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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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平成３１年第１回木古内町議会定例会議事日程

第１号 平成３１年３月５日（火） 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

３ 会期の決定

４ 議長諸報告

５ 総務・経済常任委員会所管事務調査報告

６ 総合交通体系調査特別委員会報告

７ 町長及び教育長諸報告

８ 町政執行方針

９ 教育行政執行方針

10 一般質問

11 議案 第11号 平成30年度木古内町一般会計補正予算（第11号）

12 議案 第12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3号）

13 議案 第13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3号）

14 議案 第14号 平成30年度木古内町国民健康保険病院事業会計補正予算（第1号）

15 議案 第16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3号）

16 議案 第17号 平成30年度木古内町下水道事業特別会計補正予算（第3号）

17 議案 第15号 平成30年度木古内町水道事業会計補正予算（第2号）

18 議案 第22号 木古内町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定め
る条例の一部を改正する条例制定について

19 同意案第１号 木古内町監査委員の選任について
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日程
議 件 番 号 議 件 名

番号

20 議案 第18号 きこないクリーンセンターにおける浄化槽汚泥の処理に関する条例制
定について

21 議案 第19号 木古内町介護福祉士養成修学資金貸付条例制定について

22 議案 第20号 木古内町介護職員支度金貸付条例制定について

23 議案 第21号 督促手数料廃止に伴う関係条例の整理に関する条例制定について

24 議案 第23号 木古内町介護予防及び生活支援事業条例の一部を改正する条例制定に
ついて

25 議案 第24号 木古内町乳幼児等の医療費助成に関する条例の一部を改正する条例制
定について

26 議案 第25号 木古内町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関す
る基準を定める条例等の一部を改正する条例制定について

27 議案 第26号 木古内町水道事業から木古内町簡易水道事業へ変更すること等に伴う
関係条例の整理に関する条例制定について

28 議案 第27号 指定管理者の指定について

29 議案 第１号 平成31年度木古内町一般会計予算

30 議案 第２号 平成31年度木古内町国民健康保険特別会計予算

31 議案 第３号 平成31年度木古内町後期高齢者医療特別会計予算

32 議案 第４号 平成31年度木古内町国民健康保険病院事業会計予算

33 議案 第５号 平成31年度木古内町簡易水道事業会計予算

34 議案 第６号 平成31年度木古内町高齢者介護サービス事業会計予算

35 議案 第７号 平成31年度木古内町介護保険事業特別会計予算

36 議案 第８号 平成31年度木古内町介護サービス事業特別会計予算

37 議案 第９号 平成31年度木古内町下水道事業特別会計予算

38 議案 第10号 平成31年度木古内町介護老人保健施設事業清算特別会計予算



平成３１年第１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31年度木古内町一般会計予算

議案第２号 平成31年度木古内町国民健康保険特別会計予算

議案第３号 平成31年度木古内町後期高齢者医療特別会計予算

議案第４号 平成31年度木古内町国民健康保険病院事業会計予算

議案第５号 平成31年度木古内町水道事業会計予算

議案第６号 平成31年度木古内町高齢者介護サービス事業会計予算

議案第７号 平成31年度木古内町介護保険事業特別会計予算

議案第８号 平成31年度木古内町介護サ－ビス事業特別会計予算

議案第９号 平成31年度木古内町下水道事業特別会計予算

議案第10号 平成31年度木古内町介護老人保健施設事業清算特別会計予算

議案第11号 平成30年度木古内町一般会計補正予算（第11号） 31. 3. 5 原案可決

議案第12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3号） 31. 3. 5 原案可決

議案第13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3
号）

31. 3. 5 原案可決

議案第14号
平成30年度木古内町国民健康保険病院事業会計補正予算（第1
号）

31. 3. 5 原案可決

31. 3. 5
平成31年度予算等審
査特別委員会に付託

31. 3.12
原案可決

－1－



議案第15号 平成30年度木古内町水道事業会計補正予算（第2号） 31. 3. 5 原案可決

議案第16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3号） 31. 3. 5 原案可決

議案第17号 平成30年度木古内町下水道事業特別会計補正予算（第3号） 31. 3. 5 原案可決

議案第18号
きこないクリーンセンターにおける浄化槽汚泥の処理に関す
る条例制定について

議案第19号 木古内町介護福祉士養成修学資金貸付条例制定について

議案第20号 木古内町介護職員支度金貸付条例制定について

議案第21号 督促料廃止に伴う関係条例の整理に関する条例制定について

議案第22号
木古内町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基
準を定める条例の一部を改正する条例制定について

31. 3. 5 原案可決

議案第23号
木古内町介護予防及び生活支援事業条例の一部を改正する条
例制定について

議案第24号
木古内町乳幼児等の医療費助成に関する条例の一部を改正す
る条例制定について

議案第25号
木古内町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運
営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例制定に
ついて

議案第26号
木古内町水道事業から木古内町簡易水道事業へ変更すること
等に伴う関係条例の整理に関する条例制定について

議案第27号 指定管理者の指定について 31. 3. 5 原案可決

同意案第１号 木古内町監査委員の選任について 31. 3. 5 原案可決

発議案第１号 議会閉会中の所管事務調査について 31. 3.12 原案承認

発議案第２号 議会閉会中の所管事務調査について 31. 3.12 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 31. 3.12 承　　認

31. 3. 5
平成31年度予算等審
査特別委員会に付託

31. 3.12
原案可決

30. 3. 6
平成30年度予算等審
査特別委員会に付託

30. 3.13
原案可決

－2－
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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31年第1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。

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をいたします。

3番 平野武志君、4番 竹田 努君。以上、2名を指名いたします。

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12月13日に開かれました、平成30年第4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31年3月5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31年第1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、3月1日に開催し欠席委員はおりませんでした。

2.平成31年第1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、3月5日から3月12日までの8日間としたい。

5日は本会議を開催し、町政執行方針並びに教育行政執行方針、一般質問、条例制定、補

正予算等の議案審議、平成31年度各会計予算及び関連議案の上程を行う。

3月9日、10日は休会日とする。（実質6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11から16までの補正予算及び議事日程番号20から38までの各会計予算、並び
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に関連議案については、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27件、同意案1件、発議案1件である。

(4)一般質問者は4名であり、通告順により質問者ごとに行うこととし、時間制（1項目に

つき20分）で実施するものとする。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、報告済みといたします。

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。

今、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3月12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。

よって、今、定例会の会期は本日から3月12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ので、これを省略いたします。

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12月13日に開かれました、平成30年第4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31年3月5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。
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記 1の会議開催状況につきましては、開催日、出席、欠席各委員は、記載のとおりでご

ざいます。

記 2の所管事務調査項目については、（1）まちづくり新幹線課、（2）産業経済課、（3）

生涯学習課の3件でございます。

調査項目につきましては、記載のとおりでございます。

記 3の調査報告です。

総務・経済常任委員会所管の事務について調査を行った結果、当委員会として次のとおり

報告いたします。

このたびの3件の調査事項につきましては、「町民や各事業者の視点に立った行政運営を進

めてほしい」との意見が多数でございました。当委員会は全議員が所属し、多くの町民の思

いが各議員の発言として反映される委員会であります。この4年間を集約しますと、充分に

議論した後、行政は町民視点で多くの施策や事業に取り組んできました。

一方で、調査事項によっては、意見や委員会報告でのまとめが反映されてない事業等もあ

ることから、調査時の意見を「町民の声」と重くとらえたうえで、行政運営に取り組んでい

ただきたい。

報告については、以上でございますが、私委員長と佐藤副委員長の二人の体制で4年間進

めてまいりました。この間、各議員や行政職員の皆さん、あるいは議会事務局の皆様方の協

力があり、この委員会運営を進めてこれましたことを感謝申し上げます。誠にありがとうご

ざいました。

○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。

（「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、報告済みといたします。

総合交通体系調査特別委員会報告

○議長（又地信也君） 日程第6 総合交通体系調査特別委員会報告。

平成27年第1回木古内町議会臨時会において設置されました、総合交通体系調査特別委員

会における調査について報告を求めます。

総合交通体系調査特別委員会 委員長 9番 吉田裕幸君。

○9番（吉田裕幸君） 9番 吉田裕幸です。

平成31年3月5日 木古内町議会 議長 又地信也様。木古内町議会 総合交通体系調査特

別委員会委員長 吉田裕幸。

総合交通体系調査特別委員会報告書。

平成27年第1回木古内町議会臨時会において設置された、総合交通体系調査特別委員会の

調査について、会議規則第41条第1項の規定により報告をいたします。

記 1.会議開催状況。

会議開催状況につきましては、平成27年5月1日から平成30年12月4日までの間に、11回に
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わたって開催しております。

出欠につきましては、下記のとおりでありますので、省略をさせていただきます。

2.調査項目。

調査項目につきましては、5点について調査をいたしましたので、下記のとおりでありま

すので、これも省略をさせていただきます。

3.調査報告。

（1）トレイン・オン・トレイン及びカートレインに係わる情報収集及び基地誘致に関す

ること。

北海道新幹線開業後、青函共用走行区間技術検討ＷＧの方針として、時間帯区分案、すれ

違い時減速システム等による走行案が決定され、新幹線貨物専用列車導入案（トレイン・オ

ン・トレイン）については、ほとんど検討されていない状況である。

新幹線の走行速度に関しては、時速200ｋｍ以上の高速走行の実現が求められており、今

後も当町議会として「トレイン・オン・トレイン」について情報収集を進めるとともに、実

現可能性を探る必要がある。

（2）道南いさりび鉄道の運営及び経営状況に関すること。

北海道新幹線開業と同時に道南いさりび鉄道が開業し、平成28年度開業時には、1日平均2,

000人前後の乗車人員が調査報告されたが、年々減少傾向にある。

このため、観光列車「ながまれ海峡号」ツアー企画をはじめ、道南いさりび鉄道応援隊活

動の実施、各種イベントの開催、グッズ販売など経営努力はしている。今後、車輌の老朽化

や保線維持費等、開業5年後の経営計画の見直しを踏まえ経営状況の把握が必要である。

（3）木古内－江差間代替輸送バスの運営及び経営状況に関すること。

木古内－江差間代替輸送バスは、江差線代替輸送確保基金8億円を財源として運営されて

おり、新吉堀トンネルの開通やバス停が増設されるなど、より安全で利便性の高い運行がさ

れている。広域観光に関わる当町にとっては、檜山南部への重要な交通手段であり、地域住

民にとって大切な交通機関であることから、今後も継続した調査の必要があると考える。

（4）高規格幹線道路函館・江差自動車道の整備促進に関すること。

当初計画では、平成31年度末には木古内（大平）ＩＣが開通予定であったが、札苅幸連地

区の幸連5遺跡発掘調査で日本でも珍しい遺物が発見され、このことから調査期間が2年から

3年程度要することとなったため、平成33年以降の開通に延期された。高規格幹線道路は、

インバウンド観光や全道からの来町者等、観光振興の面からも大切な道路であり、一刻も早

い開業が望まれる。

（5）地域高規格道路松前半島道路の整備促進に関すること。

松前半島道路建設促進期成会が平成26年11月に関係市町により設立された。今後も整備の

早期実現に向けて、国への要望事項等に留意する必要があります。

以上であります。よろしくご審議のほどお願いいたします。

○議長（又地信也君） 総合交通体系調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。

（「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、報告済みといたします。
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町 長 及 び 教 育 長 諸 報 告

○議長（又地信也君） 日程第7 町長及び教育長諸報告。

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ので、これ

を省略いたします。

町 政 執 行 方 針

○議長（又地信也君） 日程第8 町政執行方針。

平成31年度町政執行方針についての説明を求めます。

町長。

○町長（大森伊佐緒君） 皆様、おはようございます。

議員の皆様には、本定例会にご出席をいただきましたこと、心から厚くお礼を申し上げま

す。

それでは、平成31年第1回木古内町議会定例会の開会にあたり、平成の最後となります町

政執行方針について申し述べます。

当町のまちづくりの柱であります、第6次木古内町振興計画は6年目を迎え、「ともに語り、

ともに行動するまちづくり」を基本理念に、行政と住民が協働し、「住みたい、住み続けた

いまち木古内」を目指して、業務を取り進めております。

私は、これまで「町民一人ひとりが主役のまちづくり」を進めてまいりました。

今後も、町民の皆様の信頼を基に、北海道新幹線や近い将来開通が見込まれる高規格幹線

道路函館・江差自動車道木古内ＩＣといった交通の要衝となる立地条件を最大限に活用する

など、交流人口増加につながる地域振興事業や地方創生事業、広域観光連携事業などを、振

興計画に基づき推進してまいります。

町議会議員の皆様方、町民の皆様の一層のご理解、ご協力を賜りますようお願いを申し上

げます。

国と地方を取り巻く情勢では、昨年は1月の北陸地方の豪雪にはじまり、6月の大阪府北部

地震、7月の西日本豪雨をはじめとする記録的な豪雨・大型台風、さらには9月に発生した北

海道胆振東部地震、並びに北海道全域での停電などにより、各地で甚大な被害が発生しまし

た。平成の時代は、大きな自然災害が相次ぎ起こりました。災害が起こるたびに、人々は強

くつながり、絆が深く結びつき、復興に向かって一歩ずつ着実に前進しております。

震災前よりもさらに住民が暮らしやすい地域づくりを目指す、「創造的復興」に取り組ん

でおります。

当町におきましては、昨年9月の台風21号及びブラックアウトの際に、避難所を開設して

おります。今後も早めの避難を呼びかけ、命の危険から身を守る行動をとるよう指示すると

ともに、避難所の拠点となる中央公民館やスポーツセンターの居住環境の改善を進めてまい

ります。
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また、東日本大震災から8年が経過しますが、昨年発生した胆振東部地震でも明らかのよ

うに、全国どこでも大規模災害は起こりうることから、日頃から防災・減災対策に取り組ま

なればなりません。

ことし9月には、ラグビーワールドカップが釜石で開催されます。津波で大きな被害を受

けた場所に、釜石の皆さんの復興への熱意とともに、スタジアムが建設されました。被災地

での熱戦に期待が膨らみます。

現在の復興状況は、4万7,000戸を超える災害公営住宅の整備がほぼ終了し、津波で浸水し

た農地の9割以上が復興しています。福島県の大熊町では、8年ぶりに役場機能が町に戻りま

す。｢福島の復興なくして東北の復興なし。東北の復興なくして日本の再生なし。｣との決意

の下、復興が成し遂げられるまで、被災地に寄り添った思いを持ち続けます。

私たちは、毎年3月11日を、災害に対する備えを確認する日といたします。

また、胆振東部地震による山地崩壊現場は手つかずの状況にありますので、一日も早い復

興に向け、発災時と同様に職員派遣要請に応じてまいります。

海外情勢をみると、ＴＰＰ11が昨年12月発効され、2月にはＥＵとの経済連携協定ＥＰＡ

が発効されました。農業者にとっては、関税削減、撤廃という厳しい中ではありますが、美

味しくて安心安全、高品質な日本の米や野菜は、海外でも好評価を得ており、輸出は伸びて

おります。

一方、自国第一の保護主義を掲げる米国との貿易協定交渉は、難航が予測されます。米国

は、中国との間で貿易摩擦が強まり、経済戦争の状態にあり、世界経済への影響が心配され

ます。

また、1987年に結ばれた中距離核戦力（ＩＮＦ）全廃条約から離脱することをトランプ大

統領が表明をしています。条約離脱は軍拡競争の再開につながるとの不安があり、世界の懸

念が高まっております。

北東アジアにおいては、北朝鮮の核・ミサイル開発が脅威となっております。昨年、米国

と北朝鮮との首脳会談が実現し、2月には二度目の会談が実施されており、今後も北朝鮮の

核廃棄に向けた前進を期待するとともに、拉致問題の解決に向けた交渉の進展を望みます。

韓国とは、徴用工判決やレーダー照射問題が国家間の亀裂を広げています。国際的な紛争

解決ルールに基づき、国際司法裁判所などでの審議も視野に、事態の打開を願うものであり

ます。

このように、日本を取り巻く状況は混とんとしておりますが、安倍首相は第198回通常国

会の施政方針において、「安全保障の基盤を強化すると同時に平和外交を一層力強く展開し、

地球儀を俯瞰する視点で、積極的な外交を展開する」と述べております。世界の平和と繁栄

にこれまで以上の責任を果たすことが期待されます。

国政においては、引き続き「1億総活躍社会の実現」を内政の重要課題に掲げ、政府を挙

げ取り組んでおります。

新たに、少子高齢化を克服し、「全世代型社会保障制度」を築き上げるため、消費税の引

き上げが実施されます。その財源は、子育て、医療・介護等の社会保障の充実や、地方の活

力を生み出す基盤でなければなりません。

当町が独自性を発揮して様々な施策を展開していくためには、何よりも財政基盤の強化が
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不可欠であります。

昨年末、総務省が示した平成31年度地方財政対策では、一般財源総額については前年度1.

0％増の62兆7,000億円が見込まれ、地方交付税は、7年ぶりに増加の16兆2,000億円となって

おり、臨時財政対策債は18.3％減の3兆3,000億円が計上されております。

日本経済を牽引する政策と地域の活性化は車の両輪であり、「地域の再生なくして、日本

の再生なし」との認識に立ち、「私たちの未来は私たちの力で創り上げる」という気概を持

って諸課題に取り組んでまいります。

町政に臨む基本姿勢でございますが、私はこうした変化の時代こそ、確固たる政策と的確

な判断のもとに町政を執行していくことが大切なことと考えており、次の5点を基本姿勢と

して、木古内町の限りない発展のため取り組んでおります。

1.思いやりと温もりのある町政。2.誠実な心をもった町政。3.広く町民の声に耳を傾ける

町政。4.時代に即応した判断と行動ができる町政。5.公正で透明性のある町政、でございま

す。

それでは、第6次木古内町振興計画の施策の大綱に沿って、平成31年度の町政執行方針に

ついて申し述べます。

第1章 福祉・医療・保健。

主要テーマは、「地域住民が支え合う生きがいある福祉づくり」でございます。

「高齢者福祉」では、当町の65歳以上人口割合（高齢化率）は、本年1月末現在で47.5％

と全国や全道平均を大きく上回っており、今後も上昇することが見込まれます。

人口の約半数が65歳以上の高齢者であるという超高齢化社会を迎え、高齢になっても住み

慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、老人福祉計画に基づき、声かけ訪問

サービス、移送サービス及び医療機関送迎バス運行などの生活支援事業を継続してまいりま

す。

また、高齢者の閉じこもり防止や介護予防のため、生きがい教室や健康マージャン教室な

どの介護予防事業を引き続き実施してまいります。

さらに、平成29年度から開始した高齢者等入浴無料券交付事業についても、高齢者等の心

身の保養と健康の保持を図るため、引き続き実施してまいります。

「介護福祉」では、本人や家族が安心して利用できる介護福祉の実現を目指すため、介護

保険事業計画に基づき、介護サービス事業を運営しております。

本年は、第7期介護保険事業計画の中間年にあたります。

本計画においては、地域包括支援センターを中心に、要介護者やその家族のニーズに沿っ

た在宅介護サービスの提供に努めるとともに、介護給付の適正化を図り、安定的な介護保険

事業会計の運営を目指してまいります。

特に、高齢者が、可能な限り住み慣れた地域で、その有する能力に応じ自立した日常生活

を営むことができるよう、医療、介護、介護予防、住まい及び自立した日常生活の支援を包

括的に確保する、地域包括ケアシステムのさらなる推進を図ってまいります。

また、第7期計画で新たなサービスとして位置づけております、小規模多機能型居宅介護
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施設の整備に向けた準備を加速してまいります。

「地域福祉」では、超高齢社会を迎え、核家族化が進行する中で、援助や支援を必要とす

る高齢者や障がい者を周辺住民で支えていくことが求められております。

このため、地域福祉活動を進める中心組織である社会福祉協議会や町内会連合協議会の運

営を支援してまいります。

さらに、小売配達事業者や新聞配達事業者、木古内商工会との地域見守り協定により、民

間事業者と連携して安心・安全に暮らし続けることができる地域づくりを推進してまいりま

す。

「家庭・児童福祉」では、子育て世代が安心して生み育てられる社会・生活環境整備の一

環として、平成29年4月から町営による学童保育事業を実施しております。

乳幼児等医療費の無料化については、8月より幼児、小・中学生に加え高校生まで拡大し

ます。また、ひとり親家庭等の医療費の無料化、保育料の独自軽減、育児教室の運営、学校

給食費の無料化を継続してまいります。

「障がい者福祉」では、障がい者総合支援法に基づき、障害のあるかたへの障がい者福祉

サービスは、健康管理センターにおいて相談業務等を実施し、福祉サービスの利用を調整し

てまいります。

また、乳幼児等の医療助成と合わせ、重度心身障害者医療費の無料化も実施しております。

地域活動支援センターの運営については、非常勤職員を配置し、社会福祉協議会やボラン

ティア等の協力の下、障がい者の活動を支援してまいります。

「保健・疾病予防」では、住み慣れた地域で、健康で安心して日常生活を送ることができ

るよう、木古内町国民健康保険病院をはじめとする各医療機関と連携し、健診等を含め医師

の指導による健康不安の解消、疾病の早期発見・早期治療を基本に、重症化防止対策を継続

してまいります。

健康管理センターにおいては、保健師や栄養士が中心となり、町民一人ひとりの健康の維

持増進対策を推進してまいります。

母子保健事業については、各種予防接種や健診、育児相談、育児教室に取り組んでまいり

ます。

さらに、子育て困難家庭や虐待のおそれのある親子を早期に発見し、適切な支援を行うた

め、木古内保育園及び永盛保育園との情報共有、及び連携強化を図ってまいります。

また、インフルエンザの予防接種は、高校生まで無料を拡大し、高齢者については、町内

医療機関での接種助成を継続してまいります。

成人保健事業については、疾病の早期発見・早期治療・重篤化防止のため、がん検診の無

料化を継続してまいります。

受診率の向上に向けては、町政広報や折り込みチラシ、防災無線等による周知、各地域で

の健康相談、健康教室での受診勧奨を行い、健康づくり推進委員と連携し取り組んでまいり

ます。

国民健康保険事業については、12月末現在で1,051名が加入しており、人口の減少及び高

齢化の進行、さらに後期高齢者医療への移行により年間約80名が減少しておりますが、一人

当たりの医療費は増加傾向にあります。

このため、医療費の適正化に向けた特定健診や、各種がん検診などの事業を推進し、被保
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険者の健康増進に取り組んでまいります。

後期高齢者医療制度については、12月末現在で1,122名が加入しており、被保険者数は国

保からの移行者と転出・自然減等との相殺で、近年は横ばい状態となっております。

一方、一人当たりの医療費は、年間100万円に近い状況で、年々増加が続いております。

この医療費の12分の1が町の負担となりますので、被保険者に対する各種の健康づくり活

動や健診の受診勧奨などを行い、安定的な事業の運営に努めてまいります。

「地域医療」では、当町の医療機関は、国民健康保険病院とベッドを有しない内科系医院

2箇所が設置されてきました。

しかし、昨年5月に一つの内科医院が閉院となり、歯科医院についても一昨年一箇所が閉

院、もう一箇所も不定期の開院となっており、実質は当院のみとなっております。

また、本年に入り知内町の内科系医院も閉院となり、町内はもとより診療圏域における当

院の担う役割は、いままで以上に重要になっております。

しかし、昨年退職した常勤医師の後任が確保できていないため、増え続ける外来患者への

対応に影響が出てくることが懸念されております。

このような中、当町の人口は減少の一途をたどっておりますが、患者層である75歳以上の

人口は2025年まで微増することが見込まれております。このため、不足している常勤医師の

確保に努め、国保病院を基幹病院として、町内の医院や函館市内の中核病院との連携を強化

し、引き続き住民ニーズに対応した医療の提供に努めてまいります。

病院事業に関する執行方針でございます。

現在、少子高齢化社会における医療供給システムの方向は、地域医療構想と地域包括ケア

システム構築の両輪で動いております。前者は個々の医療機関が、その役割と機能を明確に

したうえで他医療機関との連携において不足する機能を補完しつつ、効率的な医療提供を目

指すものであります。

一方後者は、患者や障がいを持つ高齢者などが、希望する場所において質の高い医療・介

護を適切に受ける体制を確保するため、地域が主体性をもって「我がごと、丸ごと」で取り

組み、組織構築を目標としたものであります。

この場合、治癒を目的とした積極的な入院治療とともに、在宅医療・訪問看護・訪問リハ

ビリ・訪問栄養指導・訪問服薬指導などを通して重症化防止、療養上の指導、服薬管理、健

康管理などの対応を総合的かつ継続的な医療として提供する必要があります。また、この延

長線上に、住み慣れた自宅や介護施設など、住民が望む場所で看取りができるよう、患者本

人の意思を尊重したサービス提供を推進することができます。

いまや国を挙げて「働き方改革」が進んでおり、医療・介護の領域も決して「聖域」では

ありません。少ない人数で患者・利用者に安全で快適なサービスを提供するためには、これ

までの業務内容を見直し、その効率化を図ることが喫緊の課題です。医療機関内における自

助努力のほかに、今後は医療資源活用の方策として、地域にある複数の病院や診療所をひと

つにして、医師を集約するという考えがあり、既に他県では成功をおさめております。集約

化された一つの病院で、より多くの医師が勤務できれば、交代制勤務や質の高い医療の提供

が可能となります。集約化で病院が遠くなる患者も出てくるかもしれませんが、医療の質が

保証されることから施設縮小・削減よりは、利点が悠に大きいと言えます。また、こうした
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新たに生じる医療の空洞化地域には、「かかりつけ医」制度は、もう一つ重要な基本システ

ムとなって活用されるべきものと言えます。

こうした現状の隘路を逆に起爆剤にして、これからの時代は地域住民の理解を深めて、地

域の実情に応じた医療の提供体制を革新的に整備することが求められます。地域住民にとっ

ては、医療・介護を享受できることは権利ではありますが、同時に義務として共有し、それ

を前向きに解決するための協力体制が生まれれば、この方向性は当事業を存続・発展させる

大きな力になります。これは、ひとえに医療の現場に限らず、介護の現場においても全く同

様であります。

医療供給には、同時に解決の困難な根源的な問題があります。医師法には正当な事由がな

ければ診療を拒否してはならない「応召義務」があり、日本の医療制度には世界に誇れる「国

民皆保険」や、受診する医療機関を自由に選択できる「フリーアクセス」が存在し、医療費

の低い自己負担と、いつでもどこでも診てもらえる伝統が「コンビニ受診」を生み、これが

医療者をはじめとした、医療提供に関連した多くの職種の長時間労働や、その現場の疲弊を

招いているという現実があります。これに住民の関心が及ぶよう、積極的な情報発信や、直

接啓蒙できる機会を設けるなどの取り組みは必須となります。

しかしながら、進行中の「働き方改革」は、こうした医療提供システムの根源にかかわる

国家的な基盤そのものを、どう変革・維持させていこうとしているのか、未だに明確に方向

性は示されないままであります。このため、住民の皆さんが職員とのふれあいを通じて病院

への理解を深めることを目的に、今年度も地域住民ふれあい事業や病院まつりを開催し、住

民とともに病院の在り方も考えてまいります。

平成30年4月より新たにスタートした特養事業については、安定的な介護サービスを提供

するため、介護職員確保対策を実施し、介護職員の確保に努めます。なお、介護従事者の不

足解消を目的に、本年12月よりフィリピンから介護福祉士候補者2名を受け入れ、将来資格

を取得して勤務できるよう育てていく事業を継続的に展開してまいります。

また、関係機関と連携し、利用者の確保に努め、経営の安定化を図ってまいります。

なお、病院事業における今年度の目標は、次のとおり基本方針で進めてまいります。

目標につきましては、病院事業を継続・発展が可能な組織にする」。

基本方針 1では、地域の医療・介護に適した提供の仕組みを推進する。2点目は、業務の

見直しにより効率化を図る。以上でございます。

第2章 教育・文化でございますが、教育・文化につきましては、「教育行政執行方針」に記

載しております。

なお、本年度も「木古内町総合教育会議」を開催し、町長と教育委員会が連携を図り、第

7次木古内町教育総合推進中期計画を基盤として、教育行政の推進に取り組んでまいります。

第3章 産業・観光では、主要テーマは「新幹線を活かした活気ある産業づくり」でござい

ます。

農業では、国の農林水産業を産業として強くしていく「産業政策」と、国土保全といった

多面的機能を発揮するための「地域政策」を両輪として取り組むとの方針の下、「農林水産

業・地域の活力創造プラン」を策定し、平成30年には、農業のさらなる成長産業化に向けて、
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スマート農業の取り組みや、農林水産物の輸出強化などを追加し改定しております。

さらに、ＴＰＰ11や日ＥＵ・ＥＰＡが発効され、「総合的なＴＰＰ等関連対策要綱」に基

づき、競争力強化や農政新時代を展望した政策を展開することとしております。

これらを踏まえ、水稲・畜産・施設野菜など当町の振興作物の生産を中心とした経営を永

続的に維持するため、関係機関と連携し高付加価値化・品質向上やさらなるブランド化に取

り組み、国際化などにおいての価格競争に耐えられる経営基盤を築くよう支援してまいりま

す。

良質米の安定生産に向けた道営土地改良事業の実施や、過疎化や高齢化などの課題に対処

するため、環境や景観、文化の維持など農業の有する多面的機能の発揮を促進し、担い手の

負担を軽減することを目的とした多面的機能支払交付金制度について、継続してまいります。

酪農、畜産では、はこだて和牛のさらなるブランド化に向けた褐毛和種優良繁殖雌牛導入

事業や農業者の負担軽減を図るための酪農ヘルパー利用支援事業を継続するほか、昨年9月

に発生したブラックアウトに対応するため、発電機導入に係る農業者の負担軽減を図るため

の支援をしてまいります。

担い手・後継者対策として、農業人材力強化総合支援事業、担い手先進地研修事業や町独

自の第一次産業後継者支援事業を継続してまいります。

農業基礎情報整備のため、農業委員会と連携し、農地情報公開システムの整備を行ってま

いります。

シカなどによる農作物被害やクマの人的・物的被害を防止するため、鳥獣被害対策協議会

などとの連携の下、電気牧柵の設置や猟友会への出動要請など、対応してまいります。

「林業」では、町有林の施業管理は、森林経営計画に基づき年間30から40ｈａを目安に利

用間伐事業を進めておりますが、今後10年余りで主伐期を迎えるスギが約450ｈａあること

から、生育や価格の動向を把握して適期適伐とともに、皆伐事業にも取り組んでまいります。

当町の民有林の人工林面積における77％を道南スギが占めていることから、「木古内町地

域材利用推進方針」に基づき、道南スギ産地形成推進協議会などと連携して地材地消を推進

してまいります。

木材価格の低迷により、町有林の財産価値が低落傾向にあるため、施業費を木材売払収入

が下回る状況にあり、民有林においても同様で、林業活動の低迷が全国的な課題となってお

ります。

これらを踏まえて創設される「森林環境税」及び「森林環境譲与税」の活用を見据え、新

たな森林管理システムへの対応や、昨年度取得した森林認証制度の積極的なＰＲ、町独自の

森林整備対策事業を進めてまいります。

今後も、森林が持つ木材生産機能と公益的機能を維持し、森林整備計画等に基づいた適切

な森林整備を推進してまいります。

「水産業」では、アワビ人工種苗事業、ウニ人工種苗事業については、放流を行っている

ことで、一定程度の成果があり、水産資源の確保につながっていることから継続するととも

に、人工魚礁の整備や藻場造成に関する要望を行い、資源管理型漁業の定着を進めてまいり

ます。

養殖漁業の推進は、安定的な漁業経営を行ううえで必要であるため、塩蔵ワカメ施設整備

事業へ支援することで、さらなる生産性の向上と安定供給につなげ、養殖漁業の推進を図っ
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てまいります。

漁業者の担い手対策については、組合員の平均年齢が69歳を超え、高齢化を理由に毎年、

廃業する漁業者が多く、喫緊の課題であることから、一次産業後継者支援事業を継続実施す

るとともに、漁業に興味のある人材を受け入れる体制の構築を関係機関や漁業者と協議して

まいります。

「商業」「工業」では、人口減や少子高齢化の影響により厳しい経営が続き事業所の数が

減少している状況を踏まえ、地域経済活性化のために、当町が予算化する工事や事業は地元

企業を優先した発注に努めてまいります。

また、当町の知名度向上のため、はこだて和牛ブランド化推進事業や首都圏、東北圏、札

幌などで行われる物産展に積極的に参加してまいります。

中小企業・小規模企業支援のため、昨年策定した「木古内町中小企業・小規模企業振興基

本計画」に基づき、設備投資や経営の維持などに対する補助金の交付や、商工会や金融機関

と連携を図り、融資にかかる信用保証料や、利子補給金の補助事業を継続してまいります。

「観光」「広域観光」では、交流人口の拡大による地域経済の活性化を図るため、観光協

会やまちづくり体験観光推進協議会と連携し、町内イベントや体験観光事業などの魅力向上

を進め、新幹線ビュースポット、いかりん館やトロッコ鉄道などを巡る町内観光周遊ルート

づくりや、「木古内みそぎまち歩き」など、引き続き、まちなかの回遊性を高める事業に取

り組んでまいります。

町内観光の中核を担う観光協会については、事務所運営の支援や常勤の事務局長配置など、

運営体制の強化を継続しつつ、事業の拡大並びに会員数減少による財政状況の脆弱化の解消

に向け、収益事業を展開するなど、財政基盤の強化に向けて連携を進めてまいります。

観光スポットについては、札苅村上芝桜園への来園に対する支援や、観光看板の設置など

を進めてまいります。

インバウンド対策としては、総務省の地域おこし協力隊事業を活用し、多言語通訳ができ

る人材を1名採用しております。今年度実施した「みそぎ祭り」でのインバウンド系モニタ

ーツアーが大変好評であったことから、多くの外国人旅行者に喜んでいただけるコンテンツ

づくりを進めてまいります。

これら様々な観光施策も含め、新たな時代を見据えて、観光を核とした地域づくりの実現

に向けて策定した、木古内町観光振興計画を計画的に推進するため、「木古内町観光振興計

画推進会議」を立ち上げ、事業を実施してまいります。

新幹線のまちとしての優位性を生かすとともに、今後予定される2020年度の函館新外環状

道路「函館空港ＩＣ」開通、及び2021年度の高規格幹線道路函館・江差自動車道「木古内Ｉ

Ｃ」開通、また、2030年の北海道新幹線札幌延伸により、当町における交通アクセスの利便

性がより向上されることから、東北や首都圏、道内などでのプロモーションを通じて、当町

をはじめとする道南西部エリアの魅力ある観光を広くＰＲしてまいります。

併せて、渡島西部・檜山南部9町や交通事業者で構成する「新幹線木古内駅活用推進協議

会」で取り組んできた二次交通を活用した周遊促進事業と、これまでに整備を進めてきた滞

在型・体験型観光メニューを総合的に展開することによって、インバウンドの受入体制整備

などの対応も視野に入れながら、旅行会社への積極的な販売促進を図ってまいります。

道の駅「みそぎの郷きこない」については、安定的な運営に向けた支援や、指定管理者を
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はじめ、商工業者や一次産業従事者など、関係者との連携をより一層推進することで、観光

・物産振興の取り組みを効果的に展開するほか、広域観光拠点施設としての新たな魅力を創

出するため、広域にわたる観光案内の充実や施設を有効に活用した話題性のある取り組みを

進めることで、より多くのかたにご利用いただける施設となるように努めてまいります。

また、姉妹都市山形県鶴岡市を拠点に世界的に活躍されている「木古内町観光大使」の奥

田政行シェフにつきましては、姉妹都市盟約締結30年の節目となる本年も両市町の橋渡し役

としてご活躍いただくとともに、道外においても当町をはじめとする道南の食材を活用した

地域の魅力のＰＲや道南の「食」の魅力を高めるための助言などを行っていただき、当町を

訪れる観光客の増加につなげてまいります。

「雇用」では、町内の人口が減少し、農業体や建設事業者、介護事業所等では人材確保が

困難となっている状況を踏まえ、無料職業紹介事業を実施しており、今後も積極的に進めて

まいります。

事業者の経営安定や雇用の確保を目的に、金融機関と連携のうえ、設備投資や運転資金等

の貸付事業を継続してまいります。

渡島西部通年雇用促進協議会の共同運営により、季節労働者の資格取得支援などを行い、

雇用の創出と安定化に努めてまいります。

また、北海道新幹線や道南いさりび鉄道、路線バスに加え、今後、高規格幹線道路函館・

江差自動車道「木古内ＩＣ」が開通することにより、木古内町の交通拠点としての位置づけ

はより重要なものとなりますことから、交通の利便性・優位性を広くＰＲすることで、企業

誘致を積極的に推進するとともに、木古内町企業振興促進条例に基づき、町内における投資、

並びに常用雇用者の雇用拡大や外国人技能実習生の受入れを行う企業に対する助成を行って

まいります。

第4章 生活環境・交通。

主要テーマは、「安心と安全で快適に暮らせる環境づくり」でございます。

「土地利用」では、当町は、一般国道228号と並行して海岸沿いに集落を形成する東部地

区、ＪＲ木古内駅を中心に市街地が集積された中部地区、木古内川、中野川などの河川の流

域に広がる農業地帯の西部地区に大別されます。

東部地区では、漁業関係者が沿岸漁業に従事しやすいよう漁港背後地の整備が進められ、

空き地は作業用地や住宅用地と位置づけております。

中部地区では、「木古内駅周辺整備基本計画」に基づくインフラ整備を進め、ゆったりと

した歩道と景観統一を実現いたしました。

西部地区では、地域に広がる農地の流動化や団地化を促し、荒廃の防止と高度利用を図る

ため、道営土地改良事業に取り組んでまいります。

町の総面積の89.5％を占める森林地域については、林業振興のための木材生産機能と山地

災害の防止や水源涵養、地球温暖化防止効果などの公益的機能を有した森づくりを進めてま

いります。

「住環境」では、町営住宅の整備は、「港団地」建て替えに伴う本体工事の実施、道営住

宅「であえーる駅前団地」の2期工事の実施に向けて、北海道が行う実施設計との調整を図

ってまいります。
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移住・定住対策につきましては、ちょっと暮らし住宅事業に引き続き取り組むとともに、

空き家リフォーム助成事業と併せて、先月開設した空き家バンクを広く周知することで、移

住人口の増加と、空き家件数の減少を目指してまいります。

また、これらの事業の情報のほかに、交通の要衝という地理的利便性や生活環境等の情報

について、知内町と連携して開催するセミナーやＨＰ等で広く発信し、移住・定住対策に取

り組んでまいります。

「公共交通網」では、道南いさりび鉄道は、通勤・通学・通院などの地域の公共交通機関

としての役割を果たす一方で、津軽海峡沿いの海岸線や漁り火、函館山、津軽・下北半島を

望むロケーションの素晴らしい観光列車としての利用客も見込まれ、「ながまれ海峡号ツア

ー」が大変好評を得ております。

沿線沿いの観光スポットへの立ち寄りができるよう、駅舎内へのサインや貸し自転車など

の整備を継続してまいります。

また、3割程度アップした運賃については、通学定期券購入の際に、引き続き上昇分の助

成を行うことといたします。

一方、町内ではこれまで3度の脱線事故が発生した経緯があることから、今後も、安全運

行体制を構築し事故のない運営を目指してまいります。

また、当町と檜山地域を結ぶ路線バス「江差木古内線」は、函館バスに運行を委託してお

り、停留所等の増設により鉄道輸送時よりも乗降客が増加しております。

今後も、利用者の安全性や利便性に配意するとともに、路線バス交通の充実を図るため、

バス事業者に対する支援を継続してまいります。

「道路」では、中心市街地の道道「中央通・駅前交差点から函館側バイパス間」は、昨年、

道の公共事業評価専門委員会にて、国費予算要望を行うことが妥当と評価されました。

今年度は、早期に事業認可を受け事業に着手するよう強く要望し、併せて、現在、鶴岡・

大川地区において整備を進めている「道道江差木古内線」の線形改良等についても、早期完

成に向けた要望を継続してまいります。

高規格幹線道路「函館・江差自動車道」については、遺跡調査の影響により木古内ＩＣの

供用開始が2021年度末となり2年先延ばしとなりましたが、引き続き早期完成を要望してま

いります。

また、地域にとって身近な生活道路である「町道」については、橋梁の補修工事を順次行

っていき、今年度は、中野地区において「中野橋」の補修工事を行います。道路管理につい

ては、定期的なパトロールを実施し、適切な維持管理に努め、除排雪に関しては、地域住民

の高齢化により、ニーズが高まっていることから、引き続き細やかな除雪体制を構築し、冬

期間の安全確保に努めてまいります。

「上・下水道」では、上水道事業については、今後も、人口減少等による水需要の減少に

より給水収益が減少し続けることが予想され、その一方で水道施設の老朽化も進み、更新経

費が増加することが見込まれております。

このため、これら老朽資産の更新事業を計画的に進め、国の認可を上水道事業から簡易水

道事業へと変更し、経営基盤の強化を図って適切な水道施設の維持管理に努めてまいります。

下水道事業については、快適な生活環境の確保や公衆衛生の向上、自然環境の保全など、

多様な機能を有し、都市基盤の中心となる社会資本であり、下水道管渠新設工事については、
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昨年に引き続き港町付近の整備を行ってまいります。

「環境衛生」では、住民生活で排出される廃棄物については、安定的な処理と処理コスト

低減のため、広域処理を実施しており、可燃ごみは「渡島廃棄物処理広域連合」、資源ごみ

や不燃ごみ、し尿については「渡島西部広域事務組合」で処理を行っており、今年度からは、

地域の環境衛生向上のため下水道区域外において、合併処理浄化槽設置者への助成を行いま

す。

産業廃棄物については、排出者の責任で処理することを徹底し、不法投棄については監視

カメラを導入するなど、監視体制を強化してまいります。

「環境美化」では、花いっぱい運動を推進し、住民や旅行者がさわやかさや安らぎを感じ

ることができる環境づくりを継続してまいります。

薬師山の芝桜については、ここ数年満開にならない状態が続いておりますが、まずは原因

を探りながら景観の維持管理に努め、あらゆる手法により、取り組みを行ってまいります。

また、河川、海岸、林地、空き地などへのごみの不法投棄やポイ捨て防止のための看板の

効果的な設置を進めるとともに、団体や地域の清掃活動を支援してまいります。

町内に散見する空き家については、昨年度から開始した「空き家等除却補助金」の利用に

よって解体・除却が進み、一定の効果があったため、引き続き実施してまいります。

一方で、いまだ放置されている危険家屋の状態の把握に努め、今後も所有者等への適正な

管理を要請し、解体補助金の活用について促進してまいります。

火葬場につきましては、施設や周辺環境の適切な維持管理に引き続き努めてまいります。

「国土保全」では、二級河川の木古内川の改修工事は継続的に実施されており、流域に居

住する住民の安全対策が進められておりますが、近年、全国的に災害が発生し、当町におい

てもその可能性があります。引き続き、木古内川の河口閉塞による土砂堆積を防ぐ対策と河

道確保のため、土砂撤去を早急に行うよう、今後も要望してまいります。

町が管理する普通河川については、引き続き定期的なパトロールを行い、河川阻害が懸念

される箇所の特定、不要な立木処理を行い流路の確保を進めてまいります。

津軽海峡に面する当町は、海岸線の総延長が約15ｋｍで、高波により越波して人家に被害

を及ぼす危険性のある箇所については、国や北海道にその対策を引き続き要望してまいりま

す。

「消防と救急」では、渡島西部広域事務組合を組織しており、災害時や大規模火災には相

互応援体制をとることとしております。

木古内消防署の消防力の充実のため、消防車両や施設、設備の整備を消防施設整備計画に

より進めてまいります。

本年は、高規格救急自動車や人員輸送広報車の整備を行うこととしております。

また、消防団の組織強化に向けた訓練や防火活動を展開するとともに、消防団員の増員に

取り組んでまいります。

近年は、救急・救命活動の機会が増加しており、一人でも多くの人命を救助するため、平

成27年2月より道南ドクターヘリの運航が開始され、これまで63名のかたが搬送されており

ます。

また、救急救命士の配置と資機材の整備を進め、住民の生命に関わる救急体制の充実を図

ってまいります。
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「防災」では、近年、自然災害の増加から当町でも避難所を開設することがあり、住民の

防災意識や関心も高まっております。特に昨年は、台風21号や北海道胆振東部地震による長

時間にわたる停電などから、避難所を開設しており、今後も早めの避難を呼びかけてまいり

ます。

防災訓練については、昨年は新栄町地区の住民を主体に行い、本年についても防災意識の

向上を図るため、町内会と連携し実施してまいります。

また、本年も継続して防災備蓄品の整備を進めてまいります。

さらに、災害が発生した場合は、近所の「共助の力」が必要となりますので、自発的に防

災活動を行う自主防災組織の結成を支援してまいります。

「交通安全・防犯」では、木古内町交通安全条例に基づき、交通安全の総合的かつ計画的

な推進を図り、交通安全指導車の巡回啓発や、町内会、老人クラブ、経済団体、町内事業所

等の協力による街頭啓発などを行ってきました。町民が一丸となった運動により、「交通死

亡事故ゼロ」の記録は、昨年12月、2,000日を達成しており、さらに運動を継続してまいり

ます。

木古内警察署や交通安全推進委員会などと連携し、幼児から高齢者までそれぞれの対象に

応じた交通安全教育を推進いたします。

防犯意識の向上と防犯体制強化に努め、安全安心まちづくり住民大会を開催し、犯罪のな

いまちづくりを目指してまいります。

夜間における、歩行者等の安全を確保するため、防犯灯のＬＥＤ化事業を引き続き推奨し

てまいります。

「消費生活」では、悪質な訪問販売や架空請求、高齢者を狙ったオレオレ詐欺や還付金詐

欺などの特殊詐欺に関しては、すみやかに情報収集を進め、木古内警察署や町内金融機関と

連携を図り、防災行政無線などを活用し、迅速な情報提供を行ってまいります。

第5章 行財政・住民参加。

主要テーマは「協働と共有で信頼される行政システムづくり」でございます。

「行政運営」では、様々な行政課題へ、的確・迅速に対応できる組織運営のため、各種施

策を計画的に推進し、効果的な人事管理を図ってまいります。

そのため、人事評価制度の効果的な活用や各種研修による能力開発、また、国が進める働

き方改革などを推進し、時代の変化に対応した組織づくりを目指してまいります。

情報化社会が急速に発展する中、個人情報等の流出、あるいは悪質・高度化するサイバー

攻撃など、以前にも増して行政情報に対する安全対策の実施が強く求められております。

今後も引き続き、各種電子情報基盤の整備を的確に行い、対策を確実に行ってまいります。

「財政運営」では、歳入の約半分を占める地方交付税は、人口減少等の影響により年々減

少傾向にあります。自主財源である町税については、北海道新幹線の施設整備により固定資

産税額が増収しておりますが、永続的に運営可能な財政基盤を確立するため、平成31年度か

らコンビニ収納を開始し、納税者の納税環境改善と収納率向上を目指すとともに、町税等の

増収につながる地域経済発展のための施策を引き続き推進してまいります。

歳出では、全国的に公共・公用施設、インフラ等の適正管理・長寿命化対策が急務となっ
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ており、将来的な負担増が懸念されております。当町においても、平成30年度から31年度に

かけて、中央公民館・ファミリースポーツセンターの長寿命化工事を実施しております。

今後も個別施設計画に沿った、公共施設等の長寿命化に取り組んでまいります。

財政健全化四指標においては、いずれも自治体財政健全化法の早期健全化基準を下回って

おり、今後も安定した運営を継続してまいります。

このような状況を踏まえ、新年度の当初予算における歳出では、引き続き経常的経費の抑

制に努めるとともに、国の地方財政計画や第6次振興計画に基づき、事業費の精査を行って

まいります。

一方、歳入については、過去の実績や地方財政対策を基に充分見込める計数で積算してお

ります。

「住民参加・協働」では、町の重要施策や発展計画、大型プロジェクトの取り組みなどに

ついては、広く住民の意見を求め、企画立案の過程から意見反映してまいります。

このため、公募委員の募集や住民からの意見公募などの取り組みを進めてまいります。

また、花いっぱい運動、公園や公共施設の管理など、地域住民と行政がお互いに役割分担

し、協働のまちづくりを推進してまいります。

広報・広聴については、広報誌やホームページの充実、防災行政無線を活用し、迅速かつ

的確な情報の提供を行ってまいります。

併せて、本年も町政懇談会を開催し、広く住民の声を聞くことに努めてまいります。

「広域行政」では、事務・事業の効率化や自治体間の相互協力を行う広域行政が進められ

ており、今後も北海道や近隣市町と業務の効率化を目指してまいります。

また、昨年7月発足した第32次地方制度調査会への政府諮問は、圏域における地方公共団

体の協力関係、公・共・私のベストミックス、そのほかの必要な地方公共団体の在り方につ

いて、調査審議を行うこととなっております。この審議経過を注視しつつ、圏域連携につい

て、調査研究を進めてまいります。

当町が参加している広域行政組織は「渡島・檜山地方税滞納整理機構」、「渡島西部広域

事務組合」、「渡島廃棄物処理広域連合」、「渡島西部地域介護・障害支援区分認定審査会」、

「新幹線木古内駅活用推進協議会」、「ＪＲ江差線対策協議会」となっており、認定審査会、

駅活用協議会、江差線協議会では、事務局を担っております。

なお、平成26年には函館市を中心市とする2市16町により「定住自立圏形成協定」を締結

し、共生ビジョンを策定いたしました。各市町村への財政措置が得られる事業としては、ド

クターヘリの運航、道南いさりび鉄道への支援、広域医療体制や、広域観光、基幹道路等の

ネットワーク整備などを登載しております。

また、北海道新幹線の隣接駅がある「今別町」をはじめとする青森県内の各市町村との交

流連携や、昨年まで渡島町村会の連携事業として取り組んできた「東京都江戸川区」との交

流事業を単独で取り組んでまいります。

江戸川区との連携事業を仲介していただいた、姉妹都市である山形県鶴岡市とは、本年度

盟約30周年の記念の年を迎えるため、さらに交流の絆を深めてまいります。

以上、第6次振興計画の施策に沿って、平成31年度の町政執行に臨む考え方を述べさせて

いただきました。

終わりに、活力と元気に満ち溢れ、生涯にわたり希望や生きがいを持ち続けられる北の大
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地の福祉都市きこないの実現を目指し、議会並びに住民の皆様のご協力のもと、ふるさと木

古内の輝かしい未来の創造に全力を尽くし、誠心誠意取り組んでまいります。

以上で、平成31年度町政執行方針を終わります。ありがとうございました。

○議長（又地信也君） 以上をもちまして、町政執行方針を終わります。

教 育 行 政 執 行 方 針

○議長（又地信也君） 日程第9 教育行政執行方針。

平成31年度 教育行政執行方針について説明を求めます。

教育長。

○教育長（野村広章君） 皆様、おはようございます。

平成31年度教育行政執行方針。

平成31年第1回木古内町議会定例会にあたり、木古内町教育委員会が所管する行政の執行

方針を申し上げます。

人口減少や少子高齢化、高度情報化の進展や人工知能の普及など、社会情勢が大きく変化

している一方で、世界においては国や地域という境界を越えて結びつきを一層強めており、

広い視野に立ってグローバル化に対応する人材の育成が求められております。

また、将来の変化を予測することが困難な時代において、子どもたちには未来に向けて自

らの生涯を生き抜く力をどのように培っていくかが求められております。

昨年度から小中学校の次期学習指導要領における移行措置が開始され、平成32年度から

順次、小学校、中学校の学習指導要領が全面実施となります。次期学習指導要領においては、

よりよい学校教育を通じてよりよい社会を創るという目標を学校と社会が共有し､連携・協

働しながら、新しい時代に求められる資質・能力を育む「社会に開かれた教育課程」を実現

するという理念の下、「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善を通して、教育

活動の質を向上させるとともに､学習効果の最大化を図る「カリキュラム・マネジメント」

に努めることが求められております。

このような中で、これまでの学校教育の実践や蓄積を生かしながら、子どもたちが自立し、

ともに支え合う社会の一員として豊かな人生を送ることができる「生きる力」を育むことは

教育の重要な役割であります。

このため、平成31年度を初年度とする向こう5か年の「第7次木古内町教育総合推進中期計

画」の基本理念である「いのちを育み ふるさとを愛し たくましく未来を切り拓く人づく

り」を目指し、新しい教育の推進に向け、その基盤となる教育環境づくりに努めてまいりま

す。

また、長寿社会にあって、町民の誰もが主体的に楽しく学び続け、生涯にわたり文化やス

ポーツに親しむことができる活力ある生涯学習活動を推進してまいります。

木古内町教育委員会は、以下のとおり重点目標を掲げ、取り組んでまいります。

第一は、「学校教育の充実」についてです。

いかに社会が変化しようとも自ら学び、自ら考え、豊かで幸せな人生を切り拓いていける
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よう、9年間の成長を見通して子どもの確かな学力、豊かな心、健やかな体を育む、調和の

とれた教育活動が重要であります。

このため、学校・家庭・地域・行政がそれぞれの役割を果たし、相互の連携を深めながら

次の8項目について学校教育を推進してまいります。

一点目は、「確かな学力の向上」についてです。

子どもたちが変化の激しい時代を生きていくためには、基礎的・基本的な知識・技能、そ

れらを活用して課題を解決するための思考力、判断力、表現力に加え、学びを生かそうとす

る態度を身に付ける必要があり、各学校段階を通じて､「主体的・対話的で深い学び」を実

現することが重要であります。

このため、「全国学力・学習状況調査」や「チャレンジテスト」、「標準学力検査」等を活

用しながら、学力や学習状況の把握・分析、指導方法の工夫改善に努めてまいります。また、

各学校の「学力向上プラン」の検証改善サイクルにそって、組織的な取り組みを進めてまい

ります。

学習指導においては、ティーム・ティーチングの充実やＩＣＴ機器を活用した分かる授業

づくり、基礎的・基本的な知識・技能の確実な定着に努めてまいります。また、家庭や地域

と連携した学力向上の方策として、家庭での学習習慣を確立するための「生活リズムチェッ

クシート」などの積極的な活用に努めてまいります。

二点目は、「新しい時代に対応した教育の推進」についてです。

国際化や社会の情報化が急速に進展する中で、子どもたちが様々な課題に対応し豊かに生

きていくための資質・能力を育むことが求められております。

このため、実物投影機やパソコン等のＩＣＴ機器を積極的に活用した授業の実践や、小学

校におけるプログラミング教育実施に向けた研修などを進めるとともに、教育活動全体を通

して子どもたちの情報活用能力を育んでまいります。

小中学校の外国語教育においては、コミュニケーション能力の育成が求められております。

平成32年4月に小学校中学年の外国語活動、高学年の外国語科が全面実施されることから、

移行期間においては、英語教育の系統的な指導が大切であります。このため、中学校の英語

科はもとより小学校における外国語活動などの充実のため、引き続き外国語指導助手（ＡＬ

Ｔ）を活用し、取り組みを進めてまいります。また、社会教育事業との連携を図りイングリ

ッシュ・キャンプ事業を実施するとともに、英語弁論大会などへの参加奨励に努めてまいり

ます。

ふるさと教育については、社会科副読本の活用を図るとともに、木古内町の歴史、文化及

び産業などを取り上げ、多様な体験的活動を通して地域の特性を生かした教育活動の充実に

努めてまいります。

キャリア教育については、望ましい勤労観・職業観を育むため、地域の人材や企業の協力

を得ながら、子どもたちの職場体験学習の充実に努めてまいります。

環境教育については、環境への負荷の少ない持続可能な社会づくりのため、子どもの発達

段階を踏まえて、身の回りの環境に触れること・知ることを基本とし、環境問題への理解と

環境に配慮した行動や態度を育んでまいります。
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三点目は、「特別支援教育の推進」についてです。

特別支援教育については、障がいのある子どもと障がいのない子どもが、ともに学ぶイン

クルーシブ教育の理念のもと、特別な支援を必要とする子どもの教育的ニーズに応じた指導

や支援の充実を図ることが重要であります。

このため、特別支援教育コーディネーターを中心に校内研修を推進するとともに、子ども

一人ひとりのニーズに応じた支援の充実のため、個別の指導計画や教育支援計画を作成し、

効果的に活用することに努めてまいります。また、子どもたちが安心して学校生活を過ごし、

可能性を最大限伸ばしていくことができるよう、相談体制の充実や関係機関との連携に努め

てまいります。

通常学級において支援を必要とする子どもたちのために、小中学校に特別支援教育支援員

を6名配置し、個々に応じた的確な支援に努めてまいります。

また、特別支援教育に関する教職員の専門性の向上や特別支援教育への理解を深める研修

の充実に努めてまいります。

四点目は、「豊かな心を育成する教育の推進」についてです。

子どもたちを取り巻く環境が大きく変化する中で、子どもたちに基本的倫理観や命の大切

さ、他者への思いやりや美しいものを美しいと思える感性など、豊かな人間性を育むととも

に、自分の生き方を主体的に考える力を育成することが重要であります。

このため、「特別な教科道徳」については、小学校に引き続き今年度から中学校において

授業がスタートしますが、教育課程や多様な体験活動と連携した計画づくりを行うとともに、

道徳の時間を公開し、家庭や地域に開かれた道徳教育に努めてまいります。

また、学校における旅行的行事や地域の多様な教育資源を活かした体験活動などを通して、

集団生活における規範意識を高め、自己肯定感や自己有用感を育んでまいります。

読書活動については、学校図書館の蔵書の充実はもとより、朝読書の推進や家読書の奨励

に取り組むとともに、公民館図書室との連携を図り、豊かな感性や創造力、表現力を育む活

動を推進してまいります。

子ども同士の人間関係は、安心して学ぶことができる環境に大きな影響を与えます。子ど

もたちの日頃の悩みや不登校、いじめ等の問題行動については、早期発見・早期対応を進め

る生徒指導体制の確立に努めてまいります。

各学校においては、「学校いじめ防止基本方針」に基づく取り組みの徹底やいじめの実態

把握を行うとともに、子ども理解支援ツール「ほっと」などを活用し、教育活動の実践を通

したより良い学級集団や学校づくりを進めてまいります。

また、心の教室相談員（スクールカウンセラー）を引き続き配置し、教育相談機能の充実

を図るとともに、子どもたちの心の成長を側面から支援してまいります。

五点目は、「健康な体と体力の向上」についてです。

子どもたちの体力は、活動の源であり、健康維持のほか意欲や気力といった精神面の充実

にも大きく関わり、生涯にわたって心身ともに健やかに生きる基盤となるものであります。

このため、「全国体力・運動能力運動習慣等調査」の結果から、学校においては「体力向
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上プラン」を作成し、発達段階に応じた体力の向上に努めてまいります。

子どもたちの基本的生活習慣の確立のため、社会教育事業との連携による通学合宿事業や

「早寝・早起き・朝ごはん・そと遊び」の推進を図るとともに、家庭やスポーツ少年団等と

連携した運動習慣定着の取り組みを進めてまいります。

また、町教育研究所では「ノーメディアデー」の取り組みを進めておりますが、安全に正

しく利用するための知識を子どもたちに身に付けさせていくとともに、保護者の意識の啓発

を図るため、ＰＴＡとより連携を図り取り組んでまいります。

飲酒喫煙防止や薬物乱用防止については、生涯を通して自らの健康を管理し改善していく

力を付けさせるため、学校・家庭・地域社会が相互に連携した取り組みを進めてまいります。

学校における食育では、栄養教諭を中心に、家庭と連携した「食に関する指導」を充実さ

せるとともに、子どもたちの望ましい食習慣の定着を図ってまいります。

学校給食については、施設の改善や衛生管理の徹底を図るとともに、栄養バランスの取れ

た献立の工夫、国内産や地元産物の活用に配意しながら、安全安心で美味しい給食の提供に

努めてまいります。

学校保健については、各種検診や予防・健康安全教育の推進を図るため、学校保健計画に

基づき学校保健会をはじめ関係団体と連携し、より一層の充実に努めてまいります。

六点目は、「地域とともにある学校づくり」についてです。

学校は、様々な教育課題に対応するため、家庭や地域社会の信頼に応え、連携を深めなが

ら、子どもたちの成長を支えていくことが求められております。

このため、学校においては保護者や地域に対し教育活動に関する積極的な情報発信をする

ことや学校経営に対する提言を受けるなど、学校運営協議会（コミュニティ・スクール）の

充実に努めてまいります。

安全教育については、子どもたちが社会や自然の様々な危険を理解し、自らの命を自ら守

り抜くため、小中学校の学校安全計画の改善・充実を図るとともに、主体的に行動する態度

を身に付けさせるため、交通安全教室や防災訓練を計画的に実施してまいります。また、登

下校時の総合的な安全対策についても、警察や関係機関と連携を図り取り組んでまいります。

保・小・中の連携教育については、教育活動の活性化のため、異校種間の連携や全体が連

携した交流を道徳教育や総合的な学習の時間などと関連づけながら取り組んでまいります。

七点目は、「教職員の資質・指導力の向上」についてです。

「教育は人なり」という言葉があるように教職員は、子どもや保護者の信託に応え、責任

ある教育活動を展開するため、教職員自らが探究心を持ち、学び続ける存在であることが不

可欠であります。

このため、校内研究や公開授業の取り組みをはじめ、教育課程・生徒指導等に関する各種

研修会への参加奨励や道教委指導主事の学校訪問指導等により教師力の向上を図ります。ま

た、学力向上や体力向上等に向けて先進地への派遣研修を進めてまいります。

また、町教育研究所による研究・研修の実施や校長会、教頭会の活動を支援してまいりま

す。

さらに、教職員一人一人が使命感や倫理観をもち教育活動に取り組むよう、服務規律の徹
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底を図ってまいります。

学校における働き方改革については、「木古内町アクションプラン」に基づき、部活動休

養日の設定や長期休業中の学校閉庁等の取り組みを進めてまいります。

八点目は、「教育環境・教育施設の整備」についてです。

子どもたちの夢や希望を大きく育むためには、安心して学べる良好な環境の整備が重要で

あります。

このため、木古内小学校においては、電気設備の改修や部活動備品などの整備を行います。

木古内中学校においては、電気設備や地下タンクの改修をはじめ、樹木伐採処理や部活動

備品・大型テレビの整備などを行います。

また、教職員住宅の改修を行うとともに、学校給食センターにおいては、ボイラー蒸気配

管の交換や各種厨房器機などの修繕を行います。

さらに、子どもたちの学校給食費をはじめ、小中学校の部活動における全道・全国大会出

場に伴う経費については、引き続き全額助成を行います。

なお、施設の維持管理については、安全で快適な環境づくりのため、定期的な点検を実施

し、所要の改修や設備の充実に努めてまいります。

第二は、「生涯学習活動の推進」についてです。

町民一人ひとりが生涯にわたって、自由に学習機会を選択し、心豊かに学び合い、交流の

輪を広げ、新たな生きがいを見つけ出すことができるよう、ライフステージに応じた学習活

動の環境整備が重要であります。

このため、事業計画を策定し、次の6項目について生涯学習活動を推進してまいります。

一点目は、「家庭教育と青少年教育の推進」についてです。

今日、核家族化、少子化の進む中で、子どもの耐える力や自己抑制力、他人を思いやる心

が薄らいできている状況にあります。また、親と子の接する時間が減少するなど家庭の教育

力の低下が指摘されております。

このため、地域子ども会やスポーツ少年団などと連携・協力しながら、子どもの様々な体

験活動への関心を高め、集団での活動の中で子どもの豊かな感性を育むとともに、主体性や

向上心を培う活動を支援してまいります。

また、家庭の役割について理解を深めるため、引き続き学校や町ＰＴＡ連合会などと協力

して家庭教育に関わる学習の機会や情報の提供をはじめ、各種活動を通じて家庭教育の向上

に取り組んでまいります。

さらに、子どもが芸術・文化にふれる機会や親子の体験活動、世代間交流の機会の充実に

努めてまいります。

学校支援事業については、町民がこれまでの経験や学習成果を活かし子どもたちとの関わ

り合いや学校への支援を通じて、地域の教育力につながる活動を推進してまいります。

無名塾事業や通学合宿事業については、これまでの事業の成果と課題を検証し内容の充実

に努めてまいります。

また、全国的な青少年の非行や犯罪の低年齢化などの状況を踏まえ、小中学校や関係機関
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・団体と一体となって非行の防止と青少年の健全育成の取り組みを進めてまいります。

青年教育については、仲間の輪を広げ活動の活性化を図り、町内で自主的な活動をすすめ

る青年グループに対して、町づくりにつなげる支援に努めてまいります。

二点目は、「主体的に学ぶ成人教育・高齢者教育の推進」についてです。

成人教育については、町民が主体的に学び活動できるよう趣味・教養に関わる公民館講座

等の開催や学習情報の提供に努めてまいります。

今年度においては、各種講座の開催を地域に出向いて行う「出前講座」の充実に努めてま

いります。

また、高齢者の方々が仲間との交流や学習活動を通じて地域と関わり生きがいを持ち続け

ることができるよう、引き続きリロナイふれあい学園を開設し、要望に応える学習内容の充

実に努めてまいります。

さらに、社会参加活動については、地域の特性を生かした多様な活動を行っている地域女

性会などと連携・協力して、世代間交流や異団体との交流を推進してまいります。

三点目は、「芸術文化活動の推進と文化財の保護」についてです。

芸術・文化は、人々の創造性を広げ、生活に潤いを与えるとともに心の豊かさを育みます。

このため、文化団体をはじめ学校や保育園等と連携し町民文化祭や音楽祭を開催するとと

もに、公民館ギャラリー四季の活用を促進するなど文化活動の発表や相互交流の機会を拡充

してまいります。

また、町の文化活動の基盤となる木古内町文化団体協議会との連携強化を図り、組織運営

に対する支援に努めてまいります。

今年度、中央公民館において、北海道立近代美術館等の支援を受けて移動美術館を実施い

たします。この事業では、町民の美術への理解と関心を深めるため、北海道立美術館が所蔵

する絵画や彫刻などの優れた美術作品を展示し、町民が身近に鑑賞できる機会を提供いたし

ます。

また、小学生及び保育園児を対象に、舞台芸術に触れる鑑賞機会の提供に努めてまいりま

す。

文化財の保護については、町内に多数存在する埋蔵文化財を適切に保護し未来に引き継ぐ

ため、文化財パトロールを実施し、新たな情報収集や調査を行うとともに、寄贈された郷土

資料については、その活用と情報発信を念頭におき、整理・保管・展示の充実に努めてまい

ります。

また、昨年度資料館に隣接した収蔵庫が完成したことにより、発掘された遺物や生活文化

財の展示の充実に努めてまいります。

木古内ゼミナールの実施をはじめ学校の社会科・総合的な学習の時間への出前授業などを

通じて、文化財保護の意識啓発やふるさと意識の高揚に努めてまいります。

埋蔵文化財の発掘調査は、高規格幹線道路建設に関連して行われておりますが、今年度が

最終年度とされており、幸連地区において実施される予定であるため、道埋蔵文化財センタ

ーなどの関係機関と連携しながら引き続き保護・活用に努めます。

町史の編さんについては、昨年度に引き続き作業を進め、編さん計画に基づき取り組んで



- 36 -

まいります。

四点目は、「読書活動の推進」についてです。

読書活動は、ことばを学び、感性を磨き、表現力と創造力を豊かにする人間形成に大切な

学習活動であります。

このため、「木古内町子どもの読書活動推進計画」に基づき、中央公民館図書室の蔵書充

実に努めるとともに、読書活動への関心を高めるための図書室だよりの発行やホームページ

の活用など広報活動の充実に努めてまいります。

また、なかよし移動文庫・ブックスタート事業をはじめ、道立図書館や学校図書館との連

携事業を実施し、読書の普及に努めてまいります。

とくに、「図書の宅配サービス」事業については、高齢者の方々や遠方にお住まいの方々

に対して実施しており、この事業の充実を図り、利用者の利便性をより高めてまいります。

また、中央公民館2階に上がらなくても図書を選んで借りられるよう、1階に書架を設置す

るとともに、図書を検索できるシステムの導入を検討してまいります。

さらに、読書活動に関わるボランティア活動を支援するとともに、読み聞かせ会などを通

して、読書に親しみやすい図書室づくりを進めてまいります。

五点目は、「生涯にわたるスポーツの推進」についてです。

スポーツは、精神的充足感や楽しさ、喜びをもたらし、心身の健全な発達を促すなど、地

域交流によるコミュニティの活性化に大きな役割を果たすとともに、体力向上、心身両面に

わたる健康の保持増進に効果をもたらします。

このため、町民だれでもがそれぞれの体力や年齢、目的に応じて、気軽にスポーツができ

るよう、各種大会や教室を開催することによりスポーツ活動の推進に努めてまいります。

また、木古内町体育協会やスポーツ少年団といった町の競技スポーツ活動を支えるスポー

ツ団体とのさらなる連携強化を図るとともに、スポーツ団体が実施する各種大会に対する協

力と組織運営の支援を継続してまいります。

子どもたちのスポーツ大会等への参加助成については、全道大会や全国大会へ出場する際

の保護者負担軽減に資するよう、支援してまいります。

文化・スポーツ合宿事業を継続し、町内の文化・スポーツの促進と技術の向上及び町内の

活性化のため、町外団体の合宿の受け入れを推進してまいります。

六点目は、「社会教育施設等の整備」についてです。

社会教育施設については、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、今年度は、中央公民館の講堂用放送設備の更新をはじめ郷土資料館の展示用パ

ネル整備、パークゴルフ場の街路灯ＬＥＤ化などを行います。

また、中央公民館とファミリースポーツセンターは、町の避難施設の拠点になることから、

昨年度に引き続き経年劣化がみられる給排水設備をはじめ、電気・照明設備・冷暖房設備な

どの大規模な改修を実施するとともに、多目的トイレやＷｉ－Ｆｉ機能などの整備を進めて

まいります。
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なお、社会教育施設及び体育施設の建物の長寿命化に対応するため、今後も計画的な整備

を図るとともに、定期的な点検を実施し、所要の改修や設備の充実に努めてまいります。

以上、平成31年度の教育行政の主要な方針について申し上げました。

教育は町民の豊かな社会生活はもとより、地域社会の未来に関わる重要な役割を担ってい

ます。

ふるさと木古内町の未来を担う子どもたちの健やかな成長を育み、創造性豊かで調和のと

れた生涯学習を推進するため、町民と協働して教育行政を着実に推進してまいります。

町民の皆様並びに町議会議員の皆様のご理解とご協力を心からお願い申し上げます。

以上でございます。

○議長（又地信也君） 以上をもちまして、教育行政執行方針を終わります。

昼食のため、午後1時まで暫時、休憩をいたします。

休憩 午前11時57分

再開 午後 1時00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10 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によって行うことにいたします。

はじめに5番 相澤 巧君。

○5番（相澤 巧君） 5番 相澤 巧です。

道道の改良工事に伴う転出対策について、一般質問させていただきます。

中央、下町地区の中央通改良工事については、今年度早期に事業認可、着工へと進むと伺

っております。長年、改良拡幅を要望してきた事業ですので、地域の皆さんにはいよいよと

の思いもあるかと思います。

事業に伴い住居が支障になる方々も、相当数おられるのではないでしょうか。所有地内に

住居を新設し、住んでいただければありがたいのですが、町にとっては他市町への転出など

を最小限にとどめるべきと考えるところです。

以前、新幹線の用地買収があった時には、民間の方々が分譲地を用意したり、自ら町内の

土地を探して転居したりと聞いておりますが、他市町へ転出したかたも相当数おられたと記

憶しております。

今回の事業地には、高齢のかたが多いと思われます。転出を少しでも減らすため、早めに

対策を取らなければならないと思いますが、町長の見解を伺います。

○議長（又地信也君） 答弁を求めます。

町長。

○町長（大森伊佐緒君） 5番、相澤 巧議員のお尋ねにお答えいたします。

道道の改良工事に伴う転出対応についてのお尋ねでございますが、お尋ねにあります中央
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通の改良につきましては、今後、事業認可後に物件調査を経て、用地や家屋補償事業に着手

するというのが通常の流れになっております。

補償の対象となったかたに対しては、事業にかかる情報提供を早期に行うとともに、家屋

移転の方針についての詳細なヒアリング、及び打ち合わせを行い、移転先の相談について対

応をしてまいります。

移転先の検討につきましては、以前行われた北海道新幹線整備事業や上町方面・中央通整

備事業、ここでは町において土地・建物情報を集約し、希望のかたに提供することにより、

円滑な売買や移転に寄与し、町外転出の防止を図っております。

この制度は、現在も継続しておりますので、早期着工と円滑な事業推進を目的として、関

係する町内会を母体に組織していただく予定としております期成会とも連携を図り、円滑に

進めていくこととしております。

なお、参考までに申し上げますと、北海道新幹線整備事業におきましては、対象となる約

100件のうち90件、上町方面の中央通整備事業においては、約50件のうち20件、また駅前通

整備事業においては、20数件中の10件が移転補償の対象となったうち、町内で改築をし、町

内に残留した件数このようになっております。以上でございます。

○議長（又地信也君） 再質問。

5番 相澤 巧君。

○5番（相澤 巧君） いまの町長の答弁で、転出したかたがそんなにないというような話の

ようです。ただ、中央通の分に関しては、50件の対象者のうち残ったのが20件という扱いで

すよね。実際にどういうような対応をされたのでしょうか。例えば土地、町のほうで斡旋す

るとか、空き家をこういう空き家ありますよという情報を提供するとか、そういうことをし

たとは思うのですが、どの程度その成果があったのか。もう一つ、そしてその検証等をされ

たのでしょうか。

それから、今回の下町地区の分に関して、まだ認可下りていないので、認可下りてからと

いうようなお話ですけれども、この問題に関してはそんなにゆっくりしていていいものなの

でしょうか、早めに。この工事自体はかなり前から測量調査なり入っていて、ある程度のと

ころはもうかなり大まかなところは把握しているかと思うのですが、その時点でどういうふ

うな対策を取っていいかを考えていてもよろしいかと思うのですが、いかがなものでしょう

か。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君） 従前の取り組みについて、お話しましょう。北海道新幹線の工事

におきましては、一番早くに中心線測量というのが行われました。中心線測量が行われます

と、そこから何メートル離れたところが支障物件の対象になるというのがわかったわけです。

ただ、そのほかにわからなかったのは、新幹線の場所はわかったけれども、それに伴って

道路が変わる、その道路の影響で住宅が変わる、こういったところがわかりませんでした。

中心線測量の結果、約70件程度が対象になることがわかりましたので、そこには早急な対

応ができました。町では、不動産屋とはまた違いますが、町として町の空き地・空き家情報

をそれぞれ入手するように手配をいたしました。町内に住んでいるかた、あるいは町外のか

たからもたくさんの情報をいただいて、それを手元に用意して、そして1件ずつのお客様と

いうか対象になるかたを訪問して、そして町内に住んでくださいと。住む場合には更地がい
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いのか、空き家がいいのか、こういったところまでお話を1件ずつ進めてまいりました。そ

の中でストックしている情報は、これは個人の情報ですから、どこまでお話していいですか

ということを1件ずつ確認していますので、金額も言っていいという人もいれば、全て隠し

てほしいという人もいる。こういったことで、情報提供が早くできましたので、最終的に10

0件の対象者がありましたが、90件のかたが地域に残っていただいたとこういう結果になっ

たわけでございます。そのほかの10件につきましては、いずれにつきましては、細かくわか

りませんが、まず新幹線でそういった事業をしましたので、今回の取り組みも継続した事業

としてストックした情報も更地で約200件程度、そしてまた住宅では10件程度ありますので、

これらについてはまた住民の皆様、そしてまた外にいるかたからの情報提供もいただいて、

たくさんの情報を持って1件ずつ回るということを指示しておりますので、中央通の下町地

区では、それぞれまた1件ずつ回ることにしております。

ただ、北海道新幹線と違うのは、中心線測量というのやりませんから、どこの住宅が支障

物件になるというのは、図面がきてそれが決まりましたよというまではわかりません。おお

よそ想像つきますよ。いまの中心線、白線の引いているところから9ｍの道路で、それぞれ

歩道が4.4ｍという街路事業ですから、総トータルで18ｍ支障になるというのはわかります。

ただ、本当にいまのところが真ん中で真っ直ぐいくのかということまでは、まだ示されてお

りませんので、その行動は早く進めて、そしてそれが違ったということになりますと、それ

はご迷惑かけることになります。ある程度支障物件となる住宅が決定した後に、速やかに行

動したいと思っております。

○議長（又地信也君） 5番 相澤 巧君。

○5番（相澤 巧君） 新幹線の当時とは、ちょっと違うというようなことでお話ありました。

町長のお話からいけば事業認可ですか、これがこなければ手をつけられないということな

のでしょうね。と思うのですが、それでも測量は終わっているはずなので、ある程度のとこ

ろはわかるかと思うのです。移転の協議会ですか、もう作られているようなことのお話です

ので、それらとのことはある程度のところは話せるのではないかなと思います。例えば、こ

ういう空き家がありますよ、こういうところに町で土地用意できますよとか、そういうこと

はできるのではないかなと思うのです。どっちにしても早めにやらなければ、どうもならな

いと思うのですよね。どっちかと言うと下町地区に関しては、ちょっと言い方悪いのかもわ

からないですけれども、現役のかたはもうあまりいないみたいで、高齢者のかたが多く住ん

でおられますので、事業実際かかって立ち退きしてくださいと言ったあとに新しく家建てて

くれるだけのどういうふうになるかわからないのですけれども、補償料入るのかどうかその

辺もわからないのですけれども、それぞれ町民のかたも長い間ここに住んでいるので思いは

あるので、一生懸命献身的に住民のかたと対応してもらえれば、一人でも転出者を減らせる

のかなと思うのです。ただ、先ほども話ましたけれども、高齢者が多いですから町外に子ど

も達がいるという形になれば、じゃあそっちのほうに行くという人もかなりおられるんじゃ

ないかなと思うのです。それらに対して何かしてやらなきゃならない、例えば公営住宅なり

斡旋そういうことも考えられますし、空き家のリフォームですかそれらに関しても進めてい

けば、それこそ空き家対策、人口減少対策にもなるかと思うのですが、もう一つ町長の意気

込みが足りないような気もしないでもないのですが、どんなものでしょう。

○議長（又地信也君） 町長。
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○町長（大森伊佐緒君） 考え方は全く相澤議員と一緒でございます。早期に着手して、1件

の住宅も木古内に残っていただくという考えは、何ら変わっていません。ただ、やり方には

順序がありますので、いまできることと、もう少し経って決定してからできること、二段構

えでやっていくことにしております。一つは、想定ができる場所がありますので、そこにつ

いてはぜひ残ってくださいということを言います。決定してからは、今度は金額なんかがわ

かってきますから、今度はどうしますと具体的になると。こういうことで、相澤議員のご意

見も十分わかりますので、しっかりと取り組んでまいりたいと思います。

○議長（又地信也君） 5番 相澤 巧君。

○5番（相澤 巧君） とにかく私の言いたいのは、1点だけです。一人でも残してください。

ということで、職員の皆さんも町長もあわせて、住民のかたに真摯にというか住民のほう

に立って、懇切丁寧に扱っていただければ、その旨わかってくれる住民のかたもたくさんお

られると思いますので、ぜひそのようにやっていただきたいと思います。よろしくお願いし

ます。以上、終わります。

○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2番 新井田昭男君。

○2番（新井田昭男君） 2番 新井田昭男でございます。

私は、大項目で一つでございます。

災害時の小中学生への緊急対応について、お尋ねを申し上げます。

大規模な自然災害が多発する中、防災に対する認識、考え方が急速に変貌している。

昨年、12月定例会においても自然災害に対する防災強化を訴えてきましたが、去る2月20

日の北海道新聞において、防災時危機管理の中で、「学校にスマホ・ルールが鍵」と題し、

各自治体の小中学校に対する携帯電話やスマートフォンの使用の現状が報道されました。

度重なる大規模自然災害発生状況の中、文部科学省は携帯電話やスマートフォンの小中学

校への持ち込みを原則禁止した通知を見直す方針を示しています。

我が町では、自然災害が多発する中で、幸いにも子ども達に厳しい災害被害が及んでいな

い状況にありますが、今後、大型自然災害等で予期せぬ出来事が起こり得る可能性もあると

考えます。そこで、我が町としてもいち早く災害時における子ども達の安否確認等のツール

として、携帯電話やスマートフォンの使用の必要性を強く感じます。

提案も含めた次のことに対し、教育長の見解を伺います。

一つは、現在の我が町の小中学校における携帯電話やスマートフォンの実態と、現状にお

ける災害時の下校中での安否確認の方法はどうなっているのでしょうか。

二つ目は、大規模災害時における対応による文部科学省からの小中学校に対する携帯電話

やスマートフォンの考え方の見直しについて、これについて我が町のどういう見解を考えて

いるか。

三つ目としては、提案として、現状の通信端末では様々な機能が搭載されております。子

ども向けに通話機能・ＧＰＳ機能のみの特別機種を発注し、卒業生から新入生への使い廻し

をし、負担軽減を図る考え方はどうなのか。この3点について、お尋ねを申し上げます。

○議長（又地信也君） 答弁を求めます。

教育長。

○教育長（野村広章君） 2番、新井田昭男議員の災害時の小中学生への緊急対応についての
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お尋ねにお答えいたします。

まず、1点目の小中学校の実態でございますけれども、現在は小学校、中学校ともに携帯

電話やスマートフォンを指定して持ち込み禁止とはしておりませんが、小学校では勉強に使

わない物は持ってこないこと、中学校においては不用物、危険物の持ち込みは厳禁とすると

いった内容で、持ち物のルールを決めており、事実上は携帯電話やスマートフォンともに持

ち込み禁止となっている状態でございます。

なお、これまで、保護者からの携帯電話やスマートフォンの学校への持ち込みについての

相談事例等はございませんでした。

また、下校時に災害があった場合には、小中学校ともに必要に応じて一斉配信の学校安心

メールを活用しております。保護者に対して安否確認を行うこととしているところでござい

ます。

2点目についてですけれども、これは我が町の考え方というようなことでございますが、

携帯電話やスマートフォンは、日常的に携帯することによって、災害時の通話手段として確

かに有効であると認識をしているところでございますが、一方で子どものゲーム依存、ある

いは学校における生徒指導上の問題などのマイナス面も考慮しなければならないと考えてお

ります。

また、スマートフォンなどに有害情報の閲覧を制限するフィルタリングの設定をはじめ、

様々なルールをしっかり定めることが求められているというふうに考えているところでござ

います。

なお、このたびのスマートフォンなどの持ち込み禁止を緩和するという内容の通知は、文

部科学省から道教委あるいは市町村教育委員会には届いていないというようなことでござい

ます。

したがいまして、教育委員会といたしましては、文部科学省の通知が届いてから内容を確

認するとともに、道教委の考え方あるいは管内の教育委員会の動向も確認しながら、対応に

ついて慎重に判断してまいりたいというふうに考えているところでございます。

3点目の町費で配備することについてでございますが、まず子ども達の登下校時の現状を

申し上げますと、徒歩以外の状況ですけれども、小学校においてはスクールバス通学、自動

車等での送り迎え、部活動においては、保護者が学校まで迎えに来ることとしております。

中学校においては、列車通学のほか、夏場は自転車、部活動においては保護者による生徒

の迎えが多くなっているところでございます。

また、緊急時においては、学校安心メールが有効な情報伝達のツールになっていると認識

しております。学校行事に関わる情報はもちろんのこと、不審者情報、防犯・防災に関する

情報など、学校と保護者間の情報共有をスムーズに行うための手段として活用しているとこ

ろでございます。

一方で、仮に子どもに持たせることを考えた場合、家庭での管理をはじめ様々な課題が想

定されるところでございます。

したがいまして、子どもを安全安心に守るため、学校と保護者との間で緊急連絡の対応が

なされていることから、教育委員会といたしましては、町費で配備することは必要ないと考

えているところでございます。以上です。

○議長（又地信也君） 再質問。



- 42 -

2番 新井田昭男君。

○2番（新井田昭男君） いま教育長のほうから縷々、ご説明をいただきました。

執行方針の中にも7ページに、防災に関わる執行が記載されております。私は、過去にい

わゆる防災弱者という位置付けの中で、再三行政のほうに申し入れというか質問の中で、お

話をさせていただきました。

このスマートフォンに関しては、端末に関しては、ご説明のとおりいろんなことが想定さ

れる。確かにゲーム依存症、いわゆるユーチューブでの動画サイトによる高額な請求だとか、

様々なそういう要素の中で持ち込み禁止、あるいはいろんな取り決めがなされていると。そ

れは、理解はしております。

しかしながら、やはり下校時だとか登校時、災害に関してはいついかなる時にどうなのと

いうことは私も言いませんし、当然ながら誰もそれを予測することはできないと思います。

ただ、やはりそういう中で、子どもの命を守るという思いは行政も私も同じ考えだと思う

のですけれども、そういう中で予期せぬ部分の中で、いろんな対策を講じて子ども達・児童

には、行政としてもいろんな手当てをされているということは、先ほどおっしゃったように

認識はしていますけれども、問題は端末を持たせることによって、それが仮に命に関わるこ

とが回避されるのかという部分をちょっと考えますと、反面そうでもないのかというような

自分はそういう気がするのですけれども、じゃあ逆に言うとそれを持っていたから助かった

よねということもあり得るわけですよね。いろんなことを想定して、やはり我々は子どもさ

んというのは保護者も当然おられますけれども、とにかく地域全体で見てやらなければだめ

だねということの認識はお互い深いもので、共通の認識をされているのですけれども。特に

私この災害というのは、特に一般的には地震だとか大雨だとかあるいは台風だとかこういう

部分が考えられるのですけれども、幸いこの地区はあまり大きな被害というのはないのです

けれども、ないからじゃあいいのということではないと思いますし、ある意味もうちょっと

中身を構築しながら、子どもに対する防災に対する構築しながら、いまの通信端末のあり方

をもちろん父兄との綿密な会議、話し合いは必要だと思うのですけれども、私個人は少なく

てもこの義務教育の中では、教育の行政は義務教育だからって義務をやはりとおすのですけ

れども、じゃあ子どもの本当の意味での安全は担保しているのですかという部分をいけば、

どうもそうでもないような気がしないでもないのです。たくさんの選択肢があって、その部

分をもうちょっと揉むとさらにまた良い子ども達に対する安全策が当然出てくるんじゃない

かと思うのです。ですから、お国の制度がこうだから、来るまで待とうねということではな

くて、やはり我が町の特性あるいは子ども達の現状を活かした中で、我々が打つべき手がお

国だとかそういうことでなくて、あると思うのですよ。やはりそういう時期に来ているんじ

ゃないかと思うのですね。だから、そういう部分をもうちょっと行政としても考えてもらえ

ないのかなと。

若しくはもう1点、限定的に例えば端末を仮にわかりましたということになった時に、そ

の経費だとかいろんな予算の部分も当然あるのですけれども、仮に再考面でいまやらないと

いう結論的なお話ですけれども、予測されるというのは例えば台風ですよね。台風の時期っ

ていうのは、概ねだいたい決まっていますよ。8月・9月、去年は10月とかというようなこと

もあるのでしょうけれども、そういう限定的な対応はできないのかな。そういう部分で予測

される部分でのそういう対応をして、子ども達の安全を確保していくんだという再考的部分
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の考えをもう一回ここでどうなのかお知らせ願いたいと思うのですけれども、一つ答弁をお

願いしたいのですけれども。

○議長（又地信也君） 教育長。

○教育長（野村広章君） 予測される防災対策というようなことですけれども、先ほどから

私は一斉安心メールの話をしています。現状は、小学校・中学校、保護者に一斉に配信する

というようなことで、例えば小学校では年間14回配信しています。それは、台風が来たよ、

学校が休みですよというのじゃなくて、台風ですので注意してくださいというようなこと。

そして、予備連絡です。そのあと通常の学校ですよというようなことの通知というような

形で、小学校で結構多く使っているところでございます。そういうような質問だと思うので

すけれども、先ほど新井田議員のほうから子どもの安心安全についてという思い、お聞きし

ました。私も同感ではございます。いろいろ地域の特性に応じた対応ということも大事だな

と思っています。私は、その一つとして安心メール、そしてこれで100％にはなりません。

例えば、地域でＳＯＳの家とか地域の教育力を借りながら、子ども達に何かあった時には

そこに待機する、待避するというようなことができるようなこともいまのところは、子ども

達はあまり認識していないと思いますので、子ども達にしっかりとそのあたりを認識させる。

それから、ＳＯＳの家の事業について、また協力をお願いするというようなことをしてま

いりたいなというふうに思っているところでございます。

○議長（又地信也君） 2番 新井田昭男君。

○2番（新井田昭男君） 教育長のほうから、いまの防災システムの中で対応していくという

ことだと思うのですけれども、いろんな想定が考えられる。いまおっしゃったようなことも

もちろんそうだと思います。教育長の話もわかりましたし、ただ単に見ているというような

状況でもないですし、そういう状況になったら保護者とか子どもさんにそういうシグナルを

出しているのだということですので、それは理解させていただきました。

しかしながら、やはりそれはそれでわかりましたけれども、どうでしょう。そういうシス

テムを常に行政としても意識して、こういうのっていうのは訓練ですので、私は訓練だと思

うのですよ。防災っていうのはやはりいろんなこともそうなのですけれども、常に発信して

おくと常に受け取るほうは敏感になるというような訓練のやり方だと思うのですけれども、

こういう部分を構築していただいて、本当の貴重な我が町あるいは国の財産である子どもさ

んをやはり行政、我々含めて、地域含めて、守っていくというようなことになると思うので

す。ですから、そういう端末がだめだということであれば、最悪そういう形にならないよう

に行政、我々含めて子ども達になんか一生懸命そういうシグナルをやっていきたいなとは私

も思います。

ただもう一つ気になったのは、この地域安全ニュースっていうのございますよね、今回、

広報で中に入っていたのですけれども。この中で実は、女の子が声かけられたという記事が

載っています。ですから、こういう部分もやはり予期せぬ部分というのはあるわけですよ。

だから、発信しているからいいよねということじゃなくて、やはりこういう部分の事例も

行政としてもきちんと受け止めながら防災、あるいはこういう事案に対しての働きかけを強

化してもらいたいです。

時間がもう1分切りましたので、行政の考えはわかりました。しかしながらいま言ったよ

うに、思いは一緒でありますけれども、両行政とも我が町の先ほど申し上げましたけれども、
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ホープである子ども達の安全安心を担保できるようなさらなる防災システムの構築を図って

いただいて、子ども達の安全を担保していただけると思います。これで質問を終わります。

○議長（又地信也君） 2番 新井田昭男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。

本日は、大項目で2件、一般質問ございます。

まずはじめに、1.孤独死ゼロ対策について、一般質問をさせていただきます。

我が町でも少子高齢化・核家族化などの様々な影響から家族と一緒に住むことができない

高齢者が増えております。関係者各位の日々の見守り活動・声かけ訪問には、心から敬意を

表するところでございます。

私自身一番大切なのは、信頼関係のあるコミュニケーションだと思っております。しかし

ながら、昨年末から今月にかけて、町内でも「孤独死」等が連続して発生しております。町

が「孤独死ゼロ」を目指し、「孤独死」させない対策や異常時に早期発見することによって

失わずに済む命、防ぐことができる命があるはずです。

以上のことから、「孤独死」についての対策を早期に講じる必要があると考え、下記につ

いて伺います。

①「孤独死防止対策検討チーム」の立ち上げ。

孤独死事案について情報を共有するとともに、「孤独死」を防ぐことにつながる我が町の

事業や地域の活動を洗い出し、その現状・課題を検証し、今後の取り組みとするものであり

ます。

②昨年の孤独死件数と実態調査についてでございます。

③セルフ・ネグレクト、予備軍でございます。の把握と対策について、3点について伺い

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いたします。

孤独死ゼロ対策についてのお尋ねでございますが、孤独死とは主に、誰にも看取られるこ

となく、住居内で一人で死亡することを指し、多くの原因は、一人暮らしであると認識をし

ております。

当町の高齢者は、平成29年6月に実施した木古内町日常生活圏域ニーズ調査では、約27％

が一人暮らしとの回答がございました。

この方達が、隣近所との関係やつながりを作り、孤立した生活をしないことが孤独死防止

に重要であると考えております。

また、お尋ねにありますセルフネグレクトも、高齢者の孤独死と関係が深いものであると

考えております。

お尋ねの1点目の孤独死防止対策検討チームの立ち上げにつきましては、当町の高齢者に

ついての主な支援や事業といたしまして、訪問・外出支援サービス事業の実施により、一人

暮らしの高齢者等を対象に週1回程度の安否確認・声かけ訪問を行い、安心・安全の確保を

推進しており、昨年10月には、訪問員が訪問した際に、対象者と連絡がとれないため、家族

と連絡をとり、対象者の死亡が確認されたこのような事例も1件ございました。
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なお、この訪問の前日に死亡していたと推測されております。

重ねて、安心見守りネットワーク事業の実施により、ボランティア協力員が一人暮らしの

高齢者等の安否確認を行い、安心・安全の確保を推進しております。

また、緊急通報貸与事業の実施により、一人暮らしの高齢者等に対し、緊急通報器具を貸

与し、急病や災害時の緊急時に迅速且つ適切な対応を図っております。

さらに、町と事業者とが協定を結び、一人暮らしの高齢者等の地域見守り活動を行ってお

ります。

事業者が配達業務等において、高齢者の安否確認や、異変等を確認した場合には、連絡を

いただき、状況の把握に努めております。

加えて、介護サービス利用者の場合には、介護保険事業所から異変時等は連絡をいただき、

状況の把握に努めております。

また、緊急通報情報事業の実施により、一人暮らしの高齢者等の緊急時の連絡先や、主治

医・病名等を記載した緊急通報情報表を自宅の見やすい場所に掲示し、そして木古内消防署、

木古内警察署へこれらの方々の情報提供を行い、緊急時の対応に備えております。

また、一人暮らしの高齢者等が自宅に閉じこもることなく、外に出歩き身近な場所で気軽

に仲間作りや生きがい作りを行えるよう、主に町内会単位でのサロン活動を支援しておりま

す。

加えて、健康管理センターにおいて、運動を楽しむ会、生きがい教室、及び認知症カフェ

などを実施し、閉じこもり予防に努めております。

また、木古内町地域包括支援センターにおいては、一人暮らしの高齢者等にかかる介護や

福祉の相談があった場合には、相談者やご本人に対し、様々な情報や介護サービスなどを提

供し、適切な対応を図っております。

これら各種事業につきましては、町内会や自治会、民生委員、及び社会福祉協議会や事業

者等としっかり連携し、事業を実施しており、町内会や自治会におかれてましても、それぞ

れ独自の方法により、一人暮らしの高齢者等の見守り活動を行い、町の見守り事業等と重層

的に実施しているところでございます。

また、生活保護世帯においては、渡島総合振興局のケースワーカーや、地域民生委員によ

る定期的な訪問を行っております。

今後は、これらの事業に加え、木古内町生活支援地域支えあい推進協議体において、一人

暮らしの高齢者等のニーズの把握、関係者間のネットワークや情報共有のさらなる強化、木

古内町生活支援コーディネーターを中心として、各町内会のサロン活動を支援し、孤独死の

防止につなげてまいりたいと考えておりますので、孤独死防止対策検討チームの立ち上げは

考えておりません。

次に、2点目の昨年の孤独死件数と実態調査につきましては、町で受理している死亡届は、

孤独死のチェック項目がありませんので、件数については把握できておりません。

また、死亡されたかたの実態調査も行っておりません。

次に、3点目のセルフ・ネグレクトの把握と対象につきましては、セルフ・ネグレクトと

は、「自分自身の生活管理が出来ないかたであり、不衛生な環境で生活を続け、周囲から孤

立している状態にあること」で、1点目の孤独死ゼロ対策についてのお尋ねと同様の事業の

実施や対応により、状況を把握し、異変等を発見した場合には、木古内町地域包括支援セン
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ターが相談などを受け、相談者やご本人に対し、様々な情報や介護サービスなどを提供し、

適切な対応を図っております。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） 町長、親切・丁寧なご答弁ありがとうございます。

私、再質問・再々質問で、町長にお話をしたことも答弁の中で言っていただきまして、私

と思っている部分もかなり同じ部分もありまして、ただ重層的にいまたくさんの活動をされ

ているということは、私も把握しております。

なぜその上で、対策検討チームが必要なのかといったところをいま一度説明させていただ

きますと、孤独死に関わると言いますと、課・課、町民課、福祉課、健康管理センター、社

会福祉協議会、町内会活動、様々なベースがありまして、範囲が非常に広いという部分があ

りますので、いままでのやり方を本当に正しかったのだろうかと。行政だけじゃなくて町内

会もベースの一部として捉えて、様々な情報を得るために、もうちょっと仕掛を作ってほし

いなと思った部分があります。

その中の一つで再質問でお伺いするのは、平成6年に木古内町一人暮らし老人等訪問サー

ビス事業実施要綱が作られました。こちら25年経ちまして、人口減やサービスを受けるかた

の求めているものが変化してきているなというのを感じる部分もございます。25年経つこの

要綱に対して、見直しが必要なのではないのかなと。当時の要綱のままで本当にいいのかど

うかと。その要綱ですと、訪問サービスですと、毎日訪問すると記載されているのですけれ

ども、利用者の希望により訪問する日数を決められると。こちらホームページから要綱を見

させてもらったのですけれども、週一のかたもいれば月一のかたもいると。その中で、訪問

員がたぶんおそらくいま3名でカバーされているので、非常に大変だと思うのですよね。そ

れで、きょう元気だったけれども、次会う一週間後に亡くなられていた。それってとても悔

しくないですかというのが最初の救える命という部分も私の思いがありまして、ですのでサ

ービスを受けるかたにとっても、そして日頃頑張っている職員の皆さんにとっても、いまま

で以上に整った環境を提供したいと提供すべきだと思っています。方法としては、検討チー

ムで考えてくださいという趣旨の一般質問だったのですけれども、例えばすぐできるもので

したら朝起きて黄色いハンカチを玄関の前に置く、夕方寝る前にハンカチを下げる。先ほど

新井田議員のありましたけれども、最近の技術ＩＴを駆使して改案をできる、バイタルチェ

ックもできる、安否確認ができる、そういうＡＩを活用した方法があれば、本来要綱に書い

ている毎日訪問というものをしなくてもチェックできる、そういう方法もたくさんある中で、

本当にいままでのやり方でいいのかというのをいま一度考えてほしいなという部分がありま

す。ＡＩを導入するということは、もちろんおそらく数千万でできると思うのです、様々な

方法ありますけれども。担当職員の負担軽減にも私はつながると思っていますので、ぜひ我

が町の現状の福祉の現状にあったものをぜひ新しいものを何とかみんなで知恵を出しあって

作って、孤独死のかたを出さないとそういう強い思いで、できれば町長からお言葉いただき

たいなと思いました。大切な町民の命ですし、ぜひみんなで考えて、一人の孤独死も出さな

いとそういう思いで、再質問させていただきますので、その思いの部分と25年前にできた要

綱がそのままではたしていいのですかと現状とあっているのですかと意味の再質問です。

2番目が把握されていないということだったのですけれども、これも将来的な孤独死を防

ぐためにもやはりいままでどういう状態だったのかというのをしっかりと把握してほしいな
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と思っているのです。ですので、町民課、保健福祉課、様々な町の中の組織と連携しながら、

どういうかたが何月に孤独死されたと。それぐらいは「福祉の町きこない」として、ぜひし

っかりと実態を把握していただきたいなと思っております。

3番目、ちょっと時間もないので急ぎますけれども、セルフ・ネグレクトの件です。

町長おっしゃるとおり、これも非常にデリケートな問題であるのです。デリケートな問題

であるのですけれども、いわゆるひきこもりから起きることが多いと。家族や周囲から孤立

して、孤独死に至る場合があると。やはり防止策としては、地域社会による見守りが一番重

要であると町長答弁でおっしゃいましたけれども、私も非常にそう思います。

そこで、③のセルフ・ネグレクトの件で再質問いたします。

いま我が町のひきこもりの人数、こちらを把握されているのかと我が町の障害者手帳のか

た、おそらく250から260ぐらい手帳発行されていると思うのですけれども、そのかたの雇用

率、働いているかた、わかれば教えてください。

○議長（又地信也君） 答弁を求めます。

町長。

○町長（大森伊佐緒君） 孤独死をなくすという思いは一緒だと思います。そして、それぞ

れの担当課が今日までいろいろ工夫をして作り上げてきた事業、これをさらに深めていくと

いうことは大事なことでありますので、いま改めて新しいチームを作って、そこでの意見交

換。意見交換、何をするかと言ったら、チームで考えるのだということでございますので、

実際にいま行っている事業を悪いところはもっと良くするということで進めていきたいと思

いますので、改めて検討チームの立ち上げというのは考えていないということを申し上げま

す。

また、平成6年の要綱いま手元にはないのですが、おそらく時代の変化とともに、変わっ

ている点もあるのではないかと思います。したがいまして、確認をして現在に合う、あるい

は将来に向けて合うそんな要綱の見直しも必要になるかもしれませんので、それは考えたい

と思います。

孤独死の実態についてでございますが、これについては先ほども申し上げましたように、

死亡届の際にその項目がないということで、これまでもやっておりませんでした。これが必

要性も含めて、ちょっと考えさせていただきたいと思います。

また、ひきこもりの人数あるいは雇用率については、手元に何ら資料を持ってきてないも

のですから、またどこかの機会でお伝えできればと思います。

○議長（又地信也君） それでは、2番目に入ってください。

8番 鈴木慎也君。

○8番（鈴木慎也君） 引き続き、2点目に入らせていただきます。

2.たばこの吸い殻及び空き缶等のポイ捨て禁止条例制定についてでございます。

たばこのポイ捨て等はマナー違反であり、ルール（条例）を制定する必要性は低いとその

ように私も考えておりました。

しかしながら、新幹線の開業等により町に活気が戻ったことは大変嬉しいことでございま

すが、その一方で多くの交流人口や車両の増加による負の結果として、町外のかたによるポ

イ捨て等はマナーでは防ぎきれませんので、ルール化する必要があると思います。

私は、子ども達に書いてもらったポイ捨て禁止のポスターを思い出すたびに、綺麗な街木
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古内を未来の子ども達に残さなければならないとそのように考えております。

行政は、いままで様々な対策を講じてきましたが、変わりゆく現状を理解いたしまして、

たばこの吸い殻及び空き缶等のポイ捨て禁止条例を制定すべきと考えますが、考えを伺いま

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） ポイ捨てについてのお尋ねでございますが、ポイ捨てとは、捨て

てはいけない道端などに、ごみを捨てるということを言うわけですが、ポイ捨てされるもの

としては、お尋ねにありますたばこの吸い殻、空き缶のほかに、ペットボトルですとかある

いはレジ袋の使い捨ての容器、こういったものがあるかと思います。

たばこの吸い殻のように小さいものでも、海のごみの約4分の1を占めると言われておりま

すので、海洋汚染の原因にもなっております。

また、ポイ捨ては、様々な法律により禁止をされておりますので、罰せられる行為でもあ

ります。

例えば、空き缶一つ、たばこ1本でも、立派なポイ捨てということになりますので、廃棄

物の処理及び清掃に関する法律に違反をし、たばこの吸い殻を側溝に捨てる行為は軽犯罪法

違反、道路における車からのポイ捨ては道路交通法違反となり、常に罰せられることになり

ます。

町の取り組みでは、お尋ねにあります、子ども達に描いてもらった不法投棄防止ポスター、

この絵入り看板を警告看板の設置による啓発、警察と連携した不法投棄物からの所有者の特

定、また各町内会や道の駅スタッフの協力をいただき、毎年4月に町内クリーン作戦として、

国道沿いや駅前通りのゴミ拾い、さらには道銀木古内支店職員による、年1回の店舗周辺の

ごみ拾いなどを行っております。

したがいまして、ごみのポイ捨てにつきましては、様々な法律で禁止をされ罰せられるこ

とを踏まえ、今回、ルール化等はせずに、今後も、看板の設置箇所を増やす、そして町外か

ら来町された方々を含めＰＲを行い、また町政広報、防災行政無線を利用し啓発を行うなど、

住民のまちを綺麗にする気運を高めながら、ごみのポイ捨てをなくす取り組みを進めてまい

りたいと考えております。

○議長（又地信也君） 8番 鈴木慎也君。

○8番（鈴木慎也君） 町長のご答弁いただきまして、だいたいこのようなご答弁いただける

のかなといま想定の範囲内だったのですけれども、いままで全く成果が出ていないのですよ。

私も一般質問の最後のほうに、いままで様々な対策を講じてきたと。この努力に関しては、

もちろんわかっていますし、それでそのためには町としても看板だったり、子ども達にポス

ターを描いてもらったり、いろんな策を講じてきたとそれもわかっているのです。だけれど

も、成果が出ていないのですよ。先ほどごみを拾ったりとかというお話の中で、おそらく町

長も活動の中でごみ拾いとかされたことがあるかと思うのですけれども、私もたまに町内会

でいわゆる町内の観光の場所をごみ拾いさせていただくのですけれども、やはりごみを拾う

って正直気持ち良い部分はあるのです。我が町を綺麗にするって。その中で、コミュニケー

ションが地域の人と取れたり、それはそれでとても事業としては良いと思うのですけれども、

本来そこにあるべきごみが本当はなかったものを拾うってよくよく考えてみますと、皆さん
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お忙しい中例えば朝早く集まっていただいて、我が町を綺麗にしたいというボランティアの

精神で拾ってくれているわけですよね。例えば、ごみ拾い運動にすると。少しでもそういう

かたの気持ちに感謝の敬意の裏返しとして、負担を少しでも軽減させることできないだろう

かってそういうことを私考えて、これはマナーではなくてルールを作らなければならないっ

て。 ただ、ごみの問題だけではなくて、ごみを拾うボランティアの人達の少子高齢化です

とか、そういった拾う側の大変さ・苦労も私はわかります。町長もわかっていると思うので

すよ。

ですので、いま一度質問いたします。看板等、広報、防災無線で促して周知していくとい

うことは、もちろん効果がないとは言いませんが、町外に住むかたにはなかなか伝わりづら

いと私は思います。先ほどポイ捨ては犯罪だ、町長先ほど廃棄物の処理及び清掃に関する法

律、いわゆる不法投棄みたいなものですよね。あとほかには、道路交通法違反と軽犯罪法違

反とあと河川ですよね。河川の違反になりますと四つぐらい定着してくると思うのです。そ

の中で、これを導入している自治体を見ると、最初はやはり割と大きな町が大きかったです。

ですけれどもここ最近、町は小さいながらも観光を頑張りたいという町がこういう条例を

作って、綺麗な町でお客様を受け入れるとそういう動きもあります。一般的に町長はよく出

張多いので、新幹線で東京に着いてたばこ吸うところ、たばこ吸う場所でしか吸えないと。

ですけれども、我が町私のいまの一般質問では、禁止区域を作れだとか歩きたばこをだめ

にしろとかその前に、前の話なのですよ。当たり前のポイ捨てを何とか綺麗な町を子ども達

にそのままつなげて、観光に来てくれたかたにも綺麗な我が町を見てほしいと。交通の要衝

で交流人口も多いですから、我が町を通過するだけの人も窓からごみとかたばこが捨てづら

いとか、木古内は本当に綺麗にしている町なんだって、それぐらい力をいれてどうか発信し

ていただきたいなって。今朝もニュースでやっていましたけれども、外国人観光客増えると

絶対ごみ問題出てくるのですよ。我が町も観光を伸ばしたい、私もたくさん来てくれたらい

いなと。これからホテルが建ちます。たくさんお客さんが来てくれたらいいなと思っていま

す。

ですので、受け入れる自治体のやはり基本的姿勢として、いままで一生懸命講じてきたも

のの成果が出ていないので、やはり外にも発信力がある条例を作るべきだと私はやはりそう

思うので、再三になりますけれども、二度目ご答弁いただければと思います。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君） 先ほどから成果が出ていないというそのような表現でお話されて

おりますが、実は私も成果が出ているかどうかというのは全くわからなくて、何と何を比較

すると成果につながるのか、私自身出せないでおります。

ただ、これまでやってきたことによって、きっと何もしない時よりも成果は出ているのだ

ろうとこんなふうに思うこともあるわけでございまして、この成果についてなかなか難しい

議論になるのではないかなと思います。

また、ボランティアをしていただいている皆さんには、本当に頭が下がる思いでおります。

この方々に少しでも軽減ができたらということも一緒の気持ちでおります。その中で、ル

ール化をすることが町外に発信をするということに言及をして行うべきだということであれ

ば、それはそれで効果もないとは言えないわけでございますが、ルール化をすることはすな

わちそのルールに基づいて、その取り締まりをしっかりしなければならないところにつなが
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ってまいります。

現在は、警察の力を借りたりして取り締まりを行い、住所の特定だとか本人の特定ができ

た場合には、それは犯罪者として逮捕まで至ったケースもあるわけでございますし、私とし

てはいまの状態で司法等の力を借りる、そのことを進めていくべきだと思っております。

町を綺麗にするという思いは、ここにいる全ての人が同じだと思います。また、お客様が

お見えになって、随分木古内の町も綺麗になったというふうには私は感じているものですか

ら、先ほどの成果がないというのがどうもさっきからずっと引っかかるのですけれども、た

だどうしてもこれまでと同じことを、そしてまた続けていても議員のおっしゃる効果がない

ということが確認できましたら、またその時点で条例化なども考えることができるのではな

いかと思っております。

○議長（又地信也君） 8番 鈴木慎也君。

○8番（鈴木慎也君） 町長おっしゃるように、ルールを作るということは、様々なこのいわ

ゆる罰則についても私もいろいろ調べたのですけれども、それぞれ自治体やり方が違って、

全く罰則のないところから2,000円とか非常に厳しい罰則をするところもたくさんあるので

すけれども、ただ罰則があるからと言ってごみの量が減ったとは、またちょっとイコール比

例しないみたいなのですよ。罰則も私も行政側も含めて今後、勉強しなければいけないのか

なというのとあと二つ目、ごみの量を成果が出ていないということなので、一度ごみの量を

量ってみたらいかがでしょうか。例えばですけれども。どれぐらいごみ拾いでもいいのです

けれども、例えばいまスマホのアプリでごみ拾いアプリなるものが実はありまして、例えば

私が木古内の役場の前でごみを拾いましたよと言って、写真を撮ってごみを拾うと、周りに

いる人がたくさんやっていて、すみませんちょっと名前は忘れましたけれども、それをやっ

ている自治体があるのですよ、町全体で取り組んでいて。私、ここでごみ拾ったよというの

を町全体で取り組んでいて、ごみの量も落ちている数もそこは確か条例なかったと思うので

すけれども、そういった工夫をしながら、町民も楽しみながらやっていたりする自治体もあ

るのですよ。ですので、町長おっしゃったように、もし成果が出なければというお話だった

のですけれども、何を持って成果というものもございますので、まずごみの量がどのぐらい

我が町に捨てられていたのだろうとそこからはじめていただければよろしいのかなと。何と

なく町長の答弁いただいて、そう思っちゃったのですけれども。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君） まず、ごみの量でございますが、実際に家庭から持ち込まれて、

渡島西部広域事務組合に持って行った量がごみの量としてわかるわけでございますが、いま

町民課のほうではそれぞれのボランティア活動の中で、いろんな団体が行っているごみの拾

った量というのは、数字として押さえていないということでございますので、これがどのよ

うに必要性があって結びついてくるかわかりませんけれども、またごみを少なくするために

はどうするかということは、十分検討していきたいと思います。

○議長（又地信也君） 8番 鈴木慎也君の一般質問を終了いたします。

ここで2時25分まで、休憩いたします。

休憩 午後2時16分

再開 午後2時25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。

一般質問を続けます。

3番 平野武志君。

○3番（平野武志君） 3番 平野武志です。

本日、4項目にわたって一般質問をさせていただいております。持ち時間からすると1時間

20分になるわけでございますけれども、だらだらと時間全部使って長引かせるつもりはござ

いません。町長の答弁もきょうちょっと喉の調子いまいちのようですけれども、正確且つ時

間をかけず、端的に進めていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

まず、一項目めでございます。「福祉の町木古内」、この題目に対する町長の考え方につ

いて、お伺いいたします。

平成31年度は、第6次木古内町振興計画の前期5年を経過し、見直しや訂正も含め後半の6

年目に入ります。大森町政5期目の最終年でもあり、公約達成に向けて重要な年度になると

思います。

2月22日に配付された執行方針につきましては、基本テーマ・基本目標に準じた記載が大

半です。特に気になった高齢者福祉について、町長の考えを伺います。

まず、町政執行方針の4ページでございますけれども、町の高齢化率は年々加速、上昇し

ております。町長は、「福祉の町木古内」と20年間公言してまいりました。今年度は、集大

成の年であり、新規施策が出てくると期待しておりましたが、残念ながら昨年と同容の内容

だったということでございます。

これまでも常任委員会等で各議員が提案でしたり、助言してきた案件について、町長の考

えを再度お伺いしたいと思います。

3項目に分けております。

①ということで、デマンドバスを含む高齢者の移動手段の対策。

②といたしまして、敬老会等、高齢者イベントの開催、または開催している各町内会や団

体への支援。これは、人的や財政支援ということです。

③新しくできる団地等を含め、高齢者も過ごしやすいタウン化。ちょっとこれ言葉足りな

いのですけれども、シニアタウン化という意味でございます。高齢者が住みやすいタウン化。

このようなことを含めて、上記の詳細の答弁と箱物ではなくて、生活援助やソフト面での

表題に添った町長の考えをお聞かせいただきたいと思います。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君） 3番、平野武志議員のお尋ねにお答えいたします。

1点目は、高齢者の移動手段についてのお尋ねでございますが、当町における高齢化が進

むにつれ、高齢者の移動手段の確保が重要となってくることにつきましては、同じ認識でご

ざいます。

現在の当町の交通状況を見ますと、病院通院においては、医療機関送迎バスが運行してお

り、日常生活では道南いさりび鉄道、函館バスが定期運行されているとともに、ハイヤー会

社が1社あり、公共交通機関及び、それに準ずる交通手段は、一定程度充足されております。

一方、公共交通を含めた地域の移動手段を守るためには、利用する町民の力が重要であり

ます。
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したがいまして、今後における高齢化の進展や交通状況の変化などに留意しつつ、地域に

おける声や必要性を注視してまいりたいと思います。

2点目は、高齢者イベントの開催についてのお尋ねでございますが、町では毎年10月に、

中央公民館を会場にはつらつ演芸会を開催しており、多くの高齢者のかたに楽しんでいただ

いております。

毎年6月には、老人クラブ連合会が主催者となったスポーツレク大会が開催されており、

この二つの行事が春と秋の2大イベントとして定着し、この事業を継続していくことが重要

であると考えており、町内全域を対象とした新たな高齢者イベントの開催は、現段階では考

えておりません。

また、イベントを開催している各町内会や団体への支援につきましては、町ではスポーツ

レク大会では、保健福祉課職員の派遣、及び景品購入等は財政的な支援を行っており、今後

も継続して実施してまいります。

さらに、各地域の老人クラブや町内会で主催している事業などにつきましては、人的支援

として、サロン活動や健康教育などにおいて、保健福祉課職員の講師派遣、また財政的支援

といたしましては、地域サロン立ち上げに係る消耗品購入や、食材料費の購入に係る支援を

しております。

今後とも、地域からの要望に応じて、人的支援や財政的支援を行ってまいります。

3点目は、高齢者も過ごしやすいシニアタウン化についてのお尋ねでございますが、町で

は平成30年度から平成32年度を計画期間とする、第7期木古内町老人福祉計画・介護保険事

業計画に基づき、高齢者保健福祉施策を実施しております。

この計画では、高齢者が可能な限り、住み慣れたこの木古内町で、そのかたの能力に応じ

た日常生活を営むことができるよう、医療、介護、介護予防、住まい、及び自立した日常生

活の支援が包括的に確保されるよう、地域包括ケアシステムの推進を図ることとしており、

高齢者のかたのみならず、町民の皆様全てが住みやすいまちづくりに努めているところでご

ざいます。

当町の地域包括ケアシステムの状況につきましては、医療については、国保病院を中心と

した医療提供体制が確保されております。加えて、今年度から福島町、知内町、及び木古内

町と国保病院が連携をして、在宅医療・介護連携推進事業を実施しております。

この事業では、医療機関や介護サービス事業所が、それぞれの患者や利用者の情報共有を

図るツールの構築や、医療・介護の関係者に対する各種研修を連携して行っております。

次に、介護につきましては、従来からある訪問介護などの居宅サービス、及び特別養護老

人ホームなどの施設サービスに加え、昨年8月には通所介護サービスを提供する、デイサー

ビス杉の木がオープンしたことにより、利用者の様々なニーズに対応することができる、さ

らに充実したサービス提供体制が確保されることになりました。

次に、介護予防については、従来から実施している、生きがい教室や介護予防運動教室な

どに加え、今年度からは新たに健康マージャン教室を実施しております。

この健康マージャン教室の実施により、これまでの各種事業で極端に少なかった男性の参

加者が大幅に増加し、男性の介護予防や閉じこもり防止に、大きな効果があると感じており

ます。

次に、住まいの確保についてですが、来年度に予定している港団地の新築整備に加え、平
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成32年度に予定されている、第2期道営住宅の整備において、単身の高齢者のかたが入居可

能となるよう、1ＬＤＫタイプの居室も確保するよう現在、北海道に要望しているところで

ございます。

最後に、日常生活の支援につきましては、町内のビュウ温泉のとやで利用できる高齢者等

入浴無料券の配布、一人暮らし高齢者世帯の安否確認を行う訪問サービス事業、除雪サービ

ス事業や、屋根の雪下ろし等助成事業、医療機関送迎バスの運行など、高齢者の方々の様々

なニーズに対応した、きめ細やかなサービス提供を実施しております。

これら、高齢者の方々が過ごしやすいまちづくりを目指す地域包括ケアシステムにおいて、

核となる5分野については、高齢者の方々に一定程度は満足していただける、援助や支援を

行うことができていると考えております。

また、昨年度より、社会福祉協議会に生活支援コーディネーターを配置し、各町内会単位

等で自主的に行う、高齢者が集うサロン活動やボランティア活動など、インフォーマルサー

ビスの体制整備を進めております。

しかしながら、現状の施策に満足することなく、常に住民の方々のニーズを把握し、住民

サービスに対する進化を行っていくことも、大変重要であると考えております。

このため、新年度においては、第3回目となる日常生活圏域ニーズ調査を実施し、高齢者

の方々の現状やニーズを的確に把握し、施策の見直しや新たに必要なサービスの検討を行い、

第8期計画の策定に反映することとしております。

いずれにしましても、魅力溢れるこの木古内町で、「活力と元気に満ちあふれ、生涯にわ

たり希望や生きがいを持ち続けられる、北の大地の福祉都市きこない」のさらなる推進に向

けて、高齢者の方々がいつまでも元気に過ごしていただけるよう、これからも先頭に立ち、

きめ細やかな高齢者保健福祉施策の実施に努めてまいります。以上でございます。

○議長（又地信也君） 3番 平野武志君。

○3番（平野武志君） 町長、びっくりしました、答弁長くて。テンポ良くいきましょうと言

ったのですけれども、いま我々のルールとしては20分の持ち時間で、丁寧には答えてくれて

いるのでしょうけれども、③です。生活援助、ソフト面の町長の考えを伺いますって聞いた

のですよ。別に施策の全てを述べよと言っているわけじゃないのです。この20分のうち、10

分間も答弁で使われてしまったら、次の質問の時間ないのですよ。ここは議会のルールです

から、ちょっと次期の宿題として、きょうはこのこと言ってもどうしようもございませんの

で、再質問をさせていただきますけれども。

まずちょっと確認したかったのですけれども、デマンドバスについて、これ過去にも同僚

議員からも必要だという町民からそのような声があるということで質問されていると思うの

ですけれども、いまの答弁では公共交通が充足されているというお言葉でした。現状で、充

足されていても不便だから、町民としては足が不便だという声が出るのです。それに対応し

なければならないということなのです。

それと、①についてのもう1点、「公共交通を含めた地域の移動手段を守るためには」とそ

この一行もう一度読んでいただけますか。

○議長（又地信也君） 暫時、休憩をいたします。



- 54 -

休憩 午後2時39分

再開 午後2時40分

○議長（又地信也君） 休憩を解き、会議を再開いたします。

町長。

○町長（大森伊佐緒君） 現在の当町の交通状況を見ると、病院通院においては医療機関送

迎バスを運行しており、日常生活では道南いさりび鉄道。

公共交通を含めた地域の移動手段を守るには、利用する町民の力が重要であります。

○議長（又地信也君） 3番 平野武志君。

○3番（平野武志君） いまの読み方を答弁を聞くと、公共交通の会社を守るために、地域の

かたに利用していただくという意味に聞こえるのですけれども、そういう捉え方でよろしい

ですか。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君） こういう民間企業が行っている事業については、利用するかたが

いなければ成り立ちませんので、利用する町民の力が重要だと考えています。

○議長（又地信也君） 3番 平野武志君。

○3番（平野武志君） いま高齢者のかたが足弱くて困っているかたで、デマンドバスが必要

だっていうことを質問しているのですよ。そういう高齢者のかたにもいさ鉄とバス使いなさ

いよ、会社の存続守らなきゃならないのですよって言うのですか。

それと、そこまで言うのでしたら、行政の職員の方々は現在のこの公共機関を積極的に利

用されていますか。それももう一回お聞きします。

○議長（又地信也君） 暫時、休憩をいたします。

休憩 午後2時41分

再開 午後2時41分

○議長（又地信也君） 休憩を解き、会議を再開いたします。

町長。

○町長（大森伊佐緒君） デマンドバスは、非常に交通の不便な地域では、よく実施されて

いるケースがございます。当町のように、様々な公共機関があって、現段階ではそこまで必

要ないと判断しておりますが、これはデマンドバスがあってもやはり使えない地域だとかは

出てきます。その中で、この事業を進めるということは、いまの段階では必要ないと考えて

おります。

また、職員がどんな公共交通を利用しているかについては、特別調査をしていませんので、

承知しておりません。

○議長（又地信也君） 3番 平野武志君。

○3番（平野武志君） 答弁でこれを町民の方々に使いなさいよと言っておきながら、職員は

知りませんってそんな答弁ありますか。なぜ、いま公共機関を守るという一般質問ではなく

て、高齢者の足を守っていただきたいという質問なのですよ。それに対して公共機関を守る

ためにはっておかしくないですか。それに公共機関が十分にあると言いますけれども、実態
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ですよ。町長、執行方針の中でも高齢化率がこれだけ上がっているし、この後さらに将来上

がっていくという現状をもちろん知っているでしょうし、郡部の方々の実態ですね。我が泉

沢地区は、高齢化率がもう50％台後半です。先ほども言いましたけれども、駅・バス停まで

にたった短い距離ですよ。100ｍ・200ｍの距離を歩けないかたがもう多数いるのです。その

方々の移動をこれから考えていかなければならないというそういう趣旨の質問なのですよ。

公共機関を守るために利用促進してくださいなんて、そんなこと答弁で求めていないです

よ。

次にいきます。②番です。

はつらつ演芸会、スポーツレクの参加人数なのですけれども、対象者65歳以上だったと思

うのですけれども、町全体の65歳以上の方々の対象者のうち、何パーセントのかた参加され

ていますか。そこもまず1点、お聞きします

○議長（又地信也君） 保健福祉課包括ケア推進室長。

○保健福祉課包括ケア推進室長（武藤一郎君） いまの参加人数についてでございますが、ま

ずはつらつ演芸会につきましては、平成30年度の実績ですが5.7％、スポーツレク大会につ

きましては、平成30年度の実績ですが5.1％のかたに参加していただいております。

○議長（又地信也君） 3番 平野武志君。

○3番（平野武志君） その参加率が町全体ですので、多いとか少ないとか申し上げませんけ

れども、これやはり各自治体で町内会単位でやっている高齢者向けのイベントのほうがよほ

ど参加率いいのです。例えば、泉沢もはつらつ演芸会等何名かのかたは行かれているかたい

ますけれども、やはり遠くなるといくらバスの送迎の案内あっても、木古内の本町まで出向

くというのが大変なんですね。面倒だから行けないっていう人の声が大多数なんですよ。し

かも先ほど行ったように、はつらつ演芸会のバスの停留所が泉沢でも何箇所かしかないので

すね。そうしたら、家からそのバスの停留所まで100ｍ・200ｍあるのですよ。じゃあその間

も歩けないって言う人もいるのですよ、たくさん。なので、そういう実態をまずもう少し町

長、把握していただいて、その方々がこれからどのように移動をできるかということを真剣

に考えていただきたい。ちょっときょうの答弁については非常に納得できませんし、もう時

間ルールですので、3番にも入れずに終わってしまって不完全燃焼なんですけれども、やむ

を得ないでしょうね。

○議長（又地信也君） それでは、2番目に入ってください。

3番 平野武志君。

○3番（平野武志君） 項目2番目の一次産業の振興発展についてをお伺いいたします。

町長は日頃より、表題の件について努めてまいりますと発信しております。平成31年度の

執行方針の第3章「産業」の中で、特に林業・水産業については気持ちも伝わりませんし、

実現性も感じません。

そこで、林業、水産業、記載の部分についてお伺いしたいと思います。

まず、林業の①番、大きな問題を抱える皆伐事業の具体的取り組み計画でございます。

②番が町の皆伐等を委託する業者の育成や支援の考えはあるのか。

③道南杉の地材地消の具体案。

水産業につきましては、これまで取り組みを強化してきたホタテやヒジキは諦めたのでし

ょうか。
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②番、資源管理型漁業との文言がありますが、これは何を示し、この漁業は町内の漁業者

は取り組めるのか。

水産業の③番、前回12月定例会でも「担い手対策には収入の安定が不可欠」と私自身申し

上げましたが、このことについては町も喫緊の課題と理解しているところでございます。そ

れを理解しながらも、新規施策が出てこないと新年度予算も拝見しましたけれども、出てこ

ないというのは残念でなりません。そのように実現していかないのは、なぜかということで

ございます。以上、答弁お願いします。

○議長（又地信也君） 答弁を求めます。

町長。

○町長（大森伊佐緒君） 1次産業の振興についてのお尋ねでございますが、まず林業でござ

いますが、全国的に戦後の復興等のため、木材需要が急増し、造林が拡大したことにより、

植林した木が現在、主伐期を迎えており、当町が所有している森林資源においても、人工造

林12齢級以上の森林が約68％を占めております。

こうした中、人工造林の齢級を平準化させるために、平成26年度から年間約5ｈａの皆伐

を行い、さらに最終跡地への植栽を行っております。

今後も、年間5ｈａの皆伐により、齢級の平準化に努めてまいりますが、平準化には多く

の年数がかかりますので、現在の計画では、約50年後に平準化になることを想定して、事業

を進めております。

次に、業者の育成や支援につきましては、町内の林業事業者は、製材事業者1件、林業事

業者5件、町内の林業就業者数は36名で、町では森林作業員就業条件整備事業の実施や、町

有林造林事業の計画的な事業発注により、支援を行っております。

また、林業事業者に対して、高性能林業機械の整備に対する補助金を模索し、確保するな

ど、側面からの支援も行っております。

さらに昨年4月に、林業成長産業化地域と選定されましたので、林業成長産業化地域創出

モデル事業を有効活用し、渡島地域が一体となった林業担い手確保推進協議会の開催や、林

業者を対象とした労働安全向上に向けた伐採作業の体験会の実施、高性能林業機械の整備に

対する補助など、ソフト面・ハード面の支援を行っております。

また、町有林管理に関する間伐や皆伐、また民有林につきましては、はこだて広域森林組

合に委託をしております。

次に、道南スギの地材地消についてのお尋ねでございますが、道南スギの地材地消やＰＲ

につきましては、昨年10月に、道南2市11町・北海道・8森林組合・26木材事業者が森林認証

を取得し、木材市場における競争力強化を図っております。

また、林業成長産業化地域創出モデル事業を活用して、柱材としての評価を得るために、

道南スギの材質・強度化に関する研究や、パンフレット作成、ＷＥＢページの構築、展示会

への参加など、ＰＲに努めております。

さらに、木古内町地域材利用推進方針に基づき、平成31年度から開始予定の森林環境税、

森林環境譲与税の利活用について、関係機関、関係者と協議を行い、しっかりと取り組んで

まいります。

続いて、水産業でございますが、まずヒジキにつきましては、昨年は極めて不漁であり、

店頭にも北限ヒジキが並ばない状況にありました。
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ことしは、養殖ヒジキに取り組みをはじめた漁業者がおりますので、3年間の補助事業で

養殖技術を学んできたその技術を活かし、天然ものとあわせて、ヒジキの生産拡大、及び養

殖業に取り組んでいただく漁業者の拡大を図ってまいります。

次に、ホタテにつきましては、現在「3年貝」まで育たない状態が続いております。1年貝

での出荷を余儀なくされ、売上額が大幅に減少しております。

津軽海峡では、育たない問題、また、噴火湾ではホタテの大量死が確認されておりますこ

とから、関係機関による調査を行っておりますが、現時点では、この近海での原因究明には

至っておりません。

町といたしましては、引き続き関係機関と協力し、原因究明に向けた取り組みとともに、

ホタテ漁業者の中で、現在の養殖施設を転用して、新たな養殖業に取り組もうとするかたに

は、品目や経営等に関するサポートをしてまいります。

2点目は、資源管理型漁業に関するお尋ねでございますが、稚魚や種苗を放流し、つくり

育てる漁業で、水産資源確保の観点や、漁業者の収入安定を図る上で、この資源管理型漁業

は極めて効果的と認識しております。

町では、これまでもウニやアワビの種苗放流のほかに、ヒラメやクロソイの回遊魚を放流

しており、長期間にわたり整備を続けてきた魚礁にも、いま多くの回遊魚が集まるようにな

ってまいりました。

この資源を有効的に継続的に利用できるよう管理するためには、北海道では北海道海面漁

業調整規則を制定し、ウニやアワビなどの大きさや、禁漁期間を定めております。

また、漁業団体が自主的に定めている資源管理協定においても、ヒラメなどの大きさの規

制を行っております。

お尋ねの町内漁業者につきましては、資源管理型漁業への取り組みも進んでおりますので、

一層の定着化を目指しております。

3点目は、担い手対策についてのお尋ねですが、お尋ねにありますように、収入の安定が

不可欠でございます。

このため現在は、塩蔵ワカメ事業に着手しており、平成27年度の取り組み開始から3年で、

約3倍の132ｔの水揚げとなるなど、養殖業の収入の確保につながっております。

また、ワカメ養殖は、比較的取り組みやすい養殖事業で、町内漁業者の半数以上が着業し

ていることや、海の状態が安定しない状況が続いている中、安定的な収入を生むことのでき

る施設整備を優先し、新年度については、塩蔵ワカメの攪拌機の購入をしたいと思います。

○議長（又地信也君） 3番 平野武志君。

○3番（平野武志君） 今回も10分間の答弁、ありがとうございます。しかしながら、よく見

ますといまの答弁については、6項目を一個ずつ丁寧に答えていただいて、考えてみたら私

の質問の数が多いのかなと思って、今後自分自身も気をつけようと思いました。

それで、再質問に入らせていただきますけれども、まず林業の部分です。

まず、これまでも町有林については、伐期を過ぎた木がどんどん増えていっているという

ことで、それを心配して先輩議員の佐藤議員、あるいは新井田議員も過去には皆伐の部分に

ついて、一般質問したことがあります。

ただ、近年は国も林にすごい力いれをしていまして、各自治体にそういう間伐だったり、

森林を守るための施策というのか補助が多く付いているのかなと。なので、昔とは環境違う
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のかなと思うのですけれども、昨年の常任委員会で現状の町有林の調査した時に、当然年間

ずっと増えてきて伐期過ぎの木がどんどん増えてきて、将来の木古内町に不採算なものがた

くさん木ができるんじゃないかって心配したところです。その時の資料では、私の単純計算

なのですけれども、いま町長、年間5ｈａの皆伐で50年後には平準化になるという試算出し

ているのですけれども、ちょっと5ｈａで間に合うのかなというのが単純な私の考えです。

この答弁出した以上は、当然ながら資料と言いますか計算式作っていると思うのですけれ

ども、それをまず作っているのかどうなのかが1点お伺いいたします。

また、将来に向けて先ほど言ったように、不採算な伐期を過ぎた木がたくさんなることを

考えて、平準化が5ｈａっていう資料と言いますか答えもらってからでもいいのですけれど

も、大がかりに例えば年度ごとに伐期を過ぎた木を大胆に取り組んでいくという考えは町と

してあるのか。まず、その2点についてお伺いします。

○議長（又地信也君） 産業経済課長。

○産業経済課長（片桐一路君） ただいまのご質問ですけれども、まず5ｈａごとの皆伐の関

係ですけれども、そちらについてのシミュレーションはしております。資料のほうは、出さ

せていただきますけれども、後ほどでよろしいでしょうか。いまもうちょっとかかりますけ

れども。

あと、5ｈａごとの皆伐ですけれども、一応イメージでは5ｈａを行うことで、50年の平準

化が50年後には平準化になるというシミュレーションでございますので、いまの段階では5

ｈａをさらに多く皆伐をするという計画は、いまのところはありません。

○議長（又地信也君） 3番 平野武志君。

○3番（平野武志君） わかりました。きちんと計算して前回の常任委員会以降に作り直した

結果が5ｈａということで、資料のほう後ほど、いまいただいてもこの短時間の中で質疑難

しいと思います。後ほど、その資料についてください。

それと、事業者に対する支援なんですけれども、いま答弁聞いた中でメモしきれなかった

のですけれども、国の様々な制度を活用して、特にハード面で支援をしているという部分は、

大変評価に値します。

聞きたいのは、町独自でそのような林業に携わっているかたへの支援をする考えがあるの

かどうなのか、現状どうなのかという部分でございます。

あわせましてもう1点、道南スギの活用具体策も森林認証を活かしながらということで、

これもどちらかというと町独自というよりは、渡島全域、近隣市町村と協力した中で、道南

スギをどんどん売っていくということだと思うように聞こえたのですけれども、過去に木古

内町はやはり木工センターがあった時には、地材地消で自分のところの道南スギを加工して、

多くの商品が特産品としてできていたと思うのですよね。単価としては安いのかもしれませ

んけれども。今後、そのような地場のスギを使った特産品等を含む、そのような地材地消の

考え方は、町としてどのように考えているのかというのをあわせてお伺いしたいと思います。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君） 町の独自支援ということになりますと、そこには財源が必要にな

ってまいりますが、このたびの国で平成31年度から実施する予定であります、森林環境税、

さらには森林環境譲与税は、直接町に入ってまいりますので、先ほどもお答えしましたよう

に、関係者、そして関係機関、それぞれの皆さんとしっかりと協議をして、いまどういうも
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のに何をするのかということを答えを出した上で、支援をしていきたいと思っております。

次に、かつての木工センターのようなものをイメージされているのかもしれませんが、起

業するというかたに対する支援というのは十分可能かと思いますが、町があるいは町が関与

するかつての木工センターのようなものについては、現在考えておりません。

○議長（又地信也君） 3番 平野武志君。

○3番（平野武志君） 木工センターのような工場を作れという話ではなくて、木工センター

があった時には木古内町のスギを使ったという特産品がたくさんあったじゃないですか。

割り箸でしたりコースターでしたり、かつてはみそぎの舞の特産品の木箱も道南スギを使

った箱、木工センターで作っていただいて。目に見えるわかりやすい地材地消に取り組めて

いたのですね、当時は。しかしながら、いま見ると木古内町のスギを使った、どこに使って

いるのだろうと、振り返ると。近年は新幹線の工事で駅舎でしたり、みそぎの郷でしたり、

そういう大きな工事には努力されて使われていますけれども、それ以外は全くもってという

ほどどこに木古内町のスギが使っているのだろうというのを見当たらないのですよね。そう

いう観点からいきますと地材地消、道南スギを一生懸命売り込む、認証を取りました。じゃ

あこれから渡島全域でやりましょうというのはわかっていますけれども、我が町としてもう

少し一生懸命道南スギ、木古内町のスギをいろんな部分に使っていくという気持ちを持って

ほしいという趣旨の質問でございます。

このあと漁業もありますけれども、漁業については皆さんご存じのとおり、12月定例会に

も同様趣旨の質問をさせていただきました。3か月後にまた同じ質問じゃないかと思われる

かもしれませんけれども、12月定例会の際にやはり新しい施策について、様々な提案を町長

は取り組まないという思いの答弁だったわけです。しかしながらその後、各種忘年会や新年

会等々で、町長と同席した場面もあるのですけれども、町長はやはりその時の挨拶は、一次

産業を非常に頑張ると。「漁業についても農業についても一生懸命取り組んでいくんだ」と

いう言葉を力強く毎度お話されていたので、これは12月の答弁はいまいちだったけれども、

新年度予算はもしかして漁業にも力いれの策を出てくるんじゃないかと期待したところ、残

念ながらきょうの一般質問の趣旨のような流れになりました。ここで、またその中身を聞く

と先ほども言った3か月前と同じような質問になりますので、漁業の部分はきょうは省きた

いと思います。しかしながら、一次産業を頑張るというその町長の言葉は、ちょっと信憑性

に欠けますので、このあとも我々の任期はこの4月までですから、次の任期のかたになると

思いますけれども、しっかり漁業を応援する施策を提案していきたいと私がいなければ誰か

に託していきたいなと思います。2項目めの質問は終わらせていただきます。

○議長（又地信也君） それでは、3番目に入ってください。

3番 平野武志君。

○3番（平野武志君） 3項目めの一般質問に入らせていただきます。

教育行政執行方針について。

スポーツの推進について、執行方針の中の12ページに記載のある「子ども達のスポーツ大

会への参加助成」について、現行のルールを見直し、拡大するべきだと考えます。これまで

も我が町は、学校の部活動やスポーツ団体に所属している子ども達には、大変厚い支援をし

ています。

近年は少子化が進み、小中学生が取り組める種目も限られております。
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全国的にも小中学校の部活動の減少から、各種目で様々な大会を開催し、子ども達がスポ

ーツに取り組める環境整備をしています。

そのような環境の中で、いまの木古内町の現行ルールでは、その全道大会・全道大会とい

う趣旨にあてはまらず、負担軽減に対象にならないという案件があるという現状でございま

す。

記載のとおり、今後も近隣町村では取り組めず、遠征や道内外の大会を求めて活動する子

ども達はどんどんどんどん増えていくと予想します。将来を見据えて、いままで以上にスポ

ーツや文化をとおして、子ども達を育成・支援していく木古内町であるべきと考えますので、

そこで教育長の見解をお聞かせください。

（2）といたしまして、様々な社会教育施設等の整備についてを記載して、避難施設の整

備という観点ではありますが、今年度は中央公民館、スポーツセンターの大規模改修が実施

されます。とても綺麗になることを予想するわけでありますが、これまでも多額の予算をか

けて、これは多額の予算は良い意味でです。野球場やプール、パークゴルフ場などを整備し、

素晴らしい施設の維持に努めてきました。

第一には町民のための施設でありますが、スポーツ合宿の誘致や各種大会などの開催誘致

を懸命に取り組むべきだと、過去数年にわたって各種委員会で意見が出されてきました。交

流人口の増加や使用料を含む経済効果などは重要案件だと思っていましたが、残念ながら執

行方針の中には記載はありません。と載せましたが、先ほど確認したら約2行ほど「合宿に

取り組みます」という言葉がありましたので、ここは私の間違いでした。申し訳ないです。

2行の記載ですけれども、ちょっと力強さは感じられなかったものですから、改めて合宿

誘致や大会誘致についての生涯学習課の考えをお聞かせいただきたいということでございま

す。

○議長（又地信也君） 教育長。

○教育長（野村広章君） 3番、平野武志議員の教育行政執行方針についてのお尋ねにお答え

いたします。

1点目のスポーツ推進に関わる参加助成についてでございますが、ご承知のとおり当町で

は、文化活動やスポーツ活動において、優秀な成績を収めた子ども達の活躍を支援するため

に、対外競技等参加報償費の助成事業を実施しているところでございます。

平成30年度においても、例えば木古内中学校の男子バレーボール、木古内小学校の吹奏楽

小中の陸上競技、中学校の野球、小中のスキー競技等々全道大会、そして全国大会に出場す

る子ども達の活躍は、町民の方々にとって明るい話題となっているところでございます。

おっしゃるように、全国的には小中学校の部活動やスポーツ少年団の減少から、各種目で

様々な大会を開催し、子ども達が文化活動やスポーツに取り組める環境整備をしているとい

うことは承知しているところでございます。

しかし、その大会の目的は多様であり、その中には全国的な規模であっても、子ども達の

地域間交流や親睦を図ることが主な目的として開催される大会もございます。

教育委員会といたしましては、子ども達が予選等を勝ち抜いて、全道大会そして全国大会

に出場することになった、その頑張りをしっかりと支援してまいりたいと考えているところ

でございます。

したがいまして、対外競技等参加報償費の助成事業については、今後においても、現行の
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要綱の規定に基づいて運用してまいりたいとこのように考えているところでございます。

次に、2点目のスポーツ合宿の誘致についてでございますが、平成30年6月の定例町議会に

おいて、木古内町文化・スポーツ合宿誘致推進条例を制定し、受け入れを進めているところ

でございます。

平成30年度においては、渡島西南4町と渡島総合振興局で構成する渡島西部4町スポーツ合

宿誘致協議会のモデル事業として、道内外の高校野球の合宿誘致を行って、当町には二つの

宿泊施設に合計で52人、延べ130泊の宿泊があったところでございます。

また、町の単独事業として、新体操の青函交流合宿の申込みがありましたが、残念ながら

胆振東部地震の影響により、中止となっているところでございます。

今後におきましては、平成31年度の教育行政執行方針、「文化・スポーツ合宿事業を継続

し、町内の文化・スポーツの促進と技術の向上及び町内の活性化のため、町外団体の合宿の

受け入れを推進してまいります」と記載しておりますとおり、合宿誘致協議会の取り組みで

あります高校野球合宿誘致、さらには文化・スポーツ合宿の誘致に向けて、取り組みを進め

てまいりたいと考えております。以上です。

○議長（又地信也君） 3番 平野武志君。

○3番（平野武志君） 先ほどから町長の答弁もそうですし、教育長の答弁もそうですし、執

行方針には当然立派なこと書かれているのですけれども、「子ども達のために、子ども達の

ために」という割には、状況が変わっている近年の状況をちょっとわかっていないのかなと。

本当に、子ども達のことを思っているのかなと大変心配するところでございます。と言い

ますのも、いま助成されている子達は、予選を勝ち上がってっていう強い口調で申しました。

全道大会・全国大会に勝ち上がっていくかたに助成を出していると、現行のルールでは。

しかも何を思ったか一番最初に、「優秀なという子ども達」って「優秀な」随分強調され

た言葉だったと思うのですけれども、いままでその対象になっていない子は優秀じゃないの

かなというような感覚さえも取られました。「各種予選を勝ち上がって全道・全国大会に行

く」と言いましたけれども、それはあくまでメジャーなスポーツですよね。いまでも木古内

町の中で、何種目のスポーツを小中学生できると思いますか。数、知れていますよね。その

ぐらい全国的にも子ども少子化が進んで、そういうような勝ち上がっていく大会ができない

ような競技もどんどん増えているのです。逆に、いままで大きな競技人口があったスポーツ

も種目は出しませんけれども、渡島大会で最近の話なんですけれども、全道大会に行かれた

予選会が参加者が1名。1名のかたが参加して、当然優勝ですよね、1名ですから。全道大会

に行かれたというスポーツもあるのです。その子は、予選ですから勝ち抜いて行ったので、

当然助成します。その子は、はたしてタイムが優秀なのかどうなのか、その基準も明確では

ない。きちんと決めきれていないのが現状、昨年の交渉の中ではそうだったと思うのです。

いま仮に一つ聞きますけれども、この辺で大会行われていないスポーツってたくさんある

のです。例えば函館でも行われていない、いきなり例えば道央のほうに行かなければいけな

い競技、それも全道大会という名を謳っているような競技にぜひこれまで取り組んできたの

で、一生懸命親も何とか旅費かけて子どもに参加させて経験させてあげたいっていう気持ち

から、参加させるのには対象にならないっていうことですよね、まずそれ確認します。

○議長（又地信也君） 教育長。

○教育長（野村広章君） 渡島大会の出場が一人しかいなくて、全道大会の出場権利を獲得
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したというような事例ですか。うちの場合は、そういう場合については、全道大会に出場す

る際に、助成はしていないです。その人達が全国に行く場合、この場合は助成の対象にして

いる実態があります。例えば、ジャベリックスローとか渡島管内で少ないというような大会

があった場合、直接全道大会に行けるんだよ。行ったとしてもそれは一人で行くわけですか

ら、予選大会でないですから、そんな場合は助成をしていないような状況です。

それから、中学校の硬式野球の大会、ポニーですか。これは、渡島大会でなくて、まず1

発目で全道大会。これは、助成していない。それで、勝ち上がった時の全国大会には助成し

ています。のような状況がありますけれども、そういうような現状でございます。

○議長（又地信也君） 3番 平野武志君。

○3番（平野武志君） そのルール決めをどうされているのですか。なんで助成されないんで

すか。人数少なければ。それだって教育長の言う優秀な成績で、たまたま近年の少子化の影

響で、参加人数が少なかっただけで。昔同様、参加人数多い時と同様、勝ち上がっていった

という結果ですよね、全道大会・全国大会。それに助成しないっているルールは、どのライ

ンで決められているのですか。あるいは、先ほどもう一つは大会がなくて、いきなり全道ク

ラス、それはポニーの例でしたか。なんでそれを出さないのか。名前もう既に出してしまい

ましたけれども、なぜそれを出せないのか、出さないのか、その考えを。明確に説明してい

ただきたい。

○議長（又地信也君） 暫時、休憩をいたします。

休憩 午後3時18分

再開 午後3時18分

○議長（又地信也君） 休憩を解き、会議を再開いたします。

教育長。

○教育長（野村広章君） 地区予選がなければこれは予選になりませんので、全道大会を予

選とみなすというようなことですよね。そこで、全国に行った場合には全国の助成をすると。

それから最初に、私の説明が悪かったのかもわかりませんけれども、渡島管内の地区の予

選で、競技で一人しかいないという競技があった場合、例えば陸上とかです。その人がここ

の代表者として認められたといっても、これは優秀なというふうにはならないので、助成は

していないというような状況です。

○議長（又地信也君） 3番 平野武志君。

○3番（平野武志君） その発言まずいでしょう、教育長。なんで一人だったら優秀じゃなく

て、たくさんの人数から勝てば優秀なんですか。それは、一応わかりやすい基準としては、

10人参加した中で1位を取るのと一人のうちの1位、比べた時にどうなんだと。10人のうちの

1位でもタイムが悪くて、一人で出たほうがタイム良いかもしれませんよね。単純に人数が

少ないから、優秀じゃないというのは明らかな間違いです。それ訂正してください。

○議長（又地信也君） 生涯学習課長。

○生涯学習課長（吉田 宏君） ただいまの説明で、一つ訂正がございます。

地区大会の参加者が1名で、全道大会の出場資格があるという場合につきましては、地区

大会をとおって全道大会ということで、この場合につきましては報償費の対象としておりま
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す。

○議長（又地信也君） 3番 平野武志君。

○3番（平野武志君） 先ほど教育長に求めたのは、一人で参加して全道に行く子は、それは

優秀ではないと言った、それに訂正してくださいということです。それもう1回お願いしま

す。

○議長（又地信也君） 教育長。

○教育長（野村広章君） 申し訳ありません。一人でというようなことでの場合、優秀では

ないというようなことではありません。現状いま、課長のほうから説明申し上げたとおり、

全道大会への助成はしているというようなことでございます。申し訳ありませんでした。

○議長（又地信也君） 3番 平野武志君。

○3番（平野武志君） 要は、すごい教育委員会生涯学習課としても判断難しいのは理解して

います、私も。ただ、近年のこの少子化が進んできた中で、競技の種目によって全道大会・

全国大会に行けるレベルと言いますか、簡単に行けるのとそう簡単には行けない種目がある

中で、昨年の例を言いますと予選を勝ち上がったという言葉をお借りしますと、全道のある

グループの中で代表チームを決めるセレクションというのがあって、そこに選ばれて教育長

のおっしゃるような全国の都道府県から集まった大会ではないんですけれども、おおよそ全

国の規模それだけの競技人口も多い競技ですから、ある程度全国から集まった優秀な子達が

集まる大会なんです。それに相談したところ、現在の基準では対象にならないということで

却下になったんですけれども、その基準の決め方がちょっと納得いかないと。何を持って出

す子と出さない子がいるんだって、不公平じゃないのかっていうことを言いたいわけですよ。

今後、もっと難しくなってくるのが全国的にスポーツをされている少年の人口が約15年前

から3割ぐらい減っているのですよ。種目によりますけれども、因みに一番多いのはサッカ

ーだそうなんですけれども、その一番多いサッカーでさえこの木古内町はできる環境がない

という現状なんですけれども。そのように少なく競技人口がなってきた中で、種目によって

は北海道でも1チームしかない2チームしかない、1箇所しかない2箇所しかない、やれるとこ

ろがっていう競技も存在してくるわけです。今後、東京オリンピックに東京の次でしたか、

新種目になったのがスケートボードだとか、スポーツクライミングだとか、サーフィンだと

か、これもオリンピック競技になるぐらいの種目なんですけれども、我々の世代からいくと

ちょっとかけ離れた種目かもしれませんけれども、そういうのに一生懸命取り組む子どもが

出てきた場合。この辺の大会ないから、でも私は一生懸命オリンピックに出たいから、東京

まで行ってこの大会に出たいの、札幌まで行ってこの大会出たいのという子達には対象外っ

ていう現状のルールですよね。そこを今後、現状の情勢を考えて、いまも答弁の中で「今後

このままいきます」って言いましたけれども、世の状況を見て子ども達の参加のこのスポー

ツのあり方を見て協議していただきたいと私は再度思いますので、もう一度検討していただ

きたいという言葉に変えられないのかお伺いします。

○議長（又地信也君） 教育長。

○教育長（野村広章君） 種目も限られた個人種目にもなるというようなことも考えられる

ということでございます。

いまは、スポーツ少年団に入っている入っていないというのは、これは不問にしていると

ころです。例えばスキー、これは個人種目で渡島管内の大会・全道大会というような進みで



- 64 -

いきます。先ほど、平野議員のほうからスノーボードの話もありましたけれども、そういう

大会だってあるかもしれません。そういうようなお子さんがいらっしゃいましたら、ご相談

いただければなというふうに思っております。スポーツの種目を増やしていく、そしてスポ

ーツ少年団に入っている入っていないというような部分も不問にして、条件は少しは平成30

年の3月に緩和をしているというような状況でございます。

いまおっしゃられた部分については、検討というよりも私の頭の中に認識していれておき

たいというふうに思っております。

○議長（又地信也君） 3番 平野武志君。

○3番（平野武志君） 新しい種目については、状況によって子ども達のために当然ながら出

していくというような思いは、教育長から聞かれたので安心していますけれども、まずルー

ルです。ルールは、グレーゾーンが多いとやはり悩みどころがあると思うのです。ですので、

その辺のちょっとルールの中身をもう一度現状の子ども達と照らし合わせていただいて、で

きるだけ多くの子達にそういうチャレンジする子達がいる子達にも対象になるような緩和と

言いますか生涯学習課としての考えを持っていただきたいなと思いますので。

続いて、4項目目に入ります。

○議長（又地信也君） 3番、よろしいですか。

3番 平野武志君。

○3番（平野武志君） よろしいです。

○議長（又地信也君） 4番に入ってください。

3番 平野武志君。

○3番（平野武志君） それでは、4項目目の一般質問に入らせていただきます。

適正な旅費及び費用弁償の改定についてでございます。

木古内町は、人口減少が道内でも上位のスピードで進んでいます。それに伴い、将来的に

財政難に陥るのではないかと心配されます。過去に財政健全化計画が進められた際は、多年

にわたり町民の皆さん、あるいは職員の皆さんに負担をかけてきました。これは、町長も日

頃からの発言されて、その時には迷惑かけたという言葉は私も聞いております。

平成29年第2回定例会において、表題の改定がされました。内容については、現状調査を

充分にしていないにもかかわらず他の自治体の金額ベースにあわせる、または宿泊施設の価

格の高騰が理由で大幅に金額を上げたという条例改正でございます。

毎年、経費の節減を掲げる当町において、相反する条例改正だと思い、私自身は反対討論

も行いましたが、賛成多数で可決されました。

私は、子ども達や若い職員の皆さんに、将来大きな負担をかけたくありません。現状、ル

ール改正、「改定もされたし、いまがこれだから良いんだ」ではなくて、将来を見据えて、

また現状に見合った改定を行うべきだと思います。

そこで下記について伺います。

①といたしまして、現在の宿泊料になり、1年間経過するのははじめてだと思いますが、1

年間のここ「実態」と書いておりますけれども、実績です。実績調査をお知らせいただきた

いと思います。その調査の結果を踏まえた町長の見解をあわせてお伺いします。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君） お尋ねの1年間の実態につきましては、平成30年度一般会計におけ
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る旅費の不足に伴う精算払いの実績については、平成31年2月末日現在で4件でございます。

また、職員旅費を基準に算出している小・中学校部活動の大会参加報償費、及び少年団等

の全道・全国大会参加報償費では、平成31年2月末現在で、宿泊を伴う報償費支出14件のう

ち、9件が基準額を上回っております。

一方、実際の宿泊費が基準額を下回っている実態につきましては、朝・夕の食事代を含め、

特別職等は1万1,800円を、一般職員等は9,800円を、それぞれ定額で支払っておりますので、

把握はいたしておりません。

旅費・宿泊費につきましては、平成30年度一般会計において宿泊を伴う旅費支出の回数22

7件に対して、旅費不足に伴う精算払いが4件となっておりますので、概ね宿泊費の不足は生

じていないものと理解をしております。

しかし、小・中学校部活動及び少年団等の大会参加に係る報償費につきましては、不足が

生じていることや、東京方面への出張で不足が生じ、旅費を精算している事実がございます。

また、平成29年第2回定例会において、旅費の改定が議会で可決されてから、現在に至る

まで、訪日外国人は減少することなく、特に観光シーズンや金・土・日・祝日という公休日

と重なる時、宿泊地でイベントが実施される時など、宿泊費が高騰する状況が続いている実

態もございます。

今後におきましては、実情にあわせた旅費改定の議論もあるのではないかと思いますが、

現状においては、条例改定当時から宿泊費が高騰している状況は変わっていないと認識して

おりますので、見直しを行う時期ではないと考えております。

○議長（又地信也君） 3番 平野武志君。

○3番（平野武志君） なんでいま子ども達の全道大会等の話されたのですか。職員の旅費の

話だけで良かったのですけれども、そっちでは足りなかった、足りなかった実績も答弁の中

にいれたかったのか、ちょっと意図が読み取れませんけれども。

実際、精算払いというのは、いわゆる足りなくて請求したということですよね。それが4

件だったと。いま総合の回数何回って言いましたか、200何回ですか、まぁいいのですけれ

ども。1年間とおして4件だけが足りなかったと。なので、この上げたのについては、適正だ

と。さっぱり持って私の言おうとしている意図が伝わっていないのか、答弁内容も足りてい

るから上げないと言おうとして、ちょっと意味がさっぱりわかりませんでした。昨年の一昨

年になりますか、6月定例会で可決はされたのです。可決されたのだからどうなんだと、い

いじゃないかということなのかわかりませんけれども、その時に反対討論したのですけれど

も、その時の内容って覚えていらっしゃいますか。覚えていたらおっしゃってください、忘

れていたら忘れていたでいいです。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君） 手元に資料はありますが、既に議決をされて、それで私どもはそ

の議決に沿って執行しておりますので、あえてここで答弁の平野議員がお話した反対討論で

すか、それをここでお答えする必要はないと思います。

○議長（又地信也君） 3番 平野武志君。

○3番（平野武志君） 当然、だからいま言うように、可決されたからそれでいいですよとい

う答えじゃないですか、いまだと。賛成が5人いて、その条例改正されたんだから、反対し

た人達は黙っていなさいってことじゃないですか。そうじゃないですよ。こういう町は、反
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対する声こそ大事に捉えて、なんでそういう反対した声が出たのか、それを真摯に受け止め

て行政進めていかなきゃならないわけじゃないですか。

それでその時に、反対討論した理由については、いままでの旅費の中で足りているじゃな

いかと、なんで上げなきゃないんだと。例えば国や道にあわせているだとか、ホテルの現状

の金額が上がってきているという理由だったのですけれども、まず前回の時に精算払いもほ

ぼなしで、実際どれだけ追加と言いますか個人負担があるかも調べていないまま上げたんで

すよ。それについて納得いかないという反対討論したのですけれども、私はそういう反対討

論が出た以上、その改正したあとでもしっかりとした実態調査をするのが行政の仕事だと思

っているのです。実際、あんなに反対された中でも可決はしましたよと。可決したあとに進

めていったら実際はこうなったので、適正な改正だったですという答えがほしいんですね。

それであれば、納得しましたっていうことになるのですけれども。でも実際、精算払いが足

りなかったのが4件だけれども、多く余ったのはいくら、それは調べていませんってそうい

う都合良い話ないじゃないですか。これは、札幌に泊まると現在、一般職のかたが9,800円

のところ、職員の特別な共済入っているホテルに泊まると6,000円だとか6,500円で泊まれる

と思うのです。そうなると単純に3,000円程度、余るという言い方が適切かわかりませんけ

れども、先ほどは夕食がどうこうとか言っていましたけれども、要はホテル代で足りた分、

要は暫定精算ですから、一括で支払いしているわけですから、ここでいくらになろうが関係

ないということですよね。その3,000円ぐらい例えば浮いた場合には、それは職員へのサー

ビスだっているお考えですか。それで、職員が満足されていると思いますか。そこの部分、

お伺いします。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君） ただいま議会議決があった、それにしたがって業務を遂行してい

るという答えを申し上げましたが、議会の議決というのはそれほど重いものだと私は理解し

ております。ですから、議会で決まったことはしっかりと遂行していくというのが我々の仕

事だと思っております。

また、ポールスター札幌についてのお尋ねだと思います。札幌には職員共済組合が経営を

しております、ポールスター札幌があります。これは、共済組合が事業の一つとして経営を

しているもので、私どもも全ての職員が共済費を払っております。この中で、経営しており

まして、事業の一つに組合員でいる職員に対して割引きして宿泊できるとこのようなルール

がありますので、それに則っているものでございます。ただ、宿泊すると時期によっては、

なかなか空きがないということから、必ずしもポールスター札幌が利用できるかというとそ

うではございません。

そしてまた、そのあとのフォローについて、調査もしていないのかということなのですが、

いまも昔も朝食と夕食込みの費用になっていますので、領収書がもらえるのはホテルで夕食

付の時はホテル代としてもらえますから、そこで従前ですと8,000円でしたから9,500円と言

うと「出してね、1,500円の不足額を町のほうでは支払う」ということが可能ではありまし

たが、現在を見ますと宿泊しても夕食のないところも結構多いのですよ。そうしますと、夕

食代を別に領収書をもらって、それを持ってきたからって、そんなに宿泊費として見ません

ので、そういったことを考えますと夕食も朝食も宿泊費もトータルではたして足りているか

どうかというのは、微妙です。それは、近隣のホテルなんかでも相当良い値段していますか
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ら、特に東京に行ったら間違いなく赤字になります。こういった中でも、それは以前よりも

改善されたということで、理解をして皆さんがご利用になっているのだと思います。

いま思い出しますのは、札幌で平野議員が議会の皆さんと一緒に私も同行させていただい

た時ですが、町長のお陰で「旅費上がったので良かったね」と、「それでなきゃ大きくお金

出さなきゃなかった」とこういう言葉が非常に印象的でした。あの時、反対討論したよなと。

討論したにも関わらず、「実際に上がったらそのお陰で良かったな」とそんなことを私に

言ったのが非常に印象深く残っております。その時に皆さんからひやかされました、平野議

員は。反対討論したじゃないかと。というのをいま思い出しておりますが、私もあえてだか

らどうだということではないのですが、いずれその実情にあわせて見直しする時期が来るか

もしれません。ただ、いまは残念ながら宿泊費が高騰している中では、議会で議決したその

内容で業務を進めていきたいと考えております。

○議長（又地信也君） 3番 平野武志君。

○3番（平野武志君） 町長、嫌われますよそういうこと言うと。例えば議会の言いようで、

可決したものがそれ全てであって、それを全うするという言葉かっこいいですよね。しかし

ながら、それは町民からすると「とおってしまったものを反対の声を一切受け入れないんだ、

あなた達そうでしょういつでも」、ホテルの反対の時も声出ましたよね。それとおしてしま

えば、そのあとその時約束していた話もあとで裏切られるじゃないかとそれと一緒ですよ。

その時にとおったからそれは重いもので、それだけを遂行しますじゃなくて、その時に出

た反対の声をいかに活かしていくかということが優しさじゃないですか、町全体の町民に対

しての。それ配慮欠けていますよ町長、そういう言いっぷりするっていうことは。

それから、札幌で何ですか、私が町長のお陰で旅費が浮いたから追加出さなくていい。そ

れ言ったかもしれません。それ本気だと思います。皮肉に決まっているでしょう、そんなの。

それじゃなければなんでこんな一般質問出すんですか、なんでこんな一般質問出すんです

か。私は、自分達も含めて下げるっていうことを提案しているのですよ。詳しく聞きますよ、

そうしましたら。一般職の人はいいです。町長含めて我々、1万1,800円、旅費として宿泊料

いただいています。本来、宿泊費というのはホテルにかかった金額をそのまま払えば済む話

ですよね。しかしながら、現行のルールでは国や道がそうだから右にならえってやっている

のかもしれませんけれども、1万1,800円を払ってそのままなんですよ。そういうルールです

から、いいんです。それを変えてくださいっていま言っているのですけれども、1万1,800円

で泊まりまして、実際のホテル代が仮に7,000円で収まりました。残り4,800円、余りました。

町長は夕食代だのどうの言っていますけれども、そんなの夕食代実費で食べればいい話で

あって晩ご飯ですからね、公共の税金からいただいた旅費を夕食に充てるなんてこと公に言

うわけもないでしょうから。その4,800円を仮に余った時の気持ちちょっとお聞かせくださ

い。どのような気持ちか。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君） 余ったという感覚は持っておりませんので、その気持ちもありま

せん。

○議長（又地信也君） 3番 平野武志君。

○3番（平野武志君） 町民に堂々と言えますか、それ。

○議長（又地信也君） 町長。
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○町長（大森伊佐緒君） 堂々と言えます。

○議長（又地信也君） 3番 平野武志君。

○3番（平野武志君） そうですね、ルールですからね。このようなルールのもと、私は実際

ホテル代が6,500円で泊まれますけれども、1万1,800円いただいています。実際、5,300円は

美味しい夕食代をいただいていますと言えますか、それ。言えないでしょう。民間の例、言

います。民間の例、支払いやホテル、出張ありますよ。このように公務員のように、暫定支

払いでもある程度間に合うだろうという金額の会社ばかりじゃなくて、全然足りない金額の

暫定支払いの会社が多くあります。そのほかに、実際かかった分を後ほど会社が支払ってく

れるというケースの会社が私の聞いている限りでは多くあるのです。当たり前だと思うので

す。旅費ですから。かかった分の泊まり賃を当たり前にかけると。それをこれまでは事務の

難しさだとか、職員が実費をするのはだめだろうという観点から、精算払いすれば問題ない

のでしょうけれども、いまの時代現金払いばかりじゃなくてカード払いだったり、あるいは

電子マネーだったり、簡単に処理できるわけですよ。そうすれば実際、かかった分のホテル

払いということできるわけですよね。そういうルール改正にすれば、暫定払いであなた達多

くもらっているでしょうなんて言われることもないですから、かかった分だけ旅費として計

上していますで済むんじゃないですか。そのほうが楽じゃないですか。どうですか。

○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、少なくとも私どもはこれ

までいまでもそうですが、高いホテルに泊まると1万1,800円という費用では不足していると

いうのがよくあることであります。

○議長（又地信也君） 3番 平野武志君。

○3番（平野武志君） 精算払い4件じゃないですか、たったの。それでなんで1万1,800円で

足りない、高いホテルに泊まっていること多数あるって。実績で精算払い4件って言ってい

るじゃないですか。全然矛盾していますよ、いまの答弁。

先ほど聞いていることがわからないって、もっとわかりやすく言いますか。1万1,800円い

ただいて、7,000円のホテルに泊まったら4,800円いただくことになるのですよ。そうしない

で、かかった分だけの旅費にするのが適正じゃないですかと。そのためにカード払いだった

り、電子マネー払いっていまの時代についていった支払方法もできますよ、そういう考えは

どうですかということを聞いているのですよ。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君） 現時点では考えはありません。

○議長（又地信也君） 3番 平野武志君。

○3番（平野武志君） そうしましたら9,800円、一般職と町長をはじめほかの方々で特別職

と言いますか1万1,800円、2,000円の差額があるのです。この差額については、私いらない

と思います。当然、役職が違うことによって、月の報酬だったり給料で反映されているわけ

ですから。旅費については、差を付ける意味がちょっと私わかりません。せめていまのこの

暫定払い9,800円と1万1,800円を変えないのであれば、差額を変えることについては町長ど

う考えていますか。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君） 当町だけではなく、自治体の多くが人事院勧告に基づいて様々な
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金額を決めております。

○議長（又地信也君） 3番 平野武志君。

○3番（平野武志君） 時間になりました。最後に1点だけ。その人事院勧告と言いますか国

や道の横並びと言いますか、見習っていまのルールを決めていると。これを例えば木古内町

がそれを見習わずに、独自で算出して新しく条例を出すというのは都合悪いことなのですか。

それだけ1点、お伺いします。

○議長（又地信也君） 答弁してくれませんか。都合悪いとかということではない。都合悪

いから下げるとか、これは私の立場で、時間がもう過ぎましたので。答弁はしないというこ

となので。

以上で、一般質問を終了いたします。

暫時、休憩をいたします。

休憩 午後3時48分

再開 午後4時00分

議案第11号 平成30年度木古内町一般会計補正予算（第11号）

議案第12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3号）

議案第13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3号）

議案第14号 平成30年度木古内町国民健康保険病院事業会計補正予算（第1号）

議案第16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3号）

議案第17号 平成30年度木古内町下水道事業特別会計補正予算（第3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11、議案第11号ほか5件は、関連がありますので一括議題といたします。

一括議題の議案については、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11 議案第11号 平成30年度木古内町一般会計補正予算（第11号）、日程第12 議

案第12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3号）、日程第13 議案第

13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3号）、日程第14 議案第14

号 平成30年度木古内町国民健康保険病院事業会計補正予算（第1号）、日程第15 議案第16

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3号）、日程第16 議案第17号

平成30年度木古内町下水道事業特別会計補正予算（第3号）。以上でございます。

○議長（又地信也君） 一括議題の朗読が終わりました。

提案理由の説明を求めます。

副町長。

○副町長（大野 泰君） ただいま一括上程となりました、議案第11号 平成30年度木古内

町一般会計補正予算（第11号）、及び議案第12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3号）、議案第13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
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3号）、議案第14号 平成30年度木古内町国民健康保険病院事業会計補正予算（第1号）、議

案第16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3号）、並びに議案第17号

平成30年度木古内町下水道事業特別会計補正予算（第3号）につきまして、提案理由をご

説明申し上げます。

はじめに、議案第11号からご説明いたします。

1ページをお開き願います。

歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ3,289万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額

を46億4,036万円とするものです。

補正の主な内容ですが、 5ページの第3表 地方債補正は、事業費の確定見込みによる起

債額の補正で、補正後の限度額の総額を6億4,090万円とするものです。

6ページの第4表 繰越明許費補正ですが、2款 総務費、1項 総務管理費、事業名 人事

・給与システム更新事業として312万3,000円、6款 農林水産業費、1項 農業費、事業名

農業競争力強化基盤整備事業として960万円、及び事業名 畜舎増棟事業 31万7,000円を繰

越明許費としてお願いするものです。

歳出の主な補正内容は、2款 総務費は、地域振興派遣負担金、教育基金、まちづくり応

援基金積立金、北海道新幹線木古内町負担金、北海道知事及び議会議員選挙費の追加、及び

事業費等の確定見込みによる減額補正です。

3款 民生費は、国民健康保険特別会計繰出金、障害者自立支援医療費、障害者介護給付

訓練等給付費、私立保育所運営委託料の追加、及び事業実績等の確定見込みによる減額補正

です。

4款 衛生費は、病院事業会計負担金の追加、及び事業実績等の確定見込みによる減額補

正です。

6款 農林水産業費は、農業競争力強化基盤整備事業分担金の追加、及び事業実績等の確

定見込みによる減額補正です。

7款 商工費は、中小企業・小規模企業経営改善等支援補助金の追加、及び事業実績等の

確定見込みによる減額補正です。

8款 土木費は、除雪事業費の追加、及び事業実績等の確定見込みによる減額補正です。

9款 消防費は、渡島西部広域事務組合負担金の減額並びに、事業実績等の確定見込みに

よる減額補正です。

10款 教育費は、燃料費の追加、及び事業実績等の確定見込みによる減額補正です。

14款 職員給与費は、事業実績等の確定見込みによる減額補正です。

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。

次に、議案第12号につきまして、ご説明申し上げます。

1ページをお願いします。

歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ831万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を

7億7,823万5,000円とするものです。

このたびの補正の主な理由ですが、1款 総務費は、国保総合システム改修負担金の追加

補正です。
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2款 保険給付費は、医療費増嵩に伴う給付費の追加、及び被保険者数の減少に伴う減額

補正です。

3款 国民健康保険事業費納付金は、国保納付金額の確定に伴う減額補正です。

5款 保健事業費は、表彰者数や受診者数の減に伴う減額補正です。

8款 諸支出金は、国保病院事業会計繰出金の追加補正です。

9款 予備費は、国民健康保険事業費納付金の確定に伴う追加補正です。

なお、詳細につきましては、町民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。

次に、議案第13号につきまして、ご説明申し上げます。

1ページをお願いします。

歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ6万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を1

億6,168万5,000円とするものです。

それでは補正の内容につきまして、歳出からご説明いたします。

7ページをお開き願います。

2款・1項 保険事業費、1目 疾病予防費、11節 需用費 18万5,000円は、インフルエン

ザワクチン購入量の減による減額補正です。

13節 委託料 25万2,000円は、健康診査実施者数の増加に伴う追加補正です。

戻ります。インフルエンザワクチンの購入量については、当初425本から356本への変更で

す。

健康診査実施者数については、当初300人が変更後330人となっております。

次に、歳入のご説明をします。

6ページをお開き願います。

5款 繰入金、1項 一般会計繰入金、1目・1節 事務費繰入金 9万9,000円は、健康診査

実施者数の増加による負担金の増額に伴い、一般会計からの繰入金を減額するものです。

7款 諸収入、3項・1目 受託事業収入、1節 健康診査等受託事業収入 16万6,000円は、

健康診査実施者数の増加に伴う追加補正です。

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。

次に、議案第14号につきまして、ご説明申し上げます。

1ページをお願いします。

このたびの補正は、収益的収入のみです。主な内容は、病院事業に対する地方交付税措置

額及び国民健康保険調整交付金の額の確定に伴う補正となっております。

収益的収入及び支出 第2条は、本年度予算第3条に定めた予定額におきまして、収益的収

入の予算額を補正するもので、第1款 病院事業収益、第2項 医業外収益に7,954万円を追

加し、総額を15億6,145万2,000円とするものです。

なお、詳細につきましては、病院事業事務局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。
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次に、議案第16号につきまして、ご説明申し上げます。

1ページをお願いします。

歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ153万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を

7億2,233万9,000円とするものです。

このたびの補正の主な内容ですが、1款 総務費は、介護保険事務電算処理システム制度

改正に伴う改修委託料の追加補正です。

3款 地域支援事業費は、総合介護予防ケアマネジメント負担金の追加補正です。

6款 予備費は、保険者機能強化推進交付金新設などによる財源振替に伴う追加補正です。

なお、詳細につきましては、保健福祉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。

次に、議案第17号につきまして、ご説明申し上げます。

1ページをお願いします。

歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ214万3,000円を減額し、歳入歳出予算の総額

を2億6,008万5,000円とするものです。

補正の主な内容ですが、4ページの第2表 地方債補正は、事業費の確定見込みによる起債

額の補正で、下水道事業債で80万円を減額し、補正後の限度額の総額を6,820万円とするも

のです。

歳出の主な補正内容は、1款 総務費は前年度消費税納付金の確定、及び事業実績等確定

見込みに伴う減額補正です。

2款 施設費は、汚水管渠新設工事の入札減等実績確定見込みによる減額です。

3款 公債費は、財源振替及び長期債利子における不用額の減額をするものです。

なお、詳細につきましては、建設水道課長より説明をさせます。

以上、提案としますので、よろしくご審議をお願いいたします。

○議長（又地信也君） 議案第11号についての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） 総務課長、若山です。

議案第11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。

16ページをお開き願います。

2款 総務費、1項 総務管理費、1目 一般管理費、4節 共済費 68万4,000円、及び7節

賃金 408万円は、病気休暇等に対応するための非常勤職員等賃金に係るもので、実績見

込みにより減額補正するものです。

14節 使用料及び賃借料 8万円は、実績見込みにより減額補正するものです。

19節 負担金補助及び交付金 49万1,000円の追加は、実績見込みによる他自治体所在高

等学校通学補助金 49万円、道南地域第三セクター鉄道会社通学利用者助成金 66万円の減

額、及び北海道からの派遣職員に係る負担金 164万1,000円の追加によるものです。

25節 積立金 563万4,000円の追加は、備荒資金組合積立金 116万3,000円の減額、及び

教育基金積立金 29万9,000円、並びにまちづくり応援基金積立金 649万8,000円の追加補

正となっております。
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3目 施設管理費、4節 共済費 15万円、及び7節 賃金 90万円は、臨時職員退職など

実績見込みによる減額、18節 備品購入費 63万1,000円は、公用車購入に係る入札執行残

による減額補正となっております。

次に、17ページをお開き願います。

5目 企画振興費、8節 報償費 18万6,000円は、札幌木古内会及び東京木古内会参加報

償費の実績確定による減額です。

19節 負担金補助及び交付金 590万6,000円は、一次産業後継者支援事業及び空き家リフ

ォーム助成事業の実績見込みに伴う補助金の減額補正です。

6目 新幹線推進費、19節 負担金補助及び交付金 83万9,000円の追加は、北海道新幹線

整備事業において、今年度の負担金が93万9,000円に確定したことにより、追加するもので

す。

資料番号1 議案説明資料の1ぺージをご参照願います。

こちらに、平成30年度北海道新幹線関連工事に伴う木古内町負担額内訳を記載しておりま

すので、ご参照願います。

続いて、7目 広域観光推進費、13節 委託料 56万6,000円は、木古内町観光交流センタ

ーの指定管理者である、一般社団法人木古内公益振興社の平成29年度利益に対し、町との協

定に基づき、利益額の2分の1を指定管理料から減額したことによる執行残を減額補正するも

のです。

同じく資料番号1 説明資料の2ぺージをご参照願います。

こちらに、平成30年度指定管理料の内訳を記載しております。

次に、議案18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 22万1,000円及び19節 負担金補助及び

交付金 49万3,000円は、いずれも事業実績見込みによる減額です。

次に、19ページをお開き願います。

4項 選挙費、1目 選挙管理委員会費、1節 報酬 4万2,000円及び、2目 北海道知事選

挙及び議会議員選挙費、1節 報酬から16節 原材料費まで計267万7,000円の追加は、本年4

月7日投開票予定の北海道知事及び議会議員選挙に係る、今年度分の必要経費を補正するも

のです。

次に、20ページをお開き願います。

3款 民生費、1項 社会福祉費、1目 社会福祉総務費、20節 扶助費 25万2,000円は、

福祉灯油等支給事業に係る申請件数の減に伴う減額補正となっております。

28節 繰出金 84万1,000円は、健康管理センター運営費にかかる交付金の減額に伴い、

一般会計からの繰出金で調整するものです。

3目 老人福祉費、8節 報償費 20万円は、百歳対象者の減による減額です。

13節 委託料 生きがい活動支援通所事業委託料の減額は、利用者の減による減額です。

19節 負担金補助及び交付金 1,021万3,000円は、事業実績見込みによる減額で、利用者

及び対象者減によるものです。

28節 繰出金 61万円は、介護保険事業費補助金増に伴う繰出金の減額補正です。

5目 保健福祉総務費、20節 扶助費 388万6,000円は、障害者自立支援医療費等利用者

の増に伴う、追加補正となっております。
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次に、21ページをお開き願います。

6目 心身障害者ひとり親家庭等医療費、13節 委託料 48万4,000円及び7目 乳幼児医

療費、13節 委託料 33万7,000円は、いずれも福祉医療システムの改修内容変更に伴う減

額補正です。

8目 住民運動費、19節 負担金補助及び交付金 38万円は、実績見込みによる減額補正

です。

次に、22ページをお開き願います。

11目 後期高齢者医療費、28節 繰出金 9万9,000円は、インフルエンザワクチン購入量

の減などにより、繰出金を減額補正するものです。

次に、23ページをお開き願います。

2項 児童福祉費、2目 児童措置費、13節 委託料 24万6,000円は、公定価格の単価改

定により、保育所運営費を追加補正するものです。

20節 扶助費 219万5,000円は、児童手当の給付実績等見込みによる減額補正です。

3目 児童福祉施設費は、子ども子育て支援交付金が増額されたことに伴い、財源振替を

行うものです。

次に、24ページをお開き願います。

3項・1目 災害救助費は、財源振替で後ほど歳入のほうで説明させていただきます。

次に、25ページをお開き願います。

4款 衛生費、1項 保健衛生費、1目 保健衛生総務費、19節 負担金補助及び交付金 7,

378万9,000円は、病院事業会計負担金として追加補正するものです。

2目 予防費、13節 委託料 501万2,000円は、各種がん検診及び妊産婦健診の実績見込

みによる減額補正です。

予防接種委託料についても、当初見込みより接種数が少なかったことによる減額補正です。

議案説明資料 資料番号1の4ページをご参照願います。

各予防接種の年度末までの接種見込みと、減額する主な要因を記載しております。

19節 負担金補助及び交付金 27万5,000円は、事業実績見込みによる減額補正です。

3目 環境衛生費、11節 需用費 8万1,000円は、ドクガの発生がなかったことによる害

虫対策費の減額です。

19節 負担金補助及び交付金 419万1,000円は、空き家等解体除去補助金申請額の確定に

よる減額補正です。

次に、26ページをお開き願います。

2項 清掃費、1目 清掃総務費、19節 負担金補助及び交付金 285万2,000円は、渡島西

部広域事務組合負担金の各項目の精査による減額補正となっております。

次に、27ページをお開き願います。

6款 農林水産業費、1項 農業費、4目 農業振興費、13節 委託料 40万円は、農業振

興地域整備計画策定業務委託料に係る入札執行残の減額です。

19節 負担金補助及び交付金 812万5,000円は、農業競争力強化基盤整備事業分担金で、

国の平成30年度補正予算編成に伴い、木古内地区への割り当てがされたことによる増額補正

です。

議案提案でご説明したとおり、事業実施が31年度となることから、繰越予算での執行を予
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定しております。

5目 畜産業費は、過疎地域自立促進特別事業債限度超過分の当町の配分額が確定したこ

とによる財源振替を行うものです。

次に、28ページをお開き願います。

2項 林業費、1目 林業総務費は、木古内町多目的活性化施設建設工事等に係る起債充当

額の減に伴う財源振替です。

3目 町有林管理費、13節 委託料 607万8,000円は、森林環境保全整備事業等の入札減

や実測面積の減少等により、減額補正するものです。

15節 工事請負費 131万4,000円は、薬師山・萩山遊歩道整備工事の入札執行残の減額で

す。

次に、29ページをお開き願います。

3項 水産業費、1目 水産業総務費、19節 負担金補助及び交付金 40万円は、木古内漁

港釜谷地区船揚場修繕に係る実施設計事業が次年度以降に先送りになったことによる、水産

物供給基盤機能保全事業負担金の減額です。

2目 水産振興費、19節 負担金補助及び交付金 121万1,000円は、事業完了に伴う額の

確定による減額補正となっております。

次に、30ページをお開き願います。

7款・1項 商工費、2目 商工振興費、19節 負担金補助及び交付金 256万円ですが、中

小企業融資事業において、新規借入件数の減により、信用保証料及び利子補給補助金あわせ

て44万円の減額。300万円の追加は、木古内町中小企業・小規模企業振興基本条例第10条に

基づき、支援補助金を追加補正するものです。

資料番号1 議案説明資料の3ページに、現在までのこの支援補助金の内訳を記載しており

ますので、ご参照願います。

3目 観光推進費、8節 報償費 7万円及び13節 委託料 46万8,000円は、事業完了・入

札に伴う額の確定による減額補正です。

次に、31ページをお開き願います。

8款 土木費、2項 道路橋梁費、1目 道路維持費、13節 委託料 876万3,000円は、1月

28日の第1回臨時会以降の除排雪稼働日数が想定より多くなっており、今後、予算不足とな

る見込みであることから追加補正をお願いするものです。

こちらも資料の5ページをお開き願います。

2月25日現在の予算執行状況ですが、中央のＣ欄に予算の残額、Ｄ欄に今後の支出見込み

額、Ｅ欄に補正額を記載しております。今後の除排雪稼働を約8日と見込み、不足する日数

分の補正をお願いするものです。

続いて、資料の6ページをお開き願います。

こちらには、各年度の除排雪回数を記載しております。一番右端の今年度ですが、2月25

日現在の除雪回数が65回で、全国的な大雪となった昨年29年度と同程度と推移しております。

議案に戻りまして、15節 工事請負費 47万4,000円は、橋梁長寿命化事業吉堀橋補修工

事等入札執行残による減額補正となっております。

次に、32ページをお開き願います。

4項 都市計画費、1目 都市計画総務費、13節 委託料 22万円は、木古内町都市計画変
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更図書作成業務委託の入札執行残による減額、28節 繰出金 4万3,000円は、下水道事業特

別会計繰出金の減額補正です。

次に、33ページをお開き願います。

5項 住宅費、3目 公営住宅建設費、13節 委託料 692万4,000円は、港団地建替工事実

施設計業務委託等の入札執行残による減額補正となっております。

次に、34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 569万9,000円は、渡島西部広域

事務組合負担金の各項目の精査による減額補正となっております。

2目 災害対策費、15節 工事請負費 92万6,000円は、札苅地区避難路整備工事の入札執

行残による減額補正となっております。

次に、35ページをお開き願います。

10款 教育費、1項 教育総務費、2目 事務局費、1節 報酬 18万6,000円及び9節 旅

費 4万円は、教育総合推進中期計画の策定が終了したことによる執行残の減額補正です。

7節 賃金 27万7,000円は、非常勤等職員賃金など実績見込みによる減額です。

8節 報償費 16万6,000円は、講師謝金が発生しなかったこと、社会教育事業と合同で実

施したこと、運営委員会の開催回数が確定したことなど、実績見込みによる減額補正です。

次に、36ページをお開き願います。

3項 中学校費、1目 学校管理費、11節 需用費 92万9,000円は、使用量の増加により

不足する燃料代を追加補正するものです。

15節 工事請負費 10万8,000円は、中学校グラウンド改修工事の入札執行残による減額

補正となっております。

2目 教育振興費は、まちづくり応援基金繰入金充当額の変更に伴う財源振替です。

次に、37ページをお開き願います。

4項 社会教育費、1目 社会教育総務費 75万円は、文化・スポーツ合宿誘致推進事業補

助金で、実績見込みによる減額補正です。

先ほど教育長の報告にもありましたとおり、札幌第一高校延べ130人、それから今後予定

されている春休みの予定50人分を残して、その残りを減額補正するものです。

3目 資料館運営管理費、15節 工事請負費 156万7,000円及び18節 備品購入費 14万9,

000円は、収蔵庫建設工事など入札及び見積合わせの執行残による減額補正となっておりま

す。

38ページをお開き願います。

5項 保健体育費、2目 保健体育施設費 40万2,000円は、町民プール、パークゴルフ場

管理賃金の実績による減額補正です。

3目 学校給食費 435万6,000円は、学校給食センター小型貫流ボイラ入替工事の執行残

による減額補正となっております。

次に、39ページをお開き願います。

14款・1項・1目 職員給与費 145万9,000円は、実績見込みにより、減額補正するもので

す。

次に、歳入の説明を行います。

9ページをお開き願います。
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9款・1項・1目 地方交付税 224万円は、普通交付税2月追加交付分を追加するものです。

11款 分担金及び負担金、1項 分担金、1目 農林水産業費分担金、1節 農業費分担金

552万5,000円は、農業競争力強化基盤整備事業に係る受益者の分担金として追加補正を行

うものです。

2項 負担金、1目 民生費負担金、1節 社会福祉費負担金 4万2,000円は、費用徴収基

準階層区分変更による、養護老人ホーム措置費負担金の追加補正です。

12款 使用料及び手数料、2項 手数料、2目 民生費手数料 7万5,000円は、生きがいデ

イサービス手数料の実績見込みによる減額補正です。

次に、9ページから10ページになります。

13款 国庫支出金、1項 国庫負担金、1目 民生費負担金、1節 社会福祉費負担金 194

万2,000円は、障害者介護給付等に係る利用者の増による追加補正となっております。

2節 児童福祉費負担金 129万6,000円ですが、子どものための教育・保育給付費負担金

13万6,000円は、歳出で説明をしました、公定価格改定により保育所運営費が増額になる

ことに伴う追加補正です。

児童手当負担金 143万2,000円は、給付実績等に伴う減額補正となっております。

2項 国庫補助金、1目・1節 総務費補助金 71万4,000円は、個人番号カード交付事業な

ど実績見込みによる減額補正です。

2目 民生費補助金 25万円は、放課後児童健全育成事業学童保育に係る子ども子育て支

援交付金の交付決定額増による追加補正です。

4目 土木費補助金 641万3,000円は、港団地建替事業等による交付金額確定に伴う減額

補正です。

次に、10ページから11ページをお開き願います。

14款 道支出金、1項 道負担金、1目 民生費負担金、1節 社会福祉費負担金 100万2,

000円は、国庫負担金と同じく障害者介護給付等に係る利用者の増による追加補正と、北海

道胆振東部地震の発生により要した費用の一部が災害救助法の適用になったことに伴う繰替

支弁金3万2,000円の追加です。

2節 児童福祉費負担金 33万3,000円ですが、子どものための教育・保育給付費負担金

4万7,000円は、公定価格改定により保育所運営費が増額になることに伴う、北海道負担分の

追加補正です。児童手当負担金 38万円は、給付実績等に伴う減額補正となっております。

2項 道補助金、1目 総務費補助金 151万9,000円は、地域づくり総合交付金の実績見込

みによる減額補正です。

2目 民生費補助金、2節 老人福祉費補助金 311万9,000円は、介護サービス利用者負担

軽減事業の対象者の減による減額補正です。

7節 児童福祉費補助金 25万円は、放課後児童健全育成事業に係る子ども子育て支援交

付金の交付決定額増による北海道負担分の追加補正です。

3節 衛生費補助金 6万円は、妊産婦健診の対象者減による減額補正です。

次に、12ページをお開き願います。

4目 農林水産業費補助金 171万4,000円は、森林環境保全整備事業等、事業費確定によ

る減額補正です。

3項 道委託金、1目 総務費委託金 267万7,000円は、北海道知事選挙及び議会議員選挙



- 78 -

に係る委託金の追加補正です。

15款 財産収入、1項 財産運用収入、2目・1節 利子及び配当金 116万3,000円の減額

は、実績に伴う減額補正となっております。

2項 財産売払収入、2目・1節 生産物売払収入 214万9,000円は、町有林伐材売り払い

収入で事業確定による追加補正です。

次に、12ページから13ページになります。

16款・1項 寄付金、3目・1節 教育費寄付金 29万円、及び4目 まちづくり応援寄付金

649万円は、実績見込みによる追加補正となっております。

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 7,370万4,000円は、

このたびの補正に係る財源調整となってございます。

7目・1節 中小企業・小規模企業経営改善等支援基金繰入金 300万円は、歳出で説明し

ました支援補助金に伴う財源として、追加補正するものです。

20款・1項 町債、1目 総務債、2節 過疎地域自立促進特別事業債 2,930万円は、過疎

ソフト限度超過額の当町の配分額が確定したことによる減額補正です。

次に、14ページをお開き願います。

3節 公共施設整備事業債で1,780万円は、町有地造成事業に係る財源充当です。

2目 農林水産業債、1節 林業施設整備債 80万円は、過疎ハード2次分の配分額決定及

び実績による減額、2節 農業施設整備事業債 260万円は、農業競争力強化基盤整備事業に

係る財源充当です。

3目 土木債、1節 橋梁整備事業債 330万円は、事業実績の見込みによる減額補正とな

っております。

2節 公営住宅整備事業債 2,460万円は、港団地建替事業の実績見込みに伴う減額が460

万円、及び道営住宅支障建物解体除却事業 2,000万円が起債対象外となったことによる減

額補正です。

4目 消防債、1節 消防施設整備事業債 540万円は、渡島西部広域事務組合が実施した

消防ポンプ自動車更新事業等の実績に伴う減額、2節 防災施設整備事業債 120万円は、通

信施設更新事業及び札苅地区避難路整備事業の実績に伴う減額補正です。

5目 教育債、1節 文化保存施設整備事業債 160万円は、郷土資料館収蔵庫建設事業の

実績に伴う減額補正です。

次に、15ページをお開き願います。

2節 給食施設整備事業債 440万円は、小型貫流ボイラ入替事業の実績に伴う減額補正で

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） 総務課長の詳細説明が終わりましたが、ここで皆さんに時間延長に

ついて、お諮りいたします。

本日、提案されております議事が全て終了するまで、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）

○議長（又地信也君） 異議ないものと認め、時間を延長することに決定をいたしました。

詳細説明を続けます。
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議案第12号。

町民課長。

○町民課長（吉田廣之君） それでは、議案第12号の詳細につきまして、ご説明いたします。

はじめに、歳出より説明します。

7ページをお開きください。

1款 総務費、1項 総務管理費、2目 連合会負担金、19節 負担金補助及び交付金 5万

円は、レセプト併用化に伴う国保総合システムの改修による追加補正です。

8ページをお開きください。

2款 保険給付費、1項 療養諸費、1目 一般被保険者療養給付費、19節 負担金補助及

び交付金 530万円は、医療費増嵩により追加補正するものです。

2目 退職被保険者等療養給付費、19節 負担金補助及び交付金 200万円は、被保険者数

の減に伴い医療費を減額補正するものです。

3目 一般被保険者療養費、19節 負担金補助及び交付金 35万3,000円は、主に柔道整復

施術及びマッサージ治療による医療費の増嵩に伴う追加補正です。

9ページをお開きください。

2項 高額療養費、1目 一般被保険者高額療養費、19節 負担金補助及び交付金 135万2,

000円は、医療費の増嵩による追加補正です。

10ページをお開きください。

3款 国民健康保険事業費納付金、1項 医療給付費分、1目 一般被保険者医療給付費分、

19節 負担金補助及び交付金の216万6,000円の減額補正、2目 退職被保険者等医療給付費

分、19節 負担金補助及び交付金の118万円の減額補正。

続いて、11ページをお開きください。

2項 後期高齢者支援金等分、1目 一般被保険者後期高齢者支援金等分、19節 負担金補

助及び交付金の28万6,000円の追加補正。2目 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 37万

9,000円の減額補正。

続いて、12ページをお開きください。

3項・1目 介護納付金分、19節 負担金補助及び交付金の171万5,000円の減額補正分です

が、10ページから12ページにかけまして、いずれも国民健康保険事業費の納付金額の確定に

伴う追加及び減額補正です。

13ページをお開きください。

5款 保険事業費、1項・1目 特定健康診査等事業費 10万1,000円の財源振替は、特定健

診事業費が補助金の補助基準額に満たなかったため、減額となりました。その減額の補助金

分を一般財源に振り替えをするものです。

続きまして、14ページをお開きください。

5款・2項 保健事業費、1目 疾病予防費、8節 報償費 15万円は、健康家庭優良表彰数

の減に伴う減額補正です。

13節 委託料 20万5,000円は、簡易脳健診受診者数の減に伴う減額補正です。

15ページをお開きください。

3項 特別総合保健施設事業費、1目 保健指導事業費 84万1,000円の財源振替は、健康

管理センター運営費交付金の減により一般財源に振り替えるものです。
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16ページをお開きください。

8款 諸支出金、3項 繰出金、1目 直営診療施設勘定繰出金、28節 繰出金 336万3,00

0円は、直営診療施設に対する国庫支出金確定に伴う追加補正です。

17ページをお開きください。

9款・1項・1目・予備費 540万8,000円は、主に国民健康保険事業費納付金の確定に伴う

追加補正です。

次に、歳入の説明を行います。

6ページをお開きください。

6款 道支出金、1項 道負担金、1目 保険給付費等交付金、1節 保険給付費等普通交付

金は、ガン、肝炎、脳梗塞による高額な薬剤使用や入院治療による医療費の増嵩等に伴い、

500万5,000円追加補正するものです。

2節 保険給付費等特別交付金 247万1,000円の追加補正は、直営診療施設に対する国庫

支出金の確定並びに国保総合システムの改修に伴う追加補正、及び健康管理センター運営費

にかかる交付金の減額補正によるものです。

5款 一般会計繰入金、1項・1目 一般会計繰入金、5節 その他一般会計繰入金は、健康

管理センター運営費に係る交付金の減により、84万1,000円を追加補正するものです。

国民健康保険特別会計補正予算の説明は、以上です。よろしくご審議をお願いいたします。

○議長（又地信也君） 次に、議案第14号。

病院事業事務局長。

○病院事業事務局長（平野弘輝君） 議案第14号について、ご説明申し上げます。

4ページをお開き願います。

1款 病院事業収益、2項 医業外収益、3目 他会計負担金 7,378万9,000円の追加は、

病院事業に対する交付税措置額の確定によるものです。

続いて、7目 負担金及び交付金 218万8,000円の追加は、北海道医師会からの休日当番

診療確保に対する交付金 213万8,000円、並びに昨年11月2日に開催した地域ふれあい事業

に対する、渡島医師会からの協賛金の5万円です。

続いて、8目 補助金 356万3,000円の追加は、国庫補助金として医師等の確保対策、及

び救急患者受入に要した費用に対する補助金 336万3,000円のと、道費補助金として前述で

説明した地域ふれあい事業に対する、北海道からの医療機関・住民交流推進事業の交付金

20万円の決定によるものです。

なお、このたびの補正は、収入の部のみとなります。

以上で説明を終わります。ご審議よろしくお願いいたします。

○議長（又地信也君） 次に、議案第16号。

保健福祉課長。

○保健福祉課長（羽沢裕一君） それでは、議案第16号の詳細につきまして、ご説明いたし

ます。

歳出より説明を行います。

7ページをお開き願います。

1款 総務費、1項 総務管理費、1目 一般管理費、13節 委託料 28万円の追加は、保

険料軽減対応のための介護保険事務処理システムの改修による追加補正です。
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8ページをお開き願います。

3款・1項 地域支援事業費、1目 介護予防・生活支援サービス事業費、19節 負担金補

助及び交付金 25万8,000円の追加は、総合事業介護予防ケアマネジメント負担金の増によ

る追加補正するものです。

9ページをお開き願います。

6款・1項・1目・節 予備費 100万円の追加は、保険者機能強化推進交付金の新設などに

よる財源振替に伴い、予備費を追加補正するものです。

次に、歳入の説明を行います。

6ページをお開き願います。

4款 国庫支出金、2項 国庫補助金、4目・1節 介護保険事業費補助金 89万円の追加は、

介護保険事務電算処理システムの改修に対する補助金を追加補正するものです。

5目・1節 保険者機能強化推進交付金 125万8,000円の追加は、保険者機能強化推進交付

金の新設に伴い追加補正するものです。

7款 繰入金、1項 一般会計繰入金、4目 その他一般会計繰入金、1節 事務費繰入金

61万円の減額は、介護保険事務電算処理システムの改修に対する補助金の追加交付に伴い減

額補正するものです。

介護保険事業特別会計補正予算の説明は、以上です。よろしくご審議をお願いいたします。

○議長（又地信也君） 次に、議案第17号。

建設水道課長。

○建設水道課長（構口 学君） それでは、議案17号の詳細について、説明いたします。

歳出から説明させていただきます。

8ページをお開きください。

1款 総務費、1項 総務管理費、1目 一般管理費、27節 公課費で14万3,000円の減額は、

前年度消費税納付金確定に伴う不用額を減額するものでございます。

2目 クリーンセンター費、11節 需用費は、整備費で30万円の減額は、入札減による不

用額を減額するものです。

13節 委託料で、汚泥処分費 20万円、汚泥運搬費 10万円、計30万円の減額は、不用額

を減額するものです。

9ページになります。

2款 施設費、1項 施設整備費、1目 施設整備費、11節 需用費で20万円の減額は、給

水管切回し費の不用額です。15節 工事請負費で、90万円の減額は入札減による不用額を減

額するものです。

10ページになります。

3款 公債費、1項 公債費、1目 元金 80万円は、財源振替です。

2目 利子、23節 償還金利子及び割引料 30万円の減額は、長期債利子における不用額

の減額です。

続いて、歳入の説明をさせていただきます。

7ページに戻ります。

2款 使用料及び手数料、1項 使用料、1目 下水道使用料 130万円の減額は、当初見込

んでおりました事業者の撤退に伴い、減収となったことによるものです。
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4款 繰入金、1項 繰入金、1目 他会計繰入金、1節 一般会計繰入金 4万3,000円の減

額は、歳入歳出の調整に伴うものです。

7款 町債、1項 町債、1目 下水道事業債、1節 下水道事業債 下水道事業資本費平準

化債の80万円の減額について、今回の補正による減額を当該債で対応することとするもので

す。

以上でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。

○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。

多岐にわたっておりますが、質疑ございませんか。

4番 竹田 努君。

○4番（竹田 努君） まず1点、介護保険の関係、議案16号。

これで、システム改修の歳入で89万円、歳出のシステム改修で28万円、この61万円。この

部分は、後ほど返還しなきゃならないものなのかどうなのかという、このあと新年度含めた

部分で、改修が出てくるものなのかどうなのかという部分をまず、そこだけ。

○議長（又地信也君） 保健福祉課長。

○保健福祉課長（羽沢裕一君） お答えします。

平成30年度の当初予算の委託料で、法改正対応として当初で231万5,000円の事業費を見込

んでおり、その際に補助金として22万円を見込んでおりました。このたび国からの通知によ

り、新たな保険料軽減分としては今回、歳出で補正いたしました28万円、さらに増加分は当

初のこの231万5,000円に対して、追加して補助するということで、この提案となってござい

ます。

○議長（又地信也君） 4番 竹田 努君。

○4番（竹田 努君） 何点かちょっと目に付いた部分で、確認をしたいなと思っています。

一般会計の16ページ、賃金で408万円減額しています。これ賃金とすれば、かなり大きな

減額だなっていうふうに思っています。これは例えば当初予定していた賃金、賃金というか

人数が少なくなったのか、非常勤の賃金の中で全体のトータルの中での積み上げが400万円

となったのかどうなのかという部分。

それと20ページ、ちょっと聞き漏らしたのですけれども、20ページの民生費、社会福祉費、

そこで報償費で百歳記念の20万円減額になっています。これが当初見込んだ人数がいなくな

ったのか、途中で死亡等の要因があったのかどうなのかという。その辺ちょっと説明の時に、

聞き漏らしたものですから、再度確認をしたいと思います。

それから30ページ、中小企業・小規模企業の事業補助の関係、資料が3ページに付いてい

ます。当初、原資が1億5,000万円という資金、特目での基金積立の中で5か年の事業という

ようなことで、我々把握していたのです。ということは、単年度でも既に4,400万円出てい

ると。そうすれば、あと4か年で1億ちょっと、その事業で流れるというかその原資のままで

いくのか、あくまでも中小企業のかたに人気があるから、この基金の上積みも考えているの

かどうなのかという部分です。一気にこんなに3,000万円の予定が約1億5,000万円、5割補助

金が増えているわけだから、その辺の考えです。いま即答できなくても予算委員会等の中で

もいいですから、町の考えとして示していただきたい。

それからもう1点、31ページの除排雪の関係なのですが、これ1月28日の第1回の臨時会の

中でも議論しました。1月28日の段階での降雪量、雪の量からすれば去年より多いのに、こ
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の予算で本当に大丈夫なのかという理由。その時点で我々は、危惧しました。そして、2月

に入ってから降雪の時期が2月の前半はちょっと雪降りましたけれども、そのあとはもう雪

が降らないという状況の中で、ただ地域の声としてあるのは、各地域ごとに雪の堆積。借地

もあれば空き地に行って押している部分もあって、もう既にこのような天気が続いていれば、

雪の山になっている時点で排雪してもらえれば、もう周囲が乾いてきている。

それなのに、なぜ排雪しないって言われたら、なんか業者に聞いたら予算がないって言わ

れたって。だから、議会等で何やっているんだってやはり責められるのですよね。なければ

ないように定例会の前に、予算を臨時会なのか専決なのかそういう手立てをして、住民サー

ビスにやはり徹しなければならないというふうに思うのですよ。そして、いまこの時期にこ

ういう補正をすれば、もうあと何日かすれば雪山も少し崩すというか重機をいれれば結構融

雪もする。今回きょうの補正したやつで、あすから多分すぐまた排雪するんだろうと思って

いるのですけれども、なんかその辺が行政指導というか、多分担当は建設水道課長。当然、

地域を巡回していると思うのです、あそこは。そして、その場所によってはすごくいつまで

も雪山がなくならないと、いつまでも水が流れてきているというそういう現象もあるわけだ

から、やはりあとそれ以上どうこうということは言いませんけれども、早く雪山の処理して

住民に「ああ、良かったな」というふうに思われるような。せっかく今回も800万円余り補

正するわけだから、それを十分やはり活かした予算執行をしてもらわなければだめだという

ふうに思っています。本来であればもう少し早く手をかけていれば、こんなに予算を使わな

くても良かったのかなという思いも正直あるのですよね。ですから、ことしもやはり1億2,0

00万円、約1億3,000万円の除雪の経費かかることになったんだって。やはりもうちょっと、

担当として工夫が必要なような気がします。その辺も含めて。

○議長（又地信也君） 5点くらいですか、順次最初から答弁をお願いいたします。

総務課長。

○総務課長（若山 忍君） 私のほうから一般会計16ページの賃金の関係でしたけれども、

これ予算化したものの中から408万円の内訳としては、職員でもし病気あるいは怪我等で、

仕事に欠員が生じた場合のための予備の賃金として、二人分計上しておりました。その分と

あわせて、一部総務課なのですけれども、後期の後半臨時職員さんの募集二度ほど行ったの

ですけれども、採用がなかったということで、その分のあわせた減額になっております。

○議長（又地信也君） 副町長。

○副町長（大野 泰君） 私のほうからは、30ページの中小企業・小規模企業補助金につい

て、ご説明をいたします。

12月の定例会で1,500万円増額をさせていただきまして、現在4,500万円で、12月の時点で

は3月末までの申請者がほぼ出そろったであろうという解釈のもとに、少し余裕を見て4,500

万円という数字だったのですが、2月に入ってから新たに要望が出てまいりまして、審査を

したところ該当するということでございますので、今回の定例会で増額をさせていただいて、

このあと申請受理で執行をするという手続きで、4,800万円という1億5,000万円の基金から

今回は4,800万円取り崩すと。

議員がご質問のとおり、残りが1億200万円というふうにはなりますが、新年度も3,000万

円、そして翌年度もというような考えではおりますが、1億5,000万円という基金の額は変え

ずに、執行をしてまいりたいというふうに思っておりますので、最終年に5年目に残った金
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額ということで進める予定でございます。

○議長（又地信也君） 保健福祉課包括ケア推進室長。

○保健福祉課包括ケア推進室長（武藤一郎君） 一般会計の20ページの中段、報償費 20万円

の減額ですが、当初100歳になられるかた6名で見込んでいたところ、お二人亡くなられまし

たので、その分の減額です。以上です。

○議長（又地信也君） 建設水道課長。

○建設水道課長（構口 学君） 除雪に関わる件のご質問ですが、まず1月28日に除雪のほう

に関しては、補正させていただきました。その時に竹田議員のほうからは、足りるのかとい

うことのご心配の声もいただいたのも私のほうで覚えております。

今回、この3月定例会で補正させていただきましたことにつきまして、まず考え方といた

しましては、専決というようなお話もありましたが、その件に関しましてはこちらのほうで

どうこう言えるものではございませんので、まずは3月定例会の時点でこの予算間に合うと

いうことで、今回提案させていただいております。

一方、除雪経費に関わることで、もっと早く雪山とかの崩しをやったほうがいいんじゃな

いかというご意見もあるのは承知しております。当然、私どもも住民のかたから土地の雪の

堆雪場所ということで、協力していただいていることもありますので、雪山の融雪をしたい

という気持ちも当然ございます。

一方で、経費の部分に関して近年、施設に関するいろんな施設が増えていることで、除雪

費が高騰している事実もございます。その中で、住民サービスということのニーズも高まっ

ている中で、当然道路なり施設の維持管理をしていかないといけない立場でありながらも一

方で、費用の増崇ということも担当のほうとしては懸念している状況でございます。

今回、800万円程度の補正予算をさせていただいておりますが、これに関してはいま温か

い気温が常時続いておりますが、可能な限り融雪が早まって雪がなくなるような手立てでい

きたいと思っております。可能であれば除雪の稼働というのは少なくしたいところではあり

ますが、これからまだ寒くなる可能性もございます。その中で、この費用で融雪等の処理を

していきたいと思っております。以上です。

○議長（又地信也君） 4番 竹田 努君。

○4番（竹田 努君） いまの除雪の件で一応課長、原課とすればなるべく費用をかけたくな

いというかそういう気持ちはわかります。ただ、2月の20日頃かな、その頃の業者が排雪や

っていた頃に、役場のほうから予算がないから排雪するなっていうそういう指示があったみ

たいなそういう話が聞こえてきたのですけれども、予算がないから除排雪しないっていうこ

との指示をしたのかどうなのかという部分。

それと、いまこれから融雪がものすごく気温が上がっているから、やはり現場を見てバケ

ットで山を崩して細かくするだとか、そういう努力もいつまでも塊になっていれば溶けない

んだわ。雪をいじることによって融雪が進むというか、そういうのもやはりできるだけ町費、

除雪費を抑えるためにはそういう努力も必要だというふうに思うのですよね。その辺も含め

てどうなのか。

それから、いま副町長から説明あった中小の部分。今年度4,800万円で、来年・再来年っ

て3,000万円・3,000万円っていって、1億5,000万円の原資がなくなればそれで終わりってい

う。ただ、中小の議論した時、単年度3,000万円×5か年で1億5,000万円、中小企業のかたが
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これを上手く例えば3,000万円の事業を考えていたとすれば、5か年でやれば300万円ずつ例

えば補助金を受けて、1,500万円の補助を受けられると。そうしてたぶんそういかたがいる

かどうか別に、そういうことなのですねって言ったら、そうだって確かそういうやり取りし

たような気がするのですよね。ただ、いま単年度で約5,000万円近く1億ちょっとしか残らな

いってなれば、もしそういうふうに考えていた人がいたとすれば、3年あるいは4年の中で、

もう終わってしまうって。その辺、町長どうなのでしょうね。やはりもしそういう人が出て

こなければ、当初の1億5,000万円の原資の事業ですからっていうことでいいのだけれども、

もしそういうふうに考えていた事業者がいたとすれば、場合によってはこれの上積みも必要

なのかなっていうふうに思うのですけれども、その辺の考えっていうのはどうなのですか。

これからちょっと何年、来年・再来年って年次が動かないとわからない部分もあるのです

けれども、その辺どうなのでしょう。

○議長（又地信也君） 副町長。

○副町長（大野 泰君） 竹田議員からご質問のございました、まず除雪に関してです。

1月28日に臨時会で増額をした後に、事業者にお集まりをいただいて、昨年と同程度の出

動になっているという中で、10ｃｍという基準ですけれども、基準をなるべくと言いますか

基準どおりの運行をしていただきたいと。それは、補正で増額をしたのだけれども、予算に

限りがありますので、その予算の範囲の中で何とか雪融けを迎えたいということで、お願い

したのはございます。その中でも町のほうからお願いしているのは、どうしても排雪になり

ますと大きな金額になりますので、除雪1日あたりの金額の倍近くかかってしまうものです

から、まずは排雪の金額を残したいということで、途中で指示をしているというのはあろう

かと思います。これは、やるなということではございません。住民の自宅前の除雪を優先す

るということで、話をさせてもらっています。幸いなことに2月25日のこの資料ですけれど

も、それ以降出動はしておりませんので、このあとの10日予報などを見ても雪の降る日とい

うのは、そんなにないようです。みぞれ等になるようですから、竹田議員がおっしゃってい

るように、雪割り作業です。こちらのほうは、民地をお借りしているところもありますので、

融雪を進めるという観点で、事業をこのあと指示をしていきたいというふうに思っておりま

す。

これは、除雪事業者さんのほうに連絡をしていきたいというふうに思っております。

また、中小企業・小規模企業について、この事業の実施にあたりの説明の際に、5か年間

建物を修繕したりあるいは機器等を入れ替えたりだとかそういうので、利用するのは可能で

すよという説明はしておりますので、なるべくそういう事業者さんが継続してこの補助金を

活用し、経営改善に臨みたいということについては、支援をしていきたいという考え方には

立っております。それは変わりません。

一方で、原資が1億5,000万円であるということも事実でございますので、1億5,000万円の

原資の中でなんとかそういった運用を考えていただきたい。これは、このあと2年目・3年目

と実績も出てくると思われますので、その中で立ち止まって考えなければならない時は、ま

たそういった検討を進めてまいりたいというふうに思っております。以上です。

○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。
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最初に、議案第11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11号 平成30年度木古内町一般会計補正予算（第11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） 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。

次に、議案第12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12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3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） 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。

次に、議案第13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13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3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） 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。

次に、議案第14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14号 平成30年度木古内町国民健康保険病院事業会計補正予算（第1号）は、原案
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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。

次に、議案第16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16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3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） 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。

次に、議案第17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17号 平成30年度木古内町下水道事業特別会計補正予算（第3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。

議案第15号 平成30年度木古内町水道事業会計補正予算（第2号）

○議長（又地信也君） 日程第17 議案第15号 平成30年度木古内町水道事業会計補正予算

（第2号）を議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

副町長。

○副町長（大野 泰君） ただいま上程となりました、議案第15号 平成30年度木古内町水

道事業会計補正予算（第2号）につきまして、提案理由をご説明申し上げます。

1ページをお開き願います。

収益的収入及び支出 第2条は、本年度予算第3条に定めた予定額におきまして、収益的収

入 第1款 水道事業収益、第1項 給水収益で349万4,000円を減額し、総額を1億4,787万1,

000円とし、収益的支出 第1款 水道事業費用、第1項 営業費用で532万円を減額し、総額
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を1億4,847万9,000円とするものです。

収益的収入及び支出 第3条は、本年度予算第4条に定めた予定額におきまして、資本的支

出 第1款 資本的支出、第1項 建設改良費で153万7,000円を減額し、その総額を6,115万2,

000円とするものです。

支出の主な補正内容は、事業費確定見込みによる減額補正です。

なお、詳細につきましては、建設水道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） 詳細説明をお願いいたします。

建設水道課長。

○建設水道課長（構口 学君） それでは、議案第15号の詳細につきまして、説明いたしま

す。

8ページをお開き願います。

収益的支出から説明させていただきます。

1款 水道事業費用、1項 営業費用、1目 原水及び浄水費、節 委託料 492万円の減額

は、水道施設運転維持管理委託料の執行残額となっております。

節 動力費 40万円の減額は、実績見込みによる減額でございます。

次に、収益的収入の説明になります。

7ページをお開きください。

1款 水道事業収入、1項 営業収益、1目 給水収益、節 水道料金 349万4,000円の減

額については、当初見込んでおりました事業者の撤退に伴い、減収となったものです。

9ページをお開きください。

資本的支出です。

1款 資本的支出、1項 建設改良費、1目 営業設備費、節 メーター購入費 59万4,000

円の減額と、節 工事請負費 14万9,000円の減額は、今年度交換いたしましたメーターの

購入費と取替工事の執行残でございます。

また、節 備品購入費 3万8,000円の減額も凝集効果計測器の執行残によるものです。

2目 施設改良費、節 委託料 75万6,000円の減額は、木古内町水道事業変更認可基礎資

料作成業務委託の執行残によるものです。

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） 7ページの水道料金の減額なのですが、いま説明の中では大口の事業

者の撤退によるっていうことなのですけれども、例えば何社を見込んでいて、そのうち何社

が事業の撤退で300何万だったらかなり水道料金からすれば約350万円、かなり大きい金額な

のですよね。その辺の内訳というのを大まかな部分でいいですから、内訳がわかれば。

○議長（又地信也君） 建設水道課長。

○建設水道課長（構口 学君） 水道料金の収入の減額についての内訳ということでござい

ますが、まず一番大きいのが旧中学校に建設していた北電施設の関連、この施設が非常に大

きいです。あと細かな出入りはございますが、結果として350万円程度の収入減になったと
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いうことでございます。

○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、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15号 平成30年度木古内町水道事業会計補正予算（第2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） 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22号 木古内町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例制定について

○議長（又地信也君） 日程第18 議案第22号 木古内町放課後児童健全育成事業の設備及

び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する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22号 木古内町放課後児童健

全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定につきまし

て、提案理由の説明を申し上げます。

このたびの条例改正につきましては、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基

準の一部を改正する省令が、本年4月1日に施行されることに伴い、本条例を改正するもので

ございます。

本年4月1日より、学校教育法の改正により、専門職大学の制度が設けられ、専門職大学は

前期・後期に課程を区分することができることとされました。

この専門職大学の前期課程の修了者は、短期大学卒業者と同等の教育水準を達成すること

とし、短期大学士相当の文部科学大臣の定める学位が授与されます。

このため、専門職大学の前期課程を修了したかたについて、放課後児童支援員の基礎資格

を有する者として、放課後児童支援員の対象に追加するものでございます。

資料番号1で議案説明資料の17ページに、新旧対照表を添付しておりますので、ご参照願

います。

第10条第3項第5号を改正し、専門職大学の前期課程を修了したものを加えるものでござい

ます。附則として、この条例は平成31年4月1日から施行するとしております。
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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22号 木古内町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例制定については、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○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。

同意案第1号 木古内町監査委員の選任について

○議長（又地信也君） 日程第19 同意案第1号 木古内町監査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1号につきまして、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、ご参照いただきたいと思います。議案書の一

番後ろでございます。

このたび、木古内町監査委員の選任については、同意を求める柿﨑重朋氏は、昭和25年11

月19日生、満68歳で、住所は字木古内152番地9で、職業は無職であり、所属政党はございま

せん。

経歴につきましては、昭和48年3月に立正大学文学部を卒業され、昭和50年7月から株式会

社ホテル函館ロイヤルに勤務、平成20年11月から株式会社函館男爵倶楽部ホテル＆リゾ－ツ

に勤務され、両ホテルでは取締役総支配人などの要職を歴任され、平成23年2月に退職され

ております。

温厚な人柄で、公平・公正な意識が高いことはもとより、ホテル業界において経営管理に

役員として参画するなど、経営をはじめ、着実な業務処理に実績がありますことから、監査

委員として適任と判断し提案いたしますので、満場一致でのご同意を賜りますようお願い申

し上げます。

なお、任期につきましては、平成31年4月1日から平成35年、2023年になります。3月31日
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までといたします。

以上で、提案理由の説明を終わります。

○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 木古内町監査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。

予算・関連議案一括議題

議案第18号～議案第27号

議案第1号～議案第10号（平成31年度各会計予算）

○議長（又地信也君） 日程第20 議案第18号ほか18件につきましては、平成31年度各会計

予算と関連がありますので一括議題といたします。

一括議題の議案については、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 議案第18号 きこないクリーンセンターにおける浄化槽汚泥の処理に関する条

例制定について、日程第21 議案第19号 木古内町介護福祉士養成修学資金貸付条例制定に

ついて、日程第22 議案第20号 木古内町介護職員支度金貸付条例制定について、日程第23

議案第21号 督促手数料廃止に伴う関係条例の整理に関する条例制定について、日程第24

議案第23号 木古内町介護予防及び生活支援事業条例の一部を改正する条例制定につい

て、日程第25

議案第24号 木古内町乳幼児等の医療費助成に関する条例の一部を改正する条例制定につ

いて、日程第26 議案第25号 木古内町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運

営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例制定について、日程第27 議案第26号
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木古内町水道事業から木古内町簡易水道事業へ変更すること等に伴う関係条例の整理に関

する条例制定について、日程第28 議案第27号 指定管理者の指定について、日程第29 議

案第1号 平成31年度木古内町一般会計予算、日程第30 議案第2号 平成31年度木古内町国

民健康保険特別会計予算、日程第31 議案第3号 平成31年度木古内町後期高齢者医療特別

会計予算、日程第32 議案第4号 平成31年度木古内町国民健康保険病院事業会計予算、日

程第33 議案第5号 平成31年度木古内町簡易水道事業会計予算、日程第34 議案第6号 平

成31年度木古内町高齢者介護サービス事業会計予算、日程第35 議案第7号 平成31年度木

古内町介護保険事業特別会計予算、日程第36 議案第8号 平成31年度木古内町介護サービ

ス事業特別会計予算、日程第37 議案第9号 平成31年度木古内町下水道事業特別会計予算、

日程第38 議案第10号 平成31年度木古内町介護老人保健施設事業清算特別会計予算。以上

でございます。

○議長（又地信也君） 議会事務局長の朗読が終わりました。

お諮りいたします。

ただいま一括議題としました19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31年度木古内町予算等審査特別委員会を設置するとともに、議長を

除く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19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31年度木古内町予算等

審査特別委員会を設置するとともに、議長を除く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。

次に、ただいま設置されました、平成31年度木古内町予算等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） ご異議ないものと認め、平成31年度木古内町予算等審査特別委員会

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5時37分

再開 午後5時52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31年度木古内町予算等審査特別委員会を開催し、委員長及び副委員

長の互選が行われましたので報告いたします。
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平成31年度木古内町予算等審査特別委員会委員長に5番 相澤 巧君、副委員長に9番 吉

田裕幸君。以上のとおり互選された旨の報告がありました。

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31年度木古内町予算等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、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。

よって、平成31年度木古内町予算等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。

以上で、本日の会議を閉会いたします。

どうも、ご苦労様でした。

（ 午後５時５３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31年 3月 5日

木古内町議会議長 又 地 信 也

署 名 議 員 平 野 武 志

署 名 議 員 竹 田 努



平成３１年 ３月１２日（火）第２号

○ 開 会 日 時 平成３１年 ３月１２日（火曜日）午後 ３時００分

○ 閉 会 日 時 平成３１年 ３月１２日（火曜日）午後 ３時４３分

・出席議員（１０名）
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平成３１年第１回木古内町議会定例会議事日程

第２号 平成３１年３月１２日（火） 午後３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 議長諸報告

３ 議会運営委員会報告

４ 平成３１年度木古内町予算等審査特別委員会報告

５ 発議案第１号 議会閉会中の所管事務調査について

６ 発議案第２号 議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する支給条例の一部を改正する
条例制定について

７ 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００分 開会 ）

開 会 ・ 開 議 の 宣 告

○議長（又地信也君） 定刻になりましたので、ただいまから3月5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。

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。

5番 相澤 巧君、6番 手塚昌宏君。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31年3月12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31年第1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、3月12日に開催し欠席委員はおりませんでした。

2.平成31年第1回木古内町議会定例会の追加案件について。
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（1）発議案第2号 議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する支給条令の一部を改正する

条令制定について。

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、報告済みといたします。

平成31年度木古内町予算等審査特別委員会報告

○議長（又地信也君） 日程第4 平成31年度木古内町予算等審査特別委員会報告。

平成31年3月5日開催の平成31年第1回木古内町議会定例会において設置されました、平成3

1年度木古内町予算等審査特別委員会の報告を求めます。

平成31年度木古内町予算等審査特別委員会 委員長 5番 相澤 巧君。

○5番（相澤 巧君） 5番 相澤 巧です。

平成31年3月12日 木古内町議会議長 又地信也様。平成31年度木古内町予算等審査特別

委員会委員長 相澤 巧。

平成31年度木古内町予算等審査特別委員会報告書。

平成31年第1回木古内町議会定例会において、本委員会に付託された下記案件は、審査の

結果、別記のとおり意見を付して決定しましたので、会議規則第41条第1項の規定により報

告いたします。

記 会議開催状況。

会議開催状況は、記載のとおりでございます。

2の付託案件でございます。

議案第18号 きこないクリーンセンターにおける浄化槽汚泥の処理に関する条例制定につ

いて、議案第19号 木古内町介護福祉士養成修学資金貸付条例制定について、議案第20号

木古内町介護職員支度金貸付条例制定について、議案第21号 督促手数料廃止に伴う関係条

例の整理に関する条例制定について、議案第23号 木古内町介護予防及び生活支援事業条例

の一部を改正する条例制定について、議案第24号 木古内町乳幼児等の医療費助成に関する

条例の一部を改正する条例制定について、議案第25号 木古内町指定地域密着型サービスの

事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例制定について、

議案第26号 木古内町水道事業から木古内町簡易水道事業へ変更すること等に伴う関係条例

の整理に関する条例制定について、議案第27号 指定管理者の指定について、議案第1号

平成31年度木古内町一般会計予算、議案第2号 平成31年度木古内町国民健康保険特別会計

予算、議案第3号 平成31年度木古内町後期高齢者医療特別会計予算、議案第4号 平成31年

度木古内町国民健康保険病院事業会計予算、議案第5号 平成31年度木古内町簡易水道事業

会計予算、議案第6号 平成31年度木古内町高齢者介護サービス事業会計予算、議案第7号

平成31年度木古内町介護保険事業特別会計予算、議案第8号 平成31年度木古内町介護サー

ビス事業特別会計予算、議案第9号 平成31年度木古内町下水道事業特別会計予算、議案第1
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0号 平成31年度木古内町介護老人保健施設事業清算特別会計予算。以上、19件はいずれも

原案どおり可決すべきものと決定しました。

続いて、審査所見でございます。

3.審査所見。

平成31年度各会計予算10件並びに予算関連議案9件について、3月5日から12日の日程で審

査を行った。

一般会計予算額は、港団地建替の大型事業があるため、前年度より7億705万円（＋18.8％）

増の歳入歳出それぞれ44億5,637万円となっている。また、特別会計、企業会計を合わせた

全会計では7億4,293万円（＋9.4％）増の86億4,376万円となっている。

総務課所管の予算では、ふるさと納税に関し、申込みから返礼品発送、特産品開発等の支

援などを事業委託し、業務の円滑化を図るとともに、さらなる成果を求める。また、昨年の

ブラックアウトを教訓とした防災備蓄品整備事業は、町民の安全安心につながる部分でもあ

り評価するが、いつ発生するかわからない災害に備え、万全の対応を望む。また、職員配置

等の計画に変更の考えがある場合については、事前に報告するべきである。

税務課所管の予算では、人口の減少、高齢化のなかで国の地方交付税増加が期待できない

なか、町税の収納率の改善に向けて今年度からコンビニ収納を実施することとしている。

まちづくり新幹線課所管の予算では、わくわく地方生活実現パッケージ事業など新規移住

者対策も盛り込まれており、さらなる対策の強化を期待する。

町民課所管の予算では、乳幼児等の医療費助成を18歳までの全員を対象としたことは評価

に値するが、認定こども園については、子ども達にとってより良い環境整備に向けて取り組

みを進めていただきたい。

産業経済課所管の予算では、林業振興策として森林環境譲与税を財源とした今後の事業展

開に期待する。また、水産業については、塩蔵ワカメの生産が伸びているものの、ほかの養

殖漁業で成果が出ていないものもあるため、原因の究明と早期対策を望む。また、商工振興

では、前年に引き続き中小企業・小規模企業経営改善等支援補助金が計上されており、町内

事業者においては大いに活用し、経営の安定、効率化及び増収につなげていただきたい。ま

た、はこだて和牛ブランド化においては、対外的なＰＲもさることながら、いままで以上の

町内消費拡大の取り組みを求める。

建設水道課所管の予算では、港団地建替の大型事業が予定されているが、短期の避難施設

としての考え方も示されており注視していきたい。また、水道事業では、今年度より給水人

口の減少から簡易水道事業へ移行されるが、給水管の老朽化による更新等が差し迫っており、

住民に安全安心な水を届ける使命感をもって取り組んでいただきたい。

病院事業では入院患者の減少があるものの、医療の質の向上により収入増につながるとの

考えが示されたところであり、これに期待したい。さらに、特養施設では、慢性的な介護士

不足が続いており、今回提案された介護福祉士養成修学資金貸付条例や介護福祉士候補生受

入事業が介護士不足の改善につながることを願うところである。

現状の財政状況のなかで、バランスのとれた予算編成であるが「大胆のなかにも繊細に、

余裕のなかにも無駄のない」財政運営を念頭に、審査の際に出されたさまざまな意見を参考

として、町の諸課題の解決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31年度木古内町予算等審査特別委員会委員長の報告が終わりま
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したが、この特別委員会は議長を除く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。

ただいま、委員長から報告がありましたとおり、平成31年度木古内町予算等審査特別委員

会に付託した案件は、全て原案のとおり可決です。

お諮りいたします。

平成31年度木古内町予算等審査特別委員会に付託いたしました、議案19件につきましては、

委員長報告のとおり、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、委員長報告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5 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、下記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、本案は原案のとおり承認することに決定をいた

しました。

発議案第2号 議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する支給条例の一部を改正する

条例制定について

○議長（又地信也君） 日程第6 発議案第2号 議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する

支給条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

3番 平野武志君。

○3番（平野武志君） 3番 平野武志です。

発議案第2号 平成31年3月12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 平野武志、賛成者 木古内町議会議員 佐藤 悟、同じく鈴

木慎也。
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発議案第2号 議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する支給条例の一部を改正する条例

制定について、地方自治法第112条の規定により、別紙のとおり提出いたします。

議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する支給条例の一部を改正する条例、第4条第2項中

「町長等」を「一般職の職員」に改め、現行の議員旅費の1万11,800円を9,800円に変更する

ものです。

資料を添付してございますので、ご参照ください。

次に、提案理由の説明をいたします。

本来、旅費、宿泊費については、実費精算にするべきと考えますが、事務処理の繁雑さや

カード決済、電子マネー等のシステムの構築にかかる諸費用を試算いたしますと、逆に町費

の負担が大きくなることも推測されます。

時期尚早であると考え、現状の宿泊実績などを考慮いたしますと、議会議員においても一

般職の職員と旅費をあわせることが適正だと判断いたしました。

改正後の試算をいたしますと、一泊の出張に対し一人2,000円の減であります。議会全体

でも1年間で10万円程度の削減であり、町民の皆様にしてみれば微々たる節減額だと思われ

るかもしれません。しかしながら、自分は効果額の大小ではなく、公費負担に対する誠意を

示したい思いからこの発議にいたりました。人口減少が進む我が町は、今後の財政運営に不

安があり、将来若い職員や子ども達に負担をかけさせないため、現時点での極力経費節減す

べきであります。

この提案は、職員を含む町民が望み、理解を得られる改正であると考えます。各議員にお

かれましては、ご理解と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。

9番 吉田裕幸君。

○9番（吉田裕幸君） 9番 吉田裕幸です。

ただいま平野議員からの発議案ということで、2点ほどお聞きをしたいと思います。

この件につきましては、皆さんご承知のとおり、1年9か月前の6月の定例会で、従前の財

政の健全化に伴い、もとの金額に直すということで、1万1,800円になりました。それで、こ

の直した時に議会の議決の中で、確かに平野議員は反対をいたしました。それで、今任期中

になぜこの時期に、この発議案を出したのかまず1点。

それと、実費精算をすべきという考え方。これにつきましては、事務処理上の大変苦慮さ

れる部分があります。あと、議長に関しまして緊急の場合、ほとんどが実費精算ということ

になる。この辺につきましては、議会これから改選後に控えまして、いかがなものかという

問題が発生します。その辺の詳しい説明を求めます。

○議長（又地信也君） 3番 平野武志君。

○3番（平野武志君） 吉田議員のご質問にお答えいたします。

なぜこの時期に出したのかということですけれども、1年9か月前、平成29年の6月定例会

で、吉田議員おっしゃるとおり、改正案が出された時に反対討論をして、結果、賛成多数で

可決されたという経緯があります。当然ながら、全員で可決されたわけですから、その改正

後のルールに則って、これまで進んできました。

その後、いろいろ私も反対討論をした責任上、その金額が適正なのかということをまずは
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町職員ではなく、我々議会議員の過去1年の旅費の積算をして、さらに言いますと今回の任

期中過去4年間の任期の積算をした中で、まさに今回提案する金額が適正だという判断をい

たしました。その中で、なぜこの時期なのかと申しますと、その積算根拠ができた時点で、

私は議会議員ですからチャンスがあればこの発議案を出す機会がございますので、その中身

が整いましたので今回、発議案に至ったということでございます。

もう1点につきましては、議長のほとんどが実費精算になるというちょっと質問の趣旨が

聞き取れなかったのですけれども、もう一度確認のためよろしいですか、2点目です。

○議長（又地信也君） 9番 吉田裕幸君。

○9番（吉田裕幸君） 9番 吉田です。

実費精算にすべき、これ文言で平野議員言っていますよね。それで、「すべき」という意

思があるのですね。この部分で、はたして実費精算でやっていった場合どうなるのか。そこ

ら辺まで考えていますか。

○議長（又地信也君） 3番 平野武志君。

○3番（平野武志君） ここに書いているとおりなのですけれども、実費精算にするべきでは

あるが、ここに書いている2行のとおりですよ。事務処理の繁雑さ、様々なシステムの構築

にかかる諸費用を計算すると、いま現在は時期尚早だと。それが答えです。ですので、今回

の一般職員にあわせる発議案にしたわけでございます。以上です。

○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。

これより討論を行います。

討論ございませんか。

7番 福嶋克彦君。

○7番（福嶋克彦君） 本日、突然、発議案が出されてきました。あまりにも突然の提出であ

ります。我々議員が先週まで行った中で、議員のみ改正という話でありますが、議員会の協

議、議員だけの協議も全くありませんでした。

我が町の現状を言いますと西部四町においても、決して高い町にはなってはいない中で、

いますぐやらなければならないものか、次期の統一選挙が4月にあります。それを踏まえて、

新しい議員会で議員で協議すべきと考えます。したがって、このことについて、時期尚早だ

というふうに思います。以上です。

○議長（又地信也君） ほかに討論ございませんか。

1番 佐藤 悟君。

○1番（佐藤 悟君） 1番 佐藤 悟です。

発議案第2号の賛成討論をします。

我が町の将来を心配する一人として、過去の実績調査をもとに、適正な旅費に改正し、少

しでも経常経費を抑えることは、当然のことだと思います。日頃から各種委員会で議論して

いる町民のための施策実行のため、我々議員会、議員自らが身を削るこの提案に反対の理由

はありません。

以上のことから賛成討論といたします。以上です。

○議長（又地信也君） ほかに反対討論ございませんか。
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9番 吉田裕幸君。

○9番（吉田裕幸君） 9番 吉田裕幸です。

反対の立場で、私は討論に参加をさせていただきます。

先ほど福嶋議員のほうからも出ましたように、本来であれば全議員で議論して、この問題

についてはやらなければならないというのが本来議会の姿であります。この部分につきまし

ても、私もきょうはじめていただきました。その辺を考えるといまの議会ルールの中で、こ

れはいかがなものかという疑問を持たざるを得ません。

先ほど質問をしましたが、なぜここでいまなんだという。私は、これにつきましては、改

選を終えて次の議会でやるべきと考え、反対いたします。以上です。

○議長（又地信也君） ほかに賛成討論ございませんか。

4番 竹田 努君。

○4番（竹田 努君） この条例について、指示をするっていう立場で討論に参加します。

今回のこういう議員発議になったということは、ちょっと残念な思いもあります。

これは今定例会での一般質問、あるいは予算審議の中でもこの部分は質疑・議論されまし

た。残念なのは質疑等の中で、この部分についての是正というか、見直し等について実態等

を調査の上、そうすべきでないかという問いに実態調査する考えがないって、そういう考え

のもとで、今回この発議案になったのかなっていうふうに思っています。

29年の6月の第2回の定例会で、確かに可決されました。その部分は、議会制民主主義とい

う立場の中から、当然尊重しなければならないというのは、重々承知であります。

個人的には当然、旅費の改定で上がるっていうのは、何も依存はないわけでありますけれ

ども、この29年の6月の第2回の定例会の中の質疑・議論の中でも、自分も特別職と一般職の

差は付けるべきではないって。19年からの財政の健全化で宿泊費8,000円で、一般職・特別

職も含めて、同額で何年も木古内町の財政の健全化で職員が一丸となって取り組んできた。

財政が好転してきたから、今回見直ししようと。そうした場合に、もとに戻すっていう。

過去には段階が3段階あったものを2段階にするから、それが妥当なんだっていうそういう

答弁だったのですよ。はたしてそれがいま思えば、妥当だったのかというそういう思いもあ

るのです。ただ、その時点での条例は賛成多数で可決をされたっていうことですから、それ

は尊重します。

ですから、今議会のやはりやり取りの中でも今後、議会から投げかけられた部分について

真摯に受け止めて、今後、事務能率改善委員会あるいは行財政改革、この中でやはり検討さ

せてくださいっていうそういう言葉があれば、今日にこの場に至らなかったのかなっていう

思いもちょっとあるのですよね。そういうことも含めていま思い出しますと、今回のこの一

般質問、予算審議の質疑の中での答弁からしますと、この発議案を支持したいという考えで

あります。

○議長（又地信也君） ほかに討論ございませんか。

7番 福嶋克彦君。

○7番（福嶋克彦君） 先ほども反対の討論をしましたけれども、いまの我々ポールスターの

現状を見ますと半年前からもうふさがっていまして、去年の議員研修会についても民間の宿

に泊まっている状況です。しかも、ことしの4月から値上げの案が出ていまして、もう既に

決定しております。そういう中から、我々がいままでずっと使用してきたポールスターなん
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かも今度民間との差が逆転しまして、非常に空いていないという現状であります。そういう

中から、29年の6月の定例会で出されました。私はその時に、賛成討論をいたしました。わ

ずか1年9か月の中で、同一議員として2回も改正案にするということがいま必要かどうか含

めて先ほど話しましたけれども、次期の統一改選後の議員懇談会、及び協議の中で決定すべ

きと考えます。

したがいまして、今回の案については、発議案については、反対の討論の立場といたしま

す。以上です。

○議長（又地信也君） 以上で、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。

（「議長」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 8番 鈴木慎也君。

○8番（鈴木慎也君） 8番 鈴木です。

発議案第2号の賛成討論をいたします。

私は、いたってシンプルに、今回の発議案第2号については、竹田議員が先ほどいままで

の一般質問、いままでの経緯を話されていましたけれども、私はシンプルに今回は議員の議

員に限る条例改正であると思っております。

議員が自ら身を削るのか削らないのか、改革をするのかしないのか、少しでも未来の子ど

も達のこと、高齢者、福祉のこと、そういう気持ちを考えると私は、一議員として身を削る

覚悟を選択するであります。

全議員に問いたいです。確かにいままで様々なルールや様々な状況変化にあわせて、いま

の議会があることは重々理解しております。ですけれども、全議員が議員になった時の真っ

直ぐな気持ち、それは損得勘定ではなくて、何が正しいか、何が町のためにできるか、もう

それだけが私の判断基準であります。

以上のことから、議員に限る改正ということで、賛成討論といたします。

○議長（又地信也君） 以上で、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。

発議案第2号 議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する支給条例の一部を改正する条例

制定については、原案のとおり賛成のかたのご起立をお願いします。

（賛成者起立）

○議長（又地信也君） 起立多数。

よって、本案は原案のとおり可決されました。

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） 日程第7 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。
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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、下記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。

閉 会 の 宣 告

○議長（又地信也君） 以上をもちまして、今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。

これをもちまして、平成31年第1回木古内町議会定例会を閉会いたします。

どうも、ご苦労様でした。

（ 午後３時４３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。
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