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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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・欠席議員（なし）
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副町長 大 野 泰

病院事業管理者 小 澤 正 則
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会計管理者 高 橋 和 夫
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まちづくり新幹線課新幹線振興室長 大 山 進

産業経済課長 片 桐 一 路

建設水道課長 構 口 学

病院事業事務局長 平 野 弘 輝

特別養護老人ホームいさりび事務長 東 誠

教育長 野 村 広 章

生涯学習課長 吉 田 宏

給食センター長 吉 田 宏

農業委員会事務局長 片 桐 一 路

代表監査委員 柿 﨑 重 明

・本会議に職務のため出席した者の職氏名

議会事務局長 福 田 伸 一

議事担当主査 堺 泰 幸
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令和元年第３回木古内町議会定例会議事日程

第１号 令和元年９月１１日（水） 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 町長及び教育長諸報告

７ 一般質問

８ 報告 第１号 健全化判断比率及び資金不足比率について

９ 議案 第１号 平成３１年度木古内町一般会計補正予算（第７号）

10 議案 第２号 平成３１年度木古内町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）

11 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補正予算（第１号）

12 議案 第５号 平成３１年度木古内町下水道事業特別会計補正予算（第１号）

13 議案 第４号 平成３１年度木古内町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）

14 議案 第６号 平成３１年度高齢者介護サービス事業会計補正予算（第２号）

15 議案 第７号 木古内町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例制定

について

16 議案 第８号 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例制定につ

いて

17 議案 第９号 木古内町簡易水道事業条例の一部を改正する条例制定について

18 同意案第１号 木古内町教育委員会教育長の任命について
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日程

議 件 番 号 議 件 名

番号

19 同意案第２号 木古内町教育委員会委員の任命について

20 同意案第３号 木古内町固定資産評価審査委員会委員の選任について

21 同意案第４号 被表彰者の決定について

22 同意案第５号 被表彰者の決定について

23 同意案第６号 被表彰者の決定について

24 認定 第１号 平成３０年度木古内町一般会計決算認定について

25 認定 第２号 平成３０年度木古内町国民健康保険特別会計決算認定について

26 認定 第３号 平成３０年度木古内町後期高齢者医療特別会計決算認定について

27 認定 第４号 平成３０年度木古内町国民健康保険病院事業会計決算認定について

28 認定 第５号 平成３０年度木古内町水道事業会計決算認定について

29 認定 第６号 平成３０年度木古内町高齢者介護サービス事業会計決算認定について

30 認定 第７号 平成３０年度木古内町介護保険事業特別会計決算認定について

31 認定 第８号 平成３０年度木古内町介護サービス事業特別会計決算認定について

32 認定 第９号 平成３０年度木古内町下水道事業特別会計決算認定について



令和元年第３回定例会　提出案件及び議決結果表

議件番号 議　　　件　　　名 議決月日 議決結果

議案第１号 平成31年度木古内町一般会計補正予算（第7号）元. 9. 11 原案可決

議案第２号
平成31年度木古内町国民健康保険特別会計補
正予算（第1号）

元. 9. 11 原案可決

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
補正予算（第1号）

元. 9. 11 原案可決

議案第４号
平成31年度木古内町介護保険事業特別会計補
正予算（第1号）

元. 9. 11 原案可決

議案第５号
平成31年度木古内町下水道事業特別会計補正
予算（第1号）

元. 9. 11 原案可決

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
会計補正予算（第1号）

元. 9. 11 原案可決

議案第７号
木古内町印鑑の登録及び証明に関する条例の
一部を改正する条例制定について

元. 9. 11 原案可決

議案第８号
職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部
を改正する条例制定について

元. 9. 11 原案可決

議案第９号
木古内町簡易水道事業条例の一部を改正する
条例制定について

元. 9. 11 原案可決

議案第１０号
幼児教育・保育の無償化に伴う関係条例の整
備に関する条例制定について

元. 9. 20 原案可決

同意案第1号 木古内町教育委員会教育長の任命について 元. 9. 11 原案同意

同意案第2号 木古内町教育委員会委員の任命について 元. 9. 11 原案同意

同意案第3号
木古内町固定資産評価審査委員会委員の選任
について

元. 9. 11 原案同意

同意案第4号 被表彰者の決定について 元. 9. 11 原案同意

同意案第5号 被表彰者の決定について 元. 9. 11 原案同意

同意案第6号 被表彰者の決定について 元. 9. 11 原案同意

報告第1号 健全化判断比率及び資金不足比率について 元. 9. 11 報告済み

－1－



認定第1号
平成３０年度木古内町一般会計決算認定につ
いて

認定第2号
平成３０年度木古内町国民健康保険特別会計
決算認定について

認定第3号
平成３０年度木古内町後期高齢者医療特別会
計決算認定について

認定第4号
平成３０年度木古内町国民健康保険病院事業
会計決算認定について

認定第5号
平成３０年度木古内町水道事業会計決算認定
について

認定第6号
平成３０年度木古内町高齢者介護サービス事
業会計決算認定について

認定第7号
平成３０年度木古内町介護保険事業特別会計
決算認定について

認定第8号
平成３０年度木古内町介護サービス事業特別
会計決算認定について

認定第9号
平成３０年度木古内町下水道事業特別会計決
算認定について

認定第10号
平成３０年度木古内町介護老人保健施設事業
清算特別会計決算認定について

発議案第1号 議会閉会中の所管事務調査について 元. 9. 20 原案承認

意見書案第1号

「子どもの貧困」解消など教育予算確保・拡
充と就学保障、義務教育費国庫負担制度堅
持・負担率１／２の復元、教職員の超勤・多
忙化解消・「３０人以下学級」の実現に向け
た意見書

元. 9. 20 原案可決

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

元. 9. 20 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

元. 9. 20 承認

 元. 9. 11
 平成30年度木古内町
 決算審査特別委員会

 に付託

 元. 9. 20
 平成30年度木古内町
 決算審査特別委員会

 の報告通り認定

 元. 9. 17
 平成30年度木古内町
 決算審査特別委員会

 に付託

 元. 9. 20
 平成30年度木古内町
 決算審査特別委員会

 の報告通り認定

－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、令和元年第3回木古内町議会定例会を開会いたします。

ただいまの出席議員は10名でございます。

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

した。

ただちに本日の会議を開きます。

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

発言を求められておりますので、これを許します。

町長。

○町長（大森伊佐緒君） お許しをいただきましたので、病院事業小澤管理者の遅刻につい

て、ご報告いたします。

本日、国保病院において、全国健康保険協会による健康診断に関する実地調査が行われて

おります。

この調査には、担当医である小澤管理者の立ち会いが必要となりますので、現在、その対

応をしております。

このため、本定例会を遅刻することになりますが、調査は午前中で終える予定となってお

りますので、終わり次第速やかに出席することとしております。

以上で、報告を終わります。

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 安齋 彰君、6番 新井田昭男君。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。

令和元年6月18日に開かれました、令和元年第2回木古内町議会定例会において調査の申し

出がありました、議会運営に関する件についての報告を求めます。

議会運営委員会 委員長 3番 鈴木慎也君。

○3番（鈴木慎也君） 3番 鈴木慎也です。

令和元年9月11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 鈴木慎也。

議会運営委員会報告書。
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令和元年第3回木古内町議会定例会開催にあたり、本委員会に付託された議会運営に関す

る件について、会議規則第41条第1項の規定により報告します。

記 1.会議開催状況。

会議開催状況につきましては、8月8日、9月9日に開催し欠席委員はおりませんでした。

2.令和元年第3回木古内町議会定例会における議会運営について。

(1)今定例会の会期については、9月11日から9月20日までの10日間としたい。

11日は本会議を開催し、一般質問、補正予算等の議案審議、平成30年度各会計決算認定の

上程を行う。

9月12日から16日は休会日とする。（実質5日間）

(2)議事日程については、別紙配付のとおりである。

議事日程番号9から12までは一括議題とする。

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

は議長に一任する。

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

る。

(4)一般質問者は5名であり、通告順により質問者ごとに行うこととし、一項目につき、質

問時間のみで20分の時間制で実施するものとする。

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

質疑ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 質疑がないようですので、報告を終了いたします。

会 期 の 決 定

○議長（又地信也君） 日程第3 会期の決定を議題といたします。

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

から9月20日までの10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） ご異議ないものと認めます。

よって、本定例会の会期につきましては、本日から9月20日までの10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。
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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。

令和元年6月18日に開かれました、令和元年第2回木古内町議会定例会において調査の申し

出がありました、総務・経済常任委員会所管事務調査についての報告を求めます。

総務・経済常任委員会 委員長 1番 平野武志君。

○1番（平野武志君） 1番 平野武志です。

令和元年9月11日 木古内町議会議長 又地信也様。木古内町議会総務・経済常任委員会

委員長 平野武志。

総務・経済常任委員会所管事務調査報告書。

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

いたします。

記 1の会議開催状況につきましては、6月19日、9月2日の2回開催しておりまして、全委

員が出席しております。

記 2の所管事務調査項目は、（1）の町政全般に関する緊急を要する課題についてとなっ

ております。

3.調査報告。

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。

（1）小規模多機能型居宅介護施設の整備について。

令和元年6月の第2回定例会でも報告しているとおり、当施設の必要性は委員会一致で理解

いたします。課題であった建築場所についても、用地処理を含む経緯の説明を受け、納得に

至ったところであります。

地域住民や利用する高齢者が利用しやすい施設とするために、課題を一つひとつ丁寧に協

議し、解決していくことが重要であることから、今後も常任委員会の継続調査といたします。

（2）観光事業の現況についてでございます。

広域観光については、新規も含む様々なプロモーションを継続しております。道の駅「み

そぎの郷きこない」の利用者を含む交流人口は、新幹線開業後3年が経過しても前年を上回

る比率であり、努力が実を結んでおります。

課題としては、近隣町村との連携とインバウンド対応の取り組みである。新幹線を中心と

した観光振興の取り組みは今後も続くことから、観光拠点としての確立を目指していただき

たい。

町内の観光拠点における客数は、全体的に前年を下回っております。特に花観光は民間頼

りの部分も多く、今後は整備を含め、町の関与が必要不可欠であります。

各地域における散策ルート開拓など、新しい取り組みも大事ではありますが、既存の観光

資源を充実させることが重要であります。

これまで観光に関連して財源を投入している薬師山、またははこだて和牛については、町

民の関心が乏しいと感じております。観光客はもちろん、町民が自信を持って紹介できるよ

うな事業の展開を求めます。以上です。

○議長（又地信也君） 総務・経済常任委員会委員長の報告が終わりましたが、この委員会
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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） ご異議ないものと認めます。

以上を持ちまして、報告を終了いたします。

町 長 及 び 教 育 長 諸 報 告

○議長（又地信也君） 日程第6 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。

一 般 質 問

○議長（又地信也君） 日程第7 一般質問。

これより一般質問を行います。

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

はじめに9番 竹田 努君。

○9番（竹田 努君） 暫くぶりの一般質問で、ちょっと緊張気味であります。よろしくお願

いします。

9番 竹田 努です。

それでは、1問目でありますが、福祉の町にふさわしい連携チームの立ち上げについてで

あります。

第6次木古内町振興計画も6年目を迎え、「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」の実現に向け、官民一体となった協働によるまちづくりに、

職員が一丸となって取り組んできたことと思っています。過去5年間、町長としてどのよう

な評価をお持ちなのか伺います。

また、超高齢化を迎えている木古内町が、安心して暮らし続けられるまちとして、「福祉

都市きこない」にふさわしい施策を打ち出すべきと考えております。

現在、公営住宅・生活保護・高齢者福祉など、高齢弱者等に対する課がそれぞれ分かれて

いて、その各担当において、それぞれの立場で対応していますが、時には課が連携しなけれ

ば解決の難しいケースも考えられると思います。

このようなケースに対応するため、課を横断的に連携したエキスパート的な「仮称おもて

なしチーム」を立ち上げ、福祉都市にふさわしい施策を検討すべきと考えますが、いかがで

しょうか。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君） 9番、竹田 努副議長のお尋ねにお答えいたします。

第6次振興計画における基本理念を制定する際に、新幹線開業を契機として、様々な問題

を解決するため、広域観光による地域活性化や、移住定住の促進など、積極的な施策を展開
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することとしておりました。

この間、道の駅の活用や、9町協議会などにおける広域観光事業については、観光客数の

増加など、大きな成果が出ております。

また、移住定住につきましては、この5年間で、ちょっと暮らし住宅の整備、空き家リフ

ォーム事業の創設、移住定住セミナーへの参加と冊子作成など、新たに取り組んでまいりま

したので、今後につきましてもしっかりと周知を図った上で、成果を上げてまいりたいと考

えております。

福祉分野におきましては、保健福祉課内に「地域包括ケア推進室」を新設し、「包括ケア

システム」の一環として、小規模多機能型居宅介護施設の整備に向けて取り組むなど、町民

が安心して安全に暮らせるようまちづくりを目指しております。

今後も、「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」をそ

の実現に向けて取り組んでまいります。

お尋ねにありますように、高齢者に対するサービスは、複数課にまたがることが多いと認

識しておりますので、常に横断的な連携を図りながら、そのニーズに対応しているところで

ございます。

引き続き、現在の体制で機能を果たしてまいりますので、これまでどおり「サービスの充

実」に努めてまいります。

○議長（又地信也君） 9番 竹田 努君。

○9番（竹田 努君） 町長、振興計画との評価については、いま町長述べられたようなこと

が要素にあると思います。私、ここで振興計画の評価についてのあれは、この福祉都市にこ

だわった部分でちょっと質問したと思っているのですけれども、町長の捉え方とちょっと違

っていたものですから、それはそれとして。だけれども、確かに高齢弱者に対する各担当課

に分かれている部分、現状でもそういう連携している。だから、このままでいきたいってい

うそういう答弁だと思うのですけれども、今回のこの質問の背景。これは、事務局通してこ

ういうことがあったからっていうことを細かく伝えたつもりなんですよ。それが事務局から

原課に伝わっていないとすれば、実は町長、あまり一般質問の中で文章化してどうこうって

いうのは、例えば介護福祉考えた場合の住宅改修。例えば、そうなった場合に当然専門員の

指導の下で必要なサービスを受ける、自宅に伺ってサービス、業者に発注するっていうそう

いう仕組みだと思うのですよ。私ここで言っているのは、建設水道に一級建築士がいるわけ

ですよね。なぜやはりそういう部分との連携が取れないかっていうことも一つあるのですよ。

それで、例えば公営住宅に入っているかたが手すりを付けたいスロープを付けたいってい

う場合に、やはり町の技術担当が一緒にサポートして、そういう快適な住環境っていうか生

活環境を作るべきだと思っています。

また、例えば公営住宅に入っているかたが床が落ちた、担当が出向いて行った時に、家財

を撤去しなければ修理はできない、業者が入れない。そして、そのかたが地域の町内の責任

者のかたに相談をして、そのかたもなんかかけ合ったそうです。やはり同じような回答だっ

たっていうふうに聞いています。なぜ、そこだけで考えるから、高齢弱者のかたが家具を寄

せなければ修理してあげないっていうそういう上から目線でなく、やはり横の連携。例えば、

高齢のかたであれば保健福祉との連携の中で、どうしたらそれができるかどうかっていうこ

とを検討すべきだと思う。そして、お願いしたら快く修理していただいた、ありがとうって



- 16 -

いう言葉が出てくるのですよ。それで、振興計画で言っている「安心して暮らせる、暮らし

続ける町、福祉都市きこない」になるのでないでしょうか。私はそこを言っているのですよ。

ですから、いままでみたいやり方であればだめだって、もっとやはり連携する。おもてな

しチームだとかっていう仮称付けています。そうでなくてもいいのですよ。今後はそういう

部分と密接なつながり、そしてやはり私は思うのですけれども、いま課のグループ制になっ

ています。そこを十分活かしきっていないのかなっていう部分もこれありなのですよね。そ

の後、住宅の床については、業者のかたが入っていただいて綺麗になりましたって、そのか

たに大変ありがとうございましたって感謝の気持ちの連絡入ったそうです。結果オーライで

ないのですよ。その過程だと思うのですよね。その辺について町長、もう一度このいまの言

ったことも含めて、再考できないかどうか。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君） 竹田副議長のお尋ねの中で、具体的な案件がいまご説明を受けま

した。これにつきましては、担当から報告を受けた際に、おかしいと。住民が望むことをや

っていないのではないかと、たらい回しの状態になっているのでないのとこれを注意いたし

ました。今後の対応については、このようなことがないように、どこの課が担当だとかとい

うことではなくて、一緒になってそのかた住民の皆さんに、我々奉仕者ですから、しっかり

とした奉仕をしていくということで、注意もいたしました。今後につきましては、このよう

なこと同じケースが発生しないと信じております。

また、グループ制についてお尋ねがありましたが、これは随分グループ制をはじめてから

時間の経過がありますが、その課によっては人数に制限があって、なかなかグループ内での

連携が全て整っているとは言えないと思います。これについては、今後の課題となりますの

で、人数が少ないからという言い訳ができないように、しっかりと体制を整えていきたいと

考えております。

○議長（又地信也君） 9番 竹田 努君。

○9番（竹田 努君） いま町長から今後、そういう事態のならないような方策なりをしてい

くってことですから、必ずしもチームの結成だとかでなくて、やはりその辺は町長としての

私は福祉の町長だというそういう評価をしていますので、そういうものも含めて、やはり時

にはなかなか手の届かないところでも町長が手を差し伸べていただくってそのくらいの気持

ちで職員が一丸となって取り組んでいただきたいっていうことで、一問目は終えます。

それでは、二問目に入ります。

公共施設等総合管理計画についてであります。

この計画については、平成28年度末に概要が示されて、2年余り経過の末に、9月2日に開

催された第4回総務・経済常任委員会に、個別施設計画の向こう10年間における修繕等の計

画が報告されたのであります。

この計画は、人口減少、高齢化の課題を抱える我が町としては、急務な課題だと大きく期

待をしておりますが、心配なのはその裏付けとなる財源であります。計画概要の説明時には、

施設のスリム化、統廃合あるいは廃止等含めて、財政負担を圧縮を図るものと理解をしてお

りましたが、今回のこの個別計画を見て、一応この個別計画の中では、年次計画を確約した

ものではないと前置きをしていますが、どうしてもこういうものの資料が出れば、一人歩き

するのですよね。そういうことからすれば、一抹の不安も覚えるところであります。
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また、今個別計画については、財政部局と協議済みとのことであり、具体的な計画年次等

については、今後の常任委員会等に振興計画との見合いも含めて、組み込んでいくっていう

ことであります。

今後のこの個別計画の20年から23年・24年・25年くらいの間には、そんなに大きくは変わ

らないだろうと思っています。一方、振興計画、財政計画の整合性をもっとやはり厳しく図

るべきではないかと考えるところであります。

それで、4点に絞ってお伺いします。

公共施設等総合管理計画と財政の収支計画との整合性について、町長どのような考えをお

持ちかであります。

二つ目には、旧中学校の後利用については、多少財政に余裕のあるいまこの早い時期に建

物等を処分して、土地の有効活用を図るべきではないかと考えるところであります。

三つ目には、現在、車両通行止めになっているそこの第一佐女川橋でありますが、以前は

国の補助制度等を活用して、解体も含めて検討するとそのような説明を受けていましたけれ

ども、その後の進捗、検討した状況について伺います。

4点目は、法人から譲渡された旧恵心園、ここの位置付けは緊急災害避難施設としての位

置づけでありますが、その他の利活用の見通しはないのか、この4点について伺います。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君） まず、公共施設等総合管理計画と財政収支計画との整合性につき

ましてですが、平成30年8月30日の第6回総務・経済常任委員会におきましてお示しをした財

政収支計画、ことし9月2日の常任委員会で報告した個別施設計画の基となる数字を既に反映

しているところでございます。

今後は、今回、中間報告を行った個別施設計画と、現在の財政収支計画に反映させた数値

で、変更する部分がありますので、収支の状況を鑑みながら、事業実施時期や予算規模につ

いて関係課とも協議を行い、適宜、財政収支計画に反映してまいりたいと考えております。

また、修正した財政収支計画につきましては、後の総務・経済常任委員会において、年内

を目処にお示しをしたいと思います。

次に、旧中学校の後利用につきましては、旧中学校は平成24年12月に閉鎖し、当時、建物

の利活用について検討しておりましたが、耐震化等の基準をクリアするためには多額の費用

がかかることもあり、そのような中で建物の利用を断念した経緯がございます。

当時、解体に要する費用が、概算で1億4,000万円と算出されており、解体費用について、

適当な補助制度もなく、今日に至っております。

また、土地の有効活用につきましては、現段階では特段の計画はしておりませんが、今後、

まちづくり構想について、総合的に検討を行い、利活用の計画を示せるよう努めてまいりま

す。

次に、第一佐女川橋につきましては、現在、補修した場合、撤去した場合、架け替えした

場合などの比較検討を進めております。

検討結果につきましては、内部協議をした上で結論を出すことにしておりますので、将来、

各施設の維持費の増加が見込まれることなども充分考慮しまして、次年度に報告できると考

えております。

次に、旧恵心園の利活用につきましては、当施設は平成30年3月末に閉鎖をし、同年8月に
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譲渡を受けております。

現在、福祉避難所としての位置づけ、町が管理しておりますが、今後の利活用につきまし

ては、現状渡しを基本に、土地・建物の売り払い、または貸し付けを行うこととしておりま

す。以上でございます。

○議長（又地信也君） 9番 竹田 努君。

○9番（竹田 努君） ちょっと順序別にして、まず4点目の旧恵心園、ここについては売却、

貸し付け等のそういう構想を思っていたっていうことであります。町長、ここ一昨年、江戸

川区の福祉事業者との交渉で、町長自ら先頭に立って接点、交渉してきたと思うのですよね。

やはりその辺がその結果、江戸川区との福祉施設のその業者との接点が折り合い付かなか

ったのかどうなのかということは、その後の報告我々いただいていませんので、わかんない。

私は、やはりこの売却だとか貸し付けって言うから、無償で貸与というか無償でいいです

から使いませんかってなぜそこまでいかないのかなっていうのがやはりちょっと非常に残念

なのですよ。無償であればお金かからないのであれば、多少中の改修費で何とか運営できる

のであれば、それじゃあっていうふうになるかもわからない。それは、相手あることですか

らわからないのですけれども、その辺の経過も含めて、やはりなんか当面は福祉関係の緊急

避難施設としてあれしている。だから、避難施設としてあれしているのだったら、例えばき

ちんと発電機の装備だとかいろんな装備ありますよね。それらをあれして、ですからここは

当面この利用はできないとすれば、そういうことで維持しますっていうならいいんだけれど

も、なんかその辺がちょっと見えないところなのですよ。

3番目の第一佐女川橋、これについては次年度方向性を示すっていうことですから、わか

りました。

2番目の旧中学校、これについては解体するのに1億4,000万円。ですから、私ここに書い

たのは、いまだったら財政に多少余裕あるわけだから、いま解体をしていま流行の何と言う

のですか、メガソーラーって言いますか、面積にして約2町くらいあそこの土地がグラウン

ド含めてあるわけですから、それに取り組んだらどうだろうっていうやはり天秤ではないの

ですけれども、どうした場合にこのままだったらずっと例えば旧中学校そのままに使えない

施設ですから、町は補修する考えもないとすれば、解体しかない。早く解体をしてやはり後

利用に活用すべきだってそういう考えなのですよね。そのことについてどうですか、もう一

度再考、町長できないですか。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君） 旧中学校の後利用でございますが、先ほども申し上げましたよう

に、まちづくり構想を練るにあたりまして、総合的に検討していきたいということが現段階

での考えでございます。

また、恵心園のこれまでの営業報告、あるいは先方とのやり取り、これにつきましては副

町長のほうから説明をいたします。

○議長（又地信也君） 副町長。

○副町長（大野 泰君） ご質問の4点目なのですが、ただいま無償というお話もございまし

た。福祉目的で公益的活用ということになれば、無償ということも前提とすることが可能か

というふうには思います。江戸川区さんのほうへ話を持ち込んだ背景につきましては、東京

都内でこれからどんどん高齢化が進んできて、高齢者の福祉施設が不足をするであろうとい
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う中で、江戸川区とは木古内町連携をしているということもございまして、有効活用をこの

北の大地木古内町でやっていただけませんかという要請にまいりました。そのことは、議会

のほうにもお伝えしております。

また、そのあとの経過につきましても、江戸川区さんのほうで対象となる法人の役員さん

が集まる機会があるので、参加を検討する法人に手を挙げてもらいたいというような説明を

終えているのですが、私が昨年8月にお邪魔した時に返答をいただきまして、手を挙げると

ころはありませんでした。そしてまた、北海道はやはり遠い、そして指示命令系統のこのス

ピード感です。そういったものについてもなかなか実施をしていく上では障害になりますと

いうこともあわせて、議会には報告した経緯がございます。全く説明をしていないというこ

とではなくて、その後も東京都内では高齢化がこれから益々進んできて、福祉施設が不足す

るであろうということで、利用していただける法人等がないでしょうかということで、上部

機関、道や国のほうにも声かけをしてはいるのですが、いまのところどこからもそういった

希望が届いていないという中では、この施設を福祉目的の施設としての利用だけを考えるこ

とではなくて、新たに別な企業の営利目的の施設としての活用も考えてもらおうということ

で、公示をしていこうと思っております。その際には、やはり最初に有償で公募をかけまし

て、有償が適わないというような状況で、応募したところが計画書を上げてきた時に、その

計画の内容によっては有償貸与も売却じゃなくて有償貸与もあるでしょうし、無償の貸与も

ある。ただ、そこは行政だけで決めるのではなくて、議会の皆さんにもご説明をしながら取

り組んでいこうと思っていますので、いまその公示をしていく状況の中にあるということで、

ご理解をしていただければというふうに思っております。

○議長（又地信也君） 9番 竹田 努君。

○9番（竹田 努君） 4番目の旧恵心園については、今後そういう利用していただける企業

というか、俗に言う企業誘致ですよね。やはりこれについても、いつまでも企業誘致の施設

としてストックするのでなく、やはり年次をきって、もう2年間で見込みがなければ、施設

を何とか別なものに用途変更するって、そういうことも必要なのかなというふうに思います。

先ほどの旧中学校の問題については、今後のまちづくりの中でということですから、これ

についても私は、きちんと先ほどの第一佐女川橋ではないですけれども、新年度令和2年。

2年には、予算計上をして解体をして更地にして、別なやはり用途にむけるだとか、どっ

ちにしてもあそこ解体しなきゃだめなのですよ。何するについても。やはりそのくらいのこ

れいつっていう部分、次年度の予算に盛り込むっていう考えがないのかどうなのか。

それと、先ほど前段に聞いた財政的な部分で、個別計画の中でも5年くらいはまずそんな

に変わらないだろうと自分もそう思っています。そうした場合に4年間で町長、6億6,000万

円投資することになるのですよね。今回の決算の中でも公債費比率も何年間前から見れば、

基準の中では収まっている。25以内ですから、収まっているのですけれども、徐々に公債費

比率も増えてきているというか、財政的な部分からすれば必ずしも良いあれではないわけで

すから、そういうものも含めてこれをやはり大幅に個別計画についても見直し、圧縮するな

らする。そして、将来は解体しますよだとかっていうそういう表示しかないのですよ。5年

後には処分しますだとか何とか、やはりそういうものがなければ財政の計画立たないんじゃ

ないですか。その辺についてどうですか。

○議長（又地信也君） 町長。
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○町長（大森伊佐緒君） おっしゃるとおりでございまして、一つひとつの細部の計画がな

ければ、それを財政収支計画に盛り込めないということがはっきりしていますので、一つひ

とつただいまいただいたご意見を参考に計画を練って、財政収支計画に落として、そして皆

様にご説明したいと思っております。

○議長（又地信也君） 9番 竹田 努君。

○9番（竹田 努君） 町長、中学校の解体の時期含めた部分について。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君） 先ほど来申し上げているとおり、これからまちづくり構想を練っ

てまいりますので、総合的な検討をしてまいります。

○議長（又地信也君） 9番 竹田 努君。

○9番（竹田 努君） これから財政の裏付けについては、個別に再度精査をするっていう考

えでありますし、一番関心っていうか注目していたのは、旧中学校の施設だったのです。こ

れについては、今後のまちづくり構想の中で、精力的に進める。できれば新年度に解体費の

計上なることを期待をして、一般質問を終えたいと思います。

○議長（又地信也君） 9番 竹田 努君の一般質問を終わります。

次に5番 安齋 彰君。

○5番（安齋 彰君） 5番 安齋 彰でございます。

はじめての一般質問になりますので、お聞き苦しい点もございます。どうぞご容赦くださ

い。

それでは、質問させていただきます。

喫緊の課題である少子化問題に対応するため、国は、結婚・妊娠・出産・育児の一貫した

「切れ目のない支援」を実施することが重要であるとの認識のもと、地域における少子化対

策の推進を目的とし、平成25年度より「地域少子化対策重点推進交付金」を創設し、地域独

自の先駆的な取り組みを行う地方公共団体を支援しています。

平成28年度には、経済的な理由で結婚を断念することがないよう結婚に伴う住居費や引っ

越し費用を補助する「結婚新生活支援事業」が追加され、現在は全国で260、北海道内では2

0の自治体が活用しています。

この交付金事業への取り組みについてお伺いいたします。

木古内町ではこの事業に取り組んでいませんが、その理由をお聞かせください。

○議長（又地信也君） 答弁を求めます。

町長。

○町長（大森伊佐緒君） 5番、安齋 彰議員のお尋ねにお答えいたします。

お尋ねにありますように、国は、少子化対策を目的に、地域と連携して実施する施策とし

て、平成25年度より、地域少子化対策重点推進交付金制度を創設し、平成28年度からは、結

婚新生活支援事業をそのひとつとして制度化しております。

この制度は、新婚世帯を対象に家賃、引越費用などを補助する地方自治体を支援するもの

で、国の制度では、補助率2分の1、交付上限額は一世帯あたり30万円とし、対象は夫婦とも

に34歳以下、かつ世帯所得340万円未満となっております。

本年7月現在での交付決定状況を見ますと、全国で262の区市町村、全道ではお尋ねには20

とありますが、私どもの調査では19の自治体が実施しております。
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一方、実施した自治体においては、年齢や所得の制限が厳しいとの声もあるとともに、利

活用件数が限られているとこのように伺っております。

当町においては、幅広い少子化対策を進める中で、婚姻に対する直接な支援よりも、子育

てや就業支援などの実施が、より優先度が高いとこのような考えのもとで、木古内町まち・

ひと・しごと創生総合戦略等に基づき、具体的には子育て支援では、相談窓口の充実、らっ

こクラブやぷちらっこなどの育児交流サポート、子ども医療費の高校生までの無料化、各部

活動遠征事業の助成、妊婦検査の助成、保育料の軽減、任意予防接種の無料化、学童クラブ

運営事業など、また就業支援においては、第一次産業後継者支援事業、介護従事者待遇改善

事業、無料職業紹介運営事業などを行っております。

これらは、毎年度実施している、町内外各層より選出をした創生戦略策定推進委員会での

検証において、一定程度の成果があがっていると判断されておりますので、今後も費用対効

果を見極めながら、着実な実施を図ってまいりたいと考えております。

以上でございます。

○議長（又地信也君） 5番 安齋 彰君。

○5番（安齋 彰君） いまお答えいただきましたとおり、平成31年度予算でも発表されてい

るとおり、当町が妊娠・出産・育児、また仕事の面に関していろいろな事業に取り組んでい

るということは理解しております。

ただ、政府の調査でも結婚を躊躇している大きな理由の一つが結婚に係る資金や住居費な

どの経済的なことが障害であると発表されております。

当町では、平成29年に12組、平成30年が6組、本年は現在既に聞いたところでは13組とい

う婚姻届が出されていると聞いております。もしこれらの方々、この事業を活用していた場

合、中には支援の該当があったことが想定されます。この支援を受けられることが結婚へ前

向きになるきっかけの一つとなり、届出が増えることもあったかと思われます。一貫した切

れ目のない支援の結婚への支援が当町は弱いんじゃないかなと私は感じています。いろいろ

なこういう支援を取り組みを行っている当町ではありますけれども、この妊娠・出産する前

に、結婚をしなければ子どもが何人か産まれる可能性というのは高まらない、またちょっと

離れますけれども定住、こういったものにつながっていかないということでないのかなとい

うふうに私は考えます。何かのきっかけによって変わっていく、いますぐ結果が出なくても

この先を変えるきっかけ作りというものが必要なのでないのかなと私はそう思います。なの

で、この施策、事業にぜひ取り組むべきなのではないかなというふうに私は考えますが、町

長はどのようにお考えになりますか。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君） お尋ねのとおり、結婚極めて大事なことでありまして、これがき

っかけで次の段階に移るとこういうことで、安齋議員のおっしゃるとおりだと思います。

こうした結婚新生活の支援事業も必要だということを十分理解をしておりますが、現段階

ではこの事業では対象となるかたが一つの世帯ということで限られていること、また一回限

りということも一つの前提に入っていると。こういったことから、様々な角度で検討してい

かなければならないと思っております。

したがいまして、大変良い提言をいただいて、しっかりと受け止めさせていただきます。

今後、施策の展開を図るかどうかこういったことにつきましても、状況を踏まえつつ、判



- 22 -

断をさせていただきたいとこのように思っております。

○議長（又地信也君） 5番 安齋 彰君。

○5番（安齋 彰君） ありがとうございます。

いま現在、約半数の48.8％、65歳以上のかたがこの町にいらっしゃいます。この町で結婚

し、暮らしていこうとする若い子育て世代、この世代については、少子高齢化と人口減少に

歯止めをかける大切な存在であり、私はもっと応援すべきであるというふうに考えておりま

す。若い世代がこの先数十年この町に住みたいと思える町か、家族や友達、知人を呼び、一

緒に生活したいと思えるような町なのか、このような交付金事業を活用し、若い人達を応援

することは、少子化対策の推進に取り組み、子育て世代を支援してくれる良い自治体という

アピールができ、木古内町のイメージアップにもなると考えられ、私はこの事業について真

剣に考えるべきということで、町長にぜひ取り組んでいただきたいというふうに考えて、質

問を終わらせていただきます。以上でございます。ありがとうございました。

○議長（又地信也君） 5番 安齋 彰君の一般質問を終了いたします。

11時15分まで休憩いたします。

休憩 午前11時05分

再開 午前11時15分

○議長（又地信也君） 休憩を解き、会議を再開いたします。

一般質問を続けます。

8番 廣瀬雅一君。

○8番（廣瀬雅一君） 8番 廣瀬雅一でございます。皆様、おはようございます。

私のほうから1点、企業誘致予定地についてでございます。

現在、町のホームページに掲載されている企業誘致予定地約742㎡は町民駐車場となって

おりますが、町の中心部に位置し立地条件は良いものの、面積や環境条件によっては企業誘

致にも限りがあると思われます。

交通環境が整備される中、第6次振興計画の中に交通網の利便性を生かすことができる企

業の誘致とあります。

今後の企業誘致予定地について、郊外型の大規模な開発などを含む企業誘致予定地に対す

るビジョンを町長にお伺いいたします。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君） 8番、廣瀬雅一議員のお尋ねにお答えいたします。

木古内町都市計画マスタープランにつきましては、北海道新幹線開業後のまちづくりを進

める中で、現在、担当課で見直しを行っているところであります。

また、企業誘致につきましては、特定の業種を想定しているものではなく、企業振興促進

助成金制度を町内外に幅広く周知することで、企業誘致につなげたいと考えております。

この制度では、雇用の拡大及び地域経済の活性化を目的としており、町内事業者も活用で

きますので、昨年度と本年度において、町内事業者向けに産業経済課所管の中小企業・小規

模企業経営改善等支援補助金制度とあわせて、説明会を実施しているところでございます。

このほかにも、平成28年度において、北海道銀行と包括連携協定を締結しておりますので、
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引き続き連携の強化に努めてまいりたいと考えております。

また、木古内町のホームページにつきましては、木古内駅周辺の企業誘致用地として、中

心部の用地を紹介しておりますが、ホームページには記載のとおり、中心部以外にも町有地

は複数ございますので、個別の相談に応じ、対応してまいりたいと考えております。以上で

ございます。

○議長（又地信也君） 8番 廣瀬雅一君。

○8番（廣瀬雅一君） いま町長の答弁で、ホームページ記載上、個別の対応ということです

けれども、まさにいま内外に向かってアピールする時期かなということを思っております。

最近の新幹線貨物構想やかつてのトレイン・オン・トレイン構想があったと思いますけれ

ども、実現には相当な年月がかかると思います。

しかしながら現状、交通網環境が整っているいまだからこそ、当町としても内外にお示し

する一定規模の誘致予定地は必要かと考えております。

先ほど竹田議員の話にありましたように、旧中学校また旧恵心園の用地でございますけれ

ども、旧中学校に関しては、計画もないと。これから検討するということでございます。

恵心園についてもある一定そういうところには打診はしているけれども、まだ叶っていな

い現状でございます。

いまホームページ上に記載されている当町の駐車場プラス予定地という掲載でございます

けれども、同じくそういう思いでこの旧中学校地、または旧恵心園の用地をホームページ上

に載せて、幅広く募集する公示するっていう考えはないのでしょうか。

また、現在の駐車場の予定地でございますけれども、看板等がないので、そこもちょっと

内外にはお示しできていないのかなと思われますので、その辺ちょっと答弁のほうお願いし

ます。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君） 町内外にお示しするということは、極めて大切なことで、廣瀬議

員のおっしゃるとおりと思います。ホームページ上では、それがまだ十分できていないとい

うそのこともしっかり反省をし、中学校あるいは恵心園、そのほかにも町有地ございますの

で、まちづくり構想の計画とともにそれらを載せていく載せていかないの判断もしていかな

ければならないと考えております。

いずれにいたしましても、大変的を射たお尋ねでございますので、しっかりと受け止めて

これからの発信につなげていきたいと考えております。

○議長（又地信也君） 8番 廣瀬雅一君。

○8番（廣瀬雅一君） いま町長からお言葉をいただきまして、これから検討するということ

でございますけれども、前回も私ホームページ上の話をした時に、そこは早急に対応して変

更していただきました。今回ももし必要というものであれば、早急に対応していただきたい

なと思っていますけれども、町長も再度どうですか、必要と考えられていますか。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君） 町内外にＰＲをする手段というのは、ホームページ以外にもたく

さんありますが、まずは町を一番良く知っていただけるのは、ホームページでございますの

で、ここでしっかりと掲載をしていくということは必要だと考えております。

ただ、いまそれぞれの建物、用地につきましては、これからまちづくり構想の中で、十分
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議論をした上での結論となりますので、少しお時間をいただきたいと思っております。

○議長（又地信也君） 8番 廣瀬雅一君。

○8番（廣瀬雅一君） ありがとうございます。

最後に、先ほど竹田議員の話もありましたように、木古内中学校旧跡地でございますけれ

ども、計画なしとこれから検討するということで、大変広い土地があると思います。

解体のほうも当時価格で1億4,000万円という話だろうとは思いますけれども、10年近く経

っておるわけでございます。当然、建築コストも解体コストというのも上がってはきている

と思いますので、この辺を例えばこれからさらに5年後・10年後と考えるのであれば、いま

のうちにそこは手立てしたほうがいいのかなと思っております。以上でございます。ありが

とうございました。

○議長（又地信也君） 8番 廣瀬雅一君の一般質問を終わります。

次に1番 平野武志君。

○1番（平野武志君） 1番 平野武志です。

このたびの議会から一般質問が議員間の協議、また調査によって、また議長の計らいがあ

りまして、我々の質問だけで20分ということに変更していただきました。対応していただく

行政に感謝するとともに、これまで町長の答弁をせかした部分あったのですけれども、これ

からは時間制限町長の答弁についてはございませんので、ゆっくりと時間を使って丁寧、正

確に答弁していただきたいとお願いしておきます。

一項目目、入らせていただきます。

環境問題における我が町の取り組みについてでございます。

現代社会において、環境汚染に起因する自然破壊や人間・動物に与える影響については、

様々な問題が指摘されております。

地球に誕生し生きている人間として、子孫たちの将来を考えると不安であり、いまできる

ことは何なのかを考えさせられます。

大気汚染によるオゾン層の破壊など規模の大きな話になりがちですが、まずは一人ひとり

が小さな取り組みを進めることを総意として持つことが重要だと思います。

平成31年3月定例会でも、鈴木議員が環境に関わる一般質問をした際に、条例制定等には

なかなか否定的な答えが多く、環境問題に対し私自身は消極的だなというふうに感じました。

人口の少ない木古内町のような自治体からの発信、そして取り組みが大きな流れや動きに

なることも多くあります。

そこで、下記についてお伺いいたします。

（1）番として、プラスチック製レジ袋禁止の取り組みについて、（2）番、超小型モビリ

ティーの導入について、答弁をお願いいたします。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君） 1番、平野武志議員のお尋ねにお答えをいたします。

まず、ペットボトルの容器包装や家庭用品やオモチャなど、日常生活のあらゆる場所で利

用されているプラスチックが原因となり、焼却に伴うダイオキシン発生による大気汚染や、

ポイ捨てなど、不適切に処分されたプラスチックごみによる海洋汚染も進んでいることも事

実と認識をしております。

お尋ねのプラスチック製のレジ袋の取り組みにつきましては、現在、国では全国のスーパ
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ーやコンビニなど、小売店で使われているプラスチック製レジ袋について、早ければ来年4

月から有料化を義務づける方針を発表しております。

また、既にスーパーの一部では、プラスチック製レジ袋の有料化が進んでおり、一方で、

エコバッグを持っていないかたや、観光客にとってはレジ袋が必要ではないかと考えられま

す。

このような状況から、このプラスチック製レジ袋の廃止につきましては、極めて困難であ

ると判断いたしますので、町といたしましてはレジ袋の有料化を町政広報などを活用して推

進し、あわせてレジ袋の削減に努めてまいりたいこのように考えております。

次に、超小型モビリティは、国土交通省が公道走行を可能とする認定制度を創設した、軽

自動車未満、原付以上のコンパクト車で、環境性能に優れ、地域の手軽な移動の足となる1

人～2人乗りの車両を言い、一方で、高速道路や最高速度60ｋｍを超える道路は、走行がで

きない車両とこのように理解をしております。

また、自治体の認定制度に従い、申請することで公道走行が可能となり、車両の購入や電

気自動車用充電設備等の工事費については、3分の1が補助金となっております。

一方、北海道の冬は雪が降り、道路がアイスバーンとなることから、走行が可能なのかが

不明なこと、またこれまでの導入支援を受けた事例が北海道ではまだ1件もないこと、さら

に車がコンパクトでありますので、交通事故によるケガなど、不安要素が数多くあります。

こうしたことから、超小型モビリティの実態がわからない中での導入、あるいは導入時の

補助金等の制度については考えてはおりません。

○議長（又地信也君） 1番 平野武志君。

○1番（平野武志君） 町長の答弁をお聞きしましても、ごみによる汚染については大変社会

問題になっているということは共通認識だなと、同じような考えなんだなということは理解

しました。

それで、プラスチック袋の禁止については、難しいと無理だという断言されました。ある

いは、有料化については広報をとおして推進するということですけれども、そのように答弁

答えたわけですから、当然担当課のほうとしても有料化に対する推進についての考え、多少

なりとも考えていただいたのかなと思いますので、その推進の仕方について考え方があれば、

お聞かせいただきたい。

あと、配信するにあたって無理と断言されましたけれども、実際全国の自治体を調べると

禁止に向けて取り組んでいる自治体もあるのですね。そこを事前に調べていただいたのかど

うなのかもあわせて、お答え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） お尋ねにありますレジ袋の有料化についての広報、これは国が来

年4月に早ければ義務付けるということでございますので、その義務付けにあたってしっか

りと取り組むということを先ほどお話しましたが、町政広報などを利用するということがま

ず一つございます。

そして次は、超小型モビリティーの件でございますが、実施している本州の自治体につい

ての実態調査ということですが、それでは担当課長から説明させます。

○議長（又地信也君） 町民課長。

○町民課長（吉田廣之君） レジ袋の禁止ということで、条例を提案しようとしている全国
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の市町村の関係ですが、私が掴んでいるところでは京都の亀岡市、これがここの市が来年3

月議会への提案を目指すと。そして、施行については来年夏頃から施行したいという情報は

掴んでいますが、その中身についてはまだ承知しておりません。

○議長（又地信也君） 1番 平野武志君。

○1番（平野武志君） 先ほど町長が国の進むべき方向なのですけれども、元々このプラスチ

ック袋を廃止に向けて、まずは有料化を進めようという国の方針があったのですけれども、

それは2020年東京オリンピックに向けて、環境問題について取り組もうということで、進ん

できたわけなのです。しかしながら、来年度に国が必ず有料化に決めるというのが決まった

わけではないですよね。そこのまず確認、もう一度お願いします。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君） そのとおりでございまして、早ければ来年4月に義務付けるという

ことをこの方針を発表したという段階でございます。

○議長（又地信也君） 1番 平野武志君。

○1番（平野武志君） 町長が確定したという言葉に聞こえましたので、ちょっと確認させて

いただきました。国が推奨していると確かに次年度の4月に向けてと言いますが、これ相当

反対勢力と言いますか、大手コンビニ業界も反対の意向を示しておりまして、私は正直来年

4月に確定するとは思えないのです、全国一斉に。しかしながら、この環境問題を考えた時

に、このプラスチック袋を廃止するというのは、当然環境を考える人間として共通認識で、

廃止するべきだっていう考えは大多数を占めるのです。

そこで、いま町民課長からも説明ありましたとおり、このことに懸命に取り組んでいる自

治体が京都の亀岡市という事例を出していただきましたが、この亀岡市は今年度中に全760

店舗をそのプラスチック袋を扱っている店舗があるらしいのですけれども、まずは有料化を

実現すると。その上で、来年の夏には使用さえも禁止とした条例を施行するというような取

り組みなのです。しかも罰則も設けて、違反された業者には氏名を公表して、思い罰則を設

けるぐらいの強い意志で、現状取り組んでいるのです。そこの市がこれからどう進むかわか

りませんが、先ほど町長の答弁の中でごみによる汚染についても共通の認識だということで、

そのプラスチック袋も国が示すとおり、禁止にするのが最善の策だと考えるのであれば、一

番最初に通告したとおり、このような小さな自治体からでも進めることが国の向けている指

針に対して、良い起爆剤になると思うのです。

ちょっと戻りますけれども、昨年の一般質問で町長の町に対する思いと言いますか町長の

政治姿勢ということで問うた時に、新しい抜本的な国や道に注目されるような施策を考えて

いないのかというやり取りしたのは覚えていると思うのですけれども、私はこの木古内町が

人口減少も進み、これから移住定住の案と言いますか提案も次の質問で出しますけれども、

そういうのを取り組んでいくにあたって、目立つことが良いということではありませんけれ

ども、国が推奨していること率先して、こういう小さな町がやるということが非常に重要な

んじゃないのかなと思い、今回の質問に至ったわけなのです。

このごみ袋に対しては、私も商売やっておりますので、実際町に提案する前に、じゃあ自

分は取り組んでみようということで、取り組んだ過去もあるのです。そうしますと、ご存じ

のとおり木古内町の中小企業は大変、大変な商売状況の中、コンビニ業界がそこで反対して

いるというのは、当然ながらお客さんから苦情があるわけです。そうすると、ここの店では
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ごみ袋環境問題に一生懸命ですと言いながらも、プラスチック袋を出さないよ、じゃあよそ

の店は出しているからあっちのほうが便利だからごみ袋にもなるしあっちに行こうというこ

とになって商売として下ってしまうわけです。それは避けたいと。同じく同様の商売をやっ

ているかたにも話を聞くと、自分達もそのような取り組みはしたいけれども、やはりお客さ

んに対応するのに苦慮することを考えると、現状では変えられないと。でも変えられるもの

なら変えたいというのが現状なのですよ。そこで、我々の個人だったり商工会で取り組むよ

りは、町が率先して木古内町はごみ袋を有料化します、その後削減、禁止しますということ

を掲げてくれれば、我々小さな商売人も町にその考えをあわせて、木古内町こういう考えな

ので我々もそういうことを進められますということになるのですよね。ですので私は、この

ような取り組みを言えば、全国で亀岡市が最初に進めようとしているのですけれども、奪う

わけじゃないですけれども、木古内町が全国一になったらどうかなと思うのですよね。その

ような考えによって、木古内町の発展にも人口減少の少しでも抑えることにつながると思う

のですけれども、考えはいかがでしょうか。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君） いまは、プラスチック製のレジ袋に特化したお話になっています

が、町で条例制定などをしようとしますと、海洋汚染問題にも触れてこなければならないと。

海浜にいろんなものが流れ着く、その中にペットボトルだとかなども多く混ざっている。

北海道の環境生活部ではこれらの問題に対して会議をやる際、自分達の会議ではとにかく

ペットボトルになるものだとか、それからプラスチック製のコップだとか、こういったもの

は全てやめましょうと、マイボトルにしましょうといういま活動をしています。本当に議員

おっしゃるように、小さなところからやっていこうと。そしてまた、外部からの委員も参画

する会議の中でも、一切のペットボトル製品は出さないと。来ていただくかたに、マイボト

ルを持って来てくださいとこのように説明をしていると。こういったことなども紹介されて

おりました。

また、その部署ではレジ袋に変わる袋、マイバッグですね。この導入の取り組みを進める

中で、身近なところから自分達でやりましょうとこういうことで、まだ国の方向性が示され

ただけの状態で、道としてもそれをまだ条例化しようという動きにはなっていない中で、と

りあえず担当部署でそのような活動をしていると。それをニュースを目にした時に、そこま

で踏み切れるのかなと、これまでテーブルにはお水があったりお茶があったりしていたもの

を全て拒否しちゃうと。これは大きな都市部にはさほど影響はないのかもしれませんが、私

どものような小規模の町ですとやはりそれがお店の売り上げに響くことなども考えますと、

はたしてこのレジ袋あるいはペットボトル、これを全てだめですよというようなことは、な

かなか難しいと。そうすると、条例制定で行うよりも一つひとつ私どものほうで皆さんに協

力を求めていくということになるのではないかというふうに考えております。

○議長（又地信也君） 1番 平野武志君。

○1番（平野武志君） 海洋汚染全般を考えた時に、とんでもなく範囲が広がって、それを全

てを組み込んだ条例となるとこれはとんでもない、中身も調査・研究しなきゃならないです

し、調整もしなきゃならないです、時間かかるんです。私もペットボトルのいま町長事例お

話されましたけれども、今回の環境問題を質問する際に、ペットボトルだったり様々な問題

を取り上げながら、今回のこの木古内町に適してと言いますか唯一できるのか何かなという
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探ってきた中で、今回のレジ袋に辿り着いたんです。私は、国はもちろんそれを進めている、

道は全然いま進んでいないと言いながらもこの環境問題の中で、このプラスチック袋が問題

だっていうのは全みんな共通認識なわけですから、国が進めなかろうが道が進めなからろう

が、木古内町は率先してできるのであればやるっていう方向に持っていってほしいのですよ

ね。それが先ほど重ねて言いますけれども、我が町の発展、人口減少の少しでも抑える起爆

剤にもなると私は思っているのです。

それで、ちょっとレジ袋についても地元の商店の方々を心配された声もありましたけれど

も、私も先ほどは自分の店だけがやると、実際近隣のお店と比べられると。お客さんから苦

情が入って、マイナス要素があるよと話は申し上げましたが、例えば亀岡市の例を見てもい

ま大手のスーパーはご存じのとおり、既に有料化が進んでいるところが多いです。しかしな

がら、コンビニエンスストアがいま一番レジ袋の有料化について、困難と言いますか難しい

という考えを示しているのですね。しかしながら、この亀岡市についても大手コンビニが自

治体として条例を出すのであれば、考えざるを得ないと。前向きに進むという発生もしてい

るのです。私達も先ほど町長心配されるように、お客さんに対してイメージが悪い、サービ

スも悪い、マイナスだという言葉もありましたけれども、木古内町が全店取り組むのであれ

ば、それはマイナス事項にはなりませんと言っているのです。私の商工会の仲間も同じよう

なことを言っているのです。ですので、我々もそういう気持ちですので、町として取り組ん

でいただきたいということを今回の一般質問で申し上げているのですね。せめて先ほども言

いましたけれども、海洋問題で全てにおいて条例を組むというのはこれは難しいこと、国で

も決められないことをこういう小さい自治体で決められるのかと言ったら、もちろん決める

のは難しいと思います。しかしながら、私はたった一つのことでも条例化することが必要だ

と思うのです。例えば今回は、レジ袋、プラスチック袋についての条例を作りました。この

あといろいろ国の制度、道の制度が進んでいった時に、じゃあ木古内町もこれにまた追加し

て、環境問題についての条例をどんどんどんどん膨らませていこうっていうことでいいと思

うのです。まずは、一個のことを条例にすることは、私はおかしくないと思います。

ですので、まだ担当課長も木古内の現状だとか商工会関係の店舗だとかに調査も行ってい

るわけでもないですし、現状がどうなるかも含めて、その現状調査をした中で、実際今回提

案したこの条例改正が可能なのかどうなのかっていう考えには至りませんか。いまここでも

う難しいと言うのではなくて、どうでしょうか。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君） 条例制定に結びつけるとすれば、市場調査をしなければならない

のは当然でございます。国の動きが一歩進んできましたので、こういったことは必要ではな

いかとは思っていますが、現段階では前向きでないというのは、議員ご指摘のとおりでござ

います。

また、海洋汚染問題は幅広いというふうに認識されておりますが、北朝鮮からと思われる

船が昨年は約60隻、日本海側から津軽海峡に面して来ております。当町でも一艘ございまし

た。ことしはまだ一桁台なのですが、これの解体費用というのは、その多くが国が費用を負

担するというルールになっているのですが、そのほかのものについては全て自治体がやりな

さいといういまそういう法律になっていますので、ここについてはいま北海道町村会では、

これらのことについてしっかり国に意見を申し上げ、国の負担もある中でごみの処理をして
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いくということの提案をしようとしておりますが、なかなかそれも簡単ではない。海に囲ま

れた我が国ですから、そういったところがたくさんあると。しかし、町にとってみれば大変

大きな財政負担になってきますので、ここら辺もあわせて私とすれば大きな問題ではありま

すが、これも大事な問題と理解しております。

いまお尋ねでは、プラスチック製のレジ袋に特化しておりますが、ここは調査をするとい

うことで進めていって、将来の展開に結びつけたいとそのように考えております。

○議長（又地信也君） 1番 平野武志君。

○1番（平野武志君） 質問の中、幅広く答えていただいて、海のごみについては我が町の負

担があると。そのことは触れてはなかったのですけれども、町長の答弁時間加算がされませ

んので、参考までに聞かせていただきました。

条例になぜこだわるかと言うと前回、鈴木議員からも例えばたばこのポイ捨てについてと

いう条例制定はどうでしょうかと出されました。私も今回、まずはレジ袋の有料化、そして

禁止に向けての条例化ということで提案しておりますけれども、町長はこのような条例提案

をすると正直自分達もできるのですよ。できるのですけれども、私はやはり町長の自らの取

り組みでやってほしいということで、一般質問に持ってきているのですけれども、取り組み

として考え方は一緒だと。しかしながら、条例制定までには至らず、小さな取り組みをコツ

コツやっていくということで述べられるのですけれども、なかなか成果として表れないので

すよ。一生懸命やります、広報に載せます、町民に訴えますって言っても、それが実際どこ

まで成果あって効果があるのって言ったら、実際薄いことが多いのですね。ですので、私は

あえて条例にこだわって、木古内町は自信を持ってこういうルールにしましょうっていうこ

とを提案させてもらっているのです。

プラスチックごみについては、このあと調査するという言葉はいただきましたので、この

あと国や道の流れに沿ってということではなくて、調査が速やかに終わり次第できるのであ

れば、取り組んでいただきたいと思いますので、それは私の意見として述べさせていただき

ます。当然ながら、その調査結果については、報告をしていただきたいと。まず、この約束

をしていただけるかどうなのか。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君） 調査方法等について、全く白紙の状態でございますので、どのよ

うな調査をするか、どの範囲で行うか、こういったところを検討して、検討結果につきまし

ては、速やかにお伝えするということはお約束いたします。

○議長（又地信也君） 1番 平野武志君。

○1番（平野武志君） 調査方法については、私も商工会の役やっておりますので、協力しな

がら調査がスムーズに進むように、できることは私もやっていきたいと思います。

一項目目の2番目なのですけれども、小型モビリティーの導入についてなんですけれども、

これは町長の答弁でおっしゃるとおり、全国的にもなかなか進んでいないのが実情で、確か

に北海道では導入事例がないと。雪の降らない地域の観光でしたり、路地の細いところでし

たり、あるいは一部の商店の配達に活用したりというのが事例で、この機種が出てから8年

ぐらい経つのでしょうか確か、ちょっと正確にあっているかわかりませんけれども。それで

もなかなか導入が進んでいないというのが実情です。しかしながら、なぜ今回この小型モビ

リティーの導入を考えていただきたく一般質問したかというのは、前回の一般質問の中で高
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齢者の交通安全について、質問させていただいたのです。その際のやり取りの中で、最後こ

の小型モビリティーも話触れたかったのですけれども、ちょっと時間が足りなくて今回この

環境問題にも関わりますので、載せさせていただいたのですけれども、高齢者の免許の返納

率だとかを前回の定例会の一般質問の中で聞いて、現状高齢者のかたがどのタイミングで免

許を返納すればいいか困っていると。木古内町のこの現状を見ると、車が例えば市街地まで、

家からの買い物まで、病院までというのが結構距離あるわけです。その間、電車はもちろん

のことバスも本数も少ない、移動手段がないのでやはり車を放すことができないというのが

現状で、免許返納率が今後もおそらく進まないだろうという考えです。しかしながら、安全

面では例えば衝突された際のダメージと言いますか、そういうのは確かにこの車は乗用車に

比べたら大きいかもしれませんけれども、高齢者にありがちなアクセルとブレーキの踏み間

違い。例えばアクセルをブレーキだと思ってグッと踏んでも乗用車だったらドンといって事

故になってしまうけれども、この小型モビリティーの馬力を考えると急にスピードが出るこ

とがなくて、安全走行が可能であると。そのような観点から免許を返納される高齢者のかた

に、推奨してはどうかなと思ったわけです。しかしながら、そのためには町が導入に向けて

の規制と言いますか申請をしなければなりませんので、その申請が可能であって、後々は高

齢者のかたがこれに乗り換える時の補助・援助をするところまでの話はいきたいのですけれ

ども、まずは高齢者のかたが車はもう正直諦めようと。でもこの車に乗りたいっていう人が

いた時に、じゃあいまこの木古内町の現状では乗れないということになりますよね。そこの

考えをまずどう考えているかを聞きたかったのです。町がまず率先して進めるのではなくて、

そういうもし乗りたいと、夏場だけでもいいから乗用車危ないって家族に言われているので、

車は返すけれどもこれだったら安全性も家族にもお墨付きなので、これを乗りたいというか

たが現れた時に、町として対応どう考えているかをお聞かせいただきたい。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君） 先ほども申し上げましたように、個人的にお買い求めいただくと

いうのは何ら問題ないのないことですが、免許の返納ということになると、今度は免許が必

要な車ですので、使えなくなっちゃうということがありますので、返納と一緒に考えられる

とちょっとそこで違う点が出てくるかと思います。免許持ちながらもそういう車を使おうと

いう場合は、町としての支援ということになりますと、それは先ほども申し上げましたよう

に、不安要素がたくさんありますので、その解決をするまでは補助をするとか、この導入を

するとかということには考えておりません。

○議長（又地信也君） 1番 平野武志君。

○1番（平野武志君） すみません、言い方がまずかったのか捉え違いもあるのか。免許返納

を考えているかたが乗用車は危ないので、要は車返納ですね。車を戻してこれに乗り換える

というかた、考えているかたに町がどのように対応していくのか。当然ながら、道路どこで

も走れるわけじゃないのですね。これを走るのに申請が必要だと思うのですけれども、自治

体として、そこの考えについて。先ほど買うのは自由だとおっしゃっていましたけれども、

これ申請なく乗れますか、認定なく。ちょっと確認です。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君） 先ほど答弁でお話しましたとおり、自治体の認証制度ということ

が必要になりますので、自治体の制度に則って運転してもらうとこういうことになります。
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そういったことで、自治体の認定制度というのが必要になりますが、当町ではその実施の

意向がございませんので、使えないということになります。

○議長（又地信也君） 1番 平野武志君。

○1番（平野武志君） わかりました。そうしましたら、そのような考えがあるかたでも木古

内町としては受け入れないという考えでいいのですね。わかりました。これ以上話しても断

言されましたので、今回の小型モビリティーの件についての現状の町長の考えはわかりまし

た。しかしながら、高齢者のことを考える施策、あるいは今回は環境に特化した質問ですけ

れども、やはり答弁を聞いていて感ずるのは、世の流れを見ながら我が町も進めていくとい

うふうに捉えるのですね。私は、やはり国や道の動きにとらわれずに、我が町独自で町長が

自ら手を挙げて進んでいくことが町の活性化につながるということをあわせて申し上げてお

きますので、今後もこの条例に向けてまず調査するということですので、調査の状況を見な

がら今後もまた様々な面で指摘と言いますか、まず条例制定については考えていきたいと思

います。以上で、一項目目を終わります。

○議長（又地信也君） 一般質問の途中でありますが、昼食のため、1時まで休憩をいたしま

す。

休憩 午前11時58分

再開 午後 1時00分

○議長（又地信也君） 休憩を解き、会議を再開いたします。

一般質問を続けます。

1番 平野武志君。

○1番（平野武志君） 午前に引き続きまして、一般質問を続けさせていただきます。

二項目目に入らせていただきます。

移住・定住施策についてでございます。

人口減少対策については最重要課題であるにも関わらず、なかなか一向に強い取り組みが

見えてきません。その結果、人口減少は進む一方です。

過去にさかのぼると、常任委員会でも人口減少対策について議論し、また、同僚議員から

も様々な場面で質問や提案が出されています。

私自身も人口減少に関連する一般質問は、ここに記載するとおり10回を数えますが、様々

な提案や専属課の新設も求めてまいりましたが、なかなか町長には受け入れてもらえません

でした。

今回、事例を載せましたので、その事例に沿って質問を数点に絞りましたので、町長の考

えをお聞かせいただきたいと思います。

事例の①、結婚を機に子育て支援の充実したほかの自治体へ移住した。事例の②、子ども

が住んでいる木古内町に移住してきたいが、なかなか手頃な住宅を見つけられない。これは、

一軒家希望の高齢者のかたです。

事例の③、家族4人で函館近郊のできるだけの田舎という考えのもと、家の購入を考えま

したが、様々な条件検索をした中で、木古内は残念ながらヒットしなかったと。この三つを

事例に上げております。
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そこで、質問事項が(1）、ホームページで移住・定住の表題を掲げてはございますが、な

かなか広く周知されていません。さらなる支援の充実をし、ＰＲの強化について、するべき

と考えますが、その考えを伺います。

（2）番、空き家バンクの伸び悩みが目につきます。売買や賃貸に町ももう少し関与し、

両者への支援策にもう一歩踏み込むべきだと考えますが、町長の考えを伺います。

（3）平成27年12月定例会の一般質問2項目目の（1）から（3）の提案を再度考えていただ

き、移住者増に向けて取り組めないか。こちら添付書類として（1）から（3）まで、事前に

行政のほうには出しておりますので、それぞれの質問に対しての答弁をお願いいたします。

○議長（又地信也君） 答弁を求めます。

町長。

○町長（大森伊佐緒君） 当町における人口減少問題対策、移住定住対策につきましては、

平成27年度に策定し、人口の将来を展望する木古内町人口ビジョン、並びに町の最上位計画

であります第6次振興計画のまちづくりのテーマを共有しつつ、人口減少の抑制、少子高齢

化対策に重点を置いて策定し、木古内町まち・ひと・しごと創生総合戦略等に基づいて実施

をしております。

この戦略においては、国が示した施策の「地方における安定した雇用を創出する」、二つ

目は「地方への新しいひとの流れをつくる」、三つ目は「若い世代の結婚、出産、子育ての

希望をかなえる」、四点目は「時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守るとともに、

地域と地域を連携する」、このように四つの分野に対して、それぞれの基本目標を定め、施

策の展開を図っているところであります。

お尋ねの支援の充実とＰＲ強化につきましては、現在展開しております木古内町創生戦略

を継続して実施するとともに、第2期創生戦略の策定過程で、検証と成果を踏まえつつ、各

事業のさらなる展開について検討してまいります。

また、ホームページを含めてのＰＲ不足につきましては、まさに真摯に受け止め、よりわ

かりやすく、かつ広範な周知に努めてまいります。

次に、空き家バンクにつきましては、現在9件の登録がありますが、今後も周知を図り、

登録件数の増加に努めてまいります。

また、町の売買、賃貸への関与につきましては、宅地建物の取引については、高度で幅広

い専門知識を要することになりますので、現段階では考えておりません。

したがいまして、平成29年度から実施しております、空き家リフォーム助成事業とあわせ

て、周知に努めてまいります。

次に、建築費の一部助成と固定資産税の免除につきましては、固定資産税は現行制度にお

いて、新築の場合は半額が免除となるとともに、住宅ローン控除制度の活用も見込まれます。

また、中古物件においては、空き家リフォーム助成事業も活用できますので、まずは現行

の制度を利用していただくよう、しっかりと周知をしてまいります。

賃貸物件の半額助成につきましては、従前からの町内住居者との公平性の観点などから、

困難と考えております。

まずは、空き家リフォーム助成事業を活用していただくなど、現行制度の利活用を優先し

て検討していただくこととしております。

移住者のみへの通勤助成につきましては、従来からの町内住居者との公平性の観点などか
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ら、困難と考えております。

全体を対象とした、町内から町外への通勤に対する助成につきましては、一定の距離を通

勤する場合、今後、検討する時期がくることも考えられますので、ほかの自治体の制度も踏

まえつつ、状況の確認を続けてまいります。以上です。

○議長（又地信也君） 1番 平野武志君。

○1番（平野武志君） 詳細の再質問に入る前に、町長再度聞きますが、人口減少対策につい

て真剣に向き合っていますか。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君） 真剣に向き合っております。

○議長（又地信也君） 1番 平野武志君。

○1番（平野武志君） それでは、まず過去に遡ると私自身現状の体制では、この人口減少対

策に対する施策の実行等々がいまの職員の体制で厳しいということで、それに専属した課を

新設できないかという質問をした時に、当然ながら新しい課は作らないという答えだったの

ですけれども、その際に答えた町長のお言葉が、現状の体制の中でしっかりとこの人口減少

対策に取り組むというお言葉をいただきました。そこで現状の体制、当然担当課それぞれ分

野によってありますけれども、この町全体をとおして人口減少対策検討会議、こちらを全課

共通でこの人口減少に向き合う会議だということですけれども、これ平成30年度何回開催さ

れていますか。また、平成31年に入ってから何回開催されましたか。

○議長（又地信也君) まちづくり新幹線課長。

○まちづくり新幹線課長（木村春樹君） 人口減少問題対策会議は、平成30年度に7回開催して

おります。その間、理事者との意見交換会や最終的に取りまとめた提言について、理事者の

ほうに提出してございます。

また、平成31年度につきましては、移住定住の推進会議ということを開催しております。

これは、庁舎内で一度、開催しております。現在は、先進地視察に向けての準備をしてい

るところです。以上です。

○議長（又地信也君） 1番 平野武志君。

○1番（平野武志君） その詳細をお伺いしたいのですけれども、平成30年の7回の中での検

証で、実際この人口減少対策がこの町が進んでいるかどうかという判断については、どうい

う見解だったのか。あるいは、いま平成31年に入ってから1回開催し、先進地を見てくる視

察してくるってどういうジャンルの先進地ですか。

○議長（又地信也君) まちづくり新幹線課長。

○まちづくり新幹線課長（木村春樹君） 平成30年度の人口減少問題対策会議を開催するにあた

っての認識の前提は、残念ながら人口減少が抑制されていないということです。これは、社

会問題人口研究所というところが推計した各自治体別の将来人口の推計と、木古内町が人口

ビジョンを策定した際の将来人口の展望、そして現況の人口を比較した時に、残念ながら人

口減少の抑制が進んでいないという前提で、議論させていただきました。

加えて、先進地視察につきましては、人口問題研究所の将来人口が比較的緩やかな自治体

で、なお且つ人口減少問題対策に取り組んでいるというか、移住定住に対して取り組んでい

て、現在は人口増になっている自治体。具体的には上川管内の東神楽町、東川町、鷹栖町、

それと後志管内のニセコ町の4町を視察する準備を進めているところです。以上です。
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○議長（又地信也君） 1番 平野武志君。

○1番（平野武志君） 町長、いま担当課長から詳しく答弁いただきました。いまのまさに人

口減少の抑制が進んでいないっていうのが現状なのです。当然ながら、町長もその会議の報

告は受けていると思うので、歯止めが進んでいないという考えの中、きょうの答弁全てにお

いて現状のままいくという答弁なのですね。聞いている我々からすると、全然人口減少どん

どんどんどん進んでいるのに、いまのままと何も変わりないよって言えば当然先ほど聞いた

質問のように、町長本当に人口減少と向き合っているのかなと疑問に思うのですよ。先ほど

1回目の答弁で、総合戦略でしたかそれを検証して、それを反映させるっていう言葉があり

ました。

また、細かい分野でいくと空き家バンクについては、今後の増加に努める。それから、様

々な答弁いただいた言葉、前向きな言葉申し上げていますけれども、10年前からずっと同じ

こと言っているのですよ。その都度、その都度、施策の提言をして、それもやりません、や

りません、現状のまま。綺麗な言葉を使うと、現町民との差別感が生まれると先ほどもあり

ましたけれども。これ新しい施策を打ち出す時に、私も例えばいまは子育ての世代に多くの

助成、補助をしているじゃないですか。それはなぜかと言うと、世の流れがそうだっていう

のもありますけれども、人口減少を歯止めをする施策だと私は思っているのですね。高齢者

のかたからよく話を伺うのは、いまの子育て世代の人達は良いねと。給食費も無償で、子ど

も達を食べらせるお金さえも町が出してくれるなら良いねっていう言葉よく聞くのですよ。

でもそれは、あくまでもこの木古内町を守るためにそのような施策を行って、若い人達を

呼び込んで、数多い高齢者の方々を守るための施策なんですと。じゃあ何人来たの、その施

策によってって言われると答えは残念ながら成果出ていないのですよ。じゃあそれに対して

次はどういう対策をするんだって、どんどんどんどん講じていくのが人口減少対策と真摯に

向き合う姿だと私は思うのです。ですので、過去に10回も質問して、またこの人口減少の質

問かってしつこいなっていう考えがあるのかどうかわかりませんけれども、いま課長の答弁

どおり進んでいないのですから、抑制が。当然、次々と何でもっとやらないんだって、どん

どんもっと力いれなきゃならないだろうっていうの当たり前なのですね。それが私個人の考

えでもありますし、町民の声でもあるのです。まずそこを理解していただきたいと思います。

それで、（3）番目の平成27年12月定例会3項目、内容にも触れて町長答弁いただきました

けれども、その時に添付資料で試算表を添付したのですけれども、当然それも試算表を反映

させながらのいまの答弁になったのでしょうか。それともその試算表には目をとおしていな

いでしょうか。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君） 試算表には目をとおしておりません。

○議長（又地信也君） 1番 平野武志君。

○1番（平野武志君） 残念ですね。前回、平成27年そのあとにも類似した質問しているので

すけれども、当然こういう施策をやる時には、どういうお金の使い方があって、どういう流

れがあって、だからやります、だからやりませんってなるのが当たり前なんじゃないでしょ

うか。今回、やりませんって言った理由もズーンと響きませんし、全然人口減少対策を歯止

めをかけようっていう気持ちに見えないのですよ、聞こえないのですよ。いま一度、私も失

敗しましたねこれ、事前に当然それを見ながら協議していただけると思ったのですけれども、
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コピーでも渡せば良かったのでしょうけれども。簡単に申しますと例えば、建築費を助成し

ますと。それから、賃貸に関して半分助成しますと。通勤費を一人、1万円出しますと。

単純に200万円×5世帯、そして月額2万円の家賃補助に対しての5世帯、通勤費を1世帯一

人限定ということで、10世帯マックスで算出した際の合計が1,240万円なのです。まず、聞

いてください。1,240万円に対して、じゃあ実際それだけの人が入ってきたら、どれだけの

経済効果があるかというのを前回の試算表として出しているのです。その結果、第2次波及

効果もいれて、人口減少対策の施策を講じる際に、各自治体はその経済効果産業関連表を用

いた中で計算式を出すのですけれども、その経済効果の合計が8,000万円を超えるのです。

ということは、単純に町の収入だけじゃないですよ、様々な経済効果を考えて。単純に1,

200万円の投資で、その方々が木古内に来てくれると8,000万円の経済効果が生まれると。プ

ラスじゃないですか。何でそれを打ち出さないんですかっていうことなのですよ。その計算

式のいまの資料は添付していないですから、口頭でどこまで把握されたかわかりませんけれ

ども、いまの試算の中身について、もし町長の考えがあればお聞かせいただきたい。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君） 考えということよりも一つの成功事例となった場合に、経済効果

が上がるというその例だと思います。様々なケースがありますので、本当に実施してみなけ

ればわからない点はたくさんあります。その中でいま担当課では会議を開催し、そして人口

減少をなくするというのは極めて難しい全国的な問題になっておりますので、人口の減るス

ピードを何とか歯止めをかけようということがいま最も大事なところでございますので、そ

ういった面では増やすことも必要ですし、減らしていかないことも必要でしょうし、そんな

ことを感じて一つの成功例としてそれも必要なことなんだろうなということを感じました。

○議長（又地信也君） 1番 平野武志君。

○1番（平野武志君） 新しい人を引き込むよりもまずは町長が言うのは、我が町の人達にい

かに残ってもらえるかというお言葉だと思うのですけれども、この（1）の事例を見てくだ

さい。結婚を機によそへ転出されたかたいるのですよ。それさえも実行できていない現状じ

ゃないですか。だとすれば、いまの町のＰＲも含めて町民への周知も含めて、実際出て行っ

てしまっているのですから、できていないっていうことなのですよ。それまず認めてくれな

いと次に進まないのですよ。やりますと言ってきょうもその前にも話ありましたけれども、

いま現在やっている空き家リフォームの助成をして、そこにやっていると空き家リフォーム

の助成。平成30年、ゼロじゃないですか。これから決算委員会ありますけれども。実際利用

されていないのですよ。一生懸命それをやっているやっているって言っても、実績がないの

ですよ。平成31年はどうですか、これまで、空き家リフォームの実績について。

○議長（又地信也君) まちづくり新幹線課長。

○まちづくり新幹線課長（木村春樹君） 空き家リフォーム助成事業の平成31年度、令和元年度

の現在までの実績は、2件でございます。

○議長（又地信也君） 1番 平野武志君。

○1番（平野武志君） 一応、金額まで教えていただきたいと思います。金額はいくらですか

というのと、ちょっと暮らしの平成30年及び31年の実績はどうなっていますか。

○議長（又地信也君) まちづくり新幹線課長。

○まちづくり新幹線課長（木村春樹君） 空き家リフォーム助成事業の助成額につきましては、
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現在手持ちで持ってきておりませんので、後ほど確認させていただきたいと思います。

ちょっと暮らし住宅につきましても、手持ちで現在持ってきておりません。決算委員会の

資料でちょっと暮らし住宅の実績として30年度については、掲載されていると思います。

今年度につきましては、自分の記憶では3件ほど利用いただいていると思います。以上で

す。

○議長（又地信也君） 1番 平野武志君。

○1番（平野武志君） 良かったですね、平成31年は2件のリフォーム助成の実績があったと。

それで、実際9件登録になっているって、ホームページ見れば9件なんです。多いか少ない

か、考えたら少ないですよね。木古内町の空き家の定義っていろいろあると思うのですけれ

ども、空き家の数、町で把握しているでしょうか。地域ごとにできればわかればいいのです

けれども、もし地域ごとにまとめていなければ町全体でもいいです。

○議長（又地信也君) まちづくり新幹線課長。

○まちづくり新幹線課長（木村春樹君） 町内総体の空き家の件数は把握しておりません。

○議長（又地信也君） 1番 平野武志君。

○1番（平野武志君） そこなのですよね。空き家バンクをやるにあたって、当然総体が何件

あって、じゃあそのうちの何件が登録してくれているっていうのが当然データとして必要不

可欠だと思うのですけれども、それは後の宿題ということで。泉沢だけでも私の住んでいる

地域だけで、空き家50件前後あるのです。隣の札苅のかたに聞くとそれ以上あると。家の件

数を考えると、当然ながら木古内本町はさらにその数倍になるであろうと。いま空き家リフ

ォーム助成はもちろんですけれども、解体の助成もしておりますけれども今後、いまの高齢

化率を考えると、木古内町益々空き家が多くなってくるのは間違いないと思うのです、考え

ただけでも。いかに空き家を実際もうボロボロで住めないような空き家もありますけれども、

まだまだ住めるもったいない空き家もたくさんあるのです。それをいかに活かして、移住定

住に向けて進めていくかっていうのが10年ぐらい前からの課題だったと思うのですね。それ

をやっているときょうの答弁でも言いながら、この10年間の実績で9件なのですよ、実際。

それをまず認めていただきたい。これは、担当課のせいじゃないのです。木古内町が移住

定住、人口減少対策に全体で本当に取り組んでいるかっていう成果だと思うのです。

このたびの保育料の無償化についても、これ国の制度により10月から保育料が無償化にな

りますと。ことしの予算委員会、そして常任委員会の中でも移住定住の政策として、保育料

を我が町独自で無償化できないかというのに対して、当然担当課はそのことも検討していた

だいたと思うのですけれども、当然財政からここに予算を投じるのはいろいろ考えた中で、

全体の無償化はできないと。試算、先ほど資料いただきましたけれども、200万円ぐらいで

すよ、全部を無償にしても。金額の問題じゃないのですけれども、子育て世代をいかに木古

内町に住んでもらうか、よそに引っ越しされないで住んでもらうか。あるいは、よその人達

を呼び込んで、子育て世代の人達を木古内に居てもらうためには、保育料無償化、給食費無

償化、すごい武器だと思うのです。それをドンと打ち出してＰＲすることによって、少しで

も木古内の人口減少を減らせる策になると思うのですね。それを担当課の考えだけではでき

ていない、できない、空き家の件数も総体も調べきれていない。町長は、人口減少に対して

どういう指示をされているのですかっていうことにつながるのですね。その結果が最初に述

べた、真摯に向き合っているのかっていうことに思わざるを得ないのです。ですので、きょ
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うも資料も見ていないですから、これ以上深く話もきっとしても詳細については答弁ないと

思いますけれども、いまだからお金をかけられる、木古内町の財政、それは決して無駄遣い

じゃないです。いま投資をして、木古内の人口減少を少しでも緩めて、若い人達に住んでも

らって、竹田議員がいつも言うような「福祉の町きこない、高齢者を守る町」を作り上げて

いかなきゃないじゃないですか。そういうもっと思い切った対策をするという心構えがこれ

までの一般質問の中でも人口減少対策においては、ほぼないのですね。そこまで思われてし

まって言われてしまった感想に対して、何かございますか。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君） 先ほども申し上げておりますように、人口減少をストップすると

いうのは極めて至難の業で、これは全国的に減少のスピードに歯止めがかかっていないと。

ですから、当町としてはその減少のスピードを緩めるということに力をいれている。一つ

は、会議等もありますが、交流人口の増加によって一つの木古内町を知っていただいて、そ

の木古内町を理解していただいて、それが定住につながってくればというそんなことも実際

に行っている一つであります。

いろんなことをおっしゃっていましたけれども、きょうの質問の中で事例が幾つか挙げら

れておりますが、確かに一つの事例があれば、これが全てのような受け止め方になってしま

うかもしれませんが、そうではないとこういったことも中にはあると。これはあるでしょう。

そのかたのそれぞれの生活スタイルがあるわけですから、ただこういったことが1件でも

なくなるような施策、それいま思い切った施策ということになりますが、十分検討した上で

進めなければならない。すると今度は、長い間かけて何もやっていないじゃないかとこうい

うふうになってくるので、長い間かけて何もやっていないわけではなくて、なかなかこれに

対する決め手が現在はないということで、先ほども申し上げましたように、交流人口を増加

させるとか別の角度では成果は上げているのですが、それが着実に結び付いていない。例え

ば、空き家バンクがいま登録件数9件と。これがどんなふうに移動してきた9件かはいまここ

ではわかりませんけれども、確かに少ない。真剣にやっていないのかと、真剣にやっていな

いわけではないのだけれども、例えば私の近所でも空き家はある。あるのだけれども、子ど

もが同級生なので話を聞くと、お父さんが施設に入っていて、やはりそこにはお母さんの遺

骨なんかがあって、それは貸せないんだと。こうすると空き家バンクの定義って何なのだろ

うと。人が住んでいなければ空き家なのかと。確かに空き家なのだけれども、そういったこ

ともこれから十分調査をしていかなきゃならないと。いま調査をしていないところでご指摘

をいただいていますので、しっかりと調査をして、当町には住んでもらえる空き家が何件あ

るのか、ここからもう一度進めていかなければならないと強く反省をしているところであり

ます。

○議長（又地信也君） 1番 平野武志君。

○1番（平野武志君） 町長、良い事例出してくれましたね。先ほどのご近所の仏壇があると、

たくさんありますそういう件数。そのあとに言ったお言葉が調査していないから何も言えな

いと。これ空き家の数を常任委員会で担当課が出してきた時に、その全てを調査すると言っ

たの何年前ですか、それ。いまになって、また調査していないからわからないと。これ何も

やっていないって言われて当たり前じゃないですか。当時からその空き家を利活用した移住

定住ばかりじゃなくて、様々な施策に取り組まなきゃならないってこと提言していて、まず
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は調査するって言ったのが平成23・24・25年ですよ、ちょっといま正確な年度はわかりませ

んけれども。その時に既に調査するという話だったのです。それでいいですか、だからそこ

でいま調査するって言ってもその間、どうしていたのでしょうかっていう疑問になるのです。

まず、それが1点。

それから、遺骨も含めてそれぞれの事情があります。空き家というのは、どういうのが定

義なのか。悩みもあるのです、家財道具があるだとか、仏壇があるだとか、名義変更がどう

だとか、そういう悩みも含めて町が関与してあげるべきだと私は思うのです。相談する人も

いない、わからない、親戚もあっちに離れている、誰に相談すればいいんだ。不動産屋に相

談するとお金がかかる、じゃあ結局このままどうしようもないから放置しておこうってこと

で、どんどんどんどん危険家屋になっていくわけじゃないですか。そういう現状のところ、

たくさんありますよ。ですから、そこの個人的部分にも町が関与するっていうのが今回の一

歩踏み込むべきだって（2）番に書いている部分なのです。それによって賃貸だったり売買

だったりが成立して、空き家が少しでも人が入ってくれるような流れになれば良いと思うの

です。そのことについてどうですか、2点です、いまの再質問は。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君） 空き家の調査はしてはいるということで、私の答弁がちょっと不

適切だったのかもしれません。空き家の調査はしています。ただ、その中で内容についての

把握がしていないので、すぐに住んでいただける空き家かどうかっていうところがわからな

いということでございます。また、そこに町が関与していくと。どの程度関与ができるのか

わかりませんけれども、ここに住んでいるかたとか近隣にいらっしゃるかたであればその事

情もわかるのでしょうけれども、それを全てやるということになるとそれ相当な時間がかか

るかもしれません。

○議長（又地信也君） 1番 平野武志君。

○1番（平野武志君） 町長も今回の人口減少対策に対して、当然ながら反省の言葉もあった

中で、今後取り組まなきゃならない課題も本人なりにいろいろ考えていると思います。しか

しながら、現状はもう今回数たくさんあるうちのわずかな事例ですよ。たった3個しか事例

出しておりません。このほかにもたくさん事例あります。こういうまず一つのことを事例と

して、その方々に対しての対応をどうするかって、一つひとつ小さなことから考えていかな

きゃならないわけじゃないですか。それを先ほど町長は、この事例1個ずつに対応していく

のはちょっと難しいみたいなこと言っていたのですよ。そうじゃなくて、こういう1件のこ

とをじゃあこれはどうやったら解消できるのかなって簡単ですよね。①番なんて、要は我が

町の木古内町がどういう子育て世代に対する施策をやってくれているかっていうのがわかっ

ていない人なのですよ。実際、行った移住先は木古内と実際比べてみると、木古内のほうが

いっぱい充実しているのですよ。町長は、過去にもそういうことをやっているって給食費無

償も比較的早いほうでしたよね。よその自治体の流れ見ながらですけれども。そういうのを

やっているのを要は周知されていない、ＰＲされていない。それは、ホームページとかでは

なくて、町民にいかにそれを伝えて木古内に残ってもらうかっていうことが足りていないっ

て現状なのです。時間ないので、今後も周知含めて様々な新しい施策についてもどんどん提

言していきたいと思いますので、前向きに考えてほしいなと思います。以上で終わります。

○議長（又地信也君） 1番 平野武志君の一般質問を終わります。
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次に3番 鈴木慎也君。

○3番（鈴木慎也君） 3番 鈴木慎也です。

一項目の質問をさせていただきます。

共同墓地の環境整備と合同納骨塚の建立についてでございます。

こちらの一般質問は、非常にデリケートな問題であると私自身認識しておりますので、親

切、丁寧な表現を心がけ、質問させていただきますので、よろしくお願いいたします。

近年、少子高齢化や核家族化などの影響で、お墓の維持管理や継承が困難なかたや、経済

的理由などによってお墓の建立や納骨堂の利用が困難なかたがおられます。

葬送の多様化により、お墓は先祖代々守り継ぐものという価値観が維持できなくなるとと

もに、お墓の無縁化が全国的に問題となっている中、公営による合同納骨塚を望む声が増え

ていると言われております。

当町においても望む声はもちろんですが、「墓じまい」による墓地の返還件数が増えてき

ている状況でございます。町内には6箇所の共同墓地がありますが、時代の流れとともに墓

や永代供養に対する考え方が多様化していることから、管理体制の見直しを実施し、墓地管

理委員会、利用者、寺院の声が反映された墓地管理の環境が整うことを望みます。

以上のことから次の3点について、町長の見解を伺います。

（1）共同墓地の管理状況についてでございます。括弧でこちらは、（条例・要綱の制定・

管理等における課題等）でございます。（2）合同納骨塚建立についてでございます。建てる

時期やパブリックコメント等についてでございます。（3）お墓の建立補助金についてでござ

います。町内で新たにお墓を建てたいかたや、建て替えるかたに対する費用を補助する費用

ということでございます。以上、3点について伺います。よろしくお願いいたします。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君） 3番、鈴木慎也議員のお尋ねにお答えいたします。

当町の共同墓地の管理状況につきましては、現在、6箇所の共同墓地がありまして、木古

内町墓地設置及び管理条例に基づき、それぞれの墓地管理委員会と環境整備業務委託契約を

締結し、共同墓地の清掃あるいは草刈などをお願いしているところであります。

これまでは、特別な問題等の提言はございませんでしたが、今後、春の委託契約の締結時

には打合せを行い、その中で管理委員会側の課題把握に努めていきたいと考えております。

次に、合同納骨塚につきましては、一つのお墓に、多くのかたの遺骨を一緒に納骨するい

わゆる合葬式のお墓ということで、お墓のないかた、またお墓があっても引き継いでもらえ

るかたがいないということで、管理に困っているかた、そういう方々が利用できる施設であ

ります。

当町の振興計画には、昨年の見直しを行った際に、担当部局から設置についての提案があ

りましたので、十分協議をして今後、振興計画変更時に関する委員会がございますので、こ

の皆さんとの意見交換を行い、合同納骨塚建立に関する検討について前向きに進めてまいり

たいと考えております。

次に、お墓の建立に対する補助金につきましては、町内で新たにお墓を建てるかた、ある

いはお墓を建てかえるかた、この方々を対象にするわけですが、この補助金はいわゆる直接

個人への補助金ということになりますので、お墓建立補助金この制度については、現在考え

ておりません。以上でございます。
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○議長（又地信也君） 3番 鈴木慎也君。

○3番（鈴木慎也君） （1）から順に、再質問をさせていただきます。

今後、管理状況については、打合せをしていくというご答弁をいただきました。ひとこと

で申し上げますと、もっと積極的に取り組んでいっていただきたいなとそのように思ってご

ざいます。詳しい質問をいまするつもりはございませんが、管理状態といえば委託業務何年

経過したのだろうかとか、墓地の現在の利用状況はどうだろうか、現地の調査を年に何回さ

れているのだろうか、年間の墓じまいは何件あるのだろうか、こういったたくさんの課題が

あると思いますので、今後しっかりと墓地の管理委員会さんと協議を重ねていただきたいな

と思っております。現状、墓地管理委員会さんに丸投げの状態であるという状態でございま

すが、今後より改善されることを期待しております。

それで再質問は、いまの管理状況をどのように担当課、町長として評価しておるかという

ことと、今後の管理のあり方をちょっと教えていただければと思います。

（2）番の合同納骨塚建立についてでございます。こちら町長から前向きな答弁をいただ

きまして、担当課から設置についての提案があったということで、私自身とても嬉しく考え

ております。これは、ほんとうに困っている人に安心してほしいという部分があります。

終活や墓じまいといった言葉がすごく聞かれるようになったいま、人生の最後までしっか

りと切れ目のない施策で、そんな町であってほしいなと私は思うわけでございます。

先ほど町長も平野議員の一般質問の答弁で、似たような表現されていましたけれども、こ

れも具体例で一人暮らしの高齢者のかたが不安で悩んでいると。その内容はどういう内容か

と申しますと、仏壇に遺骨を安置していると。ただ、そのかたは健康不安もあり、身よりも

なく、いわゆる独居老人ということでございます。ですので、今後のことを考えると不安で

不安で仕方がないと。そういった例もたくさんございますので、設置について考えはあると

いうことなので、真っ直ぐ進んでいっていただければなと思います。

また、関係資料を担当課のほうには事前にお渡しさせていただきました。北海道では2013

年以降、急激に増えている状況であり、道内でも20以上の市町村が取り組んでおるというこ

とでございます。全国でも北海道は、合同納骨塚の先進地とも呼ばれているということでご

ざいます。使用料はそれぞれ自治体によりますが、5,000円から3万円ほどの幅がございます。

そして、平均的な建立費用というのは、それぞれの自治体で公表しているところもござい

まして、約400万円から600万円が平均的な納骨塚ということでございます。進むにあたって、

パブリックコメントを大切に真摯に受け止めながら、話を進めていきたいなと進めていただ

ければなと思っております。

それで、この合同納骨塚、もしこれがないと私は木古内町と縁もゆかりもなくなってしま

う人がどれだけいるのだろうかなと思います。こんな時代だからこそ、ご先祖様を大切にし

た本当の福祉の町きこないを目指していただきたいとそのように思っております。

2番についての再質問は、大丈夫でございます。1回目の答弁で理解いたしました。

続きまして3番目、お墓の建立補助金についてでございます。

こちらは、私が調べた限り、全国でもなかなか例がないとそのように理解しております。

これは、私はぜひとも取り組んでいただきたいなと。金額の大きさではないと思っており

ます。お墓は一般的に30万円から200万円ぐらいかかるものだと認識しておりますが、補助

の費用ではなく、ぜひとも取り組んでいただきたい。これは、町民もお寺・寺院さんも石材
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屋・石屋さんも少子高齢化の減少が進む中、そのバランスが崩れてきているという現状でご

ざいます。このバランスを少しでも保つために、そしていままで木古内町に住んできた、い

ただいた感謝とか敬意という部分を金額が大きいとかではなくて、そういった部分に力を注

げるような町であってほしいなと思います。例えばなのですけれども、退職後の移住先に木

古内町が選ばれる理由、お墓の建立補助金がある、ご先祖様と一緒に移住しませんか。そう

いう自治体例が全国的にはありませんけれども、私からの提案というわけではないですが、

いろいろ様々な施策ともつながってくる、とても大切な補助金であるというふうに私自身は

認識しておりますので、もう一度ご答弁をお願いいたします。1と3について、2点お願いい

たします。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君） 墓地の実態調査にあわせて、これまでの状態をどう見るかとこう

いうお尋ねかと思いますが、墓地管理委員会から特段の提案ですとか、悩み事がなかったと

いうことから、安心をしていて十分な聞き取り調査ですとか打合せですとか協議会ですとか、

こういったことがなかったのではないだろうかとこのように感じます。ですから、調査にあ

たっては不十分だったのではないかといま鈴木議員のお話だけ聞いてそのように感じており

ます。まだ担当には聞いていませんので、わかりません。ただ、議員のお尋ねからそのよう

に感じております。

また、町営のお墓ではありますが、それぞれに墓地管理委員会があって、そこが運営をし

ておりますので、それもお任せする要因の一つになったのではないかというふうに感じてお

ります。

お尋ねにありました管理委員会には、何をお願いしているかということでございますが、

委託契約書を見ますと清掃、整備などの環境整備業務の一部を行っていただいているとこん

なふうになっておりますが、その中でも当事者と十分な協議を持てなかったのでしょう、十

分な把握ができていないんだと私は感じました。

ただ、お墓を利用している側からしますと、管理委員会がしっかりしていることによって、

かかる費用をお支払いすると。お墓の清掃などをきちんとやっていただいて、お墓参りに行

った時にとても綺麗になっているという利用者側からすると非常に助かっているという現実

があって、あまり管理委員会のほうにも苦情とかそういったのがないのかもしれません。

これは、実態調査をしてくださいというお尋ねもありましたので、これはしていかなけれ

ばならない問題だと理解しております。

次に、お墓に対する建立に対する補助金になりますが、非常にちょっと矛盾しているなと

いうのは、全体のお墓を造ってそこに入るということと、お墓を造る人が減ってきていると

いうことがその要因なのですが、お墓を建てる人に対して今度は補助金を出しましょうと。

どっちなんだろうと。だから、お墓に関係する人にはみんなお金を出すのかとちょっとそ

んなふうにも感じたのですけれども、そうではないとは思うのですね。あくまでもお墓とい

うのは、先ほど木古内を選ぶ要素の一つに、お墓の補助があると。これは、極端な例でお話

されたと思うのですけれども、ただそこの部分ではないのではないのかなという感じがしま

す。私自身、本当にいま父親のお墓を守っていけるのかと。といいますのは、私はここに住

んでいるからお墓参りができるのですが、自分の子どもや孫が本州にいて帰ってくるかとい

うと、お墓参りの時には誰もいないという状況が各年のように続くわけで、そうすると私が
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お墓に入った時には彼らは来ないなと。こんなことを考えるとはたしてお墓なんだろうかと、

そうではないのではないかなと、その塚というのに入るのも一つでしょうし、また別のいま

いろいろと樹木葬だとか建物を造って雨風をしのいで、その中でお参りができる、それもい

つでもという様々な形がありますので、その辺は研究してみたいと思っております。

○議長（又地信也君） 3番 鈴木慎也君。

○3番（鈴木慎也君） 管理状況の部分で特段な悩みがなく、でも管理は不十分だったのでは

ないかという町長のお言葉どおりと思ったのですけれども、特段の悩みも意見がなければ私

が一般質問で質問しないわけなのです。やはり利用者さんからも墓地管理委員会さんからも

そういった悩みの声、さらに環境を良くしたいとそういう声がございましたので、今回の質

問をさせていただいたということを再認識していただいて、今後しっかりと担当課、そして

墓地管理委員会さん、お寺さんも含めて環境の整備のほうを進めていただければと思います。

あと3番の補助金については、町長のおっしゃったとおり、具体的なわかりやすい例とい

う部分なのですけれども、どっちなんだと、矛盾しているんじゃないかというご指摘と言い

ますか質問がございましたが、順番的には3番の新たにお墓を建てられない、そして建て替

えを無理だとそういった判断。それで、一人暮らしで自宅に遺骨を先ほどの例も言いました

けれども、それで2番になるのですね。ちょっと私の説明で町長が理解していただいたか不

安な部分もあるのですけれども、絶対2番じゃなきゃいけないとか、合同の納骨塚だけでい

いとかそういう問題ではなくて、本来であればいまあるお墓をずっとご利用いただきたい。

そして、新しく建てるかたがいれば一番望ましいことです。ただ、それが難しい世間的な

世の中の流れですとか経済的な状況、家族の状況等があるので、（2）の合同納骨塚の建立に

ついてという質問でございました。

最後に8月町内のお祭り、神社の大祭等も含めて、たくさん祭りがございました。その中

で、町内の様々な会場で、町長はお孫さんと私は長男を連れて、いわゆる神社の松前神楽の

お獅子に頭をかじられたりそういった部分で、ある札苅の西野神社さんでは普段見ることが

ない子ども達がたくさん里帰りされていました。話を聞きますと、お墓参りをされたあと神

社におじいちゃん、おばあちゃんと行って松前神楽を見て、お獅子に頭をかじられると。そ

れが本来、日本の木古内の地域の活気だったり、元気の素だったんじゃないのかなと私はそ

う思う部分はあります。非常にお墓はデリケートな問題であり、宗教としての位置付けの考

えになりがちですけれども、伝統文化というそういった思いで、熱意と感謝の気持ちで今後、

一歩も二歩も踏み込んでこの問題に取り組んでいただくことを期待いたしまして、私の一般

質問を終了したいと思います。

○議長（又地信也君） 以上をもちまして、一般質問を終了いたします。

報告第1号 健全化判断比率及び資金不足比率について

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

議題といたします。

報告内容の説明を求めます。

副町長。
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○副町長（大野 泰君） ただいま上程になりました、報告第1号 健全化判断比率及び資金

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

1項の規定によりご報告申し上げます。

お手元に配付しております、議案の後ろのほうにあります、別紙監査委員意見書の18ペー

ジから19ページまでをあわせてご覧いただきたいと思います。

はじめに、当町における実質赤字比率と連結実質赤字比率は、赤字額が生じていないこと

から、比率は算出されておりません。

次に、実質公債費比率は8.2％で、前年度より0.8ポイントの増となっており、早期健全化

基準の25％を大きく下回っております。

次に、将来負担比率は87.3％で、前年度より9.7ポイントの減となっており、早期健全化

基準の350％を大きく下回っております。

将来、負担比率が前年度から減少した要因としましては、一般会計の地方債残高及び公営

企業等に係る地方債の償還に充てるための一般会計からの繰入見込額が減少したためです

が、一方で、普通交付税や地方債償還等に充てることができる特定財源が減少しているため、

大幅な減少とはなっておりません。

今後の増減見込としましては、港団地建替や中央公民館・スポーツセンターなどの公共施

設の老朽化対策、防災行政無線のデジタル化などで多額の地方債借入が見込まれ、数値の上

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

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

業会計、高齢者介護サービス事業会計及び下水道事業特別会計の4会計とも、前年度と同様

に資金不足額が生じていないことから、比率は算出されておりません。

平成30年度決算における当町の各比率は、いずれも健全段階に位置付けられる算定内容と

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

あることから、引き続き、計画的で効率的な財政運営を推進し、各比率の抑制に努めてまい

ります。

以上、健全化判断比率及び資金不足比率についてのご報告といたしますので、よろしくご

審議をお願いいたします。

○議長（又地信也君） 報告が終わりました。

質疑があればこれを許します。

質疑ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

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

14時15分まで、休憩いたします。

休憩 午後2時02分

再開 午後2時15分
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議案第1号 平成31年度木古内町一般会計補正予算（第7号）

議案第2号 平成31年度木古内町国民健康保険特別会計補正予算（第1号）

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補正予算（第1号）

議案第5号 平成31年度木古内町下水道事業特別会計補正予算（第1号）

○議長（又地信也君） 休憩を解き、会議を再開いたします。

日程第9から日程第12までに関しては、一括議題となります。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9 議案第1号 平成31年度木古内町一般会計補正予算（第7号）、日程第10 議案第

2号 平成31年度木古内町国民健康保険特別会計補正予算（第1号）、日程第11 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補正予算（第1号）、日程第12 議案第5号 平

成31年度木古内町下水道事業特別会計補正予算（第1号）。以上でございます。

○議長（又地信也君） 以上、日程第9 議案第1号ほか3件については、関連がありますので

一括議題といたします。

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1号 平成31年度木古内町

一般会計補正予算（第7号）、議案第2号 平成31年度木古内町国民健康保険特別会計補正予

算（第1号）、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補正予算（第1号）、

及び議案第5号 平成31年度木古内町下水道事業特別会計補正予算（第1号）につきまして、

提案理由の説明を申し上げます。

最初に、議案第1号から説明いたします。

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、1,028万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総

額を、45億2,888万2,000円とするものです。

補正の主な内容ですが、4ページの第3表 債務負担行為補正は、庁内ＬＡＮシステム、サ

ーバー・パソコン等関連機器を北海道市町村備荒資金組合より譲り受けるための債務負担行

為の補正です。

5ページの第4表 地方債補正は、このたびの補正事業費による起債額の変更となっており

ます。起債の目的の1項目目、臨時財政対策債を410万円減額し、補正後の限度額合計を6億4,

090万円とするものです。

歳出の主な補正内容ですが、2款 総務費は、庁内ＬＡＮシステムの取得代金償還金、人

口ビジョン改定支援業務委託料の追加補正と渡島・檜山地方税滞納整理機構負担金の減額補

正です。

3款 民生費は、木古内町小規模多機能型居宅介護施設建設工事実施設計委託料、障害者

自立支援給付支払い等システム事業委託料の追加補正と国民健康保険特別会計、後期高齢者

医療特別会計の平成30年度決算による繰出金の減額補正です。

4款 衛生費は、母子保健情報連携システム改修事業委託料と渡島西部広域事務組合負担
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金の追加補正です。

6款 農林水産業費は、全道乳牛共進会参加報償費、畜舎増棟事業補助金の追加補正です。

7款 商工費は、本年12月に創立50周年を迎える木古内商工会青年部の記念事業に対する

補助金の追加補正です。

8款 土木費は、下水道事業繰出金の減額です。

9款 消防費は、渡島西部広域事務組合負担金の減額補正です。

10款 教育費は、電気保安管理委託料の追加補正です。

なお、詳細につきましては、総務課長より説明をさせます。

よろしくご審議をお願いいたします。

次に、議案第2号を説明いたします。

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、1,665万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総

額を、6億6,715万5,000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。

1款 総務費、2項 徴税費、1目 賦課徴収費、19節 負担金補助及び交付金 122万円は、

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

割合が約68.4％となりましたので、機構に対する負担金の総額178万3,000円にこの割合、68.

4％を乗じた額を国保会計からの負担分として追加補正するものです。

8ページをお開き願います。

5款 保健事業費、3項 特別総合保険施設事業費、1目 保健指導事業費、13節 委託料

88万3,000円の減額は、当初システム改修委託料の補助を国民健康保険調整交付金総合保

健施設分として見込んでいましたが、母子衛生費国庫補助の対象となる旨の通知があり、こ

のため予算を国保会計から一般会計で対応するための減額です。

9ページをお開き願います。

9款・1項・1目・節 予備費 1,631万4,000円は、平成30年度決算繰越による追加補正で

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。

3款 道支出金、1項 道負担金、1目 保険給付費等交付金、2節 保険給付費等特別交付

金 24万円は、健康管理システム改修委託料を一般会計へ組換えしたことによる特別調整交

付金の減額補正です。

5款 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 336万1,000円は、

平成30年度決算による精算並びに健康管理システム改修委託料の一般会計予算への組み替え

による繰入金の減額補正です。

6款・1項・1目・1節 繰越金 2,025万2,000円は、平成30年度決算による繰越金の追加補

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。
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次に、議案第3号を説明いたします。

1ページをお願いします。

歳入歳出予算の総額は、1億6,844万5,000円で変わりません。

補正の内容につきましては、平成30年度決算による事務費繰入金及び繰越金を補正するも

のです。

補正は歳入のみで、4ページをお開き願います。

4款 繰入金、1項 一般会計繰入金、1目・1節 事務費繰入金 59万円は、平成30年度決

算繰越による事務費繰入金の減額補正です。

5款・1項・1目・1節 繰越金 59万円は、平成30年度決算による繰越金を追加補正するも

のです。

以上で、提案理由の説明を終わります。よろしくご審議をお願いいたします。

次に、議案第5号を説明いたします。

1ページをお願いします。

歳入歳出予算の総額は、2億5,973万2,000円で変わりません。

補正の主な内容は、平成30年度決算による補正です。

4ページをお開き願います。

第2表 地方債補正は、このたびの補正に係る起債額の変更で、6,740万円から120万円を

減額し、6,620万円とするものです。

それでは、歳出についてご説明申し上げます。

8ページをお開き願います。

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

源振替です。

次に、歳入についてご説明します。

7ページをお開き願います。

4款・1項 繰入金、1目 他会計繰入金、1節 一般会計繰入金 8万2,000円の減額は、歳

入の調整を一般会計からの繰入金で行うものです。

5款・1項・1目・1節 繰越金 128万2,000円の追加補正は、平成30年度決算に伴う繰越金

の追加です。

7款・1項 町債、1目・1節 下水道事業債 120万円の減額は、繰越金による増額分の一

部を下水道事業資本費平準化債から減額するものです。

以上で、提案理由の説明を終わります。よろしくご審議をお願いいたします。

○議長（又地信也君） 詳細説明をお願いいたします。

議案第1号について、総務課長。

○総務課長（若山 忍君） 総務課、若山です。

議案第1号の詳細につきまして、ご説明いたします。

はじめに、歳出より説明を行います。

4ページをお開き願います。

第3表 債務負担行為補正ですが、パソコンのＯＳでありますＷｉｎｄｏｗｓ7のサポート

が令和2年1月14日をもって終了するため、現在使用しているパソコン及び庁内ＬＡＮシステ
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ムの更新が必要となりますが、この更新にあたっては、北海道市町村備荒資金組合の防災資

機材譲渡事業を活用し、5年間で償還を行いたいということから、限度額5,393万7,000円の

設定を行うものです。

次に、10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、23節 償還金利子及び割引料 1万6,

000円は、先ほど申し上げました庁内ＬＡＮシステム、サーバー・パソコン取得代金の1年目

の償還金になります。

資料番号7 議案説明資料の1ページをお開き願います。

こちらに、ＬＡＮシステムの更新内容や規模を記載しております。サーバー4台及び各種

ネットワーク関連の更改や端末機器約110台の更新を行うものです。取得代金は5,380万円を

予定しておりまして、5年間の利子相当額 13万7,000円を加えた5,393万7,000円を債務負担

行為の限度額としております。

次に、5目 企画振興費、13節 委託料 143万円は、人口ビジョン改定支援業務委託料の

追加で、令和2年度策定予定の木古内町まち・ひと・しごと第2期木古内町総合戦略のための

基礎資料とするものです。

議案説明資料の2ページをお開き願います。

こちらに、業務委託の目的・概要・内容等を記載しておりますので、ご参照願います。

議案11ページをお開き願います。

2項 徴税費、1目 税務総務費、19節 負担金補助及び交付金 122万円は、渡島・檜山

地方税滞納整理機構負担金に対する国保会計負担分が確定したことから、一般会計分を減額

補正するものです。

2目 賦課徴収費は、税務総務費を減額したことに伴う財源振替です。

12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、28節 繰出金 336万1,000円は、

平成30年度決算による精算並びに健康管理システム改修委託料の一般会計予算への組み替え

による国民健康保険特別会計への繰出金の減額補正です。

3目 老人福祉費、13節 委託料 935万円は、来年度建設を予定している、小規模多機能

型居宅介護施設建設工事実施設計業務委託料の追加補正です。

議案説明資料の3ページに、施設の整備内容、建設予定地を記載しておりますので、ご参

照願います。

5目 保健福祉総務費、13節 委託料 92万8,000円は、障害者自立支援給付費支払い等シ

ステム事業で、消費税率の改定に伴う報酬改定及び処遇改善への対応等に伴うシステム改修、

及び就学前の障害児の発達支援の無償化への対応に伴うシステム改修に要する費用の追加補

正です。

13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 59万円は、平成30年度決算繰越による後期高齢

者医療特別会計への事務費繰出金の減額補正です。

14ページをお開き願います。

4款 衛生費、1項 保健衛生費、2目 予防費、13節 委託料 90万円は、母子保健情報

連携システム改修事業委託料の追加で、乳幼児健診や妊婦健診等の母子保健情報の利活用促
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進のため、乳幼児検診受診の有無等の電子化した情報について、転居時に市町村間で引き継

がれる仕組みや、健康情報履歴を一元的に確認できる仕組みを構築するため、健康管理シス

テムの改修に要する費用の追加補正です。

なお、当初システム改修委託料の補助を国保特別会計の国民健康保険調整交付金総合保険

施設分で見込んでおりましたが、母子保健衛生費国庫補助の対象となる旨の通知があったた

め、予算を国保特別会計から一般会計予算で対応するための補正となっております。

15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 238万7,000円は、渡島西

部広域事務組合負担金の各町按分率変更等による追加補正です。

16ページをお開き願います。

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

月22日に八雲町で開催された、第65回道南畜産共進会乳用牛の部において、当町の生産者2

名が出陳した5頭の乳牛のうち、3頭が上位入賞し、9月28日から安平町で開催される全道共

進会へ出陳することとなったことから、報償費を補正するものです。

議案説明資料の4ページに全道共進会の大会概要、出陳する牛等を記載しておりますので、

ご参照願います。

19節 負担金補助及び交付金 40万円の追加は、当町の1企業が畜舎1棟を増築したいとの

申し出があり、1棟分の補助金を追加するものです。建物の面積は328㎡、約100坪、事業費

税抜きの10％を補助として見込んでおります。

17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 17万円は、本年12

月に創立50周年を迎える、木古内商工会青年部の記念事業に対する補助金の追加補正で、記

念誌作成等に係る経費を補助するものです。

議案説明資料の5ページに記念事業の開催内容、事業費等を記載しておりますので、ご参

照願います。

次に、18ページをお開き願います。

8款 土木費、4項 都市計画費、1目 都市計画総務費、28節 繰出金 8万2,000円の減

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

次に、19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 12万6,000円の減額は、渡島西部

広域事務組合負担金の補正で、人事異動による人件費等の減額によるものです。

次に、20ページをお開き願います。

10款 教育費、4項 社会教育費、2目 公民館費、13節 委託料 5万1,000円は、現在行

われている公民館・スポーツセンター改修工事に伴い、電気設備増設分の保安管理委託料を

追加補正するものです。

次に、歳入について説明をさせていただきます。

8ページをお開き願います。

10款・1項・1目・1節 地方交付税 1億2,030万3,000円は、普通交付税交付決定に伴う追

加補正です。
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14款 国庫支出金、2項 国庫補助金、2目 民生費補助金、1節 社会福祉費補助金 76

万7,000円の追加は、地域生活支援事業補助金で、歳出で説明をしました、障害者自立支援

給付費支払い等システム事業の追加補正に伴う歳入の補正となっております。

3目 衛生費補助金、2節 保健衛生費補助金 59万9,000円の追加は、母子保健衛生費補

助金で、歳出で説明しました、母子保健情報連携システム改修事業委託料が国庫補助の対象

となったことに伴う歳入の補正です。

16款 財産収入、2項 財産売払収入、1目 不動産売払収入、1節 土地売払収入 130万

4,000円は、町有地売払収入の追加補正です。

資料番号7 議案説明資料の6ページから8ページをお開き願います。

6ページにつきましては、道営住宅2期工事の建設予定地を示しております。当初予算の5,

500万円で予定しておりましたが、5,626万円で契約金額が確定したことによる126万円の追

加、及び資料の7ページから8ページに示している、大川地区の町有地の売り払い収入 4万4,

000円のあわせて、130万4,000円を補正するものです。

18款 繰入金、1項 基金繰入金、1目・1節 財政調整基金繰入金 1億1,816万4,000円の

減額は、このたびの補正に伴う財源調整となっております。

9ページをお開き願います。

19款・1項・1目・1節 繰越金 27万4,000円の追加は、29年度繰越金の確定によるもので

す。

21款・1項 町債、1目 総務債、1節 臨時財政対策債 410万円の減額は、普通交付税交

付決定に伴い、臨時財政対策債発行可能額が確定したことによる減額です。

5目 民生債、1節 介護施設整備事業債 930万円は、小規模多機能型居宅介護施設建設

工事実施設計業務委託料の財源として、補正するものです。

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。

9番 竹田 努君。

○9番（竹田 努君） 10ページの企画振興費で人口ビジョンの改定業務委託料、これ計上に

なっています。前段の一般質問でも人口減少に対する議論交わされました。ここで言うのは、

例えば手作りでこの構想ができないって、だからコンサルに発注しなければならない、ここ

に書いているように人口動向や構造分析、専門的な知識を要するための改定なんだっていう

ことで、これは自賄いでできないっていうことなのだろうと思っています。業務の内容もこ

こに、1から4に掲載をしています。町長、これ先ほどの一般質問の議論でもあったのですけ

れども、人口減少を歯止めするわけにはいかない、減少を鈍化するっていうか遅らせるって

いうそういうこれから地方創生の構想に反映するのだろうと思うのですけれども、この場合

もう既に木古内町の人口推計いろんなところから出ているわけですよね。これについて、そ

うはさせないっていう町長の意気込みで、今回の人口ビジョンの策定をして、既に公の機関

で出している人口減少、それを200人なり何百人鈍化させるっていう構想の下でのビジョン

の策定なのかどうなのか。そういう町の思いがこのビジョンに対してどう反映するのかって

いう部分のあれがあればちょっと示してほしいのですよね。全く人口問題云々のところで出
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している例えば人口の推計、そのとおりいくんだったら何もわざわざこういう部分で発注す

る必要はないのではないかというふうに思うのですよね。ですから、その辺の心構えってい

うか気構えっていうか、そういうものあったらちょっと聞かせてほしいのですよね。もし町

長、その強い思いがあれば、町長の。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君） 竹田副議長のお尋ねにお答えいたします。

物事を勢いとか気構えとかそういったものだけでは済まないのですが、しかしそのような

強い信念を持って進めることが大事ですので、計画には十分反映させるように努力してまい

ります。

○議長（又地信也君） ほかに質疑ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 質疑がないようですので、質疑を終了いたします。

最初に、議案第1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1号 平成31年度木古内町一般会計補正予算（第7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2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2号 平成31年度木古内町国民健康保険特別会計補正予算（第1号）は、原案のとお

り可決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 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3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。



- 51 -

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補正予算（第1号）は、原案のと

おり可決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 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5号について討論を行います。

討論ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。

採決を行います。

お諮りいたします。

議案第5号 平成31年度木古内町下水道事業特別会計補正予算（第1号）は、原案のとおり

可決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

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

しました。

議案第4号 平成31年度木古内町介護保険事業特別会計補正予算（第1号）

○議長（又地信也君） 日程第13 議案第4号 平成31年度木古内町介護保険事業特別会計補

正予算（第1号）を議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

副町長。

○副町長（大野 泰君） ただいま上程になりました、議案第4号 平成31年度木古内町介護

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

1ページをお願いします。

歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ、2,837万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総

額を、7億3,005万5,000円とするものです。

補正の主な内容は、平成30年度介護給付費、地域支援事業費、繰越金の確定等による補正

です。

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。

5款 諸支出金、1項 償還金及び還付加算金、2目 償還金、23節 償還金利子及び割引

料 1,538万9,000円は、平成30年度の介護給付費負担金、地域支援事業交付金について、国

庫支出金等過年度分返還金を追加補正するものです。

8ページをお開き願います。

6款・1項・1目・節 予備費 1,298万8,000円は、平成30年度繰越金から、ただいまの追

加補正を差し引きし、予備費へ追加するものです。

次に、歳入のご説明をします。
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6ページをお開き願います。

5款・1項 支払基金交付金、1目 介護給付費交付金、2節 過年度分 288万5,000円は、

平成30年度分の介護給付費交付金精算分を追加補正するものです。

8款・1項・1目・1節 繰越金 2,549万2,000円は、平成30年度分の繰越金の確定に伴い追

加補正をするものです。

以上で、提案理由の説明を終わります。よろしくご審議をお願いいたします。

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

質疑ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 質疑がないようですので、質疑を終了いたします。

これより討論を行います。

討論ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。

採決を行います。

お諮りいたします。

議案第4号 平成31年度木古内町介護保険事業特別会計補正予算（第1号）については、原

案のとおり可決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 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6号 平成31年度高齢者介護サービス事業会計補正予算（第2号）

○議長（又地信也君） 日程第14 議案第6号 平成31年度高齢者介護サービス事業会計補正

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6号 平成31年度木古内町高齢

者介護サービス事業会計補正予算（第2号）につきまして、提案理由の説明を申し上げます。

1ページをお願いします。

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、収益的収入及び支出の予定額

を補正するものです。

補正の内容は、本年10月の消費税増税に伴い新たに、介護職員等特定処遇改善加算が新設

されることから、この加算を取得し正職員を除く全職員を対象に配分するための補正です。

収入では、第1款 特別養護老人ホーム事業収益に372万5,000円を追加し、補正後の予定

額を4億7,303万6,000円とし、第2款 通所リハビリテーション事業収益に57万5,000円を追

加し、補正後の予定額を8,186万1,000円とするものです。

支出では、第1款 特別養護老人ホーム事業費用に388万8,000円を追加し、補正後の予定
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額を5億385万4,000円とし、第2款 通所リハビリテーション事業費用に63万円を追加し、補

正後の予定額を7,450万3,000円とするものです。

詳細について、支出から説明します。

9ページをお開き願います。

あわせて資料番号7、議案説明資料9ページもお開き願います。

1款 特別養護老人ホーム事業費用、1項 事業費用、1目 給与費 388万8,000円は、介

護職員等特定処遇改善加算分として、資料9ページ下段の表、特養の欄ですが、55名の職員

分賃金 59万1,000円に社会保険料 5万7,000円を加えた、月額64万8,000円の6か月分、388

万8,000円を追加補正するものです。

10ページをお開き願います。

2款 通所リハビリテーション事業費用、1項 事業費用、1目 給与費 63万円は、同じ

く介護職員等特定処遇改善加算分として、資料9ページ下段の表、通所の欄ですが、17名の

職員分賃金 9万5,500円に社会保険料 9,500円を加えた、月額10万5,000円の6か月分、63

万円を追加補正するものです。

次に、収入について説明します。

7ページをお開き願います。

1款 特別養護老人ホーム事業収益、1項 事業収益、1目 施設介護料収益 372万5,000

円は、資料9ページ上段の表、特養の欄ですが、介護報酬収益 55万8,900円、利用者負担分

6万2,100円のあわせて月額 62万1,000円の6か月分、372万5,000円を追加補正するもので

す。

8ページをお開き願います。

2款 通所リハビリテーション事業収益、1項 事業収益、1目 居宅介護料収益 57万5,0

00円は、資料9ページ上段の表、通所の欄ですが、介護報酬収益 8万6,400円、利用者負担

分 9,600円のあわせて月額9万6,000円の6か月分、57万5,000円を追加補正するものです。

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。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 質疑がないようですので、質疑を終了いたします。

これより討論を行います。

討論ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。

採決を行います。

お諮りいたします。

議案第6号 平成31年度高齢者介護サービス事業会計補正予算（第2号）については、原案

のとおり可決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

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

議案第7号 木古内町印鑑の登録及び証明に関す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15 議案第7号 木古内町印鑑の登録及び証明に関する条例の

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7号 木古内町印鑑の登録及び

証明に関す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、住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令が、

本年11月5日から施行されることに伴い、本条例の一部を改正するもので、印鑑登録証明書

の「旧姓」の併記を可能とするものでございます。

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。

○議長（又地信也君） 詳細説明をお願いいたします。

町民課長。

○町民課長（吉田廣之君） それでは、議案第7号 木古内町印鑑の登録及び証明に関する条

例の一部を改正する条例制定について、説明いたします。

資料番号7、議案説明資料10ページの新旧対照表で説明いたしますのでお開きください。

住民票・個人番号カード等につきましては、国の改正令により11月5日から旧姓の記載が

可能となることから、当町における印鑑登録証明についても、住民票・個人番号カード等と

同様に、旧姓での印鑑登録等ができるよう改正を行うものです。

まず、第3条は、登録印鑑の制限ですが、第2項第1号に旧 氏を追加し、住民基本台帳に記
きゆううじ

録されている氏名等で表していないものを制限しております。

11ページをお開きください。

第6条は、印鑑の登録ですが第1項第3号に旧 氏を追加し、旧姓の印鑑の登録や証明書の中
きゆううじ

に旧姓の併記を可能にしています。

次に第12条は、登録の抹消ですが、第1項第5号に旧 氏を追加し、氏名等に変更があった
きゆううじ

場合に登録を抹消しなければならないとしています。

附則として、この条例は、令和元年11月5日から施行するとしています。

以上で、説明を終わります。よろしくご審議のほどお願いします。

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

質疑ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 質疑がないようですので、質疑を終了いたします。

これより討論を行います。

討論ございませんか。
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（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。

採決を行います。

お諮りいたします。

議案第7号 木古内町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例制定につい

ては、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○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8号 職員の勤務時間、休暇等に関す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16 議案第8号 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部

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8号 職員の勤務時間、休暇等

に関す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、本年2月の人事院規則の改正により、職員の健康確

保措置として、時間外勤務命令の上限が設けられたこととなったため、当町においても、条

例の改正及び規則の改正が必要となったものであります。

改正内容、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

願い申し上げます。

○議長（又地信也君） 詳細説明をお願いいたします。

総務課長。

○総務課長（若山 忍君） それでは、議案第8号につきましてご説明いたします。

資料番号7 議案説明資料の12ページをお開き願います。

条例第8条の2に第3項として、正規の勤務時間以外の時間における勤務に関し、必要な事

項は、規則で定めるとしています。

次に、資料の13ページをお開き願います。

こちらは、このたびの規則の改正内容である、14ページから16ページに改正内容を書いて

いるのですけれども、こちらを表にまとめたものです。

表の中段上の網掛け部ですが、左側に通常の業務を行う部署においては、原則、月45時間、

年360時間の範囲内で、超過勤務を命ずることができるとするものを示しております。

また、右側には、例えば数年に一度あるかないかの大事業に携わるなど、特殊な業務、こ

れを他律的業務と呼んでおりますが、これらの業務を行う部署においては、月100時間、年7

20時間以下とするなど、定めるものです。

一方で、大規模災害への対処などの特例業務に従事する場合には、上限を超えることがで

きるとしておりますが、その場合には、要因の整理や分析・検証を行う必要があると明記し
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ております。

資料の先ほど申し上げた14ページから16ページに、規則の新旧対照表を添付しております

ので、ご参照願います。

議案に戻りまして、附則としましてこの条例は、令和元年10月1日から施行するとしてお

ります。

以上で、説明を終わります。よろしくご審議をお願いいたします。

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

質疑ございませんか。

（「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8号 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例制定については、

原案のとおり可決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○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9号 木古内町簡易水道事業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17 議案第9号 木古内町簡易水道事業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9号 木古内町簡易水道事業条

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、水道法の一部改正に伴い、指定給水装置工事事業者

の更新手続き等について、当町においても条例の改正が必要となったものでございます。

改正内容や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） 詳細説明を求めます。

建設水道課長。

○建設水道課長（構口 学君） それでは、議案第9号 木古内町簡易水道事業条例の一部を

改正する条例制定について、ご説明いたします。

水道法の一部を改正する法律が令和元年10月1日に施行されました。これまで有効期間が
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定められていなかった指定給水装置工事事業者の指定について、5年間の更新制が導入され

ることになりました。

これに伴いまして、木古内町簡易水道事業においても、指定給水装置工事事業者の指定に

ついて、5年間の更新制を導入する必要があるため、当該条例を改正するものです。

それでは、条例改正の中身についてご説明いたします。

資料番号7 議案説明資料最終ページ17ページになりますが、こちらに新旧対照表を掲載

しておりますので、あわせてご参照ください。

第7条では、給水装置工事の施行は、「指定の更新を受けないことにより失効となった者を

除く。」の文言を加えております。

第31条につきましては、手数料の納入について、「指定の更新をする者」の文言を加えて

おります。

第34条では、水道法の改正に伴い条ずれが生じましたので、「第4条」を「第6条」に改め

ております。

附則といたしましてこの条例は、令和元年10月1日から施行することとしております。

ご審議のほどよろしくお願いいたします。

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

質疑ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 質疑がないようですので、質疑を終了いたします。

これより討論を行います。

討論ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。

採決を行います。

お諮りいたします。

議案第9号 木古内町簡易水道事業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） ご異議なしと認め、本案は原案のとおり可決することに決定をいた

しました。

同意案第1号 木古内町教育委員会教育長の任命について

○議長（又地信也君） 日程第18 同意案第1号 木古内町教育委員会教育長の任命について

を議題といたします。

恒例により、野村広章さんの退席を求めます。

（野村広章君 退場）
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○議長（又地信也君） 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、同意案第1号 木古内町教育委員会教

育長の任命について、提案理由の説明を申し上げます。

次のページに、資料を添付しておりますので、ご参照を願います。

このたび、木古内町教育委員会教育長の任命について、「地方教育行政の組織、及び運営

に関する法律」第4条第1項の規定により、議会の同意を求める野村広章氏は、昭和55年から

木古内町吏員として従事、平成16年に社会教育課長、平成17年から学校教育課長を兼ねて社

会教育課長並びに学校給食センター長を歴任され、平成20年10月からは、木古内町教育委員

会教育長に就任され、今日まで、当町の教育行政に、長きに渡り尽力されております。

極めて温厚な人柄で、公平・公正な意識が高く、教育関係者からも絶大な信頼を得ている

実績などから、引き続き、木古内町教育委員会教育長として適任と判断をいたしました。

以上、提案理由といたしますので、ご審議をいただきまして、満場一致でご同意賜ります

ようお願いを申し上げます。

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

質疑ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 質疑がないようですので、質疑を終了いたします。

これより討論を行います。

討論ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。

採決を行います。

お諮りいたします。

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

に賛成のかたは、ご起立をお願いいたします。

（賛成者起立）

○議長（又地信也君） 全員起立。

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。

野村広章さんの復席を求めます。

暫時、休憩をいたします。

休憩 午後3時11分

再開 午後3時12分

○議長（又地信也君） 休憩を解き、会議を再開いたします。

（野村広章君 入場）

○議長（又地信也君） 野村広章さんにご報告いたします。
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ただいま、同意案第1号 木古内町教育委員会教育長の任命については、満場一致で同意

されましたので、ご報告いたします。

おめでとうございました。

野村広章さんの申し出により、ご挨拶をお願いいたします。

○教育長（野村広章君） 議長のお許しをいただきましたので、一言ご挨拶を申し上げたい

と思います。

ただいま、議員各位のご同意をいただきまして、教育長の任命を賜りましたことは、大変

光栄であり、同時にその重責を痛感しつつ、身の引き締まる思いでございます。

今日、教育に関わる様々な課題がありますけれども、教育行政を代表するものとして、教

員委員をはじめ、学校、関係機関、そして地域の皆様方、連携して木古内町の教育の充実・

発展に力を尽くし、努めてまいりたいと思います。

議員各位におかれましては、どうか今後とも変わらぬご指導、ご助言を賜りますよう心か

からお願いを申し上げまして、ご挨拶に代えさせていただきたいと思います。どうぞよろし

くお願いいたします。

○議長（又地信也君） 教育長の同意案が可決されましたので、安心いたしまして、15時30

分まで暫時、休憩をいたします。

休憩 午後3時14分

再開 午後3時30分

同意案第2号 木古内町教育委員会委員の任命について

○議長（又地信也君） 休憩を解き、会議を再開いたします。

日程第19 同意案第2号 木古内町教育委員会委員の任命についてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

町長。

○町長（大森伊佐緒君） ただいま上程になりました、同意案第2号 木古内町教育委員会委

員の任命につきまして、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。

木古内町教育委員会委員に下記の者を任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関

する法律 第4条第1項の規定により、議会の同意を求めるものでございます。

議会の同意を求めます芦田こずえ氏は、昭和57年4月から11年間にわたり、神奈川県三浦

市立南下浦中学校、三浦市立三崎中学校でそれぞれ教鞭をとられ、平成12年からは町内にお

いて学習塾公文式木古内教室を経営されております。

平成20年4月から2年間は、木古内町国民健康保険病院運営審議会委員を務められ、平成23

年10月から木古内町教育委員会委員を努められております。

芦田氏は、学校現場での経験や、現役の塾講師として教育に造詣が深く、人格高潔であり

ますことから、教育委員として適任であり、今後におきましても当町の教育推進に貢献して

いただけるものと確信をしております。
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以上、提案理由といたしますので、ご審議をいただきまして、満場一致でご同意賜ります

ようお願いを申し上げます。

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

質疑ございませんか。

（「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2号 木古内町教育委員会委員の任命については、原案のとおり同意することに

賛成のかたは、ご起立をお願いします。

（賛成者起立）

○議長（又地信也君） 全員起立です。

よって、本案は原案のとおり同意することに決定をいたしました。

同意案第3号 木古内町固定資産評価審査委員会委員の選任について

○議長（又地信也君） 日程第20 同意案第3号 木古内町固定資産評価審査委員会委員の選

任についてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

町長。

○町長（大森伊佐緒君） ただいま上程になりました、同意案第3号 木古内町固定資産評価

審査委員会委員の選任について、提案理由の説明を申し上げます。

次のページに資料を添付しておりますので、ご参照を願います。

このたび、木古内町固定資産評価審査委員会委員の選任について、地方税法第423条第3項

の規定により、議会の同意を求めるものでございます。

同意を求めます東出洋一氏は、昭和47年4月から町内の民間企業、並びに現在の北斗市に

ある企業に勤務された後、平成3年4月の木古内町議会議員選挙において初当選されておりま

す。

その後、平成19年からは木古内町議会副議長の要職に就かれるなど、6期24年間にわたり、

当町の発展に多大な貢献をされ、平成27年4月にご勇退されております。

平成28年10月からは、木古内町固定資産評価審査委員会委員として、1期3年間ご活躍いた

だきました。

長年にわたる町議会議員としての経験に加え、当委員会委員としての知識と経験を生かし

て、引き続き委員の職責を果たしていただけるものと確信をしております。

以上、提案理由といたしますので、ご審議を賜りまして、満場一致でご同意を賜りますよ
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うお願いを申し上げます。

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

質疑ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 質疑がないようですので、質疑を終了いたします。

これより討論を行います。

討論ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。

採決を行います。

お諮りいたします。

同意案第3号 木古内町固定資産評価審査委員会委員の選任については、原案のとおり同

意することに賛成のかたは、ご起立をお願いいたします。

（賛成者起立）

○議長（又地信也君） 全員起立です。

よって、本案は原案のとおり同意することに決定をいたしました。

同意案第4号 被表彰者の決定について

○議長（又地信也君） 日程第21 同意案第4号 被表彰者の決定についてを議題といたしま

す。

提案理由の説明を求めます。

町長。

○町長（大森伊佐緒君） ただいま上程になりました、同意案第4号 被表彰者の決定につい

て、提案理由の説明を申し上げます。

木古内町表彰条例に基づき、令和元年度被表彰候補者について、表彰審査委員会に附し、

審査の結果、下記のとおり決定したので、木古内町表彰条例第5条ただし書きの規定により、

議会の同意を求めるものでございます。

平澤修司氏の功績概要につきましては、次のページに記載しておりますので、ご参照を願

います。

自治功労者 平澤修司。昭和21年12月11日生、満72歳。木古内町字釜谷58番地7。

平澤氏は、平成元年2月に木古内消防団に入団以来、30年以上にわたり、釜谷地区はもと

より、町内全域の予防活動・消火活動・警戒活動などに率先して従事されており、住民から

の信頼が厚く、地域の安心・安全に多大な貢献をされております。

以上、提案理由といたしますので、ご審議をいただきまして、満場一致でご同意賜ります

ようお願いを申し上げます。

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

質疑ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）
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○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4号 被表彰者の決定については、原案のとおり同意することに賛成のかたは、

ご起立をお願いいたします。

（賛成者起立）

○議長（又地信也君） 全員起立です。

よって、本案は原案のとおり同意することに決定をいたしました。

同意案第5号 被表彰者の決定について

○議長（又地信也君） 日程第22 同意案第5号 被表彰者の決定についてを議題といたしま

す。

提案理由の説明を求めます。

町長。

○町長（大森伊佐緒君） ただいま上程になりました、同意案第5号 被表彰者の決定につい

て、提案理由の説明を申し上げます。

木古内町表彰条例に基づき、令和元年度被表彰候補者について、表彰審査委員会に附し、

審査の結果、下記のとおり決定したので、木古内町表彰条例第5条ただし書きの規定により、

議会の同意を求めるものでございます。

谷口芳信氏の功績概要につきましては、次のページに記載しておりますので、ご参照を願

います。

自治功労者 谷口芳信。昭和27年2月24日生、満67歳。木古内町字亀川14番地1。

谷口氏は、平成元年2月に木古内消防団に入団以来、30年以上にわたり、釜谷地区はもと

より、町内全域の予防活動・消火活動・警戒活動等に率先して従事されており、住民からの

信頼が厚く、地域の安心・安全に多大な貢献をされております。

以上、提案理由といたしますので、ご審議をいただきまして、満場一致でご同意賜ります

ようお願いを申し上げます。

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

質疑ございませんか。

（「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）
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○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5号 被表彰者の決定については、原案のとおり同意することに賛成のかたは、

ご起立をお願いいたします。

（賛成者起立）

○議長（又地信也君） 全員起立です。

よって、本案は原案のとおり同意することに決定をいたしました。

同意案第6号 被表彰者の決定について

○議長（又地信也君） 日程第23 同意案第6号 被表彰者の決定についてを議題といたしま

す。

提案理由の説明を求めます。

町長。

○町長（大森伊佐緒君） ただいま上程になりました、同意案第6号 被表彰者の決定につい

て、提案理由の説明を申し上げます。

木古内町表彰条例に基づき、令和元年度被表彰候補者について、表彰審査委員会に附し、

審査の結果、下記のとおり決定したので、木古内町表彰条例第5条ただし書きの規定により、

議会の同意を求めるものでございます。

福嶋克彦氏の功績概要につきましては、次のページに記載しておりますので、ご参照を願

います。

自治功労者 福嶋克彦。昭和12年12月1日生、満81歳。木古内町字木古内123番地2。

福嶋氏は、平成11年に木古内町議会議員選挙に当選以来、5期20年にわたり、地方自治の

振興発展に努められ、この間、渡島西部広域事務組合議会議員、渡島廃棄物処理広域連合議

会議員などを歴任されたほか、議会選出の木古内町監査委員も務めてまいりました。

本年4月の任期満了により、議員を勇退され、現在は町内会活動や、社会福祉協会など、

数多くのボランティア活動を通して、住民自治の推進にも尽力されるなど、数多くの功績を

残しておられます。

以上、提案理由といたしますので、ご審議をいただきまして、満場一致でご同意賜ります

ようお願いを申し上げます。

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

質疑ございませんか。

（「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。
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採決を行います。

お諮りいたします。

同意案第6号 被表彰者の決定については、原案のとおり同意することに賛成のかたは、

ご起立をお願いいたします。

（賛成者起立）

○議長（又地信也君） 全員起立です。

よって、本案は原案のとおり同意することに決定をいたしました。

認定第1号から認定第9号（平成30年度各会計決算）

○議長（又地信也君） 日程第24から32までの9件につきましては、決算認定の一括議題とな

ります。

一括議題の議案については、議会事務局長より朗読をさせます。

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24 認定第1号 平成30年度木古内町一般会計決算認定について、日程第25 認定

第2号 平成30年度木古内町国民健康保険特別会計決算認定について、日程第26 認定第3号

平成30年度木古内町後期高齢者医療特別会計決算認定について、日程第27 認定第4号

平成30年度木古内町国民健康保険病院事業会計決算認定について、日程第28 認定第5号

平成30年度木古内町水道事業会計決算認定について、日程第29 認定第6号 平成30年度木

古内町高齢者介護サービス事業会計決算認定について、日程第30 認定第7号 平成30年度

木古内町介護保険事業特別会計決算認定について、日程第31 認定第8号 平成30年度木古

内町介護サービス事業特別会計決算認定について、日程第32 認定第9号 平成30年度木古

内町下水道事業特別会計決算認定について。以上でございます。

○議長（又地信也君） 以上、認定第1号 平成30年度木古内町一般会計決算認定についてほ

か8件については関連がありますので、一括議題といたします。

お諮りいたします。

ただいま一括議題といたしました9件の案件につきましては、本会議における提案理由の

説明及び質疑を省略し、平成30年度木古内町決算審査特別委員会を設置するとともに、議長

及び監査委員の新井田議員を除く8名の全議員を委員に選任し、これに付託の上、審査する

ことにいたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 異議ないものと認め、ただいま一括議題としました9件の案件につき

ましては、本会議における提案理由の説明及び質疑を省略し、平成30年度木古内町決算審査

特別委員会を設置し、議長及び監査委員の新井田議員を除く8名の全議員を委員に選任し、

これに付託の上、審査することに決定をいたしました。

次に、ただいま設置されました、平成30年度木古内町決算審査特別委員会に対し、本議会

から地方自治法第98条第1項の規定に基づく検査権を付与し委任したいと思いますが、ご異

議ございませんか。
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（「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30年度木古内町決算審査特別委員会に

対し、本議会から地方自治法第98条第1項の規定に基づく検査権を付与し委任することに決

定いたしました。

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3時51分

再開 午後4時01分

○議長（又地信也君） 休憩を解き、会議を再開いたします。

諸般の報告をいたします。

休憩中に、第1回平成30年度木古内町決算審査特別委員会が開催され、委員長及び副委員

長の互選が行われましたのでご報告いたします。

平成30年度木古内町決算審査特別委員会委員長に9番 竹田 努君、副委員長に5番 安齋

彰君、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30年度木古内町決算審査特別委員会の審査が終了するまで、

本会議を休会といたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） ご異議なしと認めます。

よって、平成30年度木古内町決算審査特別委員会の審査が終了するまで、本会議を休会す

ることに決定をいたしました。

以上で、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４時０３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。

令和元年9月11日

木古 内町議会議長 又 地 信 也

署 名 議 員 安 齋 彰

署 名 議 員 新井田 昭 男



令和元年９月１７日（火）第２号

○ 開 会 日 時 令和元年９月１７日（火曜日）午前１０時００分

○ 休 会 日 時 令和元年９月１７日（火曜日）午前１０時０６分

・出席議員（１０名）

１番 平 野 武 志 ６番 新井田 昭 男

２番 手 塚 昌 宏 ７番 相 澤 巧

３番 鈴 木 慎 也 ８番 廣 瀬 雅 一

４番 吉 田 裕 幸 副議長 ９番 竹 田 努

５番 安 齋 彰 議 長 １０番 又 地 信 也

・欠席議員（なし）

・地方自治法第121条の規定により説明のため出席した説明員

町長 大 森 伊佐緒

副町長 大 野 泰

総務課長 若 山 忍

会計管理者 高 橋 和 夫

特別養護老人ホームいさりび事務長 東 誠

代表監査委員 柿 﨑 重 明

・本会議に職務のため出席した者の職氏名

議会事務局長 福 田 伸 一

議事担当主査 堺 泰 幸
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令和元年第３回木古内町議会定例会議事日程

第２号 令和元年９月１７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 認定 第10号 平成３０年度木古内町介護老人保健施設事業清算特別会計決算認定に
ついて
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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9月11日に引き続き、会議を開会いたします。

ただいまの出席議員は10名でございます。

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

した。

ただちに本日の会議を開きます。

本日の議事日程及び説明員は、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。

7番 相澤 巧君、8番 廣瀬雅一君。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。

議会運営委員会委員長より、議会運営に関する件について報告を求めます。

議会運営委員会 委員長 3番 鈴木慎也君。

○3番（鈴木慎也君） 3番 鈴木慎也です。

令和元年9月17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 鈴木慎也。

議会運営委員会報告書。

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

る件について、会議規則第41条第1項の規定により報告いたします。

記 1.会議開催状況。

会議開催状況につきましては、9月17日に開催し欠席委員はおりませんでした。

2.令和元年第3回木古内町議会定例会の追加案件について。

(1)認定第10号 平成30年度木古内町介護老人保健施設事業精算特別会計決算認定につい

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、報告を終了いたします。
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認定第10号 平成30年度木古内町介護老人保健施設事業清算特別会計

決算認定について

○議長（又地信也君） 日程第3 認定第10号 平成30年度木古内町介護老人保健施設事業清

算特別会計決算認定についてを議題といたします。

お諮りいたします。

ただいまの議題につきましては、本会議における提案理由の説明及び質疑を省略し、平成

30年度木古内町決算審査特別委員会に付託の上、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） ご異議ないものと認め、ただいまの議題につきましては、本会議に

おける提案理由の説明及び質疑を省略し、平成30年度木古内町決算審査特別委員会に付託の

上、審査することに決定をいたしました。

休 会 の 宣 告

○議長（又地信也君） お諮りいたします。

平成30年度木古内町決算審査特別委員会の審査が終了するまで、本会議を休会といたした

いと思いますが、ご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 異議なしと認めます。

よって、平成30年度木古内町決算審査特別委員会の審査が終了するまで、本会議を休会す

ることに決定をいたしました。

以上をもちまして、本日の本会議を閉じます。

ご苦労様でした。

（ 午前１０時０６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。

令和元年9月17日

木古 内町議会議長 又 地 信 也

署 名 議 員 相 澤 巧

署 名 議 員 廣 瀬 雅 一



令和元年９月２０日（金）第３号

○ 開 会 日 時 令和元年９月２０日（金曜日）午後 ３時３０分

○ 閉 会 日 時 令和元年９月２０日（金曜日）午後 ４時１７分

・出席議員（１０名）

１番 平 野 武 志 ６番 新井田 昭 男

２番 手 塚 昌 宏 ７番 相 澤 巧

３番 鈴 木 慎 也 ８番 廣 瀬 雅 一

４番 吉 田 裕 幸 副議長 ９番 竹 田 努

５番 安 齋 彰 議 長 １０番 又 地 信 也

・欠席議員（なし）

・地方自治法第121条の規定により説明のため出席した説明員

町長 大 森 伊佐緒

副町長 大 野 泰

病院事業管理者 小 澤 正 則

総務課長 若 山 忍

税務課長 高 橋 和 夫

会計管理者 高 橋 和 夫

町民課長 吉 田 広 之

保健福祉課長 羽 沢 裕 一
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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３０年度木古内町決算審査特別委員会報告
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６ 議案 第10号 幼児教育・保育の無償化に伴う関係条例の整備に関する条例制定につ
いて

７ 発議案 第１号 議会閉会中の所管事務調査について
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書

10 議会閉会中の正・副議長及び議員の出張・派遣承認について
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（ 午後３時３０分 開会 ）

開 会 ・ 開 議 の 宣 告

○議長（又地信也君） ただいまから9月17日に引き続き、会議を開会いたします。

ただいまの出席議員は10名でございます。

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

した。

ただちに本日の会議を開きます。

本日の議事日程及び説明員については、別紙配付のとおりでありますが、小澤病院事業管

理者につきましては、本日診療のため欠席となっています。

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。

9番 竹田 努君、1番 平野武志君。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、これを省略します。

議 会 運 営 委 員 会 報 告

○議長（又地信也君） 日程第3 議会運営委員会報告。

議会運営委員会委員長より、議会運営に関する件について報告を求めます。

議会運営委員会 委員長 3番 鈴木慎也君。

○3番（鈴木慎也君） 3番 鈴木慎也です。

令和元年9月20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 鈴木慎也。

議会運営委員会報告書。

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

る件について、会議規則第41条第1項の規定により報告いたします。

記 1.会議開催状況。

会議開催状況につきましては、9月20日に開催し欠席委員はおりませんでした。

2.令和元年第3回木古内町議会定例会の追加議案について。
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(1)議案第10号 幼児教育・保育の無償化に伴う関係条例の整備に関する条例制定につい

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、報告を終了いたします。

平成30年度木古内町決算審査特別委員会報告

○議長（又地信也君） 日程第4 平成30年度木古内町決算審査特別委員会報告。

令和元年9月11日開催の令和元年第3回木古内町議会定例会において設置されました、平成

30年度木古内町決算審査特別委員会の報告を求めます。

平成30年度木古内町決算審査特別委員会 委員長 9番 竹田 努君。

○9番（竹田 努君） 9番 竹田 努です。

令和元年9月20日 木古内町議会議長 又地信也様。平成30年度木古内町決算審査特別委

員会委員長 竹田 努。

平成30年度木古内町決算審査特別委員会報告書。

令和元年第3回木古内町議会定例会において、本委員会に付託された事件について、次の

とおり審査を終了したので、会議規則第41条第1項の規定により報告します。

記 1.会議開催状況。

会議は、9月11日から9月20日までの5日間にわたり開催しております。

2の審査事項。

審査事項は、認定第1号 平成30年度木古内町一般会計決算認定についてほか以下のとお

り9件について、審査を行っております。

3.審査結果。

認定第1号 平成30年度木古内町一般会計決算認定のほか9件について、慎重に審査を行っ

た結果、当委員会としていずれも認定すべきと決定いたしました。

4.審査所見。

平成30年度各会計決算の中で、一般会計については、実質収支127万4,000円の黒字となっ

ているが、財政調整基金は減少している状況にあります。

自主財源である町税については、高い収納率を維持しており、昨年度の審査所見と同様に

評価に値するものである。今後も自主財源確保のため、さらなる収納率向上に引き続き努力

されたい。

ふるさと納税については、返礼品の充実に努めるなど、民間委託を含めた事業の見直しを

行い、さらなる成果を期待するものである。

人口減少対策については、居住環境の整備、出産・子育て支援、企業誘致等の様々な施策

に取り組んでいるものの、成果として表れていない。今後はより一層情報発信を強化し、人

口減少の歯止めに向け、移住定住の促進に努力されたい。
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高齢者等入浴無料券交付事業については、周知徹底に努めているものの、交付率36.3％、

利用率24.4％にとどまっていることから、利用率向上に向けた取り組みを進める一方、新た

な高齢者施策についても検討すべきである。

漁業振興事業については、種苗放流等の施策を含め、漁家や関係機関と十分協議し、中長

期的な取り組みを行い、漁獲増及び安定経営に向けて鋭意努力されたい。

はこだて和牛ブランド化推進事業については、制度開始から7年が経過しているが、町民

へのブランド化浸透や、食す機会を増やせていないなどの課題が多くあるため、事業内容の

見直しも含めて検討されたい。

水道事業については、修繕費等の大幅な減少が見られ、安定経営に向けた努力が認められ

る一方で、今後は、人口減少の影響により給水量の減少が想定されるため、今後も健全経営

に向け努力されたい。以上であります。

○議長（又地信也君） 平成30年度木古内町決算審査特別委員会委員長の報告が終わりまし

たが、この委員会は議長及び監査委員の新井田議員を除く8名の全議員による委員会であり

ますので、質疑、討論を省略することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 異議ないものと認めます。

お諮りいたします。

認定第1号 平成30年度木古内町一般会計決算認定についてほか9件につきましては、平成

30年度木古内町決算審査特別委員会委員長報告のとおり認定することにご異議ございません

か。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） ご異議ないものと認めます。

よって、認定第1号 平成30年度木古内町一般会計決算認定についてほか9件につきまして

は、平成30年度木古内町決算審査特別委員会委員長報告のとおり認定することに決定をいた

しました。

行 政 報 告

○議長（又地信也君） 日程第5 行政報告。

町長より行政報告の申し出がありましたので、これを許します。

町長。

○町長（大森伊佐緒君） 議員の皆様には、きのうまで決算審査特別委員会でのご審議、誠

にありがとうございました。

行政報告が2件ございますので、ご報告いたします。

1点目は、亀川地区サラキ岬での火災の発生についてでございます。

令和元年9月13日午後4時54分、サラキ岬に立ち寄った函館市在住のかたから、サラキ岬の

模型船裏側で煙が見えるとの119番通報があり、消防車が出動しております。

午後5時4分に消火を開始し、20分ほどで火の勢いが収まり、午後5時46分に鎮火となりま

した。



- 80 -

本火災で、木製杭16本と草地約450㎡が焼損しておりますが、人的被害はありませんでし

た。

出火原因は、発火源、着火物などの原因が判明されず、特定できておりません。

本火災による出動は、消防車両4台、消防職員9名でございます。

2点目は、下町地区の火災の発生についてでございます。

令和元年9月18日午後3時46分、下町地区の住民のかたから自宅の壁が燃え、消火をしたの

で周辺を確認してほしい旨の119番通報があり、消防車が出動しております。

現場到着時には、消火器による初期消火で火の勢いは収まっておりましたので、焼損部分

を確認したところ、裏玄関と玄関軒下から煙が、また裏玄関風除室の天井内部も煙が充満し

ており、電気配線も融解しておりました。

このため、放水による冷却を行い、午後4時18分、鎮火となりました。

本火災では、人的被害はなく、住宅天井と風除室の内壁が焼損し、電気配線が融解してお

り、焼損面積は約2㎡でございます。

なお、損害額については、現在調査中であります。

出火原因は、水道メーター交換業者が、メーターボックス周囲のアスファルト修復施工時

に用いたガスバーナーの炎が、外壁の合わせ目から土台部に燃え移り、出火したものと木古

内消防署から報告を受けております。

本火災による出動は、消防車両3台、消防職員6名でございます。

また、本火災により、被災した住宅の電気が使用できなくなったため、町保有の発電機を

設置し、電源を確保したところでございます。

以上で、行政報告を終わります。

○議長（又地信也君） 町長より行政報告がありましたが、質疑ございませんか。

6番 新井田昭男君。

○6番（新井田昭男君） 新井田でございます。

いま、町長のほうから行政報告2件いただきました。1件は、きのうの決算審査特別委員会

の中で、資料含めて説明はいただきました。

たまさか2件ともご案内のように、火災に関わる状況になっております。1件のサラキに関

しては、たまさか同僚議員も含めて、当初サイレンが鳴って我々もちょっと駆けつけた経緯

がございました。そういう中で、原因が不明だということで、たまたま非常に当日は、この

時期風が下りるのが早いのですね。結構強風状況にあって、たまさか枯れ木の状況できょう

こうやってご案内したような報告内容になっていますけれども、この2件は同じ9月というこ

とで、非常に我々とすればやはり何かの警鐘じゃないのかなということで、これからどんど

ん寒さに向かって我々も含めて、火の扱いに関しては、また対応していかなきゃならない部

分だと思います。

今後、やはり2の部分に関しては、業者のいろんな作業手順の中で起こったという経緯で

しょうけれども、これは行政のほうもやはり今後、火に関してはいろんな取り組みをされて

いるし、防災無線も含めて活用は結構盛んにされています。その辺は個人的には評価させて

いただいていますけれども、やはり警鐘を鳴らすためには、特に私はもう少しいわゆるどう

でしょう、防災無線も聞いていると例えばサラキの部分に関しては、いとも簡単に終わって
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いるのですね。消しましたよ、終わりましたよというような極端に言うとそういう内容です。

ですから、もうちょっと住民に対する注意喚起を含めて、ひとこと・ふたこと添えるとか、

そんな対応をしていただきたい。

それともう一つ、業者の2番目に関わる火災発生に関しては、やはりこれを機に業者に対

する行政としてできる、いわゆるいろんな作業の中で手順があると思うのですね。たまさか

今回は、アスファルトの中でガスボンベ使って柔くしてというようなことなのでしょうけれ

ども、いろんな手順が出るわけです。ですから、そういう部分に関しては、やむを得ない部

分はあるのかもしれないけれども、これを機にやはり建設協会含めた形の中で、やはり一報

をいれていただきまして、そういう手順の見直しを図ってもらうというようなことも大事じ

ゃないかと思うのです。その辺の見解をこの場をお借りして、ちょっとお聞きしたいのです

けれども。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君） 新井田議員のお尋ね、1点目の火災に対する住民へのＰＲというこ

とにつきましては、確かにお尋ねのとおりかと思います。これだけやったから十分だという

ことはないと思います。現在は、当町の大火記念日にあわせて、毎月15日には消防に警報を

鳴らしたり、木古内消防団、そしてまた消防婦人隊、もっと言いますと根っこには木古内消

防署があって、様々な形で住民への火災予防の啓発に努めていただいております。また、火

災の一番多いと言われるものが乾燥している時期というのは春でございますので、春につい

ては知内町と共同で山火事注意というそういった会議も大会も開いたり、様々なことをして

おりますが、これだけやったら火事がないんだということは言えませんので、お尋ねのとお

りこれからもＰＲ活動には、十分力をいれていきたいと思っております。

2点目の業者への指導ということになりますが、私も以前業者という立場で木古内町から

の事業を受注していた1人であったのですが、業者の立場から言うと、工事高にあわせて保

険というのは入るというのが当たり前で考えていたものですから、それが当たり前だとは言

うものの、これらに対して業者に直接あるいは協会に入っている入っていないありますので、

協会をとおしてもこれらにつきましては、事業所さんに何かの事故があった時に、しっかり

と補償できるような体制を整えるように、注意喚起をしてまいりたいと考えております。

○議長（又地信也君） 6番 新井田昭男君。

○6番（新井田昭男君） 町長がいまおっしゃったように、小さいことと思わずに、ぜひ何も

なかったら良いんだということではないと思いますけれども、これを機にこういうことがな

いとなかなか我々も含めて、気をつけなきゃいけないなというような思うことがあまりない

のですよね。ですから、そういうことで、たまさか集中したこの9月の中で2件あったという

ことですので、この辺はやはり警鐘を促す部分で、個人的に必要かなということで、いまち

ょっとお尋ねさせていただきました。私も実は、泉沢のほうでは自治会の役員もしながら、

いわゆる回覧のほうの情報担当もしております。こういう部分も含めて、地元にもそういう

情報誌を含めて、今後ちょっと注意喚起をしていく予定でおりますので、手前味噌ではない

のですけれども、要するにこういうのあったら町内会も含めて、きちんと案内を取っていた

だいて、事故防止に努めるということも含めて、今後お願いできればなというふうに思って

います。答弁はいりません。ありがとうございました。

○議長（又地信也君） ほかに質疑ございませんか。
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質疑がないようですので、以上をもちまして、行政報告を終了いたします。

議案第10号 幼児教育・保育の無償化に伴う関係条例の整備に関する条例制定について

○議長（又地信也君） 日程第6 議案第10号 幼児教育・保育の無償化に伴う関係条例の整

備に関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10号 幼児教育・保育の無償

化に伴う関係条例の整備に関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。

このたびの条例制定につきましては、消費税増税に伴い、子育てを行う家庭の経済的負担

軽減を図るため、本年10月1日から保育所などを利用する3歳以上の子どもや、3歳未満の市

町村民税非課税世帯の子どもの利用料が無償化になります。

この改正法の施行に伴い、必要な規定整備等を行うため、関係政令が公布されたことから、

施設及び運営に関する基準や、食事の提供に要する費用の取扱いなどを改正するものでござ

います。

改正内容や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。

○議長（又地信也君） 詳細説明をお願いいたします。

町民課長。

○町民課長（吉田廣之君） それでは、幼児教育・保育の無償化に伴う関係条例の整備に関

する条例制定について、ご説明いたします。

この条例制定は、3条立てとなっておりますので、まず、第1条の木古内町家庭的保育事業

等の整備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について、ご説明いたします。

まず、この木古内町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の施設は、

小規模保育、家庭的保育や居宅訪問型保育等のことであり、当町には無い施設ではあります

が、将来の開設も含め町の基準について条例を制定しています。

資料番号9 議案説明資料の新旧対照表によりご説明いたします。

まず、資料の2ページから3ページをお開きください。

第6条第2項から第5項までの追加は、代替保育に係る連携施設の確保義務の緩和により追

加されております。

次に、第16条第2項第4号の追加ですが、家庭的保育者の居宅で保育が行われている家庭的

保育事業に対する食事の提供の特例に係る外部搬入施設の拡大による追加となっておりま

す。

次に、資料の3ページから4ページにまたがっております。

第45条第2項の追加は、満3歳以上の児童を受け入れている保育所型事業所内保育事業所に

ついて、町長が認めるものについては、卒園後の受皿の提供を行う連携施設の確保が不要と

なったことによる追加です。

附則第2条第2項の追加は、家庭的保育者の居宅以外で保育を提供している家庭的保育事業
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については、自園調理への移行に向けた努力義務を課しつつ、自園調理の原則の適用を猶予

する経過措置期間を「10年」としたことによる追加です。

続きまして、第2条 木古内町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す

る基準を定める条例の一部改正について、ご説明いたします。

この条例改正は、先ほどの木古内町家庭的保育事業等の整備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部改正並びに内閣府令第7号の交付を受けての改正です。

議案説明資料、7ページから9ページまで記載されております。

第42条第2項から第8項までの追加・改正については、特定地域型保育事業による代替保育

に係る連携施設確保義務の緩和によるものです。

附則第5条は、連携施設を確保しないことができる経過措置を5年間延長するとしておりま

す。

続きまして、第3条 木古内町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す

る基準を定める条例の一部改正について、説明いたします。

この改正は、幼児教育・保育の無償化に伴う改正であり、内閣府令第8号の公布を受けて

の改正です。

議案説明資料の新旧対照表は、14ページから41ページまでの28ページにわたり、ページ数

が多いため、一部改正の概要を作成しましたので、この概要でご説明いたします。

議案説明資料の10ページをお開きください。

概要は、左から条文等、改正内容、改正の趣旨等を記載しております。

主な改正の内容は、4点になります。

1点目は、用語・文言、条項の整理等で、これは第2条から第11条、第13条から第21条、第

24条から第28条、第30条、第32条、第34条から第43条、第46条から第47条、第49条から第52

条、附則第2条関係で、改正条例全般に及んでおりますが、「支給認定」を「教育・保育給付

認定」に、「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に、「支給認定の有効期間」

を「教育・保育給付認定の有効期間」に改める等の規定の整備を行うものであります。

2点目は、定義の追加で、第2条関係であります。

改正内容のとおり、「満3歳以上教育・保育給付認定子ども」、「特定満3歳以上保育認定子

ども」、「満3歳未満保育認定子ども」、「市町村民税所得割合算額」、「負担額算定基準子ども」

についての定義を新たに定めるものです。

3点目は、食事の提供に要する費用の取扱いの変更で、第13条第4項関係であります。

改正の趣旨の欄をご覧ください。

幼児教育・保育の無償化に伴い、小学校就学前子どもに関する副食費の提供に要する費用

について、木古内町以外の市町村から教育・保育給付認定を受けている3歳以上の子どもに

限り、特定教育・保育施設、または特定地域型保育事業者において、教育・保育給付認定保

護者から支払いを受けることができる費用とするものです。

ただし、当町から教育・保育給付認定を受けている満3歳以上の子ども、年収360万円未満

相当の世帯の子どもや所得階層にかかわらず、第3子以降の子どもの副食費の提供に要する

費用は除かれます。また、満3歳未満の子どもの食事の提供に要する費用についても除くも

のであります。

議案説明資料、12ページから13ページをお開きください。
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4点目は、市町村長が認めた場合における連携施設の確保義務の緩和、免除で、第42条第2

項、第3項、第4項、第5項、第8項関係であります。

改正の趣旨の欄をご覧ください。

特定地域型保育事業者は、利用乳児に対する保育が適正かつ確実に行われ、特定地域型保

育事業者による保育の提供の終了後も満3歳以上の子どもに対し、必要な教育または保育が

継続的に提供されるよう、連携を行う保育所、幼稚園、または認定子ども園を適切に確保し

なければならないとされておりましたが、国の基準において緩和措置が拡充されたことから、

町長が認めた場合における連携施設の確保義務の緩和、免除についての規定を追加するもの

であります。

追加する規定の内容は、特定地域型保育事業者による代替保育提供に係る連携施設の確保

が著しく困難であると認める場合であって、1点目、特定地域型保育事業者と代替保育を提

供する者との間で、それぞれの役割分担及び責任の所在が明確化されていること。

2点目、代替保育を提供する者の本来の業務の遂行に支障が生じないようにするための措

置が講じられていること。

この条件を満たす場合、連携先を小規模保育事業者または事業所内保育を行う者から確保

することを可能とするものであります。

次に、町長は、特定地域型保育事業者による卒園後の受皿の提供を行う連携施設の確保が

著しく困難であると認めた時は、卒園後の受皿の提供を行う連携先を、企業主導型事業に係

る施設、地方自治体が運営費の支援等を行っている認可外の保育施設のいずれかから確保す

ることを可能とするものであります。

なお、当町には、この特定地域型保育事業に該当する施設はありません。

議案に戻りまして、附則として、この条例中第1条及び第2条の既定は公布の日から、第3

条の規定は令和元年10月1日から施行するとしております。

また、3歳以上児と3歳未満児の非課税世帯の利用料無償化については、規則で定めること

になっておりますのでよろしくお願いいたします。

以上で、説明を終わります。よろしくご審議をお願いします。

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

質疑ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 質疑がないようですので、質疑を終了いたします。

これより討論を行います。

討論ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。

採決を行います。

お諮りいたします。

議案第10号 幼児教育・保育の無償化に伴う関係条例の整備に関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） 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
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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7 発議案第1号 議会閉会中の所管事務調査についてを議題

といたします。

議会閉会中の所管事務調査について、会議規則第75条の規定により総務・経済常任委員会

及び議会運営委員会の各委員長より別紙のとおり、その所管に属する事務調査の申し出があ

りました。

お諮りいたします。

議会閉会中の所管事務調査について、各委員長より申し出のとおり、これを承認したいと

思いますが、ご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） ご異議なしと認め、本案については原案のとおり承認することに決

定をいたしました。

意見書案第1号 「「子どもの貧困」解消など教育予算確保・拡充と就学保障、

義務教育費国庫負担制度堅持・負担率1/2の復元、教職員の超勤・多忙化解消

・「30人以下学級」の実現に向けた意見書

○議長（又地信也君） 日程第8 意見書案第1号 「子どもの貧困」解消など教育予算確保

・拡充と就学保障、義務教育費国庫負担制度堅持・負担率1/2の復元、教職員の超勤・多忙

化解消・「30人以下学級」の実現に向けた意見書についてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

2番 手塚昌宏君。

○2番（手塚昌宏君） 2番 手塚昌宏です。

意見書案第1号 令和元年9月20日 木古内町議会議長 又地信也様。

提出者 木古内町議会議員 手塚昌宏、賛成者 木古内町議会議員 相澤 巧、同じく廣

瀬雅一。

意見書案第1号 「子どもの貧困」解消など教育予算確保・拡充と就学保障、義務教育費

国庫負担制度堅持・負担率1/2の復元、教職員の超勤・多忙化解消・「30人以下学級」の実現

に向けた意見書（案）について、会議規則第14条第1項及び第2項の規定により別紙のとおり

提出します。

義務教育費国庫負担率が2分の1から3分の1になったことで、定数内期限付採用や非常勤教

職員が増加し、教職員定数の未充足などの状況が顕著になっている中、文科省は「学校にお

ける働き方改革や複雑化・困難化する教育課題に対応するため」2019年度分2,615人増の要

求を行いました。しかし、8年間の教職員定数改善計画は実現されず、計1,456人の定数増に

とどまりました。
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子ども達へのきめ細やかな教育のためにも、教職員定数を抜本的に改善するなど、教職員

の超勤・多忙化解消が不可欠です。そのためには、法整備の見直しとともに、全ての教職員

の抜本的な超勤実態の解消となる、基礎定数法改善による「第8次教職員定数改善計画」の

策定や、「30人以下学級」など少人数学級の早期実現、全教職員による協力・協働体制によ

る「学校づくり」を具現化するような施策が必要です。

子ども達は、住む地域や環境に関係なく平等に教育を受ける権利を有しています。その保

障のためには、国による教育予算の確保と拡充が必要です。

これらのことから、国においては、義務教育費無償、義務教育費国庫負担制度の堅持、当

面負担率2分の1の復元、早急に実効性のある教職員の超勤・多忙化解消の実現など、教育予

算の確保・拡充、就学保障の充実をはかるよう要請します。

よって、記載しております以下の4点を重点とし、内閣総理大臣及び各関係大臣に提出す

るものです。

以上、提案理由としますので、議員の皆様のご賛同をよろしくお願いいたします。

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

質疑ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 質疑がないようですので、質疑を終了いたします。

これより討論を行います。

討論ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。

採決を行います。

お諮りいたします。

意見書案第1号 「子どもの貧困」解消など教育予算確保・拡充と就学保障、義務教育費

国庫負担制度堅持・負担率1/2の復元、教職員の超勤・多忙化解消・「30人以下学級」の実現

に向けた意見書については、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 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。

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

○議長（又地信也君） 日程第9 意見書案第2号 林業・木材産業の成長産業化に向けた施

策の充実・強化を求める意見書についてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

4番 吉田裕幸君。

○4番（吉田裕幸君） 4番 吉田裕幸です。

意見書案第2号 令和元年9月20日 木古内町議会 議長 又地信也様。

提出者 木古内町議会議員 吉田裕幸、賛成者 木古内町議会議員 竹田 努、同じく平
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野武志。

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

（案）について、会議規則第14条第1項及び第2項の規定により別紙のとおり提出します。

本道の森林は全国の森林面積の約4分の1を占め、国土保全、地球温暖化防止、林産物の供

給等の多面的機能の発揮が期待されており、これらの機能を十分に発揮させるためには、「植

えて育てて、伐って使って、また植える」といった森林資源の循環利用を進める必要がある。

森林の整備を進め、木材を積極的に利用していくことは、山村地域を中心とする雇用・所

得の拡大による地方創生にも大きく貢献するものである。

今後、人工林資源が本格的な利用期を迎える中、既存の制度や森林環境譲与税を活用した

地域の特性に応じた森林整備の着実な推進や、森林資源の循環利用による林業・木材産業の

成長産業化の実現に向けて施策の充実・強化を図ることが必要であることから、記載してお

りますとおり以下3点の要望事項について、内閣総理大臣及び各関係大臣に提出するもので

す。

以上、提案理由とします。議員各位のご賛同をよろしくお願いいたします。

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

質疑ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 質疑がないようですので、質疑を終了いたします。

これより討論を行います。

討論ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。

採決を行います。

お諮りいたします。

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

については、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 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10 議会閉会中の正・副議長及び議員の出張・派遣承認につ

いてを議題といたします。

お諮りいたします。

議会閉会中、出張または派遣を要する各種の行事、慶弔、会議、研修、陳情等について、

正・副議長及び議員を出張・派遣させたいと思いますが、ご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） ご異議なしと認め、承認することに決定をいたしました。
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なお、現在予定されている出張または派遣につきましては、別紙配付のとおりであります

が、今後の出張または派遣する議員につきましては、その都度、議長において指名すること

にいたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） ご異議なしと認め、承認することに決定をいたしました。

閉 会 の 宣 告

○議長（又地信也君） 以上をもちまして、本定例会に付議されました案件は全て審議を終

了いたしましたので、会議を閉じます。

以上をもちまして、令和元年第3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４時１７分 閉会 ）
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