長からの説明は理解できます。ただ、あまり率直に高品質な。

平野委員長 暫時、休憩をいたします。

休憩 午後3時37分

再開 午後3時43分

平野委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

ほか。

手塚委員。

手塚委員 まず81ページの河川費の中ですけれども、前年度から見れば200万円減額とい

うことなのですけれども。定例会でもお願いをしたのですけれども、町河川の河川敷地の

雑木がかなりおがって、流域を狭めているということでお願いをしたのですけれども、町

長の答弁の中でも場所を見極めて、危険箇所については伐採を進めるというように受けた

のですけれども。これでいけば全河川的にみればかなりの予算がかかると思うのですけれ

ども、言ったあとに減額というのが何か納得できない部分があるのですけれども、その辺

の説明をお願いしたいと思います。

平野委員長 構口課長。

構口建設水道課長 災害土木費の河川費の河川総務費の減額に関わるご質問なのですが、

去年までは500万円の予算計上をしておりました。今年度300万円ということで、200万円

の減となっておりますが、去年の実績を踏まえた予算計上としております。本会議の中で

パトロール等を含めて、雑木等の伐採等を行うということで答弁しておりますので、この

300万円の中でやれるということで、ご理解を願いたいと思います。

平野委員長 手塚委員。

手塚委員 それだけでできるのであれば何もあれだったのですけれども、実績と言っても

結局変な言い方をすれば、やったような雰囲気は何も見えなかったから、結局やらなかっ

たから予算は余ったという感じに思われるのですけれども。去年500万円を付けるのであ

れば、最低でも500万円の中で事業をやるというのならまだわかるのですけれども、さら

に減らすというのが。実績はやっていないからと私は思うのですけれども、その辺をもう

一度。

平野委員長 要は300万円で十分にパトロールをして、危険箇所を改善していくというこ
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とに対して、この予算計上で十分な改善ができるのですかということです。

構口課長。

構口建設水道課長 例年、河川の雑木等の処理については、融雪の際に行っている作業で

ございます。手塚委員がおっしゃるとおり、去年の段階では河川の阻害とか部分について

は、例年に比べれば少なかったということは私も感じております。

そうは言いながらもこの予算に関しては、ある程度水物という言い方は失礼になるかも

しれないですが、融雪に伴う河川の阻害ということで、雑木等が流れてきたりとかそれに

よって立木に引っかかって災害が及ぶ危険性がある箇所が出てくるということが想定され

ます。そういった意味で融雪がことしどういうふうになるかという部分もある程度不透明

なところもございますので、こういった形で予算計上をしております。

あと補足なのですが、去年の段階でいけば台風と道路と河川ということで、災害復旧と

いうことでの予算の追加もしていただきました。そういった災害等があった場合は、そう

いったまた新規の予算の計上ができれば、そういったことで対応していきたいと思ってお

ります。

平野委員長 手塚委員。

手塚委員 もう一つ、これもこの費用の中でかどうかわかりませんけれども、小規模な排

水にも土砂等が詰まって氾濫するような条件の部分も見受けられますけれども、それらの

砂利上げ等もこの費用の中でみることになりますか。

平野委員長 構口課長。

構口建設水道課長 そういった水路等の維持管理については、道路維持費の需用費または

機械借上等で対応をしております。

平野委員長 因みに実績から追ってと言いましたけれども、まだ28年の決算はもちろん出

ていませんから、その前の年を見てみると平成27年は500万円をフルに使っているのです。

499万5,000円。平成28年については、先ほどもおっしゃったように、災害があってその災

害費も活用をきっとした中で、河川復旧に予算を使えたのではないかと。それをプラスア

ルファした場合に、はたしてこの500万円のうちいくらになったのかという。要は実績と

言いましても平成28年が終わっていない、途中の段階での判断ですよね。それがはたして

実績に沿った予算計上と言えるのかどうかという思いなのです。ますます河川の復旧に力

を入れると言ったことに対しての反映がされていないなと感じるわけです。だから、いま

言う実績に伴ってということは、いま出ている実績は平成27年なのでこの言葉には適さな

いなと思うのですけれども。

暫時、休憩をいたします。

休憩 午後3時49分

再開 午後4時03分

平野委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

構口課長。

構口建設水道課長 河川総務費の本年度予算300万円の計上なのですが、パトロール費等

としてこの予算の範囲内で執行できない場合は、補正等の対応でしていきたいと思います。
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平野委員長 ほか。

相澤委員。

相澤委員 前年度の予算の中に、土木総務費のところです。いさりび鉄道の既設踏切委託

料というのがあったのですが、大した大きい金額ではないのですけれども、これはどこに

いったのかなと思いまして。

平野委員長 構口課長。

構口建設水道課長 前年度の予算のいさりび鉄道に係る金額6万5,000円だったかと思うの

ですが、この部分に関しては以前、江差線の時は町とＪＲのほうで協定を結び、この既設

踏切の枕木の設置・撤去等を町のほうで行っておりました。このたびいさりび鉄道になっ

たことによって、いさりび鉄道のほうといたしましては、いさりび鉄道が既設踏切の設置

について、使用しているかたと協議をして執り行うということで聞いております。

ただ、いさりび鉄道としましては、耕作者だけの利用をさせるということで、不特定多

数の利用をさせないというところの考え方があるみたいでございます。そういった観点か

ら今年度からは、これに係る経費は町のほうで発生しないということで、今回取り下げて

おります。

平野委員長 相澤委員。

相澤委員 要するに、その分はいさりび鉄道のほうで必要であれば持つと。差し支えなけ

ればどの辺りなのですか。差し支えがあればあれですけれども。

平野委員長 構口課長。

構口建設水道課長 場所的には、蛇内です。その部分の場所になります。

平野委員長 ほか。

相澤委員。

相澤委員 それで、先日の町道認定の時に除雪していた分がそのかたの分になるのですか。

そこに入る分になるのですか、反対側から入るようになっていましたけれども。

平野委員長 構口課長。

構口建設水道課長 いまおっしゃっている場所は、違う箇所になるかと思われます。

平野委員長 ほか。

鈴木委員。

鈴木委員 80ページの14節 使用料及び賃借料で、先ほど課長からの説明でほぼ同年どお

りですがとありました雪捨て場なのですけれども、ちょっと少額だったのですけれども、

昨年から1万9,000円下がってますよね。その中で、その都度その都度、毎年どのようにい

わゆる借り上げ料を決めているのかというところを確認したいのですけれども。再確認で

すみません。

平野委員長 暫時、休憩をいたします。

休憩 午後4時07分

再開 午後4時09分

平野委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

構口課長。
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構口建設水道課長 雪捨て場に対するご質問なのですが、場所は3箇所ございまして、1箇

所については以前、大平地区で契約をしていたものが今回、クリーンセンターのところに

何年か前から変更をしております。その結果、予算を整理したものが今回反映しまして、

それを整理したことで予算のほうが減っております。

契約の仕方に関しては、単価等については、以前のやり方と変わっておりません。面積

の変わったことによる変更ということでございます。

平野委員長 鈴木委員。

鈴木委員 一応、2012年はまだ4箇所あったのですよね。昨年の予算委員会の時に、雪捨

て場も確か同じく3箇所でたぶん答弁をいただいているはずなのですけれども、それも含

めてもう一度お願いをしていいですか。場所は変わっていないですよね。

平野委員長 暫時、休憩をいたします。

休憩 午後4時10分

再開 午後4時13分

平野委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

ほか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

平野委員長 ないようですので、以上をもちまして、建設水道課土木担当の予算審査を終

えたいと思います。

次の建築担当の予算審査に入る前に、暫時、休憩をいたします。

休憩 午後4時14分

再開 午後4時18分

平野委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

皆さんに時間延長についてお諮りしますが、本日提案されております議事が全て終わる

まで、時間を延長したいと思いますが、ご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

平野委員長 異議なしとものと認め、時間延長をおそらくするであろうことを決します。

それでは続きまして、建設水道課建築担当の予算審査に入りたいと思います。説明を求

めます。

構口課長。

構口建設水道課長 それでは、建築の担当の歳出からご説明いたしたいと思います。

予算書、83ページになります。あわせて、資料番号2の73から74ページになります。

8款 土木費、5項 住宅費、1目 住宅管理費、本年度予算 4,277万3,000円の計上で、

前年度対比 725万3,000円の増額は工事請負費の増となっております。主な内容としては、

公営住宅の維持管理に要する経費となっております。

9節 旅費、12節 役務費は前年並み、11節 需用費で113万2,000円の減額、13節 委

託料で新規に公営住宅長寿命化計画作成業務委託料を計上しております。
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15節 工事請負費については、資料番号2の73から74ページに説明資料がございますの

で、ご参照ください。

続きまして、2目 道営住宅管理費でございます。本年度予算 172万7,000円の計上で、

前年度比 91万5,000円の減額で、新年度においては備品購入がないことによる減額でご

ざいます。

11節 需用費 70万6,000円は、消耗品と光熱費になっております。

13節 委託料 102万1,000円は、消防設備とエレベータの点検委託料です。

84ページになります。

3目 公営住宅建設費、13節 委託料で、今年度からはじまります港団地建替事業のた

めの基本設計を計上するものでございまして、現在の計画といたしましては平成30年度か

ら3年間で、平屋建て40戸を24戸にする予定で考えております。

続いて、歳入に入ります。

21ページから22ページになります。

12款 使用料及び手数料、1項 使用料、3目 土木費使用料です。

22ページになりまして、表の上段のほうになります。

3節 住宅使用料現年度分 4,329万4,000円の計上で、前年度対比としては354万7,000

円の減額となっております。要因といたしましては、平成27年度末と比較しますと、平成

28年1月末現在で13戸減っていることによるものでございます。

4節 住宅使用料（滞納分） 70万7,000円は、前年度と比較し5万7,000円の減としてお

ります。

5節 駐車場使用料 122万6,000円は、前年と同額です。

一番下の表になります。

2項 手数料、1目・1節 総務手数料の一番下で、住宅料督促手数料 3万6,000円は前

年と同額でございます。

25ページです。上段の表になります。

13款 国庫支出金、2項 国庫補助金、4目 土木費補助金、3節 住宅費交付金 1,725

万円は社会資本整備総合交付金で、北海道第5期地域住宅交付金では歳出で説明しており

ます港団地の建て替えに伴う公営住宅の長寿命化計画の見直しに要する委託料でございま

す。それぞれ事業費の2分の1が補助となっております。

30ページになります。中段の表です。

14款 道支出金、3項 道委託金、5目 土木費委託金、3節 住宅費委託金、前年度と

ほぼ同じとなっております。

下段の表になります。

15款 財産収入、1項 財産運用収入、1目 財産貸付収入、2節 町民住宅貸付収入 6

0万8,000円の予算計上で、前年度対比としては16万3,000円の減となっております。

36から37ページになります。

19款 諸収入、5項 雑入、1目・3節 雑入、37ページになりまして上から6段目の公営

住宅共同電気料 102万7,000円は、各公営住宅の電気料となっております。

以上でございます。

平野委員長 説明が終わりましたので、質疑をお受けします。
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竹田委員。

竹田委員 まず予算書83ページの公営住宅の長寿命化計画の作成業務委託、これで400万

円の計上をしていますよね。それで、町長の執行方針の中の公営住宅の個別施設計画の策

定があるけれども、これと長寿命化計画との関わりはどうなのかなという部分が。ここが

一般質問をする時点でも、これは違うものだというふうに私は捉えていたのですよね。で

すから、個別施設計画というのをどう取り組むのだという部分が予算には計上にはなって

いないけれども、どう取り組むのだという部分について、お知らせ願いたいなというふう

に思っています。

平野委員長 構口課長。

構口建設水道課長 竹田委員のご質問の公営住宅の長寿命化に伴う関連につきましては、

個別施設計画と同様な計画となるということで、国のほうからもそれは認められておりま

す。そういった意味でこの個別施設計画というのは、各住宅に対して今後どういう補修・

更新をしていくのだということが中身でございます。同じく長寿命化計画というのは、こ

れは社会資本整備事業ということの補助金の交付金事業でやっております観点で名前が違

うだけであって、内容としてはほぼ同じようなことになりますので、長寿命化計画イコー

ル個別施設計画ということで、私はどもは考えております。

平野委員長 竹田委員。

竹田委員 そうすれば二本立てではなくて、一本で長寿命化計画の中で個別施設計画とい

うのも策定をするのだということ。それは、今年度から新たにやるということなのだ。い

ままで例えば長寿命化計画については、過去に何年か経過しているわけだ。その見直しも

含めた部分のあれなのだと。私達は、やはりこの言葉を聞けば別ものだというふうに思っ

て、そういう認識をしていたのです。そういう説明をしてくれないから。そして、予算書

と照らし合わせれば個別計画の策定の部分というのは何も出てこないですし、どうなのだ

ろうというふうに思っていたものですから、その辺。そして、公営住宅の個別施設計画と

いうのは、具体的にどういうことをするのですか。

平野委員長 構口課長。

構口建設水道課長 個別施設計画イコール長寿命化計画ということで、私も認識をしてお

ります。これについては、公住もこれをやっておりまして、橋梁についても長寿命化とい

う事業で進めております。そういった意味で、交付金事業と個別施設計画というのは、起

債事業のほうで行うことということで、名称は違うのですが長寿命化計画ということイコ

ール個別施設計画になるということになります。

それで、個別施設計画を今後どうするかということについてなのですが、以前の常任委

員会でもご説明を申し上げましたが、それぞれの施設。例えば、公住と道路、橋梁、建物

でいけば教育委員会等のそういったハコモノというものをそれぞれ施設別に取りまとめた

段階で、その施設を今後総体的にどうしていくのかということを決めることが個別施設計

画としております。その中に当然、長寿命化計画という計画を一緒にできますので、この

部分の長寿命化計画を使いながら、個別施設計画というものと同様に計画は立てていくと。

とりわけ個別施設計画を別に作るということではなくて、長寿命化計画イコール個別施設

計画ということで、ご理解を願いたいと思います。

平野委員長 竹田委員。



- 61 -

竹田委員 大変、公営住宅にとっては大事な。個別というから個々のことなのか、団地ご

とによってのこういう一つの施設計画を立てるということだと思うのですよね。それであ

れば、この計画が長寿命化を含めた部分の計画が策定をされて、それからやはり港団地の

基本設計に入るべきだろうというふうに思うのだけれども、予算を取れば同時進行ですよ

ね。何も個別施設計画が活かされないで、港団地は港団地で基本設計を発注するというこ

となのか、その辺。

平野委員長 小池技師。

小池技師 公営住宅の長寿命化計画においては、各団地の再生計画がまず第一に立てられ

ます。その中で、5年前に1回目の計画を立てたのですが、そのあとに道営住宅等ができた

り、そのあと人口の急激な減少等がありまして、いま空き家がかなり多くなっております。

そういうのを踏まえて、新たな計画の見直しを進めます。その中で、港団地については

計画の中で、当初からいま48戸あるうち8戸の2階建てについてはそのままで、あとの残り

の40戸については建て替えだということが決まっておりまして、それについては大幅に今

回の長寿命化計画においても変える必要はないのかなと思っております。

それで、大幅に変えるとしたらこのあとに行われます中野団地の建て替えについてどう

するか検討をしまして、それと既存の団地がかなり古くなっております。大平団地につい

ても、もう25年ぐらい経っていますので、そういう団地についても内部の設備だとかの改

修。公営住宅を今後全体で50年だから、これからまだ30年・40年は保たせなければならな

いということで、そうすると外壁だとか屋上は改修していますけれども、中のほうの改修、

設備の改修だとかそういうものの計画も新たに作らなければならないのかなというのを重

点的に今回の長寿命化計画では進めたいと思います。それから、港団地については既存の

とおり進めていきたいと思っております。

平野委員長 ですから、港団地をまず振興計画に則ってことし進みますよという話は理解

しているのです。ただ、先日の常任委員会の中でも公共施設等総合振興管理計画を作って

いく。何でかと言ったら今後、大幅な費用がかかっていくので全てを見直さなければない

という話でしたよね。だから、そのことを踏まえてこれから押さえていかなければならな

いのに、振興計画に載っているからと言って港団地は造るのだという根拠と言いますかそ

この説明がほしいということですよね、竹田委員については。ましてや、いま載っている

公営住宅の長寿命化計画をこれから作る。本来であれば順番からいったら、計画を作って

新規に立てるのが順番じゃないかと思うわけですよね。その辺の見解ですよね。

平野委員長 構口課長。

構口建設水道課長 港団地の建て替えに伴う基本計画と個別施設計画をどうリンクさせる

かというご質問にもなるかと思いますが、私どもの考え方としては人口減少等と道営住宅

が建ったという外郭的な変更要素はあったと思いますが、港団地については基本計画とし

て48棟24戸ということで、これを基本ベースとして考えます。これを踏まえた中で、個別

施設計画に反映すると。そういった中で、先ほど小池技師のほうで申したところで、住宅

の戸数等の整理は中野団地とかの建て替えの戸数とかで調整という言い方になるかどうか

わからないのですが、そういったことで計画のほうを立てていきたいと考えております。

平野委員長 竹田委員。

竹田委員 いま平野委員長が言っているように、それであれば長寿命化計画、これは大事
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な計画だと思うのです。この中で、個別の施設をどうするという部分の議論をこれをいま

やろうとしているのに、何で24戸に減らすからそれでいいのだと。私が言っているのは、

個別の施設計画はどういう。例えば、いさりび団地のワンルームがあるそういうサ高住み

たいな住宅等についてどう検討をしたとか、人口減少これあり、高齢化これあり等々も含

めれば、どういう住宅。平屋でいまの町民の需要からすれば、24戸で間に合うよというそ

の戸数は理解する。だけれども、どういう住宅にすべきかという部分の議論は先行だろう

と思うのですよ。オール電化にするのかどうなのかという部分も含めて、それを検討した

上で港団地の基本設計に至るというのであれば、「ああ、そうか」と。福祉の町らしい公

営住宅ができるねと喜べるのだけれども、そこなのですよ。だから、そこを例えばここに

謳っている個別施設計画というのは、そのことでしょう。そして、延命化する長寿命化計

画と合いまった計画を作ろうじゃないかと。大変良いことだと。それをいまやろうとして

いるのに、なぜ先行して港団地の基本設計だけをボンと発注をしなければならないのです

か。戸数だけの整理でいいのか。

平野委員長 構口課長。

構口建設水道課長 竹田委員がおっしゃるように、個別施設計画ができた中で港団地の基

本計画を行うということなのですが、いま同年度でのことで動く予定で考えております。

個別施設計画のある程度素案というできた中で、その計画を基に港団地の戸数のほうは

どうなるかいまわからないのですが、いまの計画では24戸の計画でいくと思っております

が、最低限同時進行という形で個別施設計画も反映した形で、港団地の基本計画も立てて

いきたいと思います。

平野委員長 暫時、休憩をいたします。

休憩 午後4時40分

再開 午後4時47分

平野委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

ただいま休憩の中でも話されましたが、今回の予算においては港団地の建て替えの基本

設計業務委託が組み込まれておりますが、町として港団地の位置付けと言いますか施設が

どのような建物にするというか現状の考えがあれば、お聞かせいただきたいと思います。

構口課長。

構口建設水道課長 港団地につきましては現在、24戸という基本計画を立てておりますが、

個別施設計画はいまの段階では素案という形ではございますが、まずはこちらのほうの計

画を整理をした中で、まだ素案段階のものではございますが、可能な限り港団地の建て替

え計画にもこの個別施設計画を反映していきたいと思います。

平野委員長 具体的な中身については、現状はまだ町としての思いは特にない。

構口課長。

構口建設水道課長 具体的な内容については、基本計画というものもこれからでございま

すので、そういった部分は現段階ではこの場ではなかなか答えることができないのですが、

そういった計画ができた中で何らかの形で、また委員の皆様にお示しをできればとは考え

ます。
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平野委員長 竹田委員。

竹田委員 町長、港団地の建て替え。これは、やはり港団地の住民からすれば早く建て替

えをしてほしいというそういう声は出ています。だけれども、せっかく新たに何年ぶりか

で公営住宅の建て替えをするこれにあたって、やはり町長のテコ入れというか思いを住宅

に反映してほしいと。そのことについて、町長。

平野委員長 町長。

大森町長 竹田委員のお尋ねは最もだと思います。新しい住宅を造るわけですから、そこ

には木古内らしさをふんだんに盛り込む必要があると思います。この個別計画に入れる入

れないは別としまして、いま計画どおりこの事業を進めるわけですので、委員の思いを十

分反映するそのような計画を作っていきたいと思っております。

平野委員長 ほか。

竹田委員。

竹田委員 それであれば、ぜひこの木造、スギ材を含めたそういう部分の公営住宅につい

て、配慮していただきたいということを申し添えて終わります。

平野委員長 ほか。

相澤委員。

相澤委員 83ページの住宅管理費の委託料の中で確認なのですけれども、浄化槽維持管理

委託料というのが消えているのですけれども、大平団地が全部終わったからこれがなくな

ったということで理解していいのでしょうか。その辺だけ確認をしたいのですけれども。

平野委員長 小池技師。

小池技師 委員のおっしゃるとおり、大平団地の浄化槽がなくなったということです。

平野委員長 ほか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

平野委員長 ないようですので、以上をもちまして、建設水道課所管の一般会計に関わる

予算審査を終えたいと思います。

引き続きまして、水道事業会計の予算審査に入りたいと思います。

暫時、休憩をいたします。

休憩 午後4時52分

再開 午後4時55分

平野委員長 それでは、休憩を解き、会議を再開いたします。

上水水道事業会計について、予算の審査を行います。説明を求めます。

構口課長。

構口建設水道課長 それでは、水道事業会計について、まず収益的支出よりご説明いたし

たいと思います。

予算書は、水道の20ページになります。

1款 水道事業費用、1項 営業費用、1目 原水及び浄水費です。

本年度予算 1,871万6,000円、前年度対比 5万3,000円の減額となっております。

予算の主なものとしては、浄水場の維持管理等に要する経費となっておりますが、通信
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運搬費で新規に計装設備専用通信料 55万1,000円を計上しており、修繕費で56万8,000円

の減額としております。

21ページになります。

2目 配水及び給水費、本年度予算 1,615万1,000円、前年度対比 236万8,000円の減

額となっております。

これに関する主なものは、技術担当職員2名の人件費及び漏水調査委託料、配水管等の

維持管理経費の経費となっております。

人件費等において43万8,000円の増額、委託料が263万3,000円の減額となっております

が、光熱水費から材料費まででほぼ前年並みとなっております。

22ページになります。

3目 受託工事費、本年度予算 67万円、前年度対比 59万4,000円の減額となっており

ますが、新年度においては中学校前の消火栓の移設工事と防火水槽バルブの取替工事を行

います。

22ページから23ページの4目 総係費になります。

本年度予算 2,936万8,000円、前年度対比 71万5,000円の減額となっております。

これに関する主なものは、担当職員3名分の人件費で、人事異動により減額となってお

ります。ほかの節の予定額につきましては、昨年とほぼ同額となっております。

下段の表になります。

5目 減価償却費、節 固定資産減価償却費、本年度予算 6,121万7,000円、前年度対

比 334万4,000円の増額です。

24ページになります。

本年度予算 834万8,000円、前年度対比 107万5,000円の減額です。

7節 その他営業費用、節 雑支出は、科目出しとなっております。

次に、25ページです。

2項 営業外費用、1目 支払利息です。

本年度予算 1,177万5,000円、前年度対比 115万9,000円の減額です。

節 企業債利息 1,162万3,000円は、財政融資資金・地方公共団体金融機構の償還利息

となっております。

節の借入利息 15万2,000円は、前年度並みです。

次に、長期前払消費税勘定償却です。

本年度予算 93万8,000円、前年度対比 41万9,000円の増額です。

3目 雑支出は、科目出しとなっております。

26ページになります。

4目 消費税、本年度予算 810万円、前年度比 13万3,000円の増額となっております。

次に、収益的収入に入ります。

17ページをお開き願います。

1款 水道事業収益、1項 営業収益、1目 給水収益、本年度予算 1億2,144万6,000円、

前年度対比 170万8,000円の減額予算となっております。件数としては、2,289件を計上

しております。

2目 受託工事収益、本年度予算 67万円、前年度対比 59万4,000円の減額です。
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これについては、先に収益的支出受託工事で説明いたしました、中学校前の消火栓移設

工事と防火水槽バルブ取替工事によるものです。

18ページになります。

その他の営業収益、本年度予算 60万円、前年度対比 7,000円の減です。

2項 営業外収益、1目 受取利息及び配当金 本年度予算 4,000円について、前年度

対比 6,000円の減となっております。

2目・節 他会計負担金、本年度予算 1,848万5,000円、前年度対比 76万2,000円の増

で、一般会計からの負担金となります。

19ページに移ります。

3目・節 長期前受金戻入、本年度予算 1,971万5,000円、前年度対比 484万7,000円

の増で、これは会計制度の改正に伴って平成26年度より設けた科目となっております。

以上で、収益的収入及び支出の説明を終わります。

平野委員長 資本勘定のほうも進めてください。

構口課長。

構口建設水道課長 次に、資本的収入及び支出に入らせていただきます。

30ページになります。あわせて、資料番号2の予算説明資料75から78ページをご参照く

ださい。

資本的支出については、資料の76ページのほうにも記載しておりますが、下段の表の支

出合計にあります、前年度対比 3,674万7,000円の増額となっております。

予算書に戻ります。30ページです。

1款 資本的支出、1項 建設改良費、1目 営業設備費です。

本年度予算 1,354万9,000円、前年度対比 719万4,000円の増額は、水道メーターの交

換工事実施によるもので、今年度においては地域は札苅地区を主としております。

次に、2目 配水管改良費です。

本年度予算 1,600万円、前年度対比 1,150万円の増額は、戊申橋の添加管更新の工事

を計上しております。

次に、3目 配水管移設費です。

本年度予算 300万円に対して、前年度対比 2,260万円の減額です。

工事請負費について、函館江差自動車道の建設に伴う水道管移設工事を今年度は行いま

す。

31ページです。

4目 施設改良費、本年度予算 4,430万円、前年度対比 3,980万円の増額です。

工事請負費にて、木古内浄水場計装設備の改良工事と、委託料にて水源探査等の調査、

揚水試験等の調査を行うものです。

32ページになります。

2項・1目 企業債償還金、節 元金償還金、本年度予算 4,100万2,000円、前年度対比

85万3,000円の増額となっております。

次に、資本的収入に入ります。

29ページに戻ります。

資本的収入ですが、資料のほうの76ページの上段の表にあります収入合計が、本年度予
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算 6,330万円に対して、前年度対比 3,240万円の増額となっております。

予算書に戻ります。29ページです。

1項・1目・節 企業債、本年度予算 6,230万円、前年度対比 4,380万円の増額は、説

明欄に記載しております、五つの事業によるものです。

2項・1目・節 工事負担金、本年度予算 100万円、前年度対比 1,140万円の減額です。

函館江差自動車道建設に伴う水道管移設工事の負担金が100万円となっているものです。

最後に、4ページをお開き願います。

こちらで、資本的収入及び支出ということで、収入合計 6,330万円が下の支出合計 1

億1,790万1,000円に対して、これに対して不足する額が5,460万1,000円となりますが、こ

れについては過年度分損益勘定留保資金で補填するということになります。

水道会計については以上です。ご審議のほど、よろしくお願いします。

平野委員長 資本勘定も含めて、水道事業会計の予算説明をいただきました。

各委員の質疑をお受けします。

竹田委員。

竹田委員 課長、1点だけ。戊申橋の添架の関係ですけれども、行政の交付金事業の中で

橋の改良をする。個人負担金というふうにならなかったのですか。その辺について。

平野委員長 構口課長。

構口建設水道課長 土木のほうで戊申橋の補修工事を行うということで説明をさせていた

だきましたが、いまご質問にあった水道管の補修について負担金で考えなかったというお

話なのですが、実際問題、道路の工事の内容として吊り足場等を付けて、今回水道管が上

流側にあります。そういった意味も込めて、負担金工事ではなくあくまでも別の工事、道

路は道路、水道事業ということで単純な考えで今回整理をしました。

平野委員長 竹田委員。

竹田委員 なぜ交付金事業でやっていて、なぜ例えばそういうふうにならないかという部

分を答えてもらえれば。

平野委員長 構口課長。

構口建設水道課長 道路のほうは交付金事業で行うということで、その中で水道事業は水

道単費と言えばいいですか。そちらのほうのお金でやりますので、そういったことになり

ますと交付金事業での費用の按分とか補助金の按分とか言い訳にはなるかもしれません

が、事務的な煩雑さも出てきます。あと、工事に関しては同時進行で行うことができます

ので、特段負担金ということで行う必要性はないということで、今回別々に計上しておる

ところでございます。

平野委員長 ほか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

平野委員長 ないようですので、以上で水道事業会計の予算審査を終えます。

続きまして、下水道事業特別会計の予算審査に進みたいと思います。説明を求めます。

構口課長。

構口建設水道課長 それでは、下水道事業会計についてご説明いたします。

5ページをお開き願います。

平成29年度予算の歳入歳出の予算総額をそれぞれ記入しておりまして、2億1,079万7,00
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0円となっておりまして、前年対比 482万6,000円の増額予算となっております。

主な増額した要因としましては、公債費の増額によるものです。

それでは、歳出より説明いたします。13ページから14ページになります。

1款 総務費、1項 総務管理費、1目 一般管理費です。

本年度予算 1,418万8,000円、前年度対比 233万4,000円の減額となっております。

1節 報酬については、全体計画の見直し内容について、下水道事業債の評価委員会を

開催するものでございます。

2節 給料から4節 共済費については、職員1名と再任用職員1名分となっております。

19節 負担金補助及び交付金については、昨年とほぼ同額です。

27節 公課費については、今年度より簡易課税方式を採用したことにより消費税納付金

が減額となることによるものです。

14ページになります。

2目 クリーンセンター費です。

本年度予算 3,675万5,000円、前年度対比の比較は10万3,000円の減額となっておりま

す。

予算内容につきましては、クリーンセンターの維持管理に要する経費でございます。

11節 需用費から14節 使用料及び賃借料までは、昨年とほぼ同額となっております。

15ページです。

2款 施設費、1項・1目 施設整備費、本年度予算 6,390万7,000円、前年度対比 151

万8,000円の増額となっております。これは、年度事業費を前年度 5,800万円から6,000

万円にしたことによるものです。

9節、11節は前年並み、今年度は汚水管渠整備費としまして、15節 工事請負費で4,600

万円、13節 委託料で、来年度以降の工事の詳細設計業務を行う委託料として1,500万円、

管渠工事に伴う家屋調査委託として120万円を見込んでおります。

事業予定については、資料番号2の予算説明資料79から80ページに記載しておりますの

でご参照ください。

16ページになります。

3款・1項 公債費、1目 元金、本年度予算 7,735万8,000円、前年度対比 717万7,00

0円の増額で、長期債元金償還金となっております。

2目 利子です。

本年度予算 1,853万9,000円、前年度対比 143万2,000円の減額で、長期債利子償還金

1,833万9,000円と一時借入金利子が20万円となっております。

17ページです。

4款 諸支出金、1項 還付金、1目 過誤納還付金については、前年度と同額です。

続いて、歳入になります。9ページに戻ります。

1款 分担金及び負担金、1項 負担金、1目 受益者負担金、本年度予算 477万8,000

円、前年度対比 156万3,000円の減額で、内訳といたしましては1節の現年度分で458万8,

000円、2節 滞納繰越分で19万円となっております。

2款 使用料及び手数料、1項 使用料、1目 下水道使用料、本年度予算額 2,967万円

に対しまして、前年度対比 44万9,000円の増額となっております。
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1節の現年度分で2,966万9,000円、これについては前年度の実績及び平成29年度の新規

の接続見込戸数をもとに積算しております。

2項の手数料は、前年度と同額になります。

10ページになります。

二つ目の表ですが、3款 国庫支出金、1項 国庫補助金、本年度予算 3,000万円につ

いては、前年度より100万円の増となっております。

4款 繰入金、1目 他会計繰入金、1節 一般会計繰入金、本年度予算 9,205万6,000

円、前年度対比 14万3,000円の増額です。

5款・1項・1節 繰越金は、前年度と同額です。

11ページです。

6款 諸収入、1項 延滞金加算金及び過料、1目・1節 延滞金は、前年度と同じです。

2項 雑入で1万2,000円は、雇用保険繰替金を計上しております。

7款・1項 町債、1目・1節 下水道事業債、本年度予算 5,420万円に対しまして、前

年度対比 480万円の増額となっております。

歳出の中で公債費の増額に伴い、下水道事業資本費平準化債の借入可能額が増額になっ

たことによるもので、及び年度の事業費を上げたことによるものでございます。

下水道会計については、以上です。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

平野委員長 説明が終わりましたので、質疑をお受けいたします。

（「なし」と呼ぶ声あり）

平野委員長 ないようですので、以上をもちまして下水道事業特別会計の予算審査を終え

たいと思います。

以上で、建設水道課所管の全ての平成29年度の予算審査を終えます。大変、長時間にわ

たりお疲れ様でした。

暫時、休憩をいたします。

休憩 午後5時14分

再開 午後5時15分

平野委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

本日の予算審査、病院事業からはじまりまして建設水道課まで全ての審査を終えました。

本日も町長が全ての時間帯で出席をしておりましたので、その中でも大きな議論もなか

ったように感じましたので、きょうも町長総括質疑に載せるような案件はなかったと判断

しますが、よろしいでしょうか。

（「はい」と呼ぶ声あり）

平野委員長 本日の審議は全て終了いたしましたので、本日はこれで散会いたします。

大変、長時間にわたりお疲れ様でした。

あすも同じく午前9時30分から開会いたします。ご苦労様でした。
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説明員 大森町長、大野副町長、若山総務課長、小澤病院事業管理者

平野病院事業事務局長、岡山総看護師長、西山（敬）主査、尾坂（恵）主査

東主査、石川主事、木村農業委員会事務局長、木元嘱託員、木村産業経済課長

羽澤（真）主査、村上主事、武部主事、福井（弘）主査、吉田（匠）主事

福井（太）主査、構口建設水道課長、村上主査、片桐主査、岩本主査

木本（邦）主査、小田島主査、小池技師

傍聴者 なし

報 道 なし

予算審査等特別委員会

委員長 平 野 武 志


