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各 位

会議録の作成にあたっては、誤りのないように留意しておりますが、万が一、誤字、

脱字等がありましたら深くお詫びいたします。

なお、重要と思われる誤りがありましたら、事務局までご一報いただきますよう、よ

ろしくお願い申し上げます。

木古内町議会議長 又 地 信 也
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病院事業管理者 小 澤 正 則
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第１号 平成３０年９月１４日（金） 午前１０時００分開議

日程

議 件 番 号 議 件 名

番号

１ 会議録署名議員の指名

２ 議会運営委員会報告
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日程

議 件 番 号 議 件 名

番号

20 認定 第１号 平成２９年度木古内町一般会計決算認定について

21 認定 第２号 平成２９年度木古内町国民健康保険特別会計決算認定について
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23 認定 第４号 平成２９年度木古内町国民健康保険病院事業会計決算認定について
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平成３０年第３回定例会　提出案件及び議決結果表

議件番号 議　　　件　　　名 議決月日 議決結果

議案第1号
平成３０年度木古内町一般会計補正予算（第
５号）

30. 9. 14 原案可決

議案第2号
平成３０年度木古内町国民健康保険特別会計
補正予算（第１号）

30. 9. 14 原案可決

議案第3号
平成３０年度木古内町後期高齢者医療特別会
計補正予算（第１号）

30. 9. 14 原案可決

議案第4号
平成３０年度木古内町介護保険事業特別会計
補正予算（第１号）

30. 9. 14 原案可決

議案第5号
平成３０年度木古内町下水道事業特別会計補
正予算（第１号）

30. 9. 14 原案可決

議案第6号
木古内町多目的活性化施設設置条例制定につ
いて

30. 9. 14 原案可決

議案第7号
平成３０年度木古内町一般会計補正予算（第
６号）

30. 9. 21 原案可決

同意案第1号 木古内町教育委員会委員の任命について 30. 9. 14 原案同意

同意案第2号
木古内町固定資産評価審査委員会委員の選任
について

30. 9. 14 原案同意

同意案第3号 被表彰者の決定について 30. 9. 14 原案同意

同意案第4号 被表彰者の決定について 30. 9. 14 原案同意

報告第1号 健全化判断比率及び資金不足比率について 30. 9. 14 報告済み

報告第2号
平成２９年度木古内町一般会計継続費の精算
報告について

30. 9. 14 報告済み



認定第1号
平成２９年度木古内町一般会計決算認定につ
いて

認定第2号
平成２９年度木古内町国民健康保険特別会計
決算認定について

認定第3号
平成２９年度木古内町後期高齢者医療特別会
計決算認定について

認定第4号
平成２９年度木古内町国民健康保険病院事業
会計決算認定について

認定第5号
平成２９年度木古内町水道事業会計決算認定
について

認定第6号
平成２９年度木古内町介護老人保健施設事業
会計決算認定について

認定第7号
平成２９年度木古内町介護保険事業特別会計
決算認定について

認定第8号
平成２９年度木古内町介護サービス事業特別
会計決算認定について

認定第9号
平成２９年度木古内町下水道事業特別会計決
算認定について

発議案第1号 議会閉会中の所管事務調査について 30. 9. 21 原案承認

意見書案第1号
道教委「これからの高校づくりに関する指
針」を抜本的に見直しすべての子どもにゆた
かな学びを保障する高校教育を求める意見書

30. 9. 21 原案可決

意見書案第2号
林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の
充実・強化を求める意見書

30. 9. 21 原案可決

意見書案第3号
障害児者の生きる基盤となる「暮らしの場」
の早急な整備を求める意見書

30. 9. 21 原案可決

議会閉会中の正・副議長及び議員の出張・派
遣承認について

30. 9. 21 承認

 30. 9. 14
 平成29年度木古内町
 決算審査特別委員会

 に付託

 30. 9. 21
 平成29年度木古内町
 決算審査特別委員会

 の報告通り認定
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（ 午前１０時００分 開会 ）

開 会 ・ 開 議 の 宣 告

○議長（又地信也君） ただいまから、平成30年第3回木古内町議会定例会を開会いたします。

ただいまの出席議員は10名でございます。

よって、地方自治法第113条の規定による議員定足数に達するので、会議は成立いたしま

した。

ただちに本日の会議を開きます。

本日の議事日程及び説明員は、別紙配付のとおりでありますが、町長より説明員について

発言を求められておりますので、これを許します。

町長。

○町長（大森伊佐緒君） 皆様、おはようございます。

お許しをいただきましたので、大野副町長の本定例会の欠席について、ご報告を申し上げ

ます。

副町長、大野 泰は現在、函館市立病院に入院を行っておりますことから、本定例会の全

日程を欠席させていただきますので、ご理解を賜りますようお願いを申し上げます。

このため本定例会では、私より説明をさせていただきますので、よろしくお願いを申し上

げます。

なお、大野副町長の病状につきましては、9月12日午後4時過ぎに胸の痛みを訴え、直ちに

木古内町国保病院の診察を受けましたところ、心臓疾患の疑いがあることから、函館市立病

院に転院し、処置を行ったとの報告を受けております。

手元に診断書がまだ届いていないため、詳細には把握できておりませんが、2週間から3週

間程度の入院治療が必要とこのように見込まれているところでございます。

また、森井代表監査委員につきましても体調不良のため、本定例会の全日程につきまして、

欠席をさせていただきますので、ご理解を賜りますようお願いを申し上げます。

以上、報告とお願いを終わります。どうぞよろしくお願いを申し上げます。

会 議 録 署 名 議 員 の 指 名

○議長（又地信也君） 町長から報告がありました。大野副町長と森井代表監査委員の早期

全快と退院をお祈りいたします。

日程第1 会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第118条の規定により議長から指名いたします。

4番 竹田 努君、5番 相澤 巧君。以上、2名を指名いたします。
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議 会 運 営 委 員 会 報 告

○議長（又地信也君） 日程第2 議会運営委員会報告。

平成30年6月19日に開かれました、平成30年第2回木古内町議会定例会において調査の申し

出がありました、議会運営に関する件についての報告を求めます。

議会運営委員会 委員長 2番 新井田昭男君。

○2番（新井田昭男君） 2番 新井田昭男です。

平成30年9月14日 木古内町議会 議長 又地信也様。木古内町議会議会運営委員会委員

長 新井田昭男。

議会運営委員会報告書。

平成30年第3回木古内町議会定例会開催にあたり、本委員会に付託された議会運営に関す

る件について、会議規則第41条第1項の規定により報告いたします。

記 1.会議開催状況。

会議開催状況につきましては、9月12日に開催し、欠席委員はおりませんでした。

2.平成30年第3回木古内町議会定例会における議会運営について。

(1)今定例会の会期については、9月14日から9月21日までの8日間としたい。

14日は本会議を開催し、行政報告及び教育行政報告、一般質問、補正予算等の議案審議、

平成29年度各会計決算認定の上程を行う。

9月15日から17日は休会日とする。（実質5日間）

(2)議事日程については、別紙配付のとおりである。

議事日程番号10から11までは一括議題とする。

なお、重要な案件については議会運営委員会を開催することとし、議事日程の追加や変更

は議長に一任する。

(3)付議案件は、議案6件、同意案4件、報告2件、認定9件、発議案1件、意見書案3件であ

る。

(4)一般質問者は3名であり、通告順により質問者ごとに行うこととする。以上でございま

す。

○議長（又地信也君） ただいまの議会運営委員会委員長の報告に対する質疑を許します。

質疑ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 質疑がないようですので、報告を終了いたします。

会 期 の 決 定

○議長（又地信也君） 日程第3 会期の決定を議題といたします。

本定例会の会期につきましては、ただいま議会運営委員会委員長より報告のとおり、本日

から9月21日までの8日間といたしたいと存じますが、これにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 異議ないものと認めます。
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よって、本定例会の会期につきましては、本日から9月21日までの8日間と決定をいたしま

した。

議 長 諸 報 告

○議長（又地信也君） 日程第4 議長諸報告。

議長諸報告につきましては、別紙配付のとおりであります。

総務・経済常任委員会所管事務調査報告

○議長（又地信也君） 日程第5 総務・経済常任委員会所管事務調査報告。

平成30年6月19日に開かれました、平成30年第2回木古内町議会定例会において調査の申し

出がありました、総務・経済常任委員会所管事務調査についての報告を求めます。

総務・経済常任委員会委員長 3番 平野武志君。

○3番（平野武志君） 3番 平野武志です。

平成30年9月14日 木古内町議会議長 又地信也様。木古内町議会総務・経済常任委員会

委員長 平野武志。

総務・経済常任委員会所管事務調査報告書。

総務・経済常任委員会の所管事務調査について、会議規則第41条第1項の規定により報告

いたします。

記 1.の会議開催状況につきましては、6月20日から3回開催しておりまして、出席委員、

欠席委員、説明員につきましては、記載のとおりでございます。

2.所管事務調査項目につきましては、（1）総務課、（2）まちづくり新幹線課、（3）産業

経済課、（4）建設水道課まで、調査項目については記載のとおりでございます。

3.調査報告をいたします。

(1)企業誘致について。

本議会では、平成28年度以降町が取得した企業誘致用地に、企業がホテルを建設するため

の木古内町企業振興促進条例に基づいた補助金をはじめ、土地造成工事に要する予算につい

て可決をしました。

この際に町は、町有地を無償貸与するにあたり、必要な排水路工事や地盤改良などに要す

る事業費をあらかじめ積算しておらず、施工直前で高額費用を示しました。本来、行政から

土地を取得する際に十分な説明が必要な内容でありますが、当委員会としても、そこを指摘

できなかった点もあり、お互い反省すべきであります。

いずれにしても、今後も十分な町民理解を得るために、より透明性のある行政運営に努め

る必要がある。

(2)財政収支計画について。

平成29年度決算を踏まえ、財政収支計画が示されました。その計画の最終年である平成40

年度の基金残高は、現在の残高の約19億円から約3,000万円となるもので、先を見据えた慎
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重な財政運営が必要となっている。

今後、振興計画等の事業を進めるにあたっては、国・道の補助金や起債を活用するととも

に自主財源の確保を念頭に置くなど、将来に向けてより安定的な財政運営を望む。以上です。

○議長（又地信也君） 総務・経済常任委員会委員長の報告が終わりましたが、この委員会

は全員による委員会でありますので、質疑を省略することにご異議ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 異議ないものと認めます。

以上を持ちまして、報告を終了いたします。

行 政 報 告 及 び 教 育 行 政 報 告

○議長（又地信也君） 日程第6 町長行政報告及び教育行政報告。

町長諸報告並びに教育長諸報告につきましては、別紙配付のとおりでありますが、町長並

びに教育長より行政報告がありますので、これを許します。

はじめに、町長。

○町長（大森伊佐緒君） 平成30年度第3回定例会にお集まりをいただきまして、誠にありが

とうございます。行政報告が2件ございますので、ご報告を申し上げます。

1.平成30年台風21号に伴う被害について。

平成30年9月4日から5日にかけて、台風21号が渡島半島に最接近することが見込まれたた

め、9月4日午後1時30分に平成30年台風21号木古内町災害対策本部を設置いたしました。

暴風雨のピークが深夜になることから、午後3時30分に避難準備・高齢者等避難開始を発

令し、中央公民館のほか、町内合計4箇所に避難所を開設いたしました。

また、町内各避難所には保健師を配置し、避難された皆さんの体調のケアに対応いたしま

した。

その後、午後4時34分に暴風警報、午後6時26分に大雨・洪水・波浪警報が発表され、警報

が解除されるまでの間、建設水道課と木古内消防署を中心に町内の河川、道路、家屋などの

巡視を行っております。

9月5日未明過ぎから風雨も弱まり、午前3時8分に大雨・洪水警報が解除、午前5時36分に

暴風・波浪警報が解除されました。

避難者は午後10時の時点で最も多く、32世帯40人の住民が避難されましたが、天候が回復

し、順次帰宅がはじまり、午前5時30分には全避難者が帰宅したので、同時刻をもって避難

所を閉鎖するとともに、避難準備・高齢者等避難開始を解除し、災害対策本部を解散いたし

ました。

被害調査につきましては、5日の午前9時から被害調査要領に基づき全町を対象に実施し、

被害状況につきましては、物置などの屋根の飛散が3件、漁業被害は集荷場や巻き上げ機小

屋などの損壊で約90万円の被害額が出ており、商業被害は店舗看板の破損により約240万円

の被害が出ております。

また、農業被害については、僅かな水稲の倒伏、ビニールハウスのビニールのはく離など
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がありましたが、被害額はありませんでした。

引き続き、被害調査を継続しております。

なお、このたびの台風による人的被害はありませんでした。

また、本台風による出動については、役場職員47人、消防署員4人でございます。

2.平成30年北海道胆振東部地震に伴う停電について。

平成30年9月6日午前3時8分に全道規模の地震が発生し、厚真町で震度7を記録し、死者41

人となる大災害となり、いまも1,800人近くが避難生活を余儀なくされております。

改めて今回の地震で犠牲となられた皆様方に深く哀悼の意を表しますとともに、被災され

た皆様に心からお見舞いを申し上げます。

当町におきましては、震度3を記録し人的被害や水道被害はありませんでしたが、苫東厚

真火力発電所が地震により発電が停止し、その影響で道内の全ての発電所が発電停止となり、

道内全戸が停電する事態となりました。

この大規模な停電により、鉄道など公共交通機関も全て運休となり、全ての信号機も消灯

いたしました。

町の対応につきましては、午前8時30分に平成30年北海道胆振東部地震木古内町災害対策

本部を設置し、停電や交通の状況など、防災行政無線を通じ情報提供いたしました。

この間、社会福祉協議会と保健福祉課で連携し独居高齢者宅を戸別訪問し、安否確認して

おります。

午後5時より役場庁舎と中央公民館の2箇所に自主避難所を開設しておりますが、最も多い

時で、9世帯11人の住民が避難されました。

また、役場ロビーに携帯電話用の充電電源を提供し、約200人の利用がありました。

9月7日午前1時30分頃に、町内一部が復旧し、午前2時40分頃には全町が復旧いたしました。

電気が復旧したことにより、避難をしていた住民の方々も午前4時には全員帰宅され、午

前4時30分をもって自主避難所を閉鎖し、同時刻をもって、災害対策本部を解散いたしまし

た。

なお、今回の停電による当町の経済的被害額は農業では、酪農農家が生乳の受け入れがで

きないことにより約55万円、漁業では活魚施設のヒラメ、カレイが死滅したことにより約30

万円、商業では食品の廃棄等により約2,100万円です。

なお、本停電による出動については、役場職員47人、消防署員5人です。

また、町内の行事では、今回の地震の影響により、9月8日開催予定の消防フェア、対がん

協会子宮がん・乳がん検診、9月15日開催予定の病院事業による病院祭りが中止・延期とな

っております。

以上で、行政報告を終わります。

○議長（又地信也君） 次に、教育長の教育行政報告をお願いいたします。

教育長。

○教育長（野村広章君） おはようございます。

教育行政報告が1件ございますので、ご報告を申し上げます。

1.東京海洋大学とオランダ文化庁による咸臨丸調査について。

東京海洋大学岩淵聡文教授や2人の専門潜水士、オランダ文化庁の委託を受けた調査官レ

オン・デルクセン氏らは、当町サラキ岬沖で沈んだオランダ製軍艦咸臨丸の調査のため、9
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月6日から9日までの4日間木古内町に滞在し、海底調査を行いました。

調査については、専門潜水士の潜水により木造沈没船を探索し、船体の一部の木材サンプ

ルから年代や産地を特定する分析を行い、咸臨丸かどうかの検証を行うためのものです。

地元潜水士を含む専門潜水士3人は、町内泉沢の沖合約500ｍで水深約10ｍから12ｍの海底

をポールで刺すなどして、3日間にわたり4回の潜水調査を行いました。

結果については、想定されていた範囲には砂利や砂が厚く堆積し、また、アマモなどの細

長い海藻が繁茂していることから、潜水作業に支障をきたしたため、詳しく調査ができず船

体の発見には至りませんでした。

今後については、東京海洋大学岩淵聡文教授らは、海藻が枯れる時期に再び調査を行いた

い旨の意向を示しています。

なお、木古内町としては、沈没場所等の解明につながる調査であると認識していますので、

東京海洋大学やオランダ文化庁と情報を共有しながら今後の調査体制に協力してまいりたい

と考えています。

以上で、教育行政報告を終わります。

○議長（又地信也君） 町長並びに教育長より行政報告がありました。

質疑につきましては、このあと行う一般質問で関連する質問がありますので、配慮をして

いただき、質問をいただきたいと思います。

それでは、質疑ございませんか。

4番 竹田 努君。

○4番（竹田 努君） 町長から台風、胆振東部地震の地震に伴う停電についての行政報告を

いただきました。

これ今回、地震の部分で被害がなかったからここの行政報告に載せなかったのかなと思う

点が1点。これはやはり、町の公共施設の状況がどうだったのか。うちは各公共施設もあり

ますけれども、特に福祉施設、病院、特養というそういう入所者を抱える施設があるわけで

すから、そこがどうだったのかという異常がなければないというやはり行政報告の中ですべ

きだろうというふうに思うのですけれども、その辺について町長の見解を一つお願いします。

それから、いち早く行政報告の中で被害状況が出ています。これが最終なのかどうなのか

わかりませんが、金額的に2,000万円を出ている被害があったということで、町とすればこ

の被害に対する支援をどう考えているのかという部分。これから検討していくということな

のか、これは行政とすれば何の支援もないということで、整理をしていいのかどうなのかと

いう部分。

それと、胆振東部地震の停電の1枚目に町の対応として、8時30分に対策本部を設置をして、

停電その他の交通情報等について、防災無線を通じて情報提供をしたと。町長、実態はどう

だと、町長はどういう認識しているのかなというふうに思います。確かに、外の防災無線は

流れていました。ところが、個別の受信機から流れている家庭と流れない家庭があるという。

それは、単三乾電池が切れていれば停電時に、個別の受信機から情報が流れてこないので

すよ。その辺を含めるとどういうふうに今後すべきなのか、私はやはりこういう防災無線の

特に木古内町は高齢者が多い町ですから、これ乾電池を一年に一遍全戸に配布をするという

ようなことがあってもいいのではないだろうかなというふうに思います。ただ、いまここで

それをどうするこうするということでなく、十分これからの予算編成含めて検討していただ
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きたい。

それと、こういう長期の停電時にたまさか7日の午前1時半に通電になりましたけれども、

これがさらに長引くという。我々、ラジオなんかの情報からすれば長期にわたっての停電だ

というような情報も得ていたのですよね。そういうことを踏まえますとやはり災害対策本部

を設置した、やはり場合によっては炊き出しだとかも独居家庭におにぎりだとかのそういう

ものもあわせてこれから防災の考え方をしていかないとだめでないかなというふうに思うの

ですよね。停電ですから冷蔵庫の中身はどうこうという言い方はしませんけれども、この辺

町長、福祉施設の関係と防災無線の個別受信機、これについてどうお考えですか。

○議長（又地信也君） それでは、答弁をお願いいたします。

町長。

○町長（大森伊佐緒君） 先ほど議長からのお話の中では、次に控える一般質問と重なる質

問は遠慮してほしいということをおっしゃっていましたが、いまは公共施設については、こ

のあと一般質問でお答えをする予定にしておりますが、どの程度お話していいかわかりませ

んが、特に異常はなかったということで、ご理解いただきたいと思います。

また、支援等につきましては現在、被害額をまだ調査をしておりますので、このあと十分

検討していきたいと思っております。

さらに、受信機につきましては、これからの検討事項だと思います。常に皆様にはお伝え

をして、電池がなくなったら取り替えますよということをお伝えしているのですが、それが

十分機能していなかったということだと思います。

おにぎり等につきましても、また防災計画の見直しを検討しておりますので、その中でし

っかり対応をとっていきたいと思っております。

○議長（又地信也君） 先ほども言いましたけれども、一般質問者のほうからいろいろ一般

質問の中身がありますので、その辺を考慮した中で質問してください。

4番 竹田 努君。

○4番（竹田 努君） 議長からそういうふうに言われましたけれども、我々議運のメンバー

に入っていない、我々メンバーは通告書を見ていないのですよ。きょうはじめてこの場で。

○議長（又地信也君） 私達もそうです。今朝、配付、行政報告はきのう配付されて、全員

がそうです。

4番 竹田 努君。

○4番（竹田 努君） 行政報告でなくて一般質問。一般質問の通告書。

○議長（又地信也君） ちょっと休憩いたします。

休憩 午前10時33分

再開 午前10時38分

○議長（又地信也君） それでは、休憩を解き、会議を再開いたします。

行政報告に対する質疑を受けます。

4番 竹田 努君。

○4番（竹田 努君） 町長のほうから個別受信機の関係等は今後、十分検討するということ

ですから、理解しました。ただ、公共施設の状況、例えば何もなかったから行政報告にこれ
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だけ細かく載せているのに、やはり私は例えば入院患者、施設の入所者含めて、停電等のそ

ういうトラブルというかなかったという部分を報告すべきだろうというふうに私は思うので

すよね。町長の行政報告ですから、それが必要ないとすればやむを得ない。ただやはり、私

も6日の停電になっている夜来てどうこうと。イワイ設備さんなんかいましたから「どうし

たんだ」と言ったら、高架水槽が停電で水が上がらないということで、直結での送管をして

いま受水槽に水を送っているのだという話を聞いたのですよ。そうしますと、少なからず業

者に依頼をしていることは、例えばいくらかの予算もかかるわけです。そうすれば、公共施

設で何もないということでなくて、こういう出来事もありましたという部分がこの報告でな

ぜないのだろうなというのが私は個人的に。たまさかその夜、携帯の充電でちょっと来た時

のそういう「あれ」と思った部分があったものですから、その辺今後、行政報告の中身とい

うか範囲含めた部分。やはり細かくするのか大雑把にするのかという部分の考えもいろいろ

あろうと思いますけれども、今後町長、今回の行政報告含めて、今後に向けた考え等ももし

あれば聞かせ願いたい。

○議長（又地信也君） 答弁を求めます。

町長。

○町長（大森伊佐緒君） お尋ねの意図はよく理解をいたしました。通常、行政報告をさせ

ていただいている時には、できるだけ短めに要点をお伝えする。そして、大事なところだけ

ということで努めておりましたが、今回は続けざまにもありましたし、全町的な被害でござ

いましたので、できるだけ細かく被害のあった部分について中心に、行政報告をさせていた

だきました。

したがいまして、大きな異常のなかった点については、特段お話をしていないというのが

現状でございますが、福祉という大事な部分でございますので、なければないという報告も

必要なのだということを伺いましたので、今後の課題としたいと思っております。

○議長（又地信也君） 暫時、休憩をいたします。

休憩 午前10時42分

再開 午前10時45分

○議長（又地信也君） 休憩を解き、会議を再開いたします。

ほかに質疑ございませんか。

2番 新井田昭男君。

○2番（新井田昭男君） 2番 新井田でございます。

いま、町長のほうから台風21号並びに北海道胆振東部地震に関わる行政報告がありました。

報告内容の内容に関しては、各議員いろんな思いがおそらくあるのじゃないかと思います

が、私はちょっと今回の台風と地震に関わる部分で、私の感じた部分をお話をさせてもらい

ます。

また、議長のほうから言われました一部防災に関わる部分がありますので、後ほど同僚議

員から関連の一般質問もあります。お答えは必要ございません。私が感じたことをお話をさ

せていただきたいと思います。

このたびの台風21号並びに北海道胆振東部地震で亡くなられたかたは、衷心よりより深く
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哀悼の意を捧げるものであります。

被害者、そして被災地の早期復旧復興を心より願うものであります。

行政防災体制も予報での台風の対応、また全く予測不可能な大地震。そして、全道を巻き

込んだ大停電。そのような中で当町は、幸いにも人災を含め大きな被害がなく、安堵してい

るところでございます。

台風21号に関しては､予報情報の的確な運用で、事前の対応の精査や防災無線の活用も含

め、非常に私は効果のある対応と感じております。

住民への避難喚起については、各町内会の施設利用の中で、女性職員もその対応につきま

して、利用者の不安軽減に大きな貢献があったものと感じております。

また、6日未明の発生の胆振東部地震での全道を巻き込んだ大停電、まさに大自然の脅威

改めて見せつけられました。幸いにも当町は、7日未明に復旧となり、人的被害がなかった

ことで、これもまた安堵しているところです。この事態においても、防災行政無線での情報

発信が有効に発信されたものと感じております。

ただ、自主避難所の開設に関しては、当町は2箇所開設とさせておりますが、できれば札

苅・泉沢・釜谷地区も対象としていただければとそんなふうに感じております。

これは、行政住民サービスは、ある意味公平でなければならないのかなとそんなふうな感

じをしております。

いずれにしても台風、停電で少なからず被害に遭われたかたへできる限りの行政の関わり

を持って対応していただきたいものです。

行政におかれましては、今後とも住民の生命財産を守るために、さらなる防災体制の構築

を期待して、私の感じたことにします。以上です。

○議長（又地信也君） 質疑でなく所見みたいなものですね。わかりました。

3番 平野武志君。

○3番（平野武志君） いまいろいろ質問・意見を言おうとしたことを新井田議員がまとめて

いただいてましたので、その部分は省きまして、質問をしたいと思いますけれども。

議長からおっしゃられたとおり、一般質問には配慮してくださいということですが、一部

若干かぶるのですけれども、まず避難所についてなのですけれども今回、台風の際、4箇所

避難所を開設されました。停電の時には2箇所だったのですけれども、その際の札苅・泉沢

・釜谷等を含む避難所に指定されている場所の設備等なのですけれども、ここに相澤議員は

「発電機や暖房機器の備蓄の状況は」と書いているので、これおそらくそちらの避難所のこ

とも含まれていると思いますので、ここも含むそれ以外の部分で、今回避難されたかたが不

便を感じたこと、あるいは今回その不便が生じることによって、あそこの場所には行けない

ねという意見も多々聞こえてくるのです。ですので、今回のことを教訓に今後も災害があっ

た際に避難所として指定するわけですから、何が足りないのか、これから何を用意しなけれ

ばならないのかというのを来たかた、それから来られなかったかたも含めてたくさん意見を

吸い上げて、このあとの一般質問の回答にも出るかもしれませんが、出ない部分については、

今後協議していただいて、改善していただきたいと。こちら答弁いりませんので、要望とい

たします。

それともう1点、北海道の大きな発電所が11月まで見込みがないというテレビ等の情報あ

りまして、北海道全域で計画停電をやるのかやらないのかというのが毎日のニュースの中で
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出てきます。その中で、節電を全道で20％しなければいけないという新聞やテレビの情報だ

けなのです、我々町民が得ているのは。木古内町も既に節電について、実際の公共施設で取

り組んでいると思うのですけれども、じゃあ町民としてどこまでどうすればいいのかという

のを周知できていないと思うのです。木古内町としてどういう節電に対する取り組みを考え

ているのか、あるいはそれを町民にどのように伝えるのかという考えを町長からお聞きした

い。それは例えば、公共施設を使う部分で節電を取り組むと地域の方々が使うに不便が生じ

るのですね。であれば、そこの部分は使わせて例えば一般の家庭のほうも含めた節電の利率

を下げればそちらのほうも使えるようになるのじゃないかだとかいろんな考えが出てきます

ので、節電に対しての考えと町民に対してのその部分の周知をどう考えているのか、まず聞

かせていただきたい。

それから、教育行政のほうもあわせて質問してよろしいですか。

○議長（又地信也君） どうぞ。

3番 平野武志君。

○3番（平野武志君） 今回は、残念ながら期待していた咸臨丸の部分が船体が発見には至ら

なかったということで、これを見ると今後も文化庁さん等は調査を継続したいという考えに

乗って、木古内町としてもこの文章を見ると「今後の調査体制に協力してまいりたい」とい

う文言なのですけれども、はたしてこのあと咸臨丸が見つかった場合の部分ですけれども、

咸臨丸と認定された時にじゃあ木古内町としてそれを利活用したどのような将来像をプラン

を考えているのか。それによって、じゃあこのあと単純に人的として協力するだけではなく

て、前回の臨時議会でも補正あってお金はかかってきますよね。その将来像をプランによっ

てはどの程度、協力体制と言ってもお金をかけるつもりなのか。当然、この海洋大学あるい

はこちらの調査される方々の共同のもと、協議のもと、木古内町だけの独断では進められな

いことは理解しておりますが、やはりこれはお金がかかることなので、どういう町としての

思いがあっての協力、金額も含めて進めていくのかという現状の現在の考えをお聞かせくだ

さい。以上、2点になります。

○議長（又地信也君） 行政報告の本質からちょっと逸脱しているような感もありますけれ

ども、答弁者のほうで整理して答弁してください。

先に、町長。

○町長（大森伊佐緒君） 節電対策でございますが、北海道を中心に現在節電に取り組みま

しょうということで、様々な報道をとおして行われておりますので、これは全ての人が承知

のことと思います。

北電からは、朝の8時30分から夕方の8時30分までの間、20％の節電をお願いしたいと。こ

れは、各事業所あるいは各家庭において、何をすべきかというのはそれぞれ変わってくるか

と思いますが、要は小まめに電気を使わないということになるかと思います。無駄なコンセ

ントは抜くとか、掃除機をほうきに変えるということまではおそらくないかと思いますが、

それぞれのご家庭でこれまで使っていた電気を節約するということに努めることが大事では

ないかと思っております。

私ども北電からはそのように伺っております。これが達成すると電力の需要と供給のバラ

ンスがある程度保たれると。いまは、供給のほうがちょっと足りなくなっているということ

でございますので、北海道電力では水力発電を改めて再稼働をして、需要と供給のバランス
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を保てるようにすると。それにしても計画停電などを起こさないためには、それぞれの皆さ

んが節電に努めるということを申し出があったところでございます。

○議長（又地信也君） 教育長。

○教育長（野村広章君） このたびの咸臨丸の調査についてでございますけれども、昨年の

情報収集に続いて今回、所在調査というようなことでございました。これは、本格的な調査

ではございません。文化庁と東京海洋大学では、プロジェクトチームを作って、咸臨丸の歴

史をひもとく上で一番大事なところだということで調査体制を組んでおりますが、このたび

まずあるかないかという部分が一番大事なところでございました。

実は10年ぐらい前に、町内の専門潜水士が船体を発見しております。それは、咸臨丸かど

うかわからないというふうなことの中で、このたびその情報がプロジェクトチームによって

潜水調査に至ったというところでございます。

教育委員会としては、これは水中考古学の遺跡だというようなこれが発見された場合、そ

のようなことで所定の手続きをしながら進んでいくのではないかなというふうに思いますけ

れども、まずはあるかないかというような部分の調査について、木古内町としても関与して

いく必要があるのではないかなというふうに思っています。

発見された場合というようなことのお尋ねもありましたけれども、まだちょっと想定はし

ておりません。ただ、咸臨丸が沈んだ終焉の地であるということがこれが実証されるという

ことから、観光の資源になるとかいうような教育研究の場になるというようなことも想定さ

れるのではないかなというふうに思います。

経費につきましては、主体があくまでも東京海洋大学とオランダ文化庁ということです。

このたびも船の傭船代、それから潜水ダイバーはこれは発見者でございますから、発見者

というか想定される情報源でありますから、2点について補正をさせていただいたところで

す。まず、そういうようなことで答弁をさせていただきます。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君） 答弁をちょっと漏らしたものですから、させてください。

それでは、当町ではどういう節電をしているかということについて、まだお答えできてい

なかったものですから。

役場におきましては、9月の10日から節電を行っております。どういう形でやっているか

と言いますと、ここでは蛍光管がないのですが、蛍光管を1本外して間引きの電力を使うと

か、こういったようなことに心がけておりまして、これは各施設にも協力要請をしたところ

でございます。

また、町民に対しましては、防災無線あるいは町のホームページ等で、あとは行政無線こ

ういったものでお知らせをする、またはしておりますので、こういう形で協力をお願いして

おります。以上でございます。

○議長（又地信也君） ほかに質疑ございませんか。

4番 竹田 努君。

○4番（竹田 努君） いま同僚議員の節電のマニュアルの関係で、自分もやはり町は町とし

て公共施設の節電に協力をしている。ただやはり木古内町、町を挙げて節電に取り組むべき

だろうというふうにそういう観点から、私はやはりこのあと今回の長期の停電の怖さという

のを重々認識しました。計画停電をされては困る、そういう観点からやはり町民一丸となっ
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て節電に協力しようと。ですから、新聞にちょっと節電のマニュアルというのかテレビの主

電源を切ることによっての節電効果、コンセントを抜くことによってのやはりそういうもの

を場合によっては絵なり写真をあわせたマニュアルを作って全戸に配布をして、節電の協力

をお願いしたいと。町の姿勢としてやはりそのくらい私はすべきでないのかなというふうに

思うのですよね。その辺、町長は防災無線で確かに北電から節電の要請がありましたと言う

部分は流れていました。それでいいのかなというふうに思うものですから、その辺もし再考

できるのであれば再考してそういう取り組みをすべきだろうというふうに思うのですけれど

も、その辺についてどうですか。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君） 町でパンフレットを作るということになるとどこかから確実な情

報を得なければならない。それは、おそらく北電であったり、北海道であったりと思います。

もう既に新聞の中にも折り込みで入っておりますし、また紙面にも載っている、テレビで

これだけ情報発信されている。こうした中でやれというお話だと思うのですが、ちょっと様

子を見なければならないかなと思います。同じ情報が何度も何度も流れるわけでございます

から、必要性はよくわかります。その上で検討したいと思います。

○議長（又地信也君） ほかに。

8番 鈴木慎也君。

○8番（鈴木慎也君） 8番 鈴木です。

このあとの一般質問といままでの同僚議員のほうからいろいろ質問されたので、私のほう

から確認だけさせていただきたいことが何点かございます。

まず9月4日、夕方6時ころです。あと9月の6日、早朝6時前、同じく6日の8時ころ、私は役

場のほうにすぐ来まして、必ず副町長が疲れた顔をされながらも対策本部のほうで、しっか

りと業務されていたなというのをやはり思いながら皆さんの行政報告に対する質問を聞いて

いたのですけれども、その中でこれは一般質問にかぶらない部分だと私のほうで思って質問

します。

9月の6日、「8時30分に平成30年北海道胆振東部地震の木古内町災害対策本部を設置し」と

書いてあります。この時は、もちろん停電中でございますから、ほとんど家の電話もつなが

らないと。機種によっては電話もつながりづらいと。おそらくこの対策本部を設置するに至

るまでが大変ご苦労されたのじゃないのかなと私はそのように思っていま話をさせていただ

いております。

本来であれば、普通に電話の連絡で職員のかたに連絡をして設置をするということだと思

うのですけれども、この時は停電していましたので、職員になかなか連絡が付かないような

状況の中、よく対応していただいたなと思うのですけれども、今後の課題としまして、ＬＩ

ＮＥとアプリ、ＳＮＳを活用して職員のかた、緊急的に対策本部を立ち上げる時に連絡が取

れる方法でしたりとか、その立ち上げるまでの問題点、今回いかがだったのかなというとこ

ろを確認したいです。

あともう2点目が、以前私一般質問で質問させていただいた様々な活用方法があるドロー

ンなのですけれども、今回、台風21号そして胆振東部の地震で、我が町の被害状況を確認す

るのに出動したのかどうなのかと。その辺りをもしあれば、出動しているのであれば報告し

ていただきたいなと思います。
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あと3点目、こちら最後なのですけれども、町長の諸報告で9月4日、こちら札幌市に行か

れていまして、7日の日、中野神社の例大祭と予定では書いているのですけれども、おそら

く町長も非常にお忙しい中ご対応されて、また停電で連絡がなかなか付かない中、ご対応さ

れてご苦労がもちろん理解するところではございますが、5日と6日どこでどのように職員の

かたと連携を取り指示されていたのかなというところをお教えいただければと思います。以

上、3点よろしくお願いします。

○議長（又地信也君） 総務課長。

○総務課長（若山 忍君） 6日の8時半に災害対策本部を立ち上げまして、そのあとの対策

本部を中心にやっていったのですけれども、午前3時8分に停電になってから、職員が役場に

集まりまして、北電からの情報も得ながら、停電についての行政無線を6時25分に流したり

ですとか、あるいは7時過ぎには木古内小中学校の休校について放送とやっておりましたが、

この間、幸いにも役場内の固定電話が止まらなかったということで、その固定電話からよそ

の固定電話、あるいは役場の固定電話から各人の携帯電話に連絡が取れたというのがその時

に救われた部分かなと思っています。ただ、議員おっしゃるように、そのほかにもＬＩＮＥ

ですとかこのＳＮＳとかを利用しながら、ただ不確定情報を流すわけにはいきませんので、

簡単にそれを町の情報として発信するには検証が必要なのですけれども、その辺は今後の検

討かなというふうに考えております。

○議長（又地信也君） 8番 鈴木慎也君。

○8番（鈴木慎也君） いまいただいた答弁なのですけれども、あくまでも外に。私の質問の

意図がちょっと伝わっていなかったので、訂正させてください。

総務課長、外に発信するのではなくて、まずは本部を設置する職員のかたの連絡方法につ

いての質問でございました。

○議長（又地信也君） 暫時、休憩をいたします。

休憩 午前11時08分

再開 午前11時08分

○議長（又地信也君） 休憩を解き、会議を再開いたします。

産業経済課長。

○産業経済課長（片桐一路君） まず、ドローンの関係です。まず、今回の台風の被害によ

りまして、うちの林業担当職員が後日ドローンを飛ばしております。実際には、その箇所で

倒木等の被害は発見されませんでした。以上です。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君） 質問の意図がよくわからないのですが、この本部を立ち上げた前

後、私の行動はどうだったかというお尋ねでよろしいでしょうか。わかりました。

まず、台風21号でございますが、9月4日から出張で札幌に行っておりました。帰る予定は

9月5日に帰る予定でしたが、ＬＩＮＥでの職員とのやり取りの中で、防災本部を立ち上げる

ということだったので、会議を途中で退席し、14時台の列車で戻ってきて、そのまま役場に

直行しております。

地震あるいは停電の際は、町内におりましたので、これは本部立ち上げから町内で作業を
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行っております。

先ほど中野神社とありますが、9月7日に東京出張がありまして、午前中の電車がとおって

いなかったものですから、午後からの電車運行に沿って、東京へ行っております。以上でご

ざいます。

○議長（又地信也君） ほかに。3回目ですよ。

8番 鈴木慎也君。

○8番（鈴木慎也君） わかりました。そうしますと町長諸報告で、7日の東京出張が抜けて

いるということでよろしいのですか。資料が。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君） 7日に東京に入って8日の朝の事業で、この事業というのは、東京2

3区の特別区長会と連携を取っている北海道町村会町村会長の代わりとして、副会長の私が

出席したところでございます。

○議長（又地信也君） ほかに。

3番 平野武志君。

○3番（平野武志君） 先ほど議長からちょっと幅広くなっているなという主旨にそぐわない

と注意もあったのですけれども、今回、資料配付に本来行政報告が出されて、例えばそれも

一般質問に反映できる部分とかあるのですけれども、今回、前日に配られたということで、

これに対しての質問する機会がきょうしかないので、若干広く質問をさせていただいている

ことをご理解いただきたいなと思う次第でございます。

それで、先ほどちょっと再質問しそびれたのですけれども、先ほどの1回目の私の質問に

対しての答弁に対しての再質問をさせていただきたいのですけれども。

庁舎内では一部公共施設です。電球を半分消したりとかというお答えをいただきましたけ

れども、それ以外で施設で例えば夜間の使用を禁止しているだとか、町民が使用できるとこ

ろを既に閉鎖しているというところとかはないですか。まず、それ確認です。

それと教育長です。

将来的には、まだ考えておりませんということありました。具体的に、咸臨丸の見つかっ

た場合にはどうするか考えていないという答弁プラス、現状の予算についてはダイバーだっ

たりというのは当然、臨時議会で我々も同意したわけですから理解しています。今後につい

ての金額の考えについてを聞いたわけです。というのも当初、遺跡もそうなのですけれども、

咸臨丸についても我々議会としては、一般質問されたかたもいますけれども、木古内町の資

源として大いに活用するべきだと力を入れるべきだという意見のほうが多数あったと思うの

です。ですので、この質問の主旨がどう捉えたかわかりませんけれども、まずは咸臨丸が見

つかるまで必死になって、せっかくやってもらっているのだから町としてもできることをつ

ぎ込むと、将来に向けてつぎ込むという気持ちなのかなと思って聞いた次第なのです。それ

がどうもお金を使っているのが何かだめなんだぞというふうに捉えられたような答弁だった

ものですから、再度確認しますけれども、咸臨丸を調査すると聞いてからかなりの期日が経

っていますよね。期間経っていますね。やはりこの間にもし見つかったらこういうふうなこ

とできるのだとやはり夢構想をこれまで練ってこなかったのかなというのがちょっと疑問で

すね。議長おっしゃるとおり、こういうような主旨はおそらく一般質問の主旨だと思うので

すけれども、ここで行政報告が上がってきて、これからも協力していくという考えが示され



- 24 -

ているわけですから。じゃあこれに対して当然、予算もかかってくるわけですから、我々町

民に説明しなければならないのですよ。見つかるためにさらにこういうダイバーとかのお金

はやむなくかかると、見つかったあとにはじゃあこういうこと考えているのだと。それがそ

の言ったとおりに進まなくても現状でやはりそういう応えが聞きたいのですよね。再度、ち

ょっといま言った部分足りない部分をもし追加であれば、考えを聞かせていただきたいと。

以上、2点です。

○議長（又地信也君） 1点目。

町長。

○町長（大森伊佐緒君） 先ほど申し上げましたように、節電を依頼されている時間帯は、

朝8時半から夜8時半でございます。その間、利用する施設がございますが、特に教育委員会

のほうでは制限をしているというふうに報告を受けております。行政のほうではございませ

んが、教育委員会のほうから説明をさせます。

○議長（又地信也君） 生涯学習課長。

○生涯学習課長（吉田 宏君） 節電についてのお尋ねですけれども、教育委員会の施設と

しまして野球場ですけれども、野球場については12日から夜間使用禁止ということで、プー

ルにつきましては昨日から夜間使用禁止ということでやっております。同時にテニスコート

も同様に使用禁止、使用を制限しております。事務所等あとスポーツセンター等につきまし

ては、スポーツセンターはまず利用していない時間帯に使わないのはもちろんですけれども、

電気を間引きして利用という形で行っております。以上です。

○議長（又地信也君） 教育長。

○教育長（野村広章君） 咸臨丸調査の今後の取り組みというようなことでございますけれ

ども、ここきょう行政報告をさせていただいた中で、今後、支障の海藻等の繁茂がない時期

に、もう一度確認するというようなこと。

まずは、所在あるかないかというような部分も確認し、そのあとは大々的な調査になるの

ではないかなというようなことを聞いております。

もしあるとすれば、この水中光波探知機というものを導入して、そこでもう一度探索する

というようなことをまずこのあとの運びになっています。

そのあとは、これ水中考古学の遺跡なものですから、発掘ということはありません。全体

像を確認して、そして保存地域を確定するというようなことになろうかと思います。その段

階では、やはり大々的にはオランダ文化庁と東京海洋大学の資財を投入するというようなこ

とをお聞きしております。

したがって、木古内町がどの程度の経費を負担して協力していくのかというようなのはま

だわからない状況でございます。できるだけこの情報を共有しながら、そういうあってほし

いなというような思いを持ちながら、調査に協力していきたいなというふうに思っています。

平野議員の質問に対してどのくらいの経費というのは、ちょっと十分に答えられない状況

での答弁でございましたが、そのような状況になっております。

○議長（又地信也君） 3番 平野武志君。

○3番（平野武志君） 最後になりますので、節電についてですけれども、そこで先ほど竹田

議員からも話が出たとおり、木古内町としての姿勢・取り組みなのですけれども、町長はこ

れだけ北電からも新聞広告・テレビでもやっているとおり、各自節電に取り組んでください
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というので周知されているだろうとおっしゃいましたけれども、実際使用者は少ないかもし

れませんけれども、町民の日頃の生活に使用停止ということで影響与えているわけですよ。

そうすると普段だったら野球場にしろプールにしろテニスコートにしろ、行けた人達が木

古内町は節電に協力しているから使えないのだってという同調プラス不満も出るわけですよ

ね。そこで町の考えとしては、今回の節電に賛成なのですよ基本的には。節電に対して当然、

計画停電にならないために我が町としてこれだけのことをできることをやりますという意気

込みと言いますか町の考えを知らせるのが絶対必要だと思いますので、先ほど竹田議員から

の質問にも今後もそのようなことを考えて必要なことだという答弁だったと思いますので、

もしそうじゃなければ再度確認したいのですけれども、やはり町として町民のかたにはこの

ように迷惑かけますけれども、これだけの目標を持って節電に取り組んでいきますと計画停

電にならないためにというどこかでお知らせが必要だと思います。そこの部分の確認を再度

お願いします。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君） どこまでご理解されているかわかりませんが、北海道が大々的に

いま節電に取り組みましょうという報道を流しております。それは、2割と。北電のほうは、

具体的に時間まで指定してと。こういったことの中で、当町においても先ほどもご説明しま

したように、防災無線等あるいはホームページ等で周知をしていくということでございます

ので、しっかりと計画を節電を進めようという表現はしています。ただ、先ほど竹田議員か

らのプリントアウトをしたものを出す必要があるだろうということでしたので、そこまでに

ついてはたくさんのものが出回っている中で、検討をしましょうということでございました。

少なくとも町も積極的に推進いたしますので、議員のお尋ねのように、一つひとつ町に関

わる公共施設がこのような形で節電をしているということも必要なのかもしれません。検討

させてもらいます。

○議長（又地信也君） ほかに。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 質疑がないようですので、以上をもちまして、行政報告を終了いた

します。

11時30分まで、休憩をいたします。

休憩 午前11時20分

再開 午前11時30分

一 般 質 問

○議長（又地信也君） 休憩を解き、会議を再開いたします。

日程第7 一般質問。

これより一般質問を行います。

一般質問につきましては、お手元に配付の通告書の順によって行うことにいたします。

はじめに、4番 竹田 努君。
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○4番（竹田 努君） 4番 竹田 努です。

町長に文化、スポーツ振興施策について、お尋ねしたいと思います。

少子高齢化に伴う人口減等の要因が文化、スポーツにも顕著に表れてきていると感じてい

ます。今後、文化、スポーツ振興をいま何らかの手を加えなければ、先細り、消滅しかねな

い状況ではないかと思っています。

文化、スポーツの具体的な実践は、教育委員会が行っており、行うものと思っております。

ですが、町がしっかりとした考えを打ち出さなければならないこのように考えているとこ

ろからであります。

この背景には、文化団体においても十何年来後継者不足、サークルの育成というようなこ

とで、予算もかけながらこのサークル育成なり存続に努めてまいりました。このことは、教

育委員会も同様の考えのもとで、何とかサークルを減らさないための努力をしていただきま

して、一昨年からこの文化団体協議会の事務局を教育委員会のほうにおいて、この部分を何

とか今日まで努力してきましたけれども、なかなか良いこれといった手立てが見出せないで

今日を迎えております。私は、やはりこの5期20年の町長ですから、いろんな部分で木古内

町の状況を見てきている。そういうことを踏まえれば、このそういう一つの減少の実態を町

長はどういうふうに感じているのかなというのがまず一つ。

それと、そのためにこの文化なりスポーツの振興施策の整備について、私はやはり町が法

整備を利用しなければならないとこういう思いから、こういう町長の考えを正すわけであり

ます。どうぞよろしくお願いします。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君） 4番、竹田 努議員のお尋ねにお答えをいたします。

はじめに、町内における文化活動・スポーツ活動の実態につきましては、近年の少子高齢

化に伴い、団体、サークル、これらの会員の高齢化が進んでいることや、また団体数、会員

数の減少が進んでいること。一方で、価値観の多様化と思われますが、個人で活動を楽しま

れているかた、新たに活動をはじめたグループもあるとこのように認識をしております。

こうした中、町民一人ひとりが生涯にわたり、文化やスポーツに親しみ、生きがいをもっ

て生活できるよう、自らの主体性に基づいて自由に学ぶことができる環境づくりが大切だと

考えております。

このため、町といたしましては、文化・スポーツ振興に関わる課題などつきまして、町教

育委員会と共有し、第6次木古内町教育総合推進中期計画に基づき、教育施策の充実に努め

ているところでございます。

次に、文化、スポーツ振興施策の整備につきましては、芸術文化活動は地域の魅力を生み

出し、潤いのある豊かな暮らしを支える大切な活動であると認識をしております。

このため、本年創立50周年を迎え、町民の文化振興の要であります木古内町文化団体協議

会の運営に対しての支援を行うとともに、今後も町の芸術文化活動の振興に努めてまいりま

す。

また、町民文化祭はもとより、活動の成果発表や交流の場の充実を図るとともに、町民が

優れた芸術に触れる芸術鑑賞の機会を計画的に進めております。

スポーツ活動につきましては、体力の向上だけではなく、心と身体両面にわたる健康保持

・増進に大きな効果をもたらします。
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このため、体力や年齢に応じて誰でもが気軽にできるニュースポーツをはじめ、各種教室

や競技大会を開催し、スポーツ活動を推進しております。

また、体育協会やスポーツ少年団などと連携を図り、町外交流事業を促進するなど、自主

的なスポーツ活動の支援に努めております。

社会教育施設につきましては、町民が安全に安心して利用できるよう、施設の整備を図る

ことが重要であります。

このため、それぞれの施設の機能が十分に発揮できるよう、定期的な点検や改修などを行

い、より効率的な運営と維持管理を進めております。

今後におきましても、町と町教育委員会は、木古内町総合教育会議における協議はもとよ

り、十分な連携を図り、地域の文化・スポーツ振興の課題やあるべき姿を共有し、教育行政

の推進を図ってまいりたいと考えております。

○議長（又地信也君） 4番 竹田 努君。

○4番（竹田 努君） 町長から答弁いただきましたけれども、確かに6次の振興計画の中で

もきちんとやはり明示をしている生涯学習社会、実現を目指すのだということが前段の中で

表記をしているのですが、この中でも会員の減少や高齢化などによって運営が停滞している

団体に対する支援が必要だとこのようにもまた提起をしているのですよ。振興計画、そして

教育中期計画の中でも同様のこういう文言が掲載されていますけれども、これは教育委員会

も縷々このことについては、スポーツ・文化団体・サークルについても縷々いろんなあの手

この手の事業展開を含めて、努力しているというのは我々も実感をしています。だけれども、

本当にこの文化団体のサークル、いま15のサークルありますけれども、指導者が1人、生徒

が1人というサークルが約半数近くになってしまったというこの実態なのですよ。ですから、

文化活動・スポーツも含めて、この振興策としての手立て。例えば、我々もこれについては

非常に何が良いのか、金銭的な支援をすればそのものが存続するのかどうなのかと。決して

そうではない。特に文化については、趣味の世界というかそういう一つの社会なものですか

ら、なかなかそうはいかない。そうすれば、我々もどっちかと言えば今回の一般質問につい

ても確たる部分でなくて、どっちかと言えば抽象的な質問になってしまったというのは、ど

うしてもいままでずっと生んできたこの歴史を踏まえて、なかなか良いこれといった決定打

がないということがこの際町長に頼るしかないという切ない気持ちがこういう一般質問にな

ったということを理解をしていただきたいとこのように思っております。

町長、これ我々もいろんな角度で考えているのですが、例えばニュースポーツ、新しい何

かをやるという。例えば講師の招聘をする、何か法的にこういう一つの基準という決まり事

があれば、こういう要件を満たせばこういう例えば講師なり謝金の町からの援助があるとな

れば、そこにやはりもう少し力を入れて、なかなかサークル独自では招聘できないそういう

ものもあるものですから、ですから我々いま求めているのは町長に、その辺の法的な整備を

できないものか。いま縷々言ったように、これといったなかなか決定打というか決め手がな

いこういう中で、これはやはり一番の所管である教育委員会を主にどうすべきか、サークル

存続のためにはどうすれば成り立つのだという部分含めて、やはりこの法整備をするという

検討に入るべきではないかというふうに思うのですけれども、その辺について町長の考えを。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君） 法整備というのは、条例等の制定だとかそういったことを表して
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いるわけでございますよね。

まず、それぞれのサークル、組織、こういったものはその愛好者の皆さんが独自に、また

主体的に運営するということが一般的ではないかと思います。実際にそこの長をされている

竹田議員が当事者ですらどうしていいのかわからないというような言葉で象徴しているとお

り、私どもも具体的な案というのは、現段階では持ち合わせていないのが実情でありますし、

現在はそれぞれに対して助成をするとかあるいはそういったことも行っておりませんし、実

態を踏まえ皆様方からも要望ですとか意見をいただいて、一緒に考えていかなければならな

いテーマではないかというふうに思います。

現在、教育委員会のルールも変わりまして、これまでの教育委員会独自の運営から町と教

育委員会が一緒に協議をするというこういったことで、先ほどもご説明しました木古内町総

合教育会議がございますので、そちらのほうでもしっかりと町と教育委員会が連携をして、

皆様方の声を聞きながら前に進んでいきたいとこのように考えております。

○議長（又地信也君） 4番 竹田 努君。

○4番（竹田 努君） いま町長からそういう回答をいただきましたので、本来であればこの

質問は教育委員会かなというふうに思っていたのですけれども、いま後段に言われたやはり

町長のそういう町としての部分として、町長に今回一般質問をしたというようなことで、十

分我々のいま訴えた部分も若干町長理解もしていますし、スポーツについても町長は野球の

チームの一員でもあり実態もよくわかっているわけですから教育委員会、あるいは関係団体

とも一緒にやはり協議なり取り組んで、良いものを良い形にしていただきたいということを

お願いして一般質問を終わります。

○議長（又地信也君） 次に、5番 相澤 巧君の一般質問を行います。

5番 相澤 巧君。

○5番（相澤 巧君） 5番 相澤 巧です。

防災と停電について、一般質問をさせていただきます。

9月4日から5日にかけての台風21号による雷雨により、関西空港では滑走路が浸水、道内

でも街路樹がなぎ倒され、住宅損壊などのニュースに心を痛めました。

翌6日早朝には、胆振管内厚真町が震源の震度7の最大級の地震が発生し、これに伴い道内

全域で停電も起きました。山での数々の土砂崩れや、液状化で大きく波打った道路や、傾い

た住宅の様子を見ると、茫然としてしまいます。40名の亡くなられた方々には哀悼の意を、

被害に遭われた方々にはお見舞いを申し上げるところでございます。

当町における一連の災害については、消防、職員の巡回や情報収集、防災無線による広報

や、停電時の非常電源の確保など、大きな被害もなく済んだものと私は思っているところで

すが、この状況が冬場だったら厳寒期だったらどうなっていたのだろうと思うところであり

ます。

そこで、次のことについて、町長の見解を伺います。

一つ、防災については、最悪を想定するのが本来のことと思います。厳冬期において、こ

のたびのような停電が発生した場合の発電機や暖房器具の備蓄の状況は、どうなっているの

でしょうか。

二つ目、北電などの広報によれば、このたびの停電は地震による苫東厚真発電所の損壊に

より、電力の需給バランスが崩れ、事故のないほかの発電所も停止したために、ブラックア
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ウトが起きたとのことです。

一つの発電所の事故で、道内全域が一斉に停電することのないよう町として、またはほか

の自治体と連携して北電に要請すべきと考えておりますが、その考えはございますでしょう

か。以上です。

○議長（又地信也君） 答弁を求めます。町長。

○町長（大森伊佐緒君） 5番、相澤 巧議員のお尋ねにお答えをいたします。

本年9月6日に発生した、北海道胆振東部地震につきましては、当町では震度3を記録し、

人的・物的被害はございませんでした。

しかし、苫東厚真火力発電所が損傷し、電力が止まったため、全道全ての発電所が停止し、

全戸で停電となり、当町でも9月7日の未明にかけて停電となったことは、ご承知のとおりと

思います。

お尋ねの発電機や暖房機の備蓄状況につきましては、発電機は現在町内に3台備蓄してお

り、暖房設備については各避難所に設置しております。

この間の対応の詳細につきましては、行政報告のとおりでございますが、発電機により、

自主避難所の最低限の電源をこのたびは配備したところでございます。

また、冬期間における暖房器具につきましては、各避難所に設置しておりますが、中央公

民館を除き、停電時には発電機等による電源が必要となります。

発電機は一昨年から順次購入し、避難所へ設置しておりますが、このたびの災害を受け、

木古内町地域防災計画の見直しを今年度中に行い、次年度中に電源確保について整備をする

ことといたします。

次に、再発防止に向けた北海道電力への要請につきましては、9月10日に北海道電力福島

営業所長が来庁され、このたびの停電についての陳謝と、今後の節電についての要請があり

ましたので、その席上で、再発防止に努めるよう要請を行ったところでございます。

また、翌9月11日に開催された北海道主催の渡島地域電力需給連絡会では、当町から担当

課長が出席し、今後の節電にかかる意識あわせや、要請などについて意見交換を行っており

ます。

今後、他自治体との連携による要請につきましては、北海道町村会と連携した取り組みを

進めてまいります。

○議長（又地信也君） 相澤議員に申し上げます。

あとお昼まではわずかな時間ですので、再質問は休憩を取ったあとでなさったらどうかと

思いますが、続けますか。

5番 相澤 巧君。

○5番（相澤 巧君） 休憩を。

○議長（又地信也君） それでは、昼食のため1時まで暫時、休憩をいたします。

休憩 午前11時55分

再開 午後 1時00分

○議長（又地信也君） 休憩を解き、会議を再開いたします。

一般質問を続けます。
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5番 相澤 巧君。

○5番（相澤 巧君） 発電機については、順次各施設へ設置するとのことでございます。

1日も早い設置を望みます。また、これについては機械ですので、設置すれば良いという

ものでもありません。適宜点検等確実に行って、いざという時に不具合のないよう運用して

いただければと思います。

二つ目、道内の各地に火力電力発電所があります。また、本州との間には北本連系線とも

当町からつながっています。ブラックアウト、全道一斉停電など絶対あってはならないこと

です。停電は一次産業の方々から商店や運送、交通、報道と全産業にわたり致命的な打撃を

与えるものです。言い方は大げさかもしれませんけれども、北電は私達道民の命を握ってい

るようなものです。このようなことから今回のことが再び起こらないよう支店だけではなく

本店に対し、強く文書で要請していただきたいと思います。これについて、町長は。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君） はじめに、機械等の点検整備でございますが、議員おっしゃると

おり、有事の際に稼働しないということのないようにしっかりとした体制をとっていく、こ

れまでどおり進めていきたいと思っております。

また、北電に対する要請につきましては、このたびは触れられておりました北本連系で、

60万キロワットの電力も加えてもまだ足りないということでございますので、相当私どもの

節電が必要になってくるのだと思いますが、そういう中で北電に対する要請。先ほども申し

上げましたが、北海道町村会と連系をしてしっかりとした要請を行ってまいりたいと考えて

おります。

○議長（又地信也君） 5番 相澤 巧君。

○5番（相澤 巧君） ちょっとしつこいようですけれども、口頭で話をしてもどうにもなら

ないかと思います。文書できちんと要請していただければありがたいと思います。

また、発電所については、あちこちに設備していると思われます。報道でもかなりの地域

に点在させているようです。苫小牧東にワット数を大きく依存していた部分はあるにしても、

我々に節電を要請するのはそれはもちろん我々も協力しなければならないところですが、そ

れにしてもこのような停電があってはならないことからそういう強い要請を望むものでござ

います。以上、私の質問を終わります。

○議長（又地信也君） 答弁はいりませんね。

5番 相澤 巧君。

○5番（相澤 巧君） いりません。

○議長（又地信也君） 5番 相澤 巧君の一般質問を終了いたします。

次に、8番 鈴木慎也君。

○8番（鈴木慎也君） 8番 鈴木慎也です。

1.我が町のエアコン設置状況と今後の計画について、一般質問させていただきます。

平成30年度の都道府県別熱中症による救急搬送状況では、東京都が3,502人と全国1位で、

北海道は学校のエアコン設置率0.3％と全国47都道府県で最下位であるにも関わらず、搬送

数が393人と全国32位となっています。

また、盛岡では体育館での全校集会後に11人の生徒が熱中症の症状を訴えて病院に搬送さ

れたり、愛知県豊田市では校外学習中に小学一年生の尊い命が熱中症で奪われました。



- 31 -

本来であれば学校の全教室に、エアコンを導入することを望みますが、財政負担が大きく、

我が町のみならず全国的に財政難がエアコン設置の障壁となっております。国は、学校施設

環境改善交付金としてエアコンの設置に3分の1の額を補助していますので、今後は有効に活

用すべきと考えます。エアコンは贅沢品ではなく、必需品であると考え、子ども達が教室や

体育館で適度な室温で学べる環境整備作りを望みます。

関連して熱中症のリスクが高い保育園、高齢者が利用する施設等の施設についても伺いま

す。

（1）我が町の公共施設のエアコン設置状況について。（2）小中学校及び公共の施設にエ

アコン設置の計画はあるのか。（3）保育園、高齢者が利用する施設等にエアコン設置または

助成制度の考えはあるのか。以上でございます。

○議長（又地信也君） 答弁を求めます。

町長。

○町長（大森伊佐緒君） 8番 鈴木慎也議員のお尋ねにお答えをいたします。

はじめに、当町の公共施設におけるエアコン設置状況につきましては、10の施設に設置し

ております。

このうち、道の駅と国保病院、この二つの施設は全館対応の設備で、ほかの8施設は各所

に計22基のエアコンが設置しております。

主な設置状況につきましては、特養いさりびの各ステーションと通所リハビリ、学童保育

施設の施設内、健康管理センターの診察室と電算室、役場と小学校のサーバー室とパソコン

室などに設置しております。

次に、エアコンの設置計画につきましては、夏の暑い時期には気温の上昇もありますし、

夏休みがあるのですが、夏休み期間中と重なっていること。また、学校環境衛生基準これに

よりますと、冷房を必要とする気温が28度以上となる日とありまして、これが極めて少ない

こと。こうしたことから、設置の必要性は低いと考えております。

したがいまして、現在のところ小学校、中学校の施設への設置は考えておりません。

ほかの公共施設につきましては、町内会館等の施設への設置計画はございませんが、現在、

公民館・スポーツセンターの内部設備等の改修計画の設計を行っており、この中で冷暖房設

備の設置を計画しております。

また、公共施設全般の冷暖房設備の設置につきましては、災害時の有事の対応を見据えて、

計画的に設置を検討してまいりたいと考えております。

次に、保育園につきましては、社会福祉法人が運営をしておりますので、町が直接エアコ

ンを設置する考えはございません。

設置につきましては、保育園の経営の中で判断するものと考えており、現在のところ、助

成についても検討はしておりません。

また現在、国や道の補助事業にも該当していないことを確認しております。

次に、健康管理センターにつきましては、現在、未設置の高齢者を対象とした生きがい教

室、あるいは健康マージャン教室などを行う保健指導室がございますが、ここに設置を検討

しております。

次に、民間施設の状況につきましては、グループホーム杉の木別館、旧老健施設跡でござ

います。この別館及びデイサービス杉の木は、エアコンが設置されており、グループホーム
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杉の木本館、かつて病院だったところですが、ここには設置されておりませんが、各部屋の

扇風機による対応で利用者の体調管理に支障はないと伺っておりますので、町としては助成

する考えはございません。以上でございます。

○議長（又地信也君） 8番 鈴木慎也君。

○8番（鈴木慎也君）（1）のエアコン設置状況、いま現在10の施設でということで、ご答弁

いただきました。この設置状況は確認できたのですけれども、小学校の衛生28度以上が少な

いですとかいろいろ法的な部分はあるかと思うのですけれども、我が町の設置基準というの

があるのかどうなのかというのを（1）の再質問としていたしたいです。

私は小中学校の教室、先ほど公民館・スポーツセンターというのを計画設計中だという話

もありましたが、こちらもスポーツセンターの実情ですと夜間利用されているかたです。窓

を閉めて運動をされています。その理由と言いますのが、一つが虫が入ってくるというのも

一つの理由かと思います。ただ、網戸がないものでオープンにしてしまうと虫も入ってきて

しまうしということで、網戸もないから窓も開けられないと。ですので、先ほど町長おっし

ゃったように、確かに北海道木古内町と地域的にはほかの日本の地域と比べて涼しい場所で

はあるのですが、熱中症というのは閉めきった室内でも起こりやすい。ひと昔前は、よく夏

の暑さや太陽の陽があたって日射病と呼ばれていた時期がございました。ただ、2017年から

必ずしも太陽にあたったから日射病になるということではなく、特に高齢者のかたはエアコ

ンを使用せずに寝ているうちに発症してしまうということもございますので、この公民館・

スポーツセンターの設計の段階ということなのですが、何とかエアコンを設置する方向で進

めていただきたいなと思っていますし、全ての避難場所・各町内館が必要であると考えてい

ます。あと、役場庁舎内に関しては以前、職員のかたとエアコンが役場内にあったらどうだ

ろうかという立ち話をしたのですけれども、ただその時にほかの公共施設がエアコン整備さ

れていないのに、役場だけ整備されるというのもやはりどうなのだろうかというような非常

に謙虚な職員のかたとちょっと話をさせていただいた経緯があるのですけれども、ただ視点

を変えると来庁されたお客様に涼しい庁舎内で、それをおもてなしの一つになるのかなと。

あと、職員の皆さんも涼しい環境でぜひ仕事の効率をいままで以上にアップしていただき

たいなとそういう思いもありますので、いま一度公共施設設置基準しっかりと考えていただ

きたいなと思っています。

それで（2）の小学校、いまのところありませんと設置する計画はございませんというこ

とだったのですが、エアコンは何も冷房・ドライ・除湿だけではなくて、我が町は春にも秋

にもストーブを使用する地域でございます。ですので、先ほど町長からありましたけれども、

春・秋に本来であれば灯油の燃料を使ってストーブをつける場合もエアコンの暖房を使用す

ることで、燃料費コスト削減になると私は思っております。そのあたりもしっかりと検証さ

れていただきたいなと思っております。

あと、いま（2）の再質問なわけでございますが、学童保育所にエアコンを設置したとい

ういうのは、各委員会行政側と議員側でいろいろ議論をしながらつけさせていただいたとい

う部分はあるのですけれども、この電気代のもちろんランニングコストというのもかかって

きますので、年間4月からまだ年間出ていないかもしれないのですけれども、電気代ランニ

ングコストどうだったのかなというのが一つ思っております。学童保育につけたタイプであ

れば、50万円程度だったかと記憶しておるのですけれども、小学校・中学校これが大きな市
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みたくたくさんの教室があって、たくさんの学校があれば財政負担が数億円ということは理

解するのですけれども、我が町の規模で考えるならば数百万・数千万の予算で私は対応でき

るのじゃないのかなと思っております。要は、子ども達に予算をかけられる町なのか否かな

のかなと私はそう思っていますし、そもそも子ども達に少しでも良い環境で学びの場を提供

したいと思う一方で、お金をかけられない地域に私はやはり将来はないのじゃないのかなと。

エアコンに限らず子どもにかける割合を増やすべきだなと思っております。ただ、いま現

在、小中学校で熱中症にかかりましたよと緊急搬送されましたよという報告は受けていない

のですが、ただ少しでも良い環境で学んでほしいと。予算も数億円かかるわけでもなく、も

しかしたら数十万・数百万で対応できるものもあると私は思いますので、小学校に関しては

問題があるから解決をするとそういう思いで、もう一度町長のご答弁をいただきたいなと思

います。

（3）こちらは保育園は、助成は考えていないということと、関連の施設は扇風機で対応

しているというご答弁でしたが保育園も今後、認定保育園など新しい施設が建ったり新しい

方向になる段階でぜひとも新しい公共施設、若しくは子どもがいる施設、高齢者がいる施設

に関しては、必ずこの冷暖房のエアコンを設置すべきだなと思っております。

3点まとめてみますと、（1）の再質問としては、いま一度もう1回状況を確認したのですけ

れども、検討の余地がないのかというのを聞いてみたいです。

○議長（又地信也君） 答弁を求めます。

町長。

○町長（大森伊佐緒君） 何点かございまして、件数がはっきり確認できなかったのですが、

まず各施設への冷暖房設備でございますが、中央公民館先ほど申し上げましたように現在、

設計中でございます。ここでは、平成30年度中に設計を行い、さらには改修をしていくとい

う機械設備がありますが、このほかに本体ですと26年度に設計を行ったのですが、財源の確

保ができていないのでいまローリング中とこういうことで、ここら辺も財源の確保を考えな

がら冷暖房設備の設置について考えていかなければならないと思っております。

参考までに申し上げますと、学校環境衛生基準これが改正になりまして、町としてはどう

いう基準でやっているのだという質問でございますが、平成30年の4月1日から教室等の気温

というのが17度以上28度以下とこのようにこれが望ましというふうにされておりますので、

当町におきましてもその改正にあわせた考え方で進めております。

また、渡島管内ではよその町のことを言っても仕方がないのですが、普通教室にエアコン

を設置している小中学校は一校もありません。だから、ここもないのだということにはなり

ませんが、参考までにお伝えしておきます。

また、渡島管内においてことしの6月から7月までのデータですが、熱中症の疑いで学校か

ら病院へ搬送された人数は5人でございます。確定診断を受けた人はいないのですが、搬送

者の内訳は部活中にグラウンドから搬送された人が3人、プール授業中で2人となっておりま

して、教室での搬送者はおりません。こういったことなども参考にしていただければと思い

ます。

そして、保育園でございますが、保育園両園に確認をしております。この中で、室内では

扇風機を使用していると。そしてまた、屋外では町民プール、それから園庭、園の庭です。

園庭にビニールプールなど、そしてまたタライ、こういったものを使って水浴びをしてい
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るということです。また、ことしの夏熱中症になった児童は、両園にはいないということを

確認しております。こうしたことから現在の計画では、先ほど申し上げたとおりでございま

す。

高齢者施設につきましては、民間のほうがどうも充実しているようでございます。ただ、

当町におきましても、病院の施設につきましては、全て完備していることは先ほども申し上

げましたし、旧老健施設の現特養施設については、改修によって整備が行われているという

ことでございます。

○議長（又地信也君） 8番 鈴木慎也君の持ち時間20分が経過いたしましたけれども、特別

に何かあれば許します。ありますか。端的にお願いします。

8番 鈴木慎也君。

○8番（鈴木慎也君） 町長の答弁でだいたい理解はいたしました。ただ一つ、またまた再三

のことになるのですが、エアコンというのは我が町では春・秋暖房の役割もする。我が町の

子どもの数、高齢者の数を考えればさほど膨大な予算がなくても対応できるものもございま

す。ですので、より良い数少ない子ども達の環境整備を整えるためにも、いまはそちらの答

弁を受け止めますけれども、今後とも子ども達の環境をより良くするために、今後も検討検

証を行っていただければなと思います。以上で、終わります。ありがとうございます。

○議長（又地信也君） 以上をもちまして、一般質問を終了いたします。

報告第1号 健全化判断比率及び資金不足比率について

○議長（又地信也君） 日程第8 報告第1号 健全化判断比率及び資金不足比率についてを

議題といたします。

報告内容の説明を求めます。

町長。

○町長（大森伊佐緒君） ただいま上程になりました、報告第1号 健全化判断比率及び資金

不足比率につきまして、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第

1項の規定によりご報告申し上げます。

お手元に配付をしております、議案の後ろのほうにございます。また別紙、監査委員意見

書の19ページから20ページまでをあわせてご覧いただきたいと思います。

はじめに、当町における実質赤字比率と連結実質赤字比率は、赤字額が生じておりません

ので、比率は算出されておりません。

次に、実質公債費比率は7.4％で、前年度より0.5ポイントの増となっており、早期健全化

基準の25％を大きく下回っております。

次に、将来負担比率は97.0％で、前年度より4.2ポイントの減となっており、早期健全化

基準の350％を大きく下回っております。

将来負担比率が前年度から減少した要因といたしましては、公営企業等に係る地方債の償

還に充てるための一般会計からの繰入見込額が減少したためでありますが、一方で、普通交

付税や地方債償還等に充てることができる特定財源が減少したため、大幅な減少とはなって

おりません。



- 35 -

今後の増減の見込といたしましては、これから予定している港団地建替や中央公民館、ス

ポーツセンター等の公共施設の老朽化対策などで、多額の地方債借入が見込まれ、数値の上

昇が想定されるため、財政調整基金や減債基金などの充当可能財源を増やす必要があります。

次に、資金不足比率につきましては、対象となります水道事業会計、国民健康保険病院事

業会計、介護老人保健施設事業会計及び下水道事業特別会計の4会計とも、前年度と同様に

資金不足額が生じていないことから、比率は算出されておりません。

平成29年度決算における当町の各比率は、いずれも健全段階に位置づけられている算定内

容となっておりますが、自主財源が少なく、地方交付税に大きく依存している脆弱な財政構

造でありますので、引き続き計画的で効率的な財政運営を推進し、各比率の抑制に努めてま

いります。

以上、健全化判断比率及び資金不足比率についての報告といたします。よろしくご審議を

お願いいたします。

○議長（又地信也君） 報告が終わりましたが、質疑があればこれを許します。

質疑ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 質疑がないようですので、以上をもちまして報告を終了いたします。

ここで皆さんに報告いたします。

小澤病院事業管理者が公務のため、ここで退席いたします。

暫時、休憩をいたします。

休憩 午後1時32分

再開 午後1時33分

報告第2号 平成29年度木古内町一般会計継続費の精算報告について

○議長（又地信也君） 休憩を解き、会議を再開いたします。

日程第9 報告第2号 平成29年度木古内町一般会計継続費の精算報告についてを議題とい

たします。

報告内容の説明を求めます。

町長。

○町長（大森伊佐緒君） ただいま上程となりました、報告第2号 平成29年度木古内町一般

会計継続費の精算報告につきまして、地方自治法施行令第145条第2項の規定によりご報告を

申し上げます。

事業名は、木古内町都市計画道路3・4・3環状線通整備事業で、事業は平成27年度から平

成29年度の3か年にわたって行われ、全体計画5億9,700万円に対し、実績額が5億7,102万617

円で、2,597万9,383円減少しております。減少の要因につきましては、入札減、及び道南い

さりび鉄道工事施工委託料の内容を精査したことによる事業費の減となっております。

また、事業に対する財源内訳は記載のとおりとなっております。

以上で、報告を終わります。よろしくご審議をお願いいたします。
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○議長（又地信也君） 報告が終わりました。質疑があればこれを許します。

質疑ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 質疑がないようですので、以上をもちまして報告を終了いたします。

議案第1号 平成30年度木古内町一般会計補正予算（第5号）

議案第5号 平成30年度木古内町下水道事業特別会計補正予算（第1号）

○議長（又地信也君） 日程第10 議案第1号 平成30年度木古内町一般会計補正予算（第5

号）、日程第11 議案第5号 平成30年度木古内町下水道事業特別会計補正予算（第1号）に

ついては、関連がありますので一括議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

町長。

○町長（大森伊佐緒君） ただいま一括して上程となりました、議案第1号 平成30年度木古

内町一般会計補正予算（第5号）、議案第5号 平成30年度木古内町下水道事業特別会計補正

予算（第1号）につきましては、それぞれについて提案理由をご説明申し上げます。

最初に、議案第1号よりご説明を申し上げます。

1ページをお開き願います。

歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ、239万8,000円を減額し、歳入歳出予算の総

額を40億1,496万9,000円とするものでございます。

補正の主な内容につきましては、4ページの第4表 地方債補正は、このたびの補正事業費

による起債額の変更となっております。

起債の目的、1項目目の臨時財政対策債を10万円減額し、補正後の限度額を3億9,720万円

とするものでございます。

歳出の主な補正内容につきましては、2款 総務費は、渡島・檜山地方税滞納整理機構負

担金の減額と、戸籍システム業務委託料の追加補正でございます。

3款 民生費は、日中一時支援事業委託料の追加補正でございます。

4款 衛生費は、渡島西部広域事務組合負担金の減額でございます。

6款 農林水産業費は、全道乳牛共進会参加報償費、未来につなぐ森づくり推進事業補助

金、及び森林所有者調査業務委託料の追加補正でございます。

8款 土木費は、下水道事業の繰出金の減額でございます。

9款 消防費は、渡島西部広域事務組合負担金の追加補正でございます。

なお、詳細につきましては、後ほど総務課長より説明をさせます。

続いて、議案第5号につきまして、ご説明を申し上げます。

1ページをお開き願います。

歳入歳出予算の総額を、2億6,695万4,000円とするものでございます。

補正の主な内容は、平成29年度決算により繰越金 215万9,000円を補正するものでござい

ます。
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4ページをお開き願います。

第2表 地方債補正は、このたびの補正に係る起債額の変更で、7,580万円から210万円を

減額し、7,370万円とするものでございます。

続いて、歳出についてご説明を申し上げます。

8ページをお開き願います。

2款 施設費、1項 施設管理費、1目 施設整備費ですが、事業費の精査により、委託料

を減額し、同額を工事請負費で追加補正するものでございます。

続いて、9ページをお開き願います。

3款・1項 公債費、1目 元金ですが、これは下水道事業資本費平準化債の減額に伴う財

源振替でございます。

次に、歳入についてご説明いたします。

7ページをお開き願います。

4款・1項 繰入金、1目 他会計繰入金、1節 一般会計繰入金 5万9,000円の減額は、歳

入の調整額を一般会計からの繰入金で行うものでございます。

5款・1項・1目・1節 繰越金 215万9,000円の追加補正は、平成29年度決算に伴う繰越金

の追加でございます。

7款・1項 町債、1目・1節 下水道事業債 210万円の減額は、繰越金による増額分の一

部を下水道事業資本費平準化債から減額するものでございます。

以上で、提案理由の説明を終わります。よろしくご審議をお願いいたします。

○議長（又地信也君） 詳細説明をお願いいたします。

総務課長。

○総務課長（若山 忍君） 総務課 若山です。

私のほうから議案第1号の詳細につきまして、ご説明いたします。

はじめに、歳出より説明を行います。

9ページをお開き願います。

2款 総務費、2項 徴税費、1目 税務総務費、19節 負担金補助及び交付金 119万7,00

0円は、渡島・檜山地方税滞納整理機構負担金に対する国保会計負担分が確定したことから、

国保会計分を減額補正するものです。

10ページをお開き願います。

3項・1目 戸籍住民基本台帳費、13節 委託料 49万7,000円は、戸籍事務へのマイナン

バー制度導入に伴い、戸籍情報システムで現在使用している、外字情報を統一する作業を国

において実施することとなり、当町の外字情報についてもシステムから抽出し、法務省へ提

出するよう通知がありましたので、この委託費用を追加するものです。

11ページをお開き願います。

3款 民生費、1項 社会福祉費、5目 保健福祉総務費、13節 委託料 46万9,000円は、

利用実績の増に伴う日中一時支援事業委託料の追加補正です。

12ページをお開き願います。

4款 衛生費、2項 清掃費、1目 清掃総務費、19節 負担金補助及び交付金 456万8,00

0円の減額は、渡島西部広域事務組合負担金の各町按分率変更及び、共済負担金率確定に伴

う減額です。
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13ページをお開き願います。

6款 農林水産業費、1項 農業費、5目 畜産業費、8節 報償費 3万円の追加は、本年8

月22日に八雲町で開催された、第64回道南畜産共進会乳用牛の部において、当町の生産者2

名が出陳した4頭の乳牛のうち、1頭が経産部門第9部においてベストアダー賞を受賞し、9月

22日から安平町で開催される全道共進会へ出陳することとなったことから、報償費を補正す

るものです。

資料番号5 議案説明資料の2ページに全道共進会の大会概要、出陳牛等を記載しておりま

すので、ご参照願います。

なお、きょう現在の情報で、北海道胆振東部地震の影響により全道共進会が中止となると

いう情報が届いておりますので、中止が決定した際には、後日補正提案させていただきこの

額を減額させていただきたいというふうに予定しております。

14ページをお開き願います。

2項 林業費、2目 林業振興費、19節 負担金補助及び交付金 83万2,000円は、未来に

つなぐ森づくり推進事業補助金で、北海道から2ｈａ分の補助金の追加配分があったことか

ら、追加補正するものです。

3目 町有林管理費、13節 委託料 145万円は、森林所有者調査業務委託料の追加補正で、

林野庁から林業成長産業化地域創出モデル事業に選定されたことから、事業に取り組むもの

です。

資料番号5 議案説明資料の1ページのほうにこの事業概要、今回の補正内容、それから今

後のスケジュールを記載しておりますのでご参照願います。

次に、15ページをお開き願います。

8款 土木費、4項 都市計画費、1目 都市計画総務費、28節 繰出金 5万9,000円の減

額は、下水道事業特別会計の補正に伴い、一般会計からの繰出金を調整するものです。

16ページをお開き願います。

9款・1項・1目 消防費、19節 負担金補助及び交付金 14万8,000円の追加は、渡島西部

広域事務組合負担金の補正で、按分率の変更及び共済費率確定等による増額となっておりま

す。

次に、歳入について説明させていただきます。

7ページをお開き願います。

9款・1項・1目・1節 地方交付税 3,616万円は、普通交付税交付決定に伴う追加補正で

す。

13款 国庫支出金、2項 国庫補助金、1目・1節 総務費補助金 49万7,000円の追加は、

社会保障・税番号システム整備費補助金で、歳出で説明しました、戸籍システム外字情報抽

出業務事業費の全額10割が補助されます。

2目 民生費補助金、1節 社会福祉費補助金 23万4,000円の追加は、地域生活支援事業

補助金で、日中一時支援事業委託料の補正に伴い、事業費の2分の1が国から補助されるもの

です。

14款 道支出金、2項 道補助金、2目 民生費補助金、1節 社会福祉費補助金 11万7,0

00円の追加は、同じく地域生活支援事業補助金で、事業費の4分の1が道から補助されるもの

です。
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次に、8ページをお開き願います。

14款 道支出金、2項 道補助金、4目 農林水産業費補助金、3節 林業費補助金 196万

2,000円の追加は、歳出で説明をしました、未来につなぐ森づくり推進事業補助金 51万2,0

00円、及び林業成長産業化地域創出モデル事業補助金 145万円となっております。

17款 繰入金、1項 基金繰入金、1目・1節 財政調整基金繰入金 9,053万4,000円の減

額は、このたびの補正に伴う財源調整となっております。

18款・1項・1目・1節 繰越金 4,926万6,000円の追加は、29年度繰越金の確定によるも

のです。

20款・1項 町債、1目 総務債、1節 臨時財政対策債 10万円の減額は、普通交付税交

付決定に伴い、臨時財政対策債発行可能額が確定したことによる減額となっております。

以上で、説明を終わります。よろしくご審議をお願いいたします。

○議長（又地信也君） 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

質疑ございませんか。

4番 竹田 努君。

○4番（竹田 努君） 何点か確認させてください。

9ページ、渡島・檜山地方税滞納整理機構の負担金の減、これ説明の中では国保会計分こ

れの精算というか、それで減額するということ。減額はいいのですが、ということはこのあ

と滞納整理機構では国保の分は全て完納になったという認識・捉え方でいいのか。あと、国

保の関係を滞納整理機構では今年度減額しちゃったからやらないということなのかどうなの

かという部分。

それから、13ページの全道の乳牛の共進会の報償費、これ説明資料が出ています。これか

らすれば確かに、安平町で先ほど総務課長の説明の中では中止になるような話をしていまし

たから、この部分は減額になるのかなと思うのですが、ただやはりこの考え方なのですけれ

ども、2日間全道の共進会に牛を積んで2日間安平町にまで行くわけですから、この3万円と

いう根拠、これがどうなのか。極端な話1日、1万5,000円、車の経費を見ているのか行くか

たの宿泊というかその部分の援助なのかどうなのか。もう少しせっかく資料を付けるのであ

れば、これが明らかにわかるような資料を添付するべきだろうとこう思います。

それから16ページ、消防費の14万8,000円の追加。按分率、共済の負担金等の変更によっ

て足りなくなったというそれはわかるのです。14万8,000円をその都度こういう補正しなき

ゃならないのか、予備費等の中で充当できないのかという部分がこれ何百万の単位だとかで

あれば当然予算持っていないからあれですけれども、確かこれ予備費も計上しているはずで

すよね。その中でそういう部分のやりくりをする中で、終盤の時点で減額なり補正をしたほ

うがいいのではないだろうかなというふうに、その都度こうしなきゃならないのかどうなの

か。

それから、下水道の8ページ、委託料と工事請負費。これ財源振替みたくなっていますけ

れども、本来であれば全く異質なものですよ、委託料。委託料が余ったから工事請負に振り

替えるのだとそういうふうにも見えるのですよ。やはりこの理由を委託料がなぜ68万円減額

になって、工事請負費がこれこれの理由で設計変更になった増額になった、それがたまさか

68万円という同額になったということなのかどうなのか。委託料から工事請負に振り替えた、

その辺の実態はどうなのですか。それちょっと説明。
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○議長（又地信也君） 議案第1号、9ページの件は。

税務課長。

○税務課長（高橋和夫君） 滞納整理機構の負担金の関係ですけれども、負担金額につきま

しては年度当初、一般会計で全額計上しておりまして、その内容につきましては、徴収する

税額ではなくて、あくまでも滞納整理機構に移管したかたの依頼する税額に基づいて一般会

計分と国保会計分を按分した結果、国保会計分が119万7,000円の按分した結果依頼になると

いうことで、その部分を一般会計から減額をさせていただいたということになります。以上

です。

○議長（又地信也君） 13ページ、乳牛の関係。

産業経済課長。

○産業経済課長（片桐一路君） まず、今回の共進会の関係です。

まず、支出でございますが、全てで12万5,000円の経費がかかるという状況でございます。

運搬費ですとか高速代金等々で、12万円5,000円がまずかかるということです。そのかか

る経費を町と農協、それと南渡島地区酪農畜産振興会が一応折半をするという状況でござい

ます。町の3万円の負担でございますが、こちらについてはまず町が3万円と農協も3万円負

担します。残りを酪農畜産振興会がみますので、結果ほぼ半分を酪農畜産振興会がみる形に

なります。それで、残りを町とＪＡが半分ずつ持つという状況でございます。

○議長（又地信也君） 総務課長。

○総務課長（若山 忍君） 16ページの消防費の関係なのですけれども、先に開かれており

ます渡島西部広域事務組合のほうの広域の議会のほうで、この各町の負担金については議決

されておりまして、その議決にあわせて各町で今回補正させていただいているという形を取

らせていただいております。

○議長（又地信也君） 5号の8ページ。

建設水道課長。

○建設水道課長（構口 学君） 下水道のことに関してでございます。

まず、13節 委託料の設計の減につきましては、これに関しては入札による設計減による

ものでございます。これを工事費に請負費に振り替えしていることに関しては、事業の推進

を施し工事のほうの進捗を進めるということで、事業費の執行を行っているものでございま

す。以上です。

○議長（又地信也君） 4番 竹田 努君。

○4番（竹田 努君） いまの下水の関係、委託料の入札減は理解できるのだけれども、その

部分を工事請負費に設計変更したということなのですか。まず、その確認。

それと、共進会の関係ですけれども、いま説明を受けたから、だから木古内町が3万円で

いいのだというふうに理解します。それであればこのやはり添付している資料、この中に負

担区分をこうなんだという部分を記載をすれば、10万円かかるけれども町がそのうちの何割

という負担で3万円なんだという。端的にこれ予算の数字だけをみれば、安平町に行くのに3

万円しか町で出せないのかという気持ちもやはりあるのです。やはりあそこまで行くのであ

れば、もう少し踏ん張ったっていいのかなというそういう思いがちょっとあったものですか

ら、まずそうしたら下水のほうから。

○議長（又地信也君） 建設水道課長。
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○建設水道課長（構口 学君） 委託料についての減について、工事費に振り替えしたのか

設計変更で対応したのかというご質問ですが、まず委託料については春先に委託の業務を発

注しております。この時点で、設計減の金額が確定しまして、この事業費を今度工事費のほ

うに目論んで工事費のほうの発注をしておりますので、設計変更の対応ということではござ

いません。以上です。

○議長（又地信也君） 暫時、休憩をいたします。

休憩 午後2時00分

再開 午後2時06分

○議長（又地信也君） それでは、休憩を解き、会議を再開いたします。

ほかに質疑ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 質疑がないようですので、質疑を終了いたします。

討論を行います。

最初に、議案第1号について討論ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。

採決を行います。

お諮りいたします。

議案第1号 平成30年度木古内町一般会計補正予算（第5号）は、原案のとおり可決するこ

とにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決することに決定をいたし

ました。

次に、議案第5号について討論を行います。

討論ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。

採決を行います。

お諮りいたします。

議案第5号 平成30年度木古内町下水道事業特別会計補正予算（第1号）は、原案のとおり

可決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決することに決定をいたし

ました。
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議案第2号 平成30年度木古内町国民健康保険特別会計補正予算（第1号）

○議長（又地信也君） 日程第12 議案第2号 平成30年度木古内町国民健康保険特別会計補

正予算（第1号）を議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

町長。

○町長（大森伊佐緒君） ただいま上程となりました、議案第2号 平成30年度木古内町国民

健康保険特別会計補正予算（第1号）につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。

1ページをお開きください。

歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ、5,327万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総

額を7億6,494万4,000円とするものでございます。

それでは、補正の内容につきまして、歳出からご説明を申し上げます。

7ページをお開き願います。

1款 総務費、2項 徴税費、1目 賦課徴収費、19節 負担金補助及び交付金 119万7,00

0円は、渡島・檜山地方税滞納整理機構に移管する本年度の税額が確定し、国民健康保険税

の占める割合が約68.3％となりましたので、機構に対する負担金の総額175万3,000円にこの

割合を乗じた額を、国保会計からの負担分として追加補正するものでございます。

8ページをお開き願います。

6款・1項 基金積立金、1目 国民健康保険基金積立金、25節 積立金 7,070万9,000円

は、平成29年度決算に伴う繰越金、及び予備費から積み立てて追加補正するものでございま

す。

9ページをお開き願います。

8款 諸支出金、1項 償還金及び還付加算金、5目 療養給付費等負担金償還金、23節

償還金利子及び割引料 1,652万7,000円は、平成29年度負担額確定に伴う返還金の追加補正

でございます。

6目 療養給付費等交付金償還金、23節 償還金利子及び割引料 131万8,000円は、平成2

9年度交付額確定に伴う返還金の追加補正でございます。

7目 特定健康診査等負担金償還金、23節 償還金利子及び割引料 32万3,000円は、平成

29年度負担額確定に伴う返還金の追加補正でございます。

8目 その他償還金、23節 償還金利子及び割引料 13万1,000円は、平成29年度高額医療

費共同事業負担金の確定に伴う返還金の追加補正でございます。

10ページをお開き願います。

9款・1項・1目・節 予備費は3,692万9,000円、これは国民健康保険事業基金積立による

減額補正でございます。

資料を用意しております。資料番号5 議案説明資料の3ページをお開き願います。

国から、市町村で予備費を設ける場合の基準が示されましたことから、減額後の予算を70

万円とするものでございます。

それでは次に、歳入につきましてご説明をいたします。

6ページをお開き願います。

4款 財産収入、1項 財産運用収入、1目・1節 利子及び配当金 1万4,000円は、基金積
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立による利子収入の追加補正でございます。

6款・1項・1目・1節 繰越金 5,326万2,000円は、平成29年度決算による繰越金の追加補

正でございます。

以上で、提案理由の説明を終わります。よろしくご審議をお願いいたします。

○議長（又地信也君） 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

質疑ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 質疑がないようですので、質疑を終了いたします。

これより討論を行います。

討論ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。

採決を行います。

お諮りいたします。

議案第2号 平成30年度木古内町国民健康保険特別会計補正予算（第1号）については、原

案のとおり可決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決することに決定をいたし

ました。

14時20分まで、暫時、休憩をいたします。

休憩 午後2時14分

再開 午後2時20分

議案第3号 平成30年度木古内町後期高齢者医療特別会計補正予算（第1号）

○議長（又地信也君） 休憩を解き、会議を再開いたします。

日程第13 議案第3号 平成30年度木古内町後期高齢者医療特別会計補正予算（第1号）を

議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

町長。

○町長（大森伊佐緒君） ただいま上程となりました、議案第3号 平成30年度木古内町後期

高齢者医療特別会計補正予算（第1号）につきまして、提案理由の説明を申し上げます。

1ページをお願いいたします。

歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ、163万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額

を1億7,464万5,000円とするものでございます。

補正の内容につきましては、平成29年度決算により、繰越金を補正するものでございます。

それでは、歳出からご説明をさせていただきます。

7ページをお開き願います。
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5款・1項・1目・節 予備費 163万1,000円は、平成29年度繰越金に係る財源を予備費に

追加補正するものでございます。

次に、歳入のご説明をいたします。

6ページをお開き願います。

5款・1項・1目・1節 繰越金 163万1,000円は、平成29年度繰越金を追加補正するもので

す。

以上で、提案理由の説明を終わります。よろしくご審議をお願いいたします。

○議長（又地信也君） 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

質疑ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 質疑がないようですので、質疑を終了いたします。

これより討論を行います。

討論ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。

採決を行います。

お諮りいたします。

議案第3号 平成30年度木古内町後期高齢者医療特別会計補正予算（第1号）については、

原案のとおり可決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） ご異議なしと認め、本案は原案のとおり可決することに決定をいた

しました。

議案第4号 平成30年度木古内町介護保険事業特別会計補正予算（第1号）

○議長（又地信也君） 日程第14 議案第4号 平成30年度木古内町介護保険事業特別会計補

正予算（第1号）を議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

町長。

○町長（大森伊佐緒君） ただいま上程となりました、議案第4号 平成30年度木古内町介護

保険事業特別会計補正予算（第1号）につきまして、提案理由の説明を申し上げます。

1ページをお願いいたします。

歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ、1,503万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総

額を7億2,164万6,000円とするものでございます。

補正の主な内容は、平成29年度介護給付費、地域支援事業費、繰越金の確定等による補正

でございます。

それでは、補正の内容につきまして、歳出からご説明をいたします。

7ページをお開き願います。

5款 諸支出金、1項 償還金及び還付加算金、2目 償還金、23節 償還金利子及び割引
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料 1,513万1,000円は、国庫支出金等過年度分返還金を追加補正するものでございます。

8ページをお開き願います。

6款・1項・1目・節 予備費 9万5,000円の減額は、平成29年度繰越金からただいまの追

加補正を差し引き、予備費から充当するものでございます。

それでは次に、歳入のご説明をいたします。

6ページをお開き願います。

5款・1項 支払基金交付金、2目 地域支援事業交付金、2節 過年度分 31万3,000円は、

平成29年度分の介護予防・日常生活支援総合事業交付金精算分を追加補正するものでござい

ます。

8款・1項・1目・1節 繰越金 1,472万3,000円は、平成29年度分の繰越金の確定に伴い追

加補正するものでございます。

以上で、提案理由の説明を終わります。よろしくご審議をお願いいたします。

○議長（又地信也君） 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

質疑ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 質疑がないようですので、質疑を終了いたします。

これより討論を行います。

討論ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。

採決を行います。

お諮りいたします。

議案第4号 平成30年度木古内町介護保険事業特別会計補正予算（第1号）については、原

案のとおり可決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決することに決定をいたし

ました。

議案第6号 木古内町多目的活性化施設設置条例制定について

○議長（又地信也君） 日程第15 議案第6号 木古内町多目的活性化施設設置条例制定につ

いてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

町長。

○町長（大森伊佐緒君） ただいま上程となりました、議案第6号 木古内町多目的活性化施

設設置条例の制定について、提案理由の説明を申し上げます。

本条例につきましては、現在、木古内川河口付近に建設を進めている木古内町多目的活性

化施設の建物の名称、及び位置を定めるとともに、施設管理にあたり必要な事項を定めるた

めに制定をするものでございます。
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第1条では本条例の目的について、第2条では名称及び位置について、第3条から第10条に

ついては、管理・使用等について定めており、後段に別表として各研修室の使用料について

記載しております。

附則といたしまして、この条例は、平成30年12月1日から施行するとしております。

以上で、提案理由の説明を終わります。よろしくご審議をお願い申し上げます。

○議長（又地信也君） 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

質疑ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 質疑がないようですので、質疑を終了いたします。

これより討論を行います。

討論ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。

採決を行います。

お諮りいたします。

議案第6号 木古内町多目的活性化施設設置条例制定については、原案のとおり可決する

ことにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） ご異議なしと認め、本案は原案のとおり可決することに決定をいた

しました。

同意案第1号 木古内町教育委員会委員の任命について

○議長（又地信也君） 日程第16 同意案第1号 木古内町教育委員会委員の任命についてを

議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

町長。

○町長（大森伊佐緒君） ただいま上程になりました、同意案第1号 木古内町教育委員会委

員の任命について、提案理由の説明を申し上げます。

次のページに、資料を添付しておりますのであわせてご参照願います。

このたびの木古内町教育委員会委員の任命について同意を求める工藤嗣美氏は、昭和51年

3月に木古内高等学校を卒業後、家業の工藤商店手伝いを経て、昭和55年4月千葉県警察警備

部外事課勤務、平成3年4月に安田火災海上保険函館支社勤務、平成6年4月にツグミ総合保険

を立ち上げ、現在は、有限会社ツグミ総合保険代表取締役に就任しております。

平成18年10月からは、木古内町教育委員会委員として、平成22年10月からは委員長職務代

理者として様々な教育問題の解決に尽力され、その業績は教育関係者はもとより、町民の皆

様が認めるところでございます。

このように、教育に造詣が深く、人格高潔であることから、教育委員の適任者であり、引

き続き当町の教育推進に貢献していただけるものと確信しております。
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以上、提案理由といたしますので、よろしくご審議をくださり、満場一致での決定をお願

い申し上げます。

○議長（又地信也君） 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

質疑ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 質疑がないようですので、質疑を終了いたします。

これより討論を行います。

討論ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。

採決を行います。

お諮りいたします。

同意案第1号 木古内町教育委員会委員の任命については、原案のとおり同意することに

賛成のかたは、ご起立をお願いいたします。

（賛成者起立）

○議長（又地信也君） 全員起立です。

よって、本案は原案のとおり同意することに決定をいたしました。

同意案第2号 木古内町固定資産評価審査委員会委員の選任について

○議長（又地信也君） 日程第17 同意案第2号 木古内町固定資産評価審査委員会委員の選

任についてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

町長。

○町長（大森伊佐緒君） ただいま上程になりました、同意案第2号 木古内町固定資産評価

審査委員会委員の選任について、提案理由の説明を申し上げます。

次のページに、資料を添付しておりますのでご参照を願います。

このたびの木古内町固定資産評価審査委員会委員の選任について同意を求める名須賀六男

氏は、昭和49年3月に北海道木古内高等学校を卒業後、同年4月に木古内町役場職員となられ、

税務課課税係、保健福祉課長などを歴任し、平成28年3月に木古内町役場を定年退職された

のち、同年4月から2年間木古内町再任用職員として、また現在は、木古内町臨時職員として

勤務されております。

税務課職員としての6年間を含め、長年にわたる木古内町職員としての経験を生かして、

委員の職責を果たしていただけるものと確信をしております。

なお、任期は3年で、平成30年10月1日から平成33年9月30日まででございます。

以上で、提案理由の説明を終わります。

ご審議の上、満場一致でのご同意を賜りますようお願いを申し上げます。

○議長（又地信也君） 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

質疑ございませんか。
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（「なし」と呼ぶ声あり）

○町長（大森伊佐緒君） 質疑がないようですので、質疑を終了いたします。

これより討論を行います。

討論ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。

採決を行います。

お諮りいたします。

同意案第2号 木古内町固定資産評価審査委員会委員の選任については、原案のとおり同

意することに賛成のかたは、ご起立をお願いいたします。

（賛成者起立）

○議長（又地信也君） 全員起立。

よって、本案は原案のとおり同意することに決定をいたしました。

同意案第3号 被表彰者の決定について

○議長（又地信也君） 日程第18 同意案第3号 被表彰者の決定についてを議題といたしま

す。

提案理由の説明を求めます。

町長。

○町長（大森伊佐緒君） ただいま上程になりました、同意案第3号について提案理由の説明

を申し上げます。

同意案第3号 被表彰者の決定について。

木古内町表彰条例に基づき、平成30年度被表彰候補者について表彰審査委員会に附し、審

査の結果、下記のとおり決定したので、木古内町表彰条例第5条ただし書きの規定により議

会の同意を求める。

自治功労者 緑川二三男、昭和18年9月26日生、満74歳、上磯郡木古内町字泉沢183番地。

緑川二三男氏の功績概要につきましては、次のページに記載しておりますが、昭和62年1

月に木古内消防団に入団以来、30年以上にわたり、泉沢地区はもとより、町内全域の予防活

動・消火活動・警戒活動などに従事されております。

住民からの信頼も厚く、地域の安心・安全に多大な貢献をされております。

どうかご審議をいただきまして、満場一致でのご同意をいただきますようお願いを申し上

げます。

○議長（又地信也君） 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

質疑ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 質疑がないようですので、質疑を終了いたします。

これより討論を行います。

討論ございませんか。
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（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。

採決を行います。

お諮りいたします。

同意案第3号 被表彰者の決定については、原案のとおり同意することに賛成のかたは、

ご起立をお願いいたします。

（賛成者起立）

○議長（又地信也君） 全員起立。

よって、本案は原案のとおり同意することに決定をいたしました。

同意案第4号 被表彰者の決定について

○議長（又地信也君） 日程第19 同意案第4号 被表彰者の決定についてを議題といたしま

す。

提案理由の説明を求めます。

町長。

○町長（大森伊佐緒君） ただいま上程になりました、同意案第4号について提案理由の説明

を申し上げます。

同意案第4号 被表彰者の決定について。

木古内町表彰条例に基づき、平成30年度被表彰候補者について表彰審査委員会に附し、審

査の結果、下記のとおり決定したので、木古内町表彰条例第5条ただし書きの規定により議

会の同意を求める。

産業経済功労者 多田賢淳、昭和27年1月22日生、享年満66歳、住所 上磯郡木古内町字

本町669番地。多田賢淳氏の功績概要につきましては、次のページに記載しておりますが、

多田氏は最勝寺の住職で、保育園を経営するかたわら、28年の長きにわたり木古内町観光協

会副会長として、町の観光に力を注いでこられました。

木古内町の発展を強く願い、体験観光の受け入れや、サラキ岬へのチューリップ植栽、咸

臨丸を起爆剤とした観光イベントの創出など、観光産業の発展に多大な貢献をされました。

また、平成20年からはどうなん・追分シーニックバイウェイルートの事務局長としても、

その手腕を発揮されております。

多田氏の功績は、書き尽くせないほどでございますが、皆様もご承知のとおりで、まこと

に顕著でございます。

どうかご審議をいただきまして、満場一致でのご同意をくださるようお願いを申し上げま

す。

○議長（又地信也君） 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

質疑ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 質疑がないようですので、質疑を終了いたします。

これより討論を行います。
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討論ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。

採決を行います。

お諮りいたします。

同意案第4号 被表彰者の決定については、原案のとおり同意することに賛成のかたは、

ご起立をお願いいたします。

（賛成者起立）

○議長（又地信也君） 全員起立です。

よって、本案は原案のとおり同意することに決定をいたしました。

認定第1号から認定第9号（平成29年度各会計決算）

○議長（又地信也君） 日程20から日程28については、決算認定の議題にあたります。

一括議案の議案については、議会事務局長から朗読をさせます。

議会事務局長。

○議会事務局長（福田伸一君） それでは、朗読いたします。

日程第20 認定第1号 平成29年度木古内町一般会計決算認定について、日程第21 認定

第2号 平成29年度木古内町国民健康保険特別会計決算認定について、日程第22 認定第3号

平成29年度木古内町後期高齢者医療特別会計決算認定について、日程第23 認定第4号

平成29年度木古内町国民健康保険病院事業会計決算認定について、日程第24 認定第5号

平成29年度木古内町水道事業会計決算認定について、日程第25 認定第6号 平成29年度木

古内町介護老人保健施設事業会計決算認定について、日程第26 認定第7号 平成29年度木

古内町介護保険事業特別会計決算認定について、日程第27 認定第8号 平成29年度木古内

町介護サービス事業特別会計決算認定について、日程第28 認定第9号 平成29年度木古内

町下水道事業特別会計決算認定について。以上でございます。

○議長（又地信也君） 以上、認定第1号 平成29年度木古内町一般会計決算認定についてほ

か8件については関連がありますので、一括議題といたします。

お諮りいたします。

ただいま一括議題としました9件の案件につきましては、本会議における提案理由の説明

及び質疑を省略し、平成29年度木古内町決算審査特別委員会を設置するとともに、議長及び

監査委員の竹田議員を除く8名の全議員を委員に選任し、これに付託の上、審査することに

いた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）

○議長（又地信也君） 異議ないものと認め、ただいま一括議題としました9件の案件につき

ましては、本会議における提案理由の説明及び質疑を省略し、平成29年度木古内町決算審査

特別委員会を設置し、議長及び監査委員の竹田議員を除く8名の全議員を委員に選任し、こ

れに付託の上、審査することに決定をいたしました。

○議長（又地信也君） 次に、ただいま設置されました、平成29年度木古内町決算審査特別
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委員会に対し、本議会から地方自治法第98条第1項の規定に基づく検査権を付与し委任した

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）

○議長（又地信也君） 異議ないものと認め、平成29年度木古内町決算審査特別委員会に対

し、本議会から地方自治法第98条第1項の規定に基づく検査権を付与し委任することに決定

をいたしました。

これより、木古内町議会委員会条例第9条第1項の規定による、委員長及び副委員長の互選

を行うため、特別委員会の開催をお願いいたします。

暫時、休憩をいたします。

休憩 午後2時48分

再開 午後3時01分

○議長（又地信也君） 休憩を解き、会議を再開いたします。

諸般の報告をいたします。

休憩中に、第1回平成29年度木古内町決算審査特別委員会が開催され、委員長及び副委員

長の互選が行われましたのでご報告いたします。

平成29年度木古内町決算審査特別委員会委員長には6番 手塚昌宏君、副委員長には7番

福嶋克彦君、以上のとおり互選された旨の報告がありました。お知らせいたします。

休 会 の 宣 告

○議長（又地信也君） お諮りいたします。

ただいま設置されました、平成29年度木古内町決算審査特別委員会の審査が終了するまで、

本会議を休会といた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）

○議長（又地信也君） 異議なしと認めます。

よって、平成29年度木古内町決算審査特別委員会の審査が終了するまで、本会議を休会す

ることに決定をいたしました。

以上をもちまして、本日の会議を閉会いたします。

皆様、どうもご苦労様でした。

（ 午後３時０２分 休会 ）
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地方自治法第123条第2項の規定により署名する。

平成30年9月14日

木古 内町議会議長 又 地 信 也

署 名 議 員 竹 田 努

署 名 議 員 相 澤 巧
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１番 佐 藤 悟 ６番 手 塚 昌 宏

２番 新井田 昭 男 ７番 福 嶋 克 彦

３番 平 野 武 志 ８番 鈴 木 慎 也

４番 竹 田 努 副議長 ９番 吉 田 裕 幸

５番 相 澤 巧 議 長 １０番 又 地 信 也

・欠席議員（なし）

・地方自治法第121条の規定により説明のため出席した説明員

町長 大 森 伊佐緒

副町長 大 野 泰

病院事業管理者 小 澤 正 則

総務課長 若 山 忍

税務課長 高 橋 和 夫

会計管理者 高 橋 和 夫

町民課長 吉 田 広 之

保健福祉課長 羽 沢 裕 一

保健福祉課包括ケア推進室長 武 藤 一 郎

まちづくり新幹線課長 木 村 春 樹

まちづくり新幹線課新幹線振興室長 田 原 佳 奈

産業経済課長 片 桐 一 路

建設水道課長 構 口 学

病院事業事務局長 平 野 弘 輝

特別養護老人ホームいさりび事務長 東 誠

教育長 野 村 広 章

生涯学習課長 吉 田 宏

給食センター長 吉 田 宏

農業委員会事務局長 片 桐 一 路

代表監査委員 森 井 俊 郎

・本会議に職務のため出席した者の職氏名

議会事務局長 福 田 伸 一

議事担当主査 西 嶋 浩 二
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平成３０年第３回木古内町議会定例会議事日程

第２号 平成３０年９月２１日（金） 午後 ３時３０分開議

日程
議 件 番 号 議 件 名

番号

１ 会議録署名議員の指名

２ 議長諸報告

３ 議会運営委員会報告

４ 平成２９年度木古内町決算審査特別委員会報告

５ 議案 第７号 平成３０年度木古内町一般会計補正予算（第６号）

６ 発議案 第１号 議会閉会中の所管事務調査について

７ 意見書案第１号 道教委「これからの高校づくりに関する指針」を抜本的に見直しす
べての子どもにゆたかな学びを保障する高校教育を求める意見書

８ 意見書案第２号 林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充実・強化を求める意
見書

９ 意見書案第３号 障害児者の生きる基盤となる「暮らしの場」の早急な整備を求める
意見書

10 議会閉会中の正・副議長及び議員の出張・派遣承認について
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（ 午後３時３０分 開会 ）

開 会 ・ 開 議 の 宣 告

○議長（又地信也君） ただいまから9月14日に引き続き、会議を開会いたします。

ただいまの出席議員は10名でございます。

よって、地方自治法第113条の規定による議員定足数に達するので、会議は成立いたしま

した。

ただちに本日の会議を開きます。

本日の議事日程及び説明員については、別紙配付のとおりでありますが、小澤病院事業管

理者につきましては、本日診療のため欠席となっておりますので、ご報告いたします。

会 議 録 署 名 議 員 の 指 名

○議長（又地信也君） 日程第1 会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第118条の規定により議長から指名いたします。

6番 手塚昌宏君、7番 福嶋克彦君。以上、2名を指名いたします。

議 長 諸 報 告

○議長（又地信也君） 日程第2 議長諸報告。

議長諸報告につきましては、別紙配付のとおりでありますので、これを省略いたします。

議 会 運 営 委 員 会 報 告

○議長（又地信也君） 日程第3 議会運営委員会報告。

議会運営委員会委員長より、議会運営に関する件について報告を求めます。

議会運営委員会 委員長 2番 新井田昭男君。

○2番（新井田昭男君） 2番 新井田昭男です。

平成30年9月21日 木古内町議会 議長 又地信也様。木古内町議会議会運営委員会委員

長 新井田昭男。

議会運営委員会報告書。

平成30年第3回木古内町議会定例会開催にあたり、本委員会に付託された議会運営に関す

る件について、会議規則第41条第1項の規定により報告いたします。

記 1.会議開催状況。

会議開催状況につきましては、9月21日に開催し、欠席委員はおりませんでした。

2.平成30年第3回木古内町議会定例会の追加議案について。
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（1）議案第7号 平成30年度木古内町一般会計補正予算（第6号）。

以上、1件を今定例会の案件として追加することとする。以上でございます。

○議長（又地信也君） ただいまの議会運営委員会委員長の報告に対する質疑を許します。

質疑ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 質疑がないようですので、質疑を終了いたします。

暫時、休憩をいたします。

休憩 午後3時33分

再開 午後3時35分

平成29年度木古内町決算審査特別委員会報告

○議長（又地信也君） 休憩を解き、会議を再開いたします。

日程第4 平成29年度木古内町決算審査特別委員会報告。

平成30年9月14日開催の平成30年第3回木古内町議会定例会において設置されました、平成

29年度木古内町決算審査特別委員会の報告を求めます。

平成29年度木古内町決算審査特別委員会 委員長 6番 手塚昌宏君。

○6番（手塚昌宏君） 6番 手塚昌宏です。

平成30年9月21日 木古内町議会議長 又地信也様。平成29年度木古内町決算審査特別委

員会委員長 手塚昌宏。

平成29年度木古内町決算審査特別委員会審査報告書。

平成30年第3回木古内町議会定例会において、本委員会に付託された事件について、次の

とおり審査を終了したので、会議規則第41条第1項の規定により報告します。

記 1.会議開催状況。

会議は、9月14日から9月21日までの5日間にわたり開催しております。

2.審査事項。

審査事項は、認定第1号 平成29年度木古内町一般会計決算認定についてほか、以下のと

おり8件について審査を行っております。

3.審査結果。

認定第1号 平成29年度木古内町一般会計決算認定のほか8件について慎重に審査を行った

結果、当委員会としていずれも認定すべきと決定いたしました。

4.審査所見。

平成29年度各会計決算の中で、一般会計については、実質収支4,791万円の黒字となった。

その中で、自主財源である町税については、過去10年間の中でも最も高い収納率となり、

昨年度の審査所見と同様に評価に値するものである。今後も貴重な一般財源確保のため、さ

らなる収納率向上に引き続き努力されたい。

高齢者等入浴無料券交付事業については、周知徹底に努めているが、交付率39.2％、利用

率20.7％にとどまっていることから、利用率向上に向けて利用者の利便性を考慮するなど、
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目的である高齢者や障がい者の健康増進に尽力されたい。

漁業振興事業については、漁家と行政をはじめ関係機関との連携が重要であることから、

中長期的な取り組みを行い、漁獲増に向けて鋭意努力されたい。

給食配送については、児童生徒への安心安全な給食提供のため、車両に関する仕様、基準

を定めるなど早急な対応を求める。

水道事業については、上水道事業から簡易水道事業に移行されることにより、経営改善が

見込まれるものの、人口減や将来的な大規模公共事業の終了により、給水量の減少が想定さ

れるため、今後も健全経営に向け努力されたい。以上でございます。

○議長（又地信也君） 平成29年度木古内町決算審査特別委員会委員長の報告が終わりまし

たが、この委員会は議長及び監査委員の竹田議員を除く8名の全議員による委員会でありま

すので、質疑、討論を省略することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 異議ないものと認めます。

お諮りいたします。

認定第1号 平成29年度木古内町一般会計決算認定についてほか8件につきましては、平成

29年度木古内町決算審査特別委員会委員長報告のとおり認定することにご異議ございません

か。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 異議ないものと認めます。

よって、認定第1号 平成29年度木古内町一般会計決算認定についてほか8件につきまして

は、平成29年度木古内町決算審査特別委員会委員長報告のとおり認定することに決定をいた

しました。

議案第7号 平成30年度木古内町一般会計補正予算（第6号）

○議長（又地信也君） 日程第5 案第7号 平成30年度木古内町一般会計補正予算（第6号）

を議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

町長。

○町長（大森伊佐緒君） ただいま上程となりました、議案第7号 平成30年度木古内町一般

会計補正予算（第6号）につきまして、提案理由の説明を申し上げます。

まず、1ページをお願いいたします。

歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ、253万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額

を、40億1,750万2,000円とするものでございます。

歳出の主な内容でございますが、3款 民生費は、9月6日に発生した北海道胆振東部地震

に係る災害対応に要した費用の追加補正でございます。

6款 農林水産業費は、全道乳牛共進会参加報償費の減額でございます。

14款 職員給与費は、台風21号発生に伴い、災害対応に要した費用の追加補正でございま

す。
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なお、詳細につきましては、総務課長より説明をさせますので、よろしくご審議をお願い

いたします。

○議長（又地信也君） 総務課長。

○総務課長（若山 忍君） 議案第7号の詳細につきまして、ご説明いたします。

はじめに、歳出より説明を行います。

7ページをお開き願います。あわせて、議案説明資料 資料番号7の1ページをお開き願い

ます。

3款 民生費、3項・1目 災害救助費、3節 職員手当等 59万8,000円は、北海道胆振東

部地震発生に伴い、災害対策本部及び自主避難所を開設したことによる管理職特別勤務手当、

並びに職員時間外勤務手当の追加です。

費用の内訳につきましては、資料の1ページに掲載しておりますのでご確認ください。

9節 旅費 14万6,000円は、北海道胆振東部地震で被災された町に職員2名を派遣するこ

とに伴う旅費の追加です。

こちらは、災害時等における北海道及び市町村相互の応援等に関する協定に基づき、北海

道を通じて、厚真町、安平町、むかわ町から職員の派遣要請があったことによるものです。

9月18日に、北海道から渡島管内市町全体で30名、当町では2名を目安に派遣要請がありま

した。9月19日に臨時の管理職会議を開催し、当町からも2名の派遣をすることを決めており

ます。派遣予定期間は、9月27日から10月1日までの5日間で、前後の移動日を加えた6泊7日

分を計上しております。

11節 需用費 53万6,000円は、地震発生時に北海道全域が停電となったことにより使用

したガソリン・軽油の購入費 39万3,000円とライト等の電池、非常用飲料水袋の購入費 1

4万3,000円の追加です。

14節 使用料及び賃借料 61万円は、地震発生時に上下水道施設において使用した発電機

及び吸引車の借り上げにかかる費用です。

先ほどお配りした、追加の資料のほうもあわせてご参照願います。

次に、8ページをお開き願います。

6款 農林水産業費、1項 農業費、5目 畜産業費、8節 報償費 3万円は、9月22日から

23日にかけて開催予定の全道乳牛共進会が、北海道胆振東部地震発生に伴い中止となったこ

とから、一般会計補正予算（第5号）で補正しました全道乳牛共進会参加報償費を減額する

ものです。

9ページをお開き願います。

14款・1項・1目 職員給与費、3節 職員手当等 67万3,000円は、台風21号発生に伴い、

災害対策本部及び自主避難所を開設したことによる管理職特別勤務手当並びに職員時間外勤

務手当の追加です。

次に、歳入について説明させていただきます。

6ページをお開き願います。

17款 繰入金、1項 基金繰入金、1目・1節 財政調整基金繰入金 253万3,000円の追加

は、このたびの補正に伴う財源調整となっております。

なお、9月6日に発生しました北海道胆振東部地震については、北海道全域に災害救助法が

適用され、地震発生時の避難所開設などの応急復旧に係る費用は、民生費の災害救助費に計
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上することとされていることから、地震分と台風分で、それぞれ費用を分けて補正予算を計

上しております。

また、災害救助法適用に伴い、地震に係る応急復旧費用については、通常国及び道から費

用負担されますが、現段階で対象となる経費及び交付額が確定していないため、交付額が確

定した際には歳入の補正をさせていただきたいと考えております。

以上で、説明を終わります。よろしくご審議をお願いいたします。

○議長（又地信也君） 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

質疑ございませんか。

4番 竹田 努君。

○4番（竹田 努君） 胆振東部の地震の関係の災害の関係の予算について、ちょっと確認し

ます。

きょう、説明資料いただきました。最初、きのうまでもらっている説明資料からすれば発

電機はわかるけれども、吸引車って何だろうと思っていました。そして、きょうのこの説明

資料の中で下水道、クリーンセンターのほうで使ったということがわかりましたけれども、

この吸引車借り上げして誰操作というかしたのかどうなのかという部分。これ吸引車なんか

の場合は、業者に委託しないの。その辺の考え方がよくわからないし、これきょうもらった

資料からすれば、今回の例えば機械の借り上げ等については、クリーンセンターで使った分

ということでそういう理解をしていいのかどうなのか。役場の前にも6日の夜ウエルダー、

発電機あって役場の所有なのか、それともレンタルしたものなのかどうなのか。それがなぜ、

ここに予算計上になっていないのかどうなのかというのが何か不自然な形。きょうの資料を

もっと早くもらっていれば見比べてあれしたのですけれども、いまこの場で、その辺確認だ

けします。

○議長（又地信也君） 総務課長。

○総務課長（若山 忍君） まず、バキュームカーにつきましては下水道の送水、停電で各

所に町内6個所ほど現在のところマンホールポンプあるのですが、そのマンホールポンプが

ある一定程度水が溜まった時点で、自動的に次の桝まで送水するという仕組みになっている

のですけれども、それができないために溜まった汚水をバキュームカーで汲み上げていただ

いて、それを何時間かおきに実施していただいたと。これについては専用車ですので、車及

び操作含めて借り上げしているというところです。いま申し上げたとおり、各所にあるマン

ホールポンプを吸い上げて、処理を続けたということです。

それから、発電機につきましては、当町に備えている発電機を役場前に置いて、あと下水

道のほうで強制的に送水した。あるいは、浄水場で配水池までの送水バッテリー等の借り上

げは、別個に行っています。

○議長（又地信也君） 4番 竹田 努君。

○4番（竹田 努君） 私が聞いているのは、この吸引車を業者にお願いしたということでし

ょう、マンホールの。と言えば、機械の予算計上が正しいのか、委託料計上で処理するのが

適切でないのと私はそう思っているものですから。ただ、機械の借り上げを含めて特殊な車

だから、その操作も含めてお願いしたと。これは、やはり借り上げでなくて委託料に計上す

べきでないのかなというふうに思うのだよね。その考え方と、だから役場前のウエルダーは

役場の自前なのですか。
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○議長（又地信也君） 暫時、休憩をいたします。

休憩 午後3時53分

再開 午後3時58分

○議長（又地信也君） 休憩を解き、会議を再開いたします。

ほかに質疑ございませんか。

3番 平野武志君。

○3番（平野武志君） 3番 平野です。

このたびの災害については、木古内町が建築協会ですか建設協会ですか、提携している災

害時の提携を協定をしているということで、発電機含め確保できたと。あるいは、ガソリン

・軽油についてもそのお陰で確保できたという部分はあるかと思います。

その中で、きょう配付いただいた資料の中身について一部ちょっとお聞かせいただきたい

のですけれども、先ほど配られた1枚目の中の作業の内訳の明細なのですけれども、上から

追っていくと計の上の諸経費一式っていう金額あるのですけれども、明細で普段このように

一式で諸経費っていうのみることないものですから、中身についてはどのような内容なのか

をお聞かせください。

それと、2枚目の軽油の売上なのですけれども、こちらについては緊急時ということなの

か、あるいは発電機での特別なそういうのあるかないかわからないですけれども、特別な軽

油なのか、配達されたからなのか。単価が若干高いように感じるのですけれども、これにつ

いてもお聞かせください。2点です。

○議長（又地信也君） 建設水道課長。

○建設水道課長（構口 学君） 平野議員のご質問にお答えいたします。

まず、諸経費についてでございます。一般的に諸経費につきましては、2割から3割程度と

いう部分が経費として見込まれます。ただし今回、緊急時ということもありまして、業者さ

んのほうの見積もりということで、約1割の諸経費を見込んだ見積もりとなっております。

それによって端数の丸めをした形でやっております。諸経費の内訳については、福利厚生

とか会社としてかかる部分のこれ工事的な経費にかかる部分がある程度見込まれるものでご

ざいまして、ただこれに関しては今回この見積もりの中身に関しては、1割の金額で計算し

て見積もりを丸めた形となっております。

次に、2点目の軽油の単価についてでございます。これにつきましては、まず直接な購入

の部分でない部分もありまして、こちらに関してはこの業者のほうである程度割増しした金

額になっているかと思われます。これに関しては、ちょっと最終的に細かい確認はしていま

せんが、時間をいただければ後ほど確認したいと思います。

○議長（又地信也君） 3番 平野武志君。

○3番（平野武志君） 議長、休憩を求めてよろしいでしょうか。

○議長（又地信也君） 暫時、休憩をいたします。

休憩 午後4時01分

再開 午後4時09分
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○議長（又地信也君） 休憩を解き、会議を再開いたします。

資料を出していただいて大変ありがたいのですが、いま議論あった2ページ目、北海産業

さん云々の部分に関しては、少し精査してまだ請求が来ていないと思いますので、その辺は

精査して決済するようにお願いいたします。

○議長（又地信也君） 4番 竹田 努君。

○4番（竹田 努君） 縷々、いまいろんな議論あるのだけれども、これ例えば災害時の災害

協定だとか業者含めて、やはりきちんと結ぶべきだと思うのですよね。災害時、例えばこう

いう機械も重機のレンタルというか発注含めた部分もこれはきちんとしておかないからこう

いう現象になるのかなというふうに思っているのですよね。今後、その辺の町内業者との災

害協定をするかどうか、今後に向けての検討なのかどうなのかという部分が一つとそれから、

先ほどの質疑の中で役場の前にあったウエルダー町で買ったというけれども、あれどこに保

管している。保管場所どこにしているの、あれ。いままで見たことない。まず、答弁して。

○議長（又地信也君） 総務課長。

○総務課長（若山 忍君） 現在も災害時の協定について、例えば優先的に機械を提供する

とか、あるいは燃料を提供するといったことは、建設業協会あるいは燃料業界との協定は結

んでいますので、それに基づいて動いてはいるのですけれども、ただ緊急時の場合にそれに

よって殺到するというケースもあって、最低限生活に困らない範疇で各業者さんとは協定を

結んだ中での提供をいただいているというふうにしております。その協定についても当初結

んでからまた年数も経ってきましたし、そういう面で再度協定が不備がないかどうか見直し

たいと思っております。

あと、先ほどちょっと私申し上げたのですけれども、役場にある形でいくと30アンペアク

ラスの赤い色の失礼しました。そちらについては、町の所有物ではなくて、建設業協会の会

員さんから提供があったということです。

○議長（又地信也君） 4番 竹田 努君。

○4番（竹田 努君） 町の所有かって、そうだと言うから。業者から例えばレンタルしたの

であればしたと報告すればいいのだけれども、町が所有している。大変災害時に備えてああ

いう大きな発電機は有効だなというふうに思っている、良かったなと思っている。ただ、い

つ買ったのかな、例えばあの発電機そんなに汚れてもいないからどこに機械センターなのか

な。たまたま機械センターに行ってもウエルダー見たことないものだから、その確認なので

す。あれレンタルなの。

○議長（又地信也君） 総務課長。

○総務課長（若山 忍君） 今回、災害発生時に緊急電源ということで、役場に備えてある

発電機2台、及びスポーツセンターにも備えている発電機なども利用して、緊急に備えまし

た。同時に、建設業協会の会員さんから大型の機械をいま使っていないということで有効に

利用してくださいという提供があったものですから、それをさらに1台使わせていただいた

ということで、しのいだということでご理解いただきたいと思います。

○議長（又地信也君） 暫時、休憩をいたします。
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休憩 午後4時15分

再開 午後4時17分

○議長（又地信也君） 休憩を解き、会議を再開いたします。

ほかに質疑ございませんか。

7番 福嶋克彦君。

○7番（福嶋克彦君） 参考のためにちょっと聞きたいと思います。

実は、2名の派遣要請あった職員の旅費について、ちょっと聞きたいと思います。実は先

般、広域の議会でもこの話が出まして、もう11日の話でしたけれども、2泊3日で広域の消防

署の職員が行ってきました。その中で、自前でそれぞれ宿泊をしなければならないので、相

手に迷惑をかけられないので、テントを持って行ったと。そういう話で聞いてきました。

今回、うちの職員が6泊7日、一週間行くわけですから、健康管理も含めて旅費の9,800円

プラス日当2,000円これで計算になりますけれども、泊まるところはきちんとあるのか、布

団はきちんと用意されているのか、行ってから探すというふうなことにならないと思います

ので、一週間健康管理も含めて大変だと思うので、その内容をちょっとお知らせください。

○議長（又地信也君） 総務課長。

○総務課長（若山 忍君） いま、ご質問の旅費の関係でございますけれども今回、既に地

震発生から近くの空知振興局ですとか上川振興局、あるいは十勝振興局の管内の市町村の職

員が駆けつけながら応援体制を取っています。今回、渡島総合振興局を通じて9月27日から5

日間をお願いしたいと。ということで、同時に宿泊については、各自でお願いしたいという

ことでした。実際に派遣している方々の町村に連絡を取ってどういうふうな形を取っていま

すかという形を取らせていただいたところ、厚真あるいは安平この辺は、千歳市あるいは苫

小牧市から20分から30分で着く範囲に存在しているということで、派遣されている職員の方

々もいま申し上げた両市のあたりのビジネスホテルに日々泊まって、いま要請されている業

務は役場内の事務補助ですから、8時半から17時15分までを基本とするというお話をいただ

いています。ですので今回、私どものほうもビジネスホテルだと思いますが、そちらに宿泊

する形で日々公用車で現地に向かうという形で、ほかの管内と同じ形を取りたいというふう

に思っております。

○議長（又地信也君） ほかに質疑ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 質疑がないようですので、質疑を終了いたします。

討論を行います。

討論ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。

採決を行います。

お諮りいたします。

議案第7号 平成30年度木古内町一般会計補正予算（第6号）については、原案のとおり可

決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）
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○議長（又地信也君） ご異議なしと認め、本案は原案のとおり可決することに決定をいた

しました。

発議案第1号 議会閉会中の所管事務調査について

○議長（又地信也君） 日程第6 発議案第1号 議会閉会中の所管事務調査についてを議題

といたします。

議会閉会中の所管事務調査について、会議規則第75条の規定により総務・経済常任委員会

及び議会運営委員会の各委員長より別紙のとおり、その所管に属する事務調査の申し出があ

りました。

お諮りいたします。

議会閉会中の所管事務調査について、各委員長から申し出のとおり、これを承認したいと

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）

○議長（又地信也君） ご異議なしと認め、本案については原案とおり承認することに決定

をいたしました。

意見書案第1号 道教委「これからの高校づくりに関する指針」を抜本的に見直しすべての

子どもにゆたかな学びを保障する高校教育を求める意見書

○議長（又地信也君） 日程第7 意見書案第1号 道教委「これからの高校づくりに関する

指針」を抜本的に見直しすべての子どもにゆたかな学びを保障する高校教育を求める意見書

についてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

6番 手塚昌宏君。

○6番（手塚昌宏君） 6番 手塚昌宏です。

意見書案第1号 平成30年9月21日 木古内町議会議長 又地信也様。

提出者 木古内町議会議員 手塚昌宏、賛成者 木古内町議会議員 平野武志、同じく

竹田 努。

意見書案第1号 道教委「これからの高校づくりに関する指針」を抜本的に見直しすべて

の子どもにゆたかな学びを保障する高校教育を求める意見書（案）について、会議規則第14

条第1項及び第2項の規定により、別紙のとおり提出します。

道教委は、「新たな高校教育に関する指針」に基づき、公立高校の再編・統合を実施し、

大規模な削減を行ってきました。地元の高校を奪われた子どもたちは、遠距離通学を余儀な

くされ、精神的・身体的な負担が増大し、保護者の経済的負担も増大しています。

これらを解消するため多くの自治体では、様々な補助の実施ややむなく町立移管とするな

ど、存続に向け努力しています。これらは本来、道教委が行うべきことであり、各自治体に

責任を負わせ、教育行政としての責任を放棄していると言えます。
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3月に公表された「これからの高校づくりに関する指針」については、これらの実態を踏

まえていないため抜本的に見直し、地域の経済・産業・文化の活性化を展望した「高校配置

計画」、「高校教育制度」が必要です。

よって、記載しております以下の5点について、北海道知事、北海道教育委員会教育長、

北海道議会議長に提出するものです。

以上、提案理由としますので、議員の皆様方のご賛同をよろしくお願いいたします。

○議長（又地信也君） 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

質疑ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 質疑がないようですので、質疑を終了いたします。

これより討論を行います。

討論ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。

採決を行います。

お諮りいたします。

意見書案第1号 道教委「これからの高校づくりに関する指針」を抜本的に見直しすべて

の子どもにゆたかな学びを保障する高校教育を求める意見書については、原案のとおり可決

することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決することに決定をいたし

ました。

意見書案第2号 林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充実・強化を求める意見書

○議長（又地信也君） 日程第8 意見書案第2号 林業・木材産業の成長産業化に向けた施

策の充実・強化を求める意見書についてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

9番 吉田裕幸君。

○9番（吉田裕幸君） 9番 吉田裕幸です。

意見書案第2号 平成30年9月21日 木古内町議会議長 又地信也様。

提出者 木古内町議会議員 吉田裕幸、賛成者 木古内町議会議員 相澤 巧、同じく

手塚昌宏。

意見書案第2号 林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充実・強化を求める意見書

（案）について、会議規則第14条第1項及び第2項の規定により、別紙のとおり提出します。

本道の森林は、全国の森林面積の約4分の1を占め、地球温暖化防止など多面的機能の発揮

が期待されており、森林資源の循環利用を進める必要があります。

また、木材を利用していくことは、地方創生にも大きく貢献するものです。

今後、平成31年の通常国会で創設が予定される森林環境税（仮称）及び森林環境譲与税（仮
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称）を活用した地域の特性に応じた森林整備の推進や、林業・木材産業の成長産業化に向け

て施策の充実・強化を図ることが必要です。

よって、記載しております以下2点について、衆参両院議長、内閣総理大臣及び各関係大

臣に提出するものです。

以上、提案理由としますので、議員の皆様方のご賛同をよろしくお願いいたします。

○議長（又地信也君） 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

質疑ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 質疑がないようですので、質疑を終了いたします。

これより討論を行います。

討論ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。

採決を行います。

お諮りいたします。

意見書案第2号 林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充実・強化を求める意見書

については、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決することに決定をいたし

ました。

意見書案第3号 障害児者の生きる基盤となる「暮らしの場」の早急な整備を求める意見書

○議長（又地信也君） 日程第9 意見書案第3号 障害児者の生きる基盤となる「暮らしの

場」の早急な整備を求める意見書についてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

7番 福嶋克彦君。

○7番（福嶋克彦君） 7番 福嶋克彦です。

意見書案第3号 平成30年9月21日 木古内町議会議長 又地信也様。

提出者 木古内町議会議員 福嶋克彦、賛成者 木古内町議会議員 鈴木慎也、同じく吉

田裕幸。

意見書案第3号 障害児者の生きる基盤となる「暮らしの場」の早急な整備を求める意見

書（案）について、会議規則第14条第1項及び第2項の規定により、別紙のとおり提出します。

社会支援を受けなければ生きていけない障害児者は年々増加し、障害福祉施設が不足して

おり、家族介護に依存した生活を余儀なくされています。また、家族に依存した生活により

相互依存を助長し、障害児者の自立を困難なものとしています。

こうした深刻な現状を打開するために、地域で安心して暮らすために必要な社会資源の拡

充を図るとともに、相互に連携した運営と拡充が図られ、利用者が体験的に選択できる状況

の早期実現が必要です。
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よって、記載しております以下の3点について、衆参両院議長、内閣総理大臣及び各関係

大臣に提出するものです。

以上、提案理由としますので、議員の皆様方のご賛同をよろしくお願いいたします。

○議長（又地信也君） 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

質疑ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 質疑がないようですので、質疑を終了いたします。

これより討論を行います。

討論ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。

採決を行います。

お諮りいたします。

意見書案第3号 障害児者の生きる基盤となる「暮らしの場」の早急な整備を求める意見

書については、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決することに決定をいたし

ました。

議会閉会中の正・副議長及び議員の出張・派遣承認について

○議長（又地信也君） 議会閉会中の正・副議長及び議員の出張・派遣承認についてを議題

といたします。

お諮りいたします。

議会閉会中、出張または派遣を要する各種の行事、慶弔、会議、研修、陳情等について、

正・副議長及び議員を出張・派遣させたいと思いますが、ご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） ご異議なしと認め、承認することに決定をいたしました。

なお、現在予定されている出張または派遣につきましては、別紙配付のとおりであります

が、今後の出張または派遣する議員につきましては、その都度、議長において指名すること

にいた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）

○議長（又地信也君） ご異議なしと認め、承認することに決定をいたしました。
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閉 会 の 宣 告

○議長（又地信也君） 以上をもちまして、本定例会に付議されました案件は全て審議を終

了いたしましたので、会議を閉じます。

以上をもちまして、平成30年第3回木古内町議会定例会を閉会いたします。

皆様、どうもご苦労様でございました。

（ 午後４時３４分 閉会 ）
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地方自治法第123条第2項の規定により署名する。

平成30年9月21日

木古 内町議会議長 又 地 信 也

署 名 議 員 手 塚 昌 宏

署 名 議 員 福 嶋 克 彦
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