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会議録 平成 27 年 12 月 3 日(木) 場 所 3階 第 5研修室

会 議 名：第 9回総務・経済常任委員会

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

福嶋委員、鈴木委員、吉田委員、又地委員

欠席委員：なし

会議時間 午後 1時 30 分～午後 5 時 01 分

事 務 局 吉 田、西 嶋

開 会

1 ．委員長挨拶

平野委員長 ただいまから第 9回総務・経済常任委員会を開会いたします。

ただいまの出席委員は 10 名でございます。

よって、委員会条例第 14 条の規定による委員定足数に達しておりますので、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。

本日の会議次第は、別紙配付のとおりでございます。

開会前に丹野室長からもお話がありましたし、はじまる前の皆さんの雑談の中でもお話

がありましたが、きのうＪＲ北海道に町長をはじめ、議員の皆さん方が陳情に行ってきた

ということで、私は所用で行けずに大変申し訳ありませんでした。

その成果ではないですけれども、早速きょう先ほどのニュースで、開業時の 4時間を切

る列車は断念したというＪＲ側の見解がありました。それもきのう皆様方が行ってお願い

をした成果で、木古内駅に止まらない可能性が少なくなったのかなと思っております。大

変成果が出たということで、皆さん喜ばしいことだと私は思っております。大変、お疲れ

様でした。

2 ．調査事項

（ 1 ）＜まちづくり新幹線課＞

・人口減少対策について（継続）

平野委員長 早速、調査事項に入っていきたいと思います。

まちづくり新幹線課でございます。まちづくり新幹線課の福田課長をはじめ、丹野室長

をはじめ、主査の皆さん、お疲れ様でございます。

早速、資料を事前に配付してございます。委員の皆様方におかれましては、文字数も大

変多いので事前に目を通していただいていると思いますが、説明のほうも重要な部分のみ
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簡潔にわかりやすい説明を求めますので、よろしくお願いします。

早速、資料の説明をお願いします。

福田課長。

福田まちづくり新幹線課長 まちづくり新幹線課でございます。よろしくお願い申し上げます。

それでは、本日の調査事項、人口減少対策について、ご説明を申し上げます。

資料の 1ページをご覧ください。

まち・ひと・しごと創生総合戦略策定推進委員会等の開催について、ご説明申し上げま

す。

はじめに進捗状況でございますが、第 2 回まち・ひと・しごと創生総合戦略策定推進委

員会は 10 月 30 日に開催いたしまして、委員全員によるワークショップを行ってございま

す。

2ページの資料 1をご覧ください。

これは、ＳＷＯＴ分析と呼ばれるものでございまして、事業の戦略や方向性を見いだす

一つの手法ということでありまして、内部要因となるまちの強みや弱み、外部要因となる

機会、脅威を委員の皆さんでワークショップにおいて議論していただいたところでありま

す。

強みにつきましては、新幹線開業や食、自然環境や交通の要衝、弱みとしては少子高齢

化や宿泊施設の脆弱さ、中山間地域といったことがあげられております。機会といたしま

しては、新幹線開業と観光交流センター、高規格道路、脅威としては人口減少や高齢化、

医療分野での不安などがあげられております。

3ページをご覧ください。

これは、このＳＷＯＴ分析の分析結果でございます。

強みで機会を活かす施策、脅威を克服する施策、弱みを克服して機会を逃さない施策、

最悪の事態を招かない施策、これらについてまとめております。

今後は、これらの分析結果を基に、基本目標や基本的方向性、ＫＰＩ（重要業績評価指

数）これらの設定を行い、総合戦略の取りまとめを行ってまいります。

1ページにお戻りください。

次は、第 3 回庁舎内人口減少対策検討会議でございますが、10 月 2 日に開催してござい

ます。各課から提案されている事業の内容精査を行っております。

4ページの資料 2をご覧ください。

黄色の事業、10 番から 13 番は地方創生先行型事業として、今年度実施している事業で

ございます。

次に 5 ページでございますが、水色の事業、19 番と 23 番でございますが、これは既に

実施済みの事業でございます。

移住・定住、少子化、企業誘致に関する事業につきまして、事業効果、公平性、事業費

や財源について検討を行っているところでございます。

今後につきましては、総合戦略策定推進委員会の委員の皆さんからもご意見をいただき、

これらの事業とともに検討を加えまして、今年度から実施している先行型事業の継続性も

含め、総合戦略で設定したＫＰＩを達成するための施策を実施していくこととしてござい

ます。
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再び、1 ページにお戻りください。

次は、空き家情報の取りまとめ結果についてご説明申し上げます。

空き家情報の取りまとめにつきましては、対象物件が 91 件ございました。事前に物件所

有者の状況について、調査を行ってございます。

結果といたしましては、91 件中 53 件が未相続ということでございまして、現在の現所

有者が確認できないということで、除外しております。したがいまして、残りの 38 名のか

たにアンケート調査を送付しております。

8月 4 日に送付いたしまして、17 日を回答期日として実施してございます。

6ページの資料 3をご覧ください。

38 件のうち、回答件数は 18 件でございました。このうち、現地調査に応じていただけ

たのは、6件ということでございました。

8ページをご覧ください。

これは、現地調査の結果でございます。修理をすれば居住可能なものが 4 件、居住不可

能なものが 1 件、調査時点で既に今年度中に解体されていたものが 1 件ございました。現

状のままで、居住可能という物件はございませんでした。今後につきましては、引き続き

空き家情報の把握に努めまして、また確認も引き続き行ってまいりたいと思っております。

再び、1ページにお戻りください。

次は、一番最後ですが、移住希望者への現地案内でございます。木古内町へ移住を希望

するかたの問い合わせに対応いたしまして、民間の賃貸物件をご紹介しております。道内

・道外から各 1名ずつの問い合わせがありまして、現地をご案内したところでございます。

このほかにも、電話での木古内町の状況はどうなっているかというような照会電話もほか

にも数件あります。

それから次に、資料にはございませんが、以前出されておりましたふるさとサポーター

制度これについて、ご説明申し上げたいと思います。

ふるさとサポーター制度につきましては、事業に現在取り組んでおります鷹栖町、安平

町の状況を伺っております。

安平町につきましては、平成 26 年度から実施しておりまして、現在登録者は約 50 名と

いうことでございました。

鷹栖町は平成 20 年度から実施しておりまして、登録者が約 1,200 名、そして年 2 回の情

報誌を送付しているということでございます。鷹栖町が 1,200 名とすごく多い数字なので

すが、この理由につきましては、同期会を開催する際に町が補助金をしていると。補助金

を出しているとのことで、要件の一つに参加者した方々がサポーター登録をすると。これ

を要件にしているということで、登録者数が多いということでございました。

効果についてですが、いずれも安平町・鷹栖町ともに、移住・定住や企業誘致等の目に

見えた効果というのは特にないということでございまして、いずれも町のＰＲの一環だと

いうことで、取り組みをしているということでございました。

当町といたしましては、これらの結果を踏まえましてこれまでどおり、東京木古内会や

札幌木古内会、鶴岡市の木古内を訪ねる会や観光大使の奥田政行シェフなどに木古内町の

サポーターとして、引き続きＰＲや情報発信をお願いしてまいりたいと考えてございます。

以上で、資料の説明を終わらせていただきます。
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平野委員長 ただいま人口減少対策について、資料に載っておりませんふるさとサポータ

ー制度についての説明もありました。

確認なのですけれども、ふるさとサポーター制度については、鷹栖町・安平町の 2 町の

調査を行った結果、我が町では新規な取り組みはしないということでいいのですよね。わ

かりました。

それでは、質疑をお受けします。

竹田委員。

竹田委員 戦略策定委員会、この 2 ページ・3 ページのこの資料ですけれども、これは戦

略会議でこういう資料を作ったという捉え方をしていいのかどうなのか。これは行政が作

ったのか、戦略会議のスタッフがこういう資料を作って町のほうに策定委員会として提示

をしたのかという部分をまず 1点。

平野委員長 福田課長。

福田まちづくり新幹線課長 これにつきましては、第 2 回の策定委員会でワークショップで各

委員さんにそれぞれ 5・6 人のグループで、4 項目について意見を出していただきまして、

それをコンサルと私ども事務局が取りまとめたものでございます。

平野委員長 竹田委員。

竹田委員 この資料は、コンサルが整備をしたという捉え方でいいのですね。わかりまし

た。

それで、ここは一つの意見集約の中で、町の特性・課題の一つの要素というかポイント

だけを挙げたという捉え方でまずいいと思うのです。

それで、まず戦略会議どうこうというより、この 1 ページの資料を見ても戦略策定委員

会が先で、日程的に内部の検討会が先にやっているのに、なぜこの資料。順番が若いほう

から内部の検討会議が 10 月の上旬にやって、そのあと戦略会議が開催されているにの、戦

略会議が上にもってきたのかと。どうもやはり、いただけないのだよねその辺が。あくま

でも内部の検討会議が主たる部分で、例えば戦略会議のほうに行政ではいまこういうこと

を考えている。こうやりたいのだけれども、皆さんの意見をということで求めるわけだか

ら、その意見の結果「それじゃ来年の予算に特化しよう」ということが、やはり主たる部

分は私はやはり内部の検討会議だと。

ですから、この 4 ページ・5 ページだとかに記載されている部分であっても、事業の効

果は確かに出ている。全くこの中でだめだという評価の事業の効果を、だめだと評価して

いる部分というのはあまりないのですよね。やることによって、こういう期待ができる効

果が出るというふうになっている。だから、これをもう少しやはり内部検討なり戦略会議

の中で、もっと踏み込んだ議論をして具現化にしなかったら、もうたぶんきょう副町長も

いるからなんですが、もう予算も策定の時期ですよね。それとすれば、もうある程度具体

的なものが煮詰まってないと間に合わないということになるのですけれども、その辺とい

うのは例えば会議の進め含めた部分でどういうふうに実際に、例えばこういう 4 ページの

資料等を戦略会議の策定委員会の中に提示をして、その反応とすればどうだったのかとい

うそういう具体的なことをやはり我々は聞きたい。そのことによって、多くの町民がこう

いう事業については例えば、出産給付金でも保育料の無料化等についても、どういう多く

の町民がどういう意見を持っているのかということを我々はやはりその結果を知りたいの
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です。それで例えばそうすれば、ここでこういう議論になっているのに、なぜ予算計上で

きないのだという話にもなるわけです。だから、そういうことをどうだったのかという部

分をちょっと説明してください。

平野委員長 竹田委員の質問に合わせまして、この策定委員会と検討会議の今後の日程等

がもし決まっている部分があれば、合わせて答弁をいただきたいと思います。

福田課長。

福田まちづくり新幹線課長 この委員会は第 3 回を先日行いまして、次の第 4 回につきまして

は、スケジュールでいけば総合戦略のまとめということになってございます。この総合戦

略自体は、この推進委員会で様々なＳＷＯＴ分析等を経まして、あくまで総合戦略という

のは町の進むべき方向性、人口減少対策としてそれぞれの分野でこういったものを力をい

れていきましょうという方向性を決めるものでありまして、その総合戦略の中には数値目

標、こういったものが定められてまいります。ＫＰＩと言いますけれども、この数値 目

標をクリア・達成するためには、どういった事業を町として行わなければならないかとい

うのに備えて、この内部の検討会議で個々の事業の検討、実現可能性等の検討を行ってい

るということでございまして、スケジュールとしましては 1 月中旬に次回推進委員会を開

催しまして、総合戦略を取りまとめていく。その中に、いま申し上げましたＫＰＩ等の指

標等も全て項目等も出てまいりますので、それを達成するための施策をこの行政として「こ

れをやりましょう、あれをやりましょう」、それは国からの交付金。こういった財源スキー

ム等も含めて、判断してお示ししてまいりたいというふうな今後の進めになってまいりま

す。

平野委員長 策定委員会のほうの次回の予定は。1 月中旬が検討会議なのですよね。策定

委員会のほうが 1 月中旬。検討会議については、今月中にもう一度開催されるということ

ですね。

竹田委員。

竹田委員 正直に言って、この戦略会議自体をちょっといまの説明からすれば、我々が思

っているというか当初思っていたのは、あくまでも行政内部の検討会議、この 4 ページの

資料。これを戦略会議に提示をして、その善し悪しを判断する。最終的にそこが決定機関

ではないから、あくまでもその意見をもらって行政側に持ち帰って、財政見合いもありこ

れありで、やるやらないというのは最終的に行政が決めると私はそう思っていたのですよ

ね。いまの後段の課長の説明からすれば、戦略会議というのはあくまでも木古内町が持っ

ている要素というか要因というかそういうものだけを提示して、「これもあるね、あれもあ

るね」という部分の提示だけで、この中身の議論点には入らないのかなというのがどうも

我々が当初思っているニュアンスからすればだいぶ違うのですよね。例えばこの 4 ページ

の事業、個々にいろんな事業が組まれているけれども、事業というか当初人口減少の内部

の検討会議の中で出された、これを具現化するためのものではないというのは、何かちょ

っと我々が当初思っていた戦略会議を立ち上げるという部分について、ちょっと私だけな

のかみんなはどうなのかというのは、そこで具体的に煮詰めて具現化するというふうに思

っていたのですよね。ですから、だいぶいまの説明からすればちょっとギャップがあるな

と。もう一度振り返って仕切り直しをしなければならないのかなともちょっと思うような

ところなのですよね。そういうものなのですか、実際。あくまでもそうすれば、庁舎内内
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部の役場のほうでいろんな事業の要素を挙げた、これは行政内部だけでもう判断をして進

める。やるやらないと篩に掛けるというそういう捉え方をしていいのかどうなのかという

部分について。

平野委員長 福田課長。

福田まちづくり新幹線課長 推進会議につきましては、先ほど申し上げましたとおり、個々の

事業の検討まで行うものではございません。ただ、推進委員会にはそうは言ったものの、

町が現在取り組んでいる人口減少に資する事業、個々の事業です。「こんなものを取り組ん

でいます。また、検討会議ではこういう事業を検討しています」といったものはお示しし

ております。それを踏まえた上で、このＳＷＯＴ分析。これは、町の方向性をこれから探

していくということでの要素を 1 個ずつ皆さんに出していただいたという中で、総合戦略

自体は例えば言ってみれば、一次産業従事者の支援だとか、例えば企業誘致に関する取り

組み。例えば、こういう取り組みだとかという町の方向性です。結婚・出産支援だとかと

いう町が進むべき方向性というのものを定めて、ＫＰＩでその目標値を設定する。例えば、

企業誘致は何軒目指しましょう、出生者数は何人を目指しましょう、移住者の数を何人目

指しましょうという目標値を設定しますので、それを推進委員会で全部それまでは事業を

決めてしまえば、それを全てコンクリート化されて予算の制約も全てされてしまう、縛り

がかかってしまうことになりますので、そこは行政側がＫＰＩを達成するためにはどうい

った事業を選択すればいいのか。また、事業費の範囲はどこまでなら許されるのか、効果

はどうなのかということは行政側で判断して、予算計上をして事業を実施していくと。こ

のような流れになってまいります。

平野委員長 副町長。

大野副町長 ただいま課長のほうから説明がありましたが、推進委員会に私も参加をして

いる 1 人です。それで、推進委員会と言いますか木古内版の総合戦略をどう作っていくか

というまず最初の因子の話からしますと、人口問題研究所が作っている将来人口推計、そ

れから地方創生会議が作っている人口推計、木古内町の振興発展計画の中でもっている人

口を事業をやることによって、どう人口を増やしていくか。そういった中身があって、206

0 年までにこのように三つのパターンで人口ビジョン・将来推計をすると、こういった人

数になりますよというのは、コンサルのほうから示されています。そこの中で、じゃあ何

もしなければそういう状況になっていくわけですから、どんな事業をやっていくのかとい

う話になりますと、6 月広報入れて 7 月に調査を行ったアンケート。住民アンケートの結

果、木古内の住民の方々はこういう思いを持っていますというのをコンサルがまとめてい

ます。そのまとめたものが将来の政策に結びつくものということで、上がってきています。

合わせて、じゃあ委員は何をするかというと、委員は自分の考えを先ほどの四つの指標

の中で、「木古内の強みはこれだね、あれだね」というのをどんどん出していって、その中

でまとめは委員がやるわけではなくて、コンサルが出たものをまとめてきてくださいと。

まとめた結果、このようにまとまりましたと。アンケートの結果と委員が出した意見の結

果をまとめて、いま四つの指標にまとめています。その四つの指標の中で、それは個別具

体の政策をこういうふうに先ほど言ったように、出産時の出産祝い金だとかそういった具

体的な話にはならないのです。出産時の支援という言葉にはなりますけれども、支援が必

要だねというふうなまとめでいまなっています。その人口増の関係でいけば、一つ捉えて
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そういう話になりますけれども、その中で将来のじゃあ人口はどのように増えていくかと。

四つの指標の中でいまそれぞれの中で、先ほど課長が言ったように、出生数はこれだけ増

やしていきましょうとか、何年に何人という。その何年に何人の裏付けは個別具体の政策

ということで、行政が出さなければならないのです。うちの町では、既に庁舎内の検討会

議というのがあって、これをやれば例えば一次産業の後継者の方々の就業が増えていくで

しょうと。増えていく定着をしていく、それで何人になるという数字までは、職員として

は出していませんけれども、ＫＰＩの中では出していかなければならない。そこを今度は

リンクさせていくわけですよね。委員にしてみれば、自分達が推進委員ですけれども話を

していく上で、既に行政のほうで先行型交付金で事業をやっているじゃないですかという

のがありますよね。その中身は当然、行政はそれを知らせなければならないわけです。1

回目の会議でそれは知らせています。こういう事業をやりますということで。そのほかに

も検討のない中には、別な項目も全部入っています。全部というか庁内検討委員会で検討

している項目はこれですというのは、全て委員さんには知らせています。最後の会が 1 月

にやりますけれども、今度はじゃあもう少し町のほうで考えている検討会議で出されてい

るやっていない課題、こういったものについても議論を深めていきましょうと。ただ、そ

こは課長が説明しているように、委員会でまとめたものを受け取って行政が今度はどうそ

れを実施するかという、そこは委員さんも自分達が言ったから事業はやるという話ではな

いねというところは理解しています。

ただ、やはりこの議論をしている中で、もっと細かいところを話をしたいという思いは

委員さんの中には内包しています。その話が前回の会議の時も少し出ていまして、個別の

事業の話になると深い議論ができるねというのはあるのですけれども、ただそこをやった

にしてもじゃあ行政のほうでどう今度は作っていくのかというのは、まとめたものを四つ

の指標でこういう方向で検討してください、将来の人口をどう維持していくのかというの

がそこで出されますので、その中で行政の個別具体の政策に今度は反映をしてくださいと

いう話になります。その個別具体の政策の中の一つとしてということで、検討委員会が作

ったものが上がっていると。それは、推進委員さんのほうにお渡ししています。リンクし

ないようでするようなそんなやり方ではあります。

平野委員長 竹田委員。

竹田委員 少し理解はできるような気はしますけれども、我々当初庁舎内の検討会議。い

ま副町長の説明を含めて縷々手順はありますけれども、最終的にやはり庁舎内の検討会議

の部分がベースだというふうに思います。私達、庁舎内の検討会議に取り組んだのは、や

はり木古内は結構 1 年以上も前から取り組んできて、いろんなこういう 4 ページ以降のあ

あいう資料に整理をしているわけですし、もう既に実施しているものもこれあり。私達は、

8 月に公募をしてこの戦略会議、委員会を立ち上げて、今年度末までにきちんと成果とい

うか。ですから、それをくぐらないと地方創生の先行型に乗っていけないのかなというふ

うに思っていたものですから、庁舎内の検討会議どうこうというやつの議論というのを委

員会の中でも特に強く進めてこなかったような気がするのですよね。このやはり委員会を

待っていたというか、その報告を。ただやはり、副町長からも説明があったように、四つ

の要因というか要素をワークショップで拾い上げて、この委員会の主たる部分はここにあ

るのだということですから、それであればもう少しやはりこの庁舎内の検討会議。ここの
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やはり戦略会議は別としてもルール上、それを経由というかくぐらなければならないとい

うルールがあるとすればそれはそれとしても、やはりそれであれば我々とすればいち早く

着手をしてほしいというものもあるわけだから。それであればもう年度末、あるいは新年

度を待たずにやはりガンガン議論をしなければならないのかなというふうに思っています。

自分だけ話をしてもあれですから、ほかの委員さんの意見も求めて、まだあるのですけれ

ども取りあえず。

平野委員長 ほかの委員、質問はございますか。

又地委員。

又地委員 いま課長からも副町長からもいろいろ説明があったのだけれども、まずちょっ

と整理をさせてください。

庁舎内人口減少対策検討会議、それからまち・ひと・しごと創生総合戦略策定委員会、

そのほかに副町長のほうから「推進委員」という言葉が随分は入ってきている。「推進委員」

という言葉。これは、まず整理をしてほしいということと、例えば庁舎内の人口減少対策

検討会議の仕事はここまでです。それから、まち・ひと・しごと創生総合戦略策定委員会

の仕事はここまでですという部分がさっぱり見えてこない。これ一緒くたに、常に一緒く

たにして何でもやるということではないでしょう。いままでの説明からいくと。その辺の

区切りがさっぱり見えない。その辺の区切りをはっきりしてほしい。それでないと、たぶ

ん私以外ではないと思う。そうしたら、どこまでどうなのという切れ目が見えない。その

辺ちょっとはっきり。

それと、資料の中にボーダーラインというか 4 ページ・5 ページなのだけれども、黄色

でくくっている部分だとか青でくくっている部分がありますよね。これは何でこういうふ

うにしたのか、たぶん私があれする中では、この部分を。

平野委員長 議長、それは説明をしています。黄色が実施中で、先ほど説明はしました。

又地委員。

又地委員 そうしたら、いま言った検討会議、あるいは策定委員会の仕事の分担はここま

でだよというその辺をちょっと説明してください。

平野委員長 副町長。

大野副町長 推進委員会と言っていたのは、戦略策定委員会のことです。全て戦略策定委

員会が推進委員会ということで、私は丸めて言ってしまいましたので、そこは訂正します。

推進委員会というふうに話をしていたのは、全て戦略策定委員会ということでございます。

それと、庁舎内の検討委員会と戦略の策定委員会の時系列でちょっと話をさせていただ

ければ、去年の春先に作ったのが庁舎内の検討委員会。これは地方創生会議、増田座長が

出した将来人口推計が出ましたよね。その時に、木古内町も人口が減っていく中でどんな

政策を立てていかなければならないかというのを役場職員で検討しようということで、庁

舎内の検討委員会を立ち上げ、そこで議員の皆さんにも経過を報告をさせていただいてお

りました。

その経過報告の中で、職員だけでの検討ではやはりまずいので、「住民のかたにお聞きす

るというかそういう機会もあったほうがいいですよね」という話をしたところ、常任委員

会の整理としては、「職員の皆さんが地域の状況をわかって判断をすることであるから、そ

の結果に基づいて政策に反映していけばいいのではないか」というような意見を昨年の暮
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れにはいただいておりました。

昨年の暮れになって、まち・ひと・しごと創生法が成立をし、ことし 1 月から先行型交

付金の事業に着手をするというようなそういうどの事業を選択していくかというふうな流

れになりました。そこで、木古内町としては庁舎内の検討委員さんで職員が検討したもの

があるので、そこをベースに事業に先行型は取り組んでいくと。そのあとに、産官学金労

それぞれの住民の代表のかたに集まっていただいて、策定委員会を結成していきますとい

う流れでございます。

国のほうで提案をしているのは、策定委員会において住民の意見・アンケート等をやっ

て、集約した上でまとめてくださいというのが出ていますから、それで木古内町としても

7 月に住民アンケートに取り組んでいるわけです。その住民アンケートの結果がベースに

なっているというのが、策定委員会での議論の出発点になっております。以上です。

平野委員長 又地委員。

又地委員 いろいろわかったのだけれども、ここまでは策定委員会の仕事です。それから、

検討会議の仕事はここまでなのですと。そこの切れ目がわからないと言うのです。私は、

いまいろいろ聞いていて、戦略策定委員会というのは、町場の人のいろいろ声を聞いて、

その中からいろいろ選んだ委員さん方にいろいろ意見を聞くと。あるいは、いろいろ出て

きたものの優位性をどうするかというところまでだと。

あと、検討会議のほうは、それに肉付けをしていくのではないですか。あるいは、財政

を伴うことであればというふうに私は捉えているのだけれども。そうすると、策定委員会

の仕事はここまでだと。これから上のほうに関しては、例えば検討会議のほうで肉付けし

ていきますよというふうになるのではないかということを聞いているのです。その辺なの

です。いろいろ流れはわかっていますよそれは、副町長が言うように。

平野委員長 暫時、休憩をいたします。

休憩 午後 2時 09 分

再開 午後 2時 20 分

平野委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

先ほど又地委員から出された質問についても、いま休憩の中でおおよそ話されましたの

で、答弁は省きたいと思います。

その他、質問はございますか。

新井田委員。

新井田委員 一つ、教えてください。いま休憩中でいろいろ説明もありましたけれども、

一つ私がちょっとラップするかもしれませんけれども、解せない部分がありまして、それ

というのは今回いろいろ各町内会の町政懇談会があった中で、こういう資料を出している

のですよね皆さんに。まち・ひと・しごと創生の概要とか、云々ということで。いまいろ

いろ説明があった中で、この中でいわゆる総合戦略の策定という項目がありまして、人口

動向や産業実態等を踏まえ、2015 年から 2019 年度 5 か年の目標を策定するというふうに

記載がされているのだけれども。私のちょっと捉え方が間違いであれば大変申し訳ないの

だけれども、この 5 年間の目標を当然この部分とイコールだと思うのですけれども、1 月
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で国にお示しするのだと。そういうちょっと表現でなかったかなというふうにちょっと感

じていたのです。間違いだったらすみません。そうであれば、タイミング的にこの内容が

あくまでも 1 月に国にお示しをするのであれば、いまのＫＰＩ何かも含めて、ある意味で

は実践的な内容でなければだめではないのかなというようなちょっと思いがあったのです。

もう 1回その辺、説明をいただけませんか。

平野委員長 福田課長。

福田まちづくり新幹線課長 1 月に提出というのは、この総合戦略自体は平成 27 年度中に策

定しなさいというのがこの法律です。なので、これは 3月までに提出すればいい。

それから、この総合戦略に盛り込まれている方向性、またＫＰＩ。これに合致した事業

を自治体は国に対して補助申請をしていく。それが認められれば国の交付金の対象になる

ということですので、そこは総合戦略と国に対する補助申請、この中に入っている事業と

いうのは当然リンクしてくるということでございます。

平野委員長 新井田委員。

新井田委員 いまだいたい流れはわかったのですけれども、要するに町政懇談会の中で住

民の皆さん方に、こういう人口動向や産業実態云々という部分を取りまとめたものを 1 月

にお国にお示しするのだと、そういう流れでいますよというお話だったのですよね。この

いまこういう資料をいただいている部分に関しては、これもイコールなわけですよね、あ

る意味では。だから、そういうことであればタイミング的に、もう既にＫＰＩも含めた中

で、実践的な内容になっていなければならないのかなとそんなちょっと私の思いがあって、

住民の皆さんにおっしゃった部分がちょっと私の思っている部分とかけ離れている部分も

あるのかなということで、それでもう 1 回ちょっと確認をしたいということだったのです

けれども。

平野委員長 1 月に皆さんにお示しするということをまず言ったのか言わないのか。言っ

たとしたらどのような内容のことなのかということです。

福田課長。

福田まちづくり新幹線課長 そこは、スケジュールの説明ということで、8 月以降 4 回開催し

ますというご説明の中で、「1 月には総合戦略策定を取りまとめます」ということで、特に

お知らせというような表現は私は使っていなかったかなというふうには思っております。

これは別に公表することは、全くやぶさかではないことですので。

平野委員長 その他、ございますか。

又地委員。

又地委員 うちの町の振興計画との関連性がどんな形で現れるのか、今回のこの部分で。

たぶんいろいろ事業の選択がされる中で、いろいろ出ている部分を先取り、あるいはこの

部分はあとでとかというものが出てくると思うのですよね。そのことと、うちの町として

もう振興計画を立てておりますよね。その関係がどんなふうに変わっていくのか、いかな

いのかという部分を聞かせてください。

平野委員長 福田課長。

福田まちづくり新幹線課長 振興計画につきましては、基本構想・基本計画という形で取りま

とめを行っておりまして、行政側ではそれに対して今度は理念を実現するための実施計画

をもっているというところでございます。この中で、総合戦略に係る事業はどうなるかと
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いうことでございますが、これは今回の総合戦略の中には振興計画。このまちづくりの方

向性ですとか理念、こういったものも当然反映された中での総合戦略ということになって

まいりますので、実施計画について見直しを行って、例えば前倒しをする事業、先送りを

する事業というのは、実施計画は毎年度見直しを行っていますので、そういった整理にな

ってまいります。

平野委員長 その他、ございますか。

鈴木委員。

鈴木委員 こちらの分析結果の前に、最初アンケート、その前に委員会のメンバー、いま

15 名。バランスの良いチームをお願いしますという形で、一番はじめの委員会で話させて

いただいたのですけれども、実際その委員会が起動して副町長もメンバーとして参加され

ているということで、そのメンバーできちんとバランスの取れたアイディア、若しくはそ

ういう意見がきちんと出て機能されているのかと。現時点での途中経過のご報告をしてい

ただきたいというのと、あとこちらの 3 ページ、2 ページもですけれども。見る中でひと

ことで言いますと、全体的に整理が必要なのかなという感覚は感じは受けました。次の 1

月中旬の会議できちんと整をされると思うのですけれども、直接的に間接的に人口減少対

策とひとことで言いましても、直接的に人口減少に効果があるものでしたりとか、間接的

に人口減少に効果があるものといろいろございますので、こちらの 4 ページ・5 ページの

人口減少対策検討会議の項目別。移住定住対策だったり、少子化対策でしたり、こういう

項目別に今回の分析結果のほうを一度まとめ直していただければ、もっと見やすくなるの

かなと思いました。

あとこちらの二つのまち・ひと・しごと創生総合戦略委員会と、庁舎内のほうの検討対

策会議のほうで議長、そしてほかの委員さんからもお話があったように、非常にわかりづ

らいなと。町民のかたに説明するのもいまの段階ですと、私も町民のかたに上手く説明す

る自信がないと思っているのです。ですので、一度きちんと整理をしていただいて、先ほ

ど議長からもお話がありましたが、ここまでどういう役割でやっていくと。もし文章だけ

でわかりづらければ、チャート・絵も使っていただいて町民のかたにも、もっと言えばお

じいちゃん、おばあちゃん、子ども達にも簡単に説明ができるようなそれぐらいの気持ち

で作っていただければ、委員会のほうもスムーズにもっと進められるのかなと思いました。

以上です。

平野委員長 要望が 2 点で、質問についてはこの会がバランスよく上手くいっているのか

ということです。

福田課長。

福田まちづくり新幹線課長 この推進委員会につきましては、産業経済、また教育、産学官金

労言ということで、様々な機関から委員さんを出していただいております。そういう意味

では、それぞれの知見なり見識の中で意見を出していただいて、大変有意義な建設的な議

論が行われているというふうに私どもは考えてございます。

また資料につきましては、もう少しわかりやすい資料ということで。8 月の 24 日の第 6

回の会議の時に、こういった推進委員会と行政との関わりです。この体系図、こういった

ものを付けていますので、これに準じたような形でもっとわかりやすいような形で、ちょ

っと考えてみたいと思いますのでお願いします。
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平野委員長 その他、質問はございませんか。

竹田委員。

竹田委員 きょう町長が出席していないですし、地方創生 10 月の確か末の新聞記事等で、

道南五町が先行型交付金を受けるという記事を見たのですけれども。それと、この先行型

交付金を受ければ何か 1,000 万円の上積みもあるという話もちょっと耳にしたのですけれ

ども、その辺がそうなのかどうなのかという部分をまずお聞かせください。

平野委員長 福田課長。

福田まちづくり新幹線課長 これにつきましては、以前も少しご説明はしたかと思うのですけ

れども、10 月までに総合戦略を策定した場合、上乗せ交付金という形で交付金が充当され

る。その場合に先駆性、よそがやっていない事業ですとか、先駆けてやる。それから広域

性、複数の自治体で連携して取り組む事業とかというふうな事業の制約がございました。

当町としてましても、例えば広域性ということで、新幹線の木古内駅活用推進協議会です

とか、こういったものを検討して経緯はあるのですが、先駆性ということでこれは継続事

業は認められないという判断の中で、なかなかそこは拾ってもらえなかったというのもあ

りまして、総合戦略自体は一方で 12 月までに策定すれば上乗せ交付はあたるというのもあ

ったのですが、拙速にその議論を急いで中途半端な計画を作るのではなくて、きちんと総

合戦略策定をしたいという思いの中で、現在の総合戦略策定というスケジュールで進んで

いるというところでございます。

平野委員長 竹田委員。

竹田委員 この部分はきょうは多くは議論はしませんけれども、うちは人口減少対策で庁

舎内の検討会議を含めて、かなり前からやはり議論をしていろんなこの事業の要素まで絞

り込んできているという中で、せっかく上積みの交付金が制度があるうちに、なぜ乗れな

かったのか。いま課長の説明で先駆性だとか広域性だとかいろんな条件はあるというもの

の、何かやはりよその町より早く人口減少の対策に取り組んでいるにも係わらず、この有

利な交付金がある時に乗れなかったというのは、非常に残念に思います。これは、きょう

はこれ以上その部分は議論はしません。

それから 6 ページ、空き家の対するアンケートでちょっと、どういう全戸にしたアンケ

ートだったろうと思うのですけれども、最終的に 8 ページの資料を見れば、札苅・泉沢し

か空き家の居住可能な住宅がないという。たまさか、アンケートに回答した部分がこうだ

よということの捉え方をしていますけれども、やはりそうであれば本町だってこういうち

ょっと手を加えれば入れる入居が可能ではないかという住宅だってあるように思うのです

けれども、アンケートが回答がこないから今回のこのアンケート結果の資料からすれば、4

戸がリフォーム。若干、手を加えれば住むことは可能だという整理・結果なのですけれど

も、やはり本町だってそういう部分の物件については、もう少しやはり足を運んでもこう

いう調査をすべきではないかというふうに思うのですよね。それはなぜかと言えば、この

5 ページの移住対策の部分では、移住してくる新築の部分にはこういう事業を考えている

けれども、やはりリフォームについても本腰を挙げて人口減少、1 人でもやはり人口を増

やすという思いがあるとすれば、こういうものにもやはり何らかの制度化が必要だろうと

いうふうに思うのですよね。その辺、最終的にアンケート結果だからこれは札苅・泉沢に

集中したという部分ではやむを得ないのですけれども。
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平野委員長 竹田委員、この 8 ページについては現地調査をできた部分だけの資料ですか

ら。アンケートの 38 件の中の受けてくれた人の中のさらに。

竹田委員。

竹田委員 現地を確認して、要するに所有者が「いいよ」とＯＫした部分を現地確認をし

た結果だと思うのですけれども、その辺についてももう少しやはり、本当に移住対策をす

るという気持ちがあるのであれば、もう少しやはりちょっと言い方は悪いけれども、汗を

かいてもいいのかな。もう少しやはり真剣に議論をしてほしいというふうに思います。こ

れは、まだ別な部分でも議論をできる部分はありますから、きょうはその程度で留めます

けれども。本町の関係はこういう事例というのは、やはり回答がなくてこういう結果にな

ったのかなというそこだけちょっとお聞かせください。

平野委員長 福田課長。

福田まちづくり新幹線課長 これは、38 件アンケートを送付しまして、そのアンケートとい

うのは最終的には、「現地調査を応じていただけますか」というものです。例えば、問い合

わせの中に「これは本当に役場から出しているものなのです」とか、ちょっといまの世の

中疑われるようなやはりそういった問い合わせ等もありました。という中で、結果として

18 件のかたが回答していただいて、その中でも現地調査は望まないというふうに回答をさ

れたかたもおりましたし、その中で 6件は回れたということでございます。ですので今後、

意向調査にあたりましてももっと良い方法がないのか、あるいは先ほど申しましたとおり

情報収集、また現地調査、こういったものは随時行っていきたいなというふうには考えて

おります。

平野委員長 その他、質疑はございますか。

又地委員。

又地委員 3 ページの分析結果を見た中で、中間の結果だと思うのですけれども、1 月の中

頃というようなことを先ほど言っていましたよね。来年度予算に向けて、この分析結果を

踏まえた中で、来年度即実行するというものがあるのかどうか､その辺をちょっと伺ってお

きたい。副町長もいることなので。

平野委員長 副町長。

大野副町長 来年度どうするのかということの予算付けですけれども、先行型交付金とい

うことで実施をしている事業については、5 年継続という思いで予算を上程していますの

で、これはやっていきたいというふうな思いでいます。その中では、12 月にいま開催する

職員の検討委員会で中間評価をしていただいて、継続することが必要だというふうな判断

になるでしょうから、そのことは進めていきたいという思いです。

ただ一方、国のほうの予算がいま減額の方向にあります。26 年度の補正で 1,700 億のう

ち、1,400 億が先行型ということだったのですけれども、今回国が概算要求しているのは 1,

080 億。半分はその残りと言いますか 1,080 億は、自治体のほうで負担してほしいという

ことで、2,160 億で事業をやってほしいというような内容になっています。具体的な予算

配分というのが、まだ示されていないものですから、非常に動きづらいという、動けない

という状況も一方であります。やるとすれば、一般財源が伴ってくるかなという不安を持

っているのが現状です。そしてまた先週ですか、国のほうが 27 年度今年度の補正予算で、

地方創生加速事業か何かで 1,000 億付けるというふうなそんな閣議決定もされているよう
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です。そうなると、昨年と言いますかことしの 1 月に先行型交付金に取り組んだような、

またバタバタと予算策定等の作業が出てきてしまうのかなというようなそういったスケジ

ュール感も持っています。以上です。

平野委員長 その他、質問はございますか。

鈴木委員。

鈴木委員 7 ページの 5 番の「利用も解体も予定が決まっていない理由について、次の中

からあてはまるものを選んでください」というこちらのアンケートなのですけれども、そ

こで下から 2 番目。その他の売却希望、こちら 2 件とありました。こちら売却をされたい

のだろうなと思うのですけれども、予算的な部分だったりそこは置いておいて、いわゆる

不動産の業者と今後どのような連携を考えているのか、若しくは考えていないのか。こち

らのアンケートを経て今後どのように進んでいくのか、ちょっともう少し課長のほうから

説明していただければと思います。個人的には、売却したいというかたの町民もいる時点

で、進めるところはどんどんどんどん進んで、業者と連携できるところは連携して対応さ

れたほうがいいのではないかと思ってはいるのですけれども、そのあたりはどのようにお

考えなのかお教えください。以上です。

平野委員長 福田課長。

福田まちづくり新幹線課長 まず、7 ページのその他売却希望 2 件というものは、これは意向

調査の結果、売りたい希望はあるのだけれども、私どもの現地調査は望まないという回答

のものでした。たぶんこれも現地に行けば、そのまま居抜きで入れるような状況ではなく

て、一部手直しはたぶん必要なのだろうなというふうには思います。

それから、不動産業者との連携ということですが、これにつきましては不動産業者さん

の看板が立っているような物件につきましては、これは私どももまたちょっとちょっかい

を出すと言いますか、というふうなことにもなりませんので。ただ、私ども今年度北海道

の移住促進協議会等にも加入しまして、例えば雑誌何かにそういった情報が載るとか、ホ

ームページを見たとかということで問い合わせはあります。その時には、もし木古内に来

て現地を見たいとか具体的なそういったリクエストがある場合は、町内の不動産屋さんに

連絡をして「ちょっと何か民間の物件はありますか」というようなことで、話はつないだ

りそういった対応はしています。

平野委員長 空き家情報の取りまとめ結果については、この 1 年くらいでよくも件数だっ

たり対策についての進みができてきたなという思いはある反面、実際対象物件が 91 件とい

うのがどうなのだと。全ての件数を把握していないのではないかだったり、竹田委員が先

ほどから言いますとおり、じゃあ 91 件分の 38 人しか実際は送れなかった。じゃあ、未相

続物件についてはどのようにしていくのか、あるいはアンケート結果をどのように反映し

ていくのか。どのように人口減の移住定住に活用していくのかとこのように山ほど課題が

ありますので、今後については当然それも引き続き継続調査ということで、進んでいくと

思いますので。当然、人口減少の部分については木古内町の最重要課題でありますので、

きょうのところはここまでの報告ということで、皆さんどうでしょうかそろそろ。理解は

示したのではないかと思いますが。

竹田委員。

竹田委員 行政側には資料というかわかりやすい何かものがあればほしいのですけれども。
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先ほど副町長が説明したように地方創生加速化交付金、それと地方創生新型交付金、それ

と先行型交付金。これらの違いというのはどこにあるのかなと。新型交付金というのは割

り勘でしょう、俗に言う。地方にも負担を求めるというふうに我々は理解していたのです

けれども、地方創生加速化交付金というのは地方の負担がないのか、先行型交付金はどう

なのかというのは、どうも言葉の使い分けの中で当初は全額国が持つのだという捉え方を

していたのですけれども、最近は割り勘だというふうにいつかの新聞にも出ていたのです

けれども、やはりその辺が理解できないのです。割り勘でも必要なものはやらなければな

らないと思っているものですから、その辺もしできれば口頭よりペーパーでいただければ

大変、頭が悪いものだから。理解できないものですから。あとで結構です。

平野委員長 資料要求ということですけれども、担当課としてよろしいですか。

その他、ございますか。

なければ私のほうからちょっと 1 点、一番最初にちょっと振ったのですけれども。サポ

ーター制度についてなのですけれども、他市町の二町のどこまで実際調査をされて話を聞

かれたのかはわかりませんけれども、目に見える効果がないという企業誘致と移住につい

てです。なので、ＰＲの一貫ですよということなので我が町はやらないという話でしたが、

ＰＲの一貫としてＰＲができる効果があるのであれば止める理由はないと思うのですけれ

ども。これは、一般質問で私がした部分なのですけれども、いま常任委員会に当然ながら

人口減対策に係わる部分なので、組み込んでいただいたと思うのですけれども、止める理

由というのがピンと説明が不足のような思いは私個人としてはあるのですけれども。

福田課長。

福田まちづくり新幹線課長 このサポーター制度を取り組まないという判断ですけれども、ど

ちらの町も幾ばくかの会報誌を発行するとか、あと会員になった人には特別名刺の台紙み

たいなものを渡すとか、やはり 30 万・50 万とかという予算は計上して取り組んでいるそ

うです。

取り組むにあたって、やはり何かの情報誌だとかそういったものは当然必要になるでし

ょうし、そう考えた時に一般質問でも町長が答弁されたのですけれども、いま木古内町を

よくよく理解して応援してくれている木古内会の皆さん、また木古内を訪ねる会や奥田シ

ェフは観光大使でもありますので、こういった方々が社会で活躍をされて人脈ももたれて

いるという中で、私ども例えば新幹線開業台紙ですとかそういったものを使ってください

ということで交付したりもしております。まずは、そういった現状のこういう世の中です

ので、どこの誰だかわからないような人もまた手を挙げてくるようなこともあるでしょう

し、やはりここはきちんと木古内のことを理解して応援してくれているという皆さんにお

願いをしたいというのが町の判断であります。

平野委員長 定例会の時に話をした内容は、いま福田課長が言われたことは私自身も理解

しているのですよ。全然よその知らない人にサポーターになってくださいという話では全

然ないのです。副町長が先ほどから言われるように、2060 年にこれだけ人口減が進むに向

けて、当然我が町の努力はもちろんですが、他市町に住まれている木古内にゆかりのある

人にも応援をしてもらわなければならない観点からいくと、私は絶対必要な部分だと思う

のです。というのは、いま現在この地域におられる子ども達。当然、地元に働き先がなけ

ればよそに出て行きますよね。その人達にもいつまでもこの木古内町とつながりを持って



- 16 -

いくという意味の制度で位置付けて、私は提案をしたのです。当然、その子達がこの木古

内の情報を他市町に出た中で、情報を得る中で、我が町木古内の情報発信もしていただけ

ますし。というのも先ほど言うようにＰＲの一貫、大いにＰＲにもつながりますし、あと

どこまで情報を得ているか他市町の情報を調べているかわかりませんけれども、これがふ

るさと納税の増につながることも考えられますし、例えばそれが予算をいくらかけるかわ

かりませんけれども、それ以上の効果は考えようによっては大きく作っていけると思うの

ですよね。それをいまの答弁でのやらない理由としては、非常に納得し難いのですけれど

も、これは私 1 人の意見になるのかほかの委員さんはどう感じているのかわかりませんけ

れども。これは、まだまだ今後のＰＲだったり効果を考えると、中身を検討するべきだと

私は思いますけれども、いかがでしょうか。

又地委員。

又地委員 例えば、安平町は 50 人、それから鷹栖町は 1,200 名だと。だけれども、町のＰ

Ｒの一貫に過ぎないというような答弁を先ほどしました。これは、町のＰＲの一貫という

ことは大事なことです。ただ、この 50 名とか 1,200 名というのは、安平町出身の人なのか、

あるいは鷹栖町の 1,200 人といったらすごいなと思いますよね。その辺の分析までして我

が町は、例えば東京木古内会・さっぽろ木古内会、木古内を訪ねる会、山形の鶴岡市の人

方等々がいるからいいという結論になっていらないということになったのか、その辺はっ

きりしないと。これ例えば、安平町にしても町のＰＲの一貫だとしてやっている。それに

は何かメリットがあるからだと思うのですよ、やはり。ただ単に、30 万かかる 50 万かか

るのが問題ではないだろうというふうにも私も思うのだけれども。その辺の整理はどうい

うふうにしたのかな。この 50 人とか 1,200 人とか。これ例えば、安平町であっても鷹栖町

であっても、きっとうちの町みたく木古内町みたく、木古内会を訪ねる会だとかそういう

ものがあると思うのです。東京木古内会だとかさっぽろ木古内会だとか。にも係わらずと

いう部分で、どうしたのかなと。町のＰＲになるのであれば、いま委員長が言うように必

要なことだろうと思うのだけれども。

平野委員長 福田課長。

福田まちづくり新幹線課長 これは、全てが町内出身者かどうかというのはそこまでちょっと

確認はしておりませんでした。

ふるさと会等につきましては、安平町は札幌にしかないというふうなことで伺っており

ます。あと鷹栖町については、ふるさと会はどのようになっているかというのは、ちょっ

と伺っておりませんでした。

それから、安平町は 26 年度から比較的新しく実施しているということで、約 50 名の登

録者。鷹栖町は、平成 20 年度から実施しているということで、この同期会を開催する際の

条件として、このサポーター登録をするというのがあるということですので、そういった

ものが相まってこれまで 7 年間事業に取り組んできた累計が 1,200 名ということだという

ふうに思っております。

今後、今回こういうような私ども判断に至ったわけですけれども、木古内会なり木古内

を訪ねる会なりということで、そういった部分で会員さんの数ですとか、またその効果。

こういったものは改めまして検証して、今後もしそれが効果がありと認めた場合には、そ

ういった判断もあるのかなというふうには思っております。
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平野委員長 これ以上深く話をしても同じ回答ですので、最後に要望というわけではない

のですけれども、まずきょうおっしゃった町外者の人を入れるということについては、ど

うたらという答弁については、その時の議会にも私はそういうことを一切言っていません

から。それは当たり前ですという話をしていますから、それをまたこの場で同じように言

うというのは、その時課長の議場にいたわけですから、聞いていたのかなとちょっと疑問

を思いました正直。その時にもおっしゃいましたけれども、さっぽろ木古内会・東京木古

内会、いま実際大きな二都市しかないわけですよ。そのような取り組みをしている木古内

出身者のかたでその二市、東京に住んでいないかたから「実際にそこに住んでいないけれ

ども、そういう取り組みはあるのはいいね」というよそに住んでいる人達の声が実際挙が

っているのですね。ですので、いま言われたように町外に関係ない人じゃなくて、町にゆ

かりのある人、出身者の人達をこの東京とか札幌に縛りなく募ることによって、木古内を

応援してくれる人は確実に増えるのですよ。その取り組みをいらないと言ってしまったら、

東京木古内会・さっぽろ木古内会の取り組みもいらないということに言ってしまうことに

なると思うので、サポーター制度という新しい組み込みということに留まらず、もうちょ

っと幅を広げてＰＲするという観点からいろいろやり方はあると思いますので、ぜひもう

一度ちょっと検討をしてください。

その他、質問ございますか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

平野委員長 ないようですので、次の観光交流センターに入る前に、暫時、休憩をいたし

ます。

休憩 午後 3時 02 分

再開 午後 3時 10 分

・観光交流センターについて（継続）

平野委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

続いての調査事項といたしましては、観光交流センターについて資料がこちらも出てお

りますので、丹野室長より説明を求めます。

丹野室長。

丹野新幹線振興室長 私からは、木古内町観光交流センターみそぎの郷きこないについて、

ご説明を申し上げます。

資料の 9ページからでございます。

はじめに、センターの建設についてでございますが、こちらはご承知のとおり、建築主

体工事、電気設備の工事につきましても、平成 27 年 8 月末に完了をしております。

また、外構工事につきましては、10 月末に完了しておりまして、年内にはセンターの駐

車場となります東側の駐車場の整備工事も完了する予定となっております。

なお、センター、駅前広場、東側駐車場の供用開始は、1月 13 日を予定しております。

次に、2のセンターの運営についてでございますが、平成 27 年 10 月 1 日から、一般社

団法人木古内公益振興社によります指定管理業務がスタートしておりまして、浅利センタ
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ー長をはじめ、観光コンシェルジュ 2名を含む職員 3名が、センターに常駐をしまして、

開業準備を進めているところでございます。

また、一社におきましては、主に物販施設の従業員といたしまして、新たに 6名を採用

し、来年 1月から雇用を開始する予定というふうに聞いております。

なお、センターのオープンにつきましては、先ほど申し上げたとおり、1月 13 日として

おりますが、その前日となります 12 日に、全町外の関係者を対象としたレセプションを開

催する予定としております。それとともに 13 日のオープン当日におきましては、町内の関

係者によりますテープカット等のオープニングセレモニーを開催する予定としております。

（2）の物販施設につきましては、浅利センター長が中心となりまして、各事業者と仕入

れ交渉を進めていただいた結果、現時点で渡島西部・檜山南部 9町の特産品を中心に、400

アイテム以上の商品が販売される予定となっております。その内訳につきましては、11 ペ

ージ以降の資料 1をご参照いただければというふうに思います。

順番としましては、木古内町関係、それから木古内を除く 8町の関係商品、それから広

く道南商品、全道の商品、それから津軽海峡交流圏ということで東北の商品、その他、テ

イクアウトの商品等を掲載しておりますので、後ほどご参照いただければというふうに思

います。

また 9ページに戻りまして、また一社におきましては、オープン後の安定的な集客を図

るため、9町の物産フェアなど、定期的なイベントの開催を検討しているというふうに聞

いております。

9ページの（3）になりますけれども、飲食施設につきましては、株式会社ケイ・デパー

ルの飯田シェフが中心となりまして、地域の食材を活かしたメニューの開発など、来年 1

月 13 日のオープンに向けた検討が加速されているところでございます。

合わせて本年 4月に引き続きまして、9月にも函館西部地区バル街に「どうなんデス

フロム 木古内」という形で出店するなど、レストランの認知度アップに向けた取り組み

も着実に進めていただいております。

また、当町が事務局となっております新幹線木古内駅活用推進協議会、いわゆる 9町協

議会が来年 2月に実施を予定しております冬のモニターバスツアーにおきまして、これは

江差ルート、松前ルートと二つのルートがございますけれども、それぞれにつきましてセ

ンターに立ち寄っていただく計画としておりまして、レストランからはツアー客に特別メ

ニューを提供していただく予定となっております。この冬のモニターバスツアーの概要に

つきましては、13 ページにその概要をお示ししております。14 ページがその行程表という

ことになっておりまして、これは昨年度に引き続きの事業でございますけれども、今年度

については木古内は「どうなんデス」が加わったというような状況でございます。

続きまして、資料の 10 ページでございます。

その他といたしまして、センター内の各施設で使用する什器備品類につきましては、オ

ープンまでに必要なものは概ね契約済みというふうになっておりまして、15 ページの資料

の 3にその一覧をお示ししております。このまとめ方としましては、それぞれ部門ごとに

什器備品類を購入しておりますので、その契約ごとに契約金額、及び主な購入物品につい

て記載をさせていただいております。その中で、公共部門の 15 ページの真ん中辺りですけ

れども、みそぎコーナー。メインエントランス入って木の柱が立っているところなのです
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けれども、そこの部分の備品。それと、新幹線の発着情報の備品、こちらはＪＲさんから

の情報提供を受けるという関係もございますので、少し時間がかかるかなというところで

ございます。それからコインロッカー、これは 24 時間オープンする部分にいま設置を予定

しておりますけれども、そちらの部分がまだ未契約というふうになっておりますけれども、

基本的にはオープンまでに必要なものはいま現在揃っているという状況になっておりまし

て、年内には設置が完了する予定というふうになっております。

次に、道の駅への登録につきましては、先日の特別委員会でもご報告をさせていただき

ましたけれども、11 月の 5 日付けで登録をされております。去る 11 月の 24 日には、柳屋

函館開発建設部長から大森町長に対しまして、みそぎの郷 きこないという登録証が手渡

されたところでございます。

次に、レンタカーについてでございますが、来年 1月 13 日のオープンから、津軽海峡線

が運休をします。開業の前 4日間運休をしますのでその前日までの期間、9町協議会とい

たしましてレンタカー事業者と協働で、レンタカーを活用した周遊観光のための事業とし

て、いわゆるレシートラリーを実施する予定としております。詳細につきまして、16 ペー

ジ以降の資料の 4をご覧いただければと思います。16 ページがその概要でございます。

それから、17 ページ・18 ページがその事業のチラシと、ＰＲチラシということになって

おります。

特に 18 ページに関しましては、レシートラリーにご参加いただけるいま飲食施設・飲食

店等を募集を各町にかけているいうような状況でございます。

それから、タイムズレンタカーさん、当町の道の駅 2社のレンタカー会社入る予定にな

っておりますけれども、そのうちタイムズレンタカーさんにおかれましては、3月 26 日の

開業後も別途、レンタカーの利用促進に向けたキャンペーンを検討されているということ

で聞いております。

最後に資料にはございませんが、10 月 1 日の指定管理業務の開始以降、これまでの約 2

か月間の間に、延べセンターに 370 名以上の方々が視察に訪れております。我々としても、

各種イベントやプロモーション等でセンターのＰＲを続けてまいったところでございます

が、いよいよオープンが近づくにつれまして、センターへの関心・期待が非常に高まって

いるかということをマスコミ等の報道からも実感しているところでございます。

町といたしましては、来年 3月 26 日に開業をいたします新幹線木古内駅の利用促進とい

うのはもちろんではございますが、観光交流センター道の駅 みそぎの郷 きこないの利

用促進につきましても、町の単独事業、それから来年度まで継続します実行委員会の開業

記念事業、それからいま一部ご説明をしましたけれども、9町協議会の事業、こういった

事業を総合的に活用しながら、引き続き効果的なＰＲを図ってまいりたいというふうに考

えておりますので、委員の皆様方の変わらぬご協力をお願いしたいと思います。

説明は、以上でございます。

平野委員長 それでは、観光交流センターについて、説明が終わりました。中身を見ると、

だいぶ順調に進んでいるのかなという感想は受けます。委員の質問を受けます。

竹田委員。

竹田委員 それでみそぎの郷、ここの飲食施設の部分でちょっと。ここについては、奥田

シェフの監修のもとで「どうなんデス」が 1月の 13 日オープンに向けていま進んでいると
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いう説明だったのですけれども、ただやはりこの飲食の部分については、什器備品を含め

てかなり木古内町は力を入れてきたという背景もありますから。ただ、1月の 13 日みそぎ

の前にオープンするのはいいのですけれども、これはやはり町民に対するＰＲというか多

くの町民にやはり認識をしてもらわなければだめだろうというふうに前から思っていたの

ですけれども、その辺の町民を対象にした例えば先客何名様だとか、そういう部分の催し

と言うかそういうイベントと言うか、セレモニーを行うのかどうなのかという部分につい

て一つ確認をします。

それと 15 ページの什器備品の中で、公共部門の私もちょっと見逃したかもわからないの

ですけれども、ここにはテレビはないのだろうか。というのを 1点。その 2点をちょっと。

平野委員長 丹野室長。

丹野新幹線振興室長 飲食施設に対する町民へのＰＲという点でございますけれども、先

ほどご説明したとおりオープン前につきましては、町民のかたも含めて視察に沢山のかた

が来られておりますので、店の雰囲気というのはある程度町民のかたにも伝わっているの

かなというふうに認識をしております。

ただ、オープン前の例えばいまのメニューの決定ですとかそういったものがある程度決

まってきた段階で、町民に対する改めてのＰＲというのは必要になってくるかなというふ

うには思っております。

ただ、セレモニーに関しましては先ほどご説明したとおり、12 日につきましては町外の

関係者のかたを呼んでレセプションという形になっておりまして、13 日のオープン前のテ

ープカット等含めたセレモニーの中で、町民のかたにも中の施設。その時には当然メニュ

ー等も決定しておりますので、そういった時に町民のかたにも見ていただければというふ

うに考えております。

それから、備品類の中にテレビがあるかどうかということについてですけれども、テレ

ビにつきましては観光案内所、メインエントランスに入ってすぐのこちらの壁に、60 イン

チくらいのモニターが付く予定になっております。それは、観光ＰＲ情報を流すのと含め

てテレビとしてもご覧いただくことができる予定になっております。

それから、それ以外のモニター類の整備に関しましては、先ほど申し上げた新幹線の発

着情報のモニターが観光案内所のカウンターの上の部分に付きます。

それから、みそぎコーナーにはみそぎを紹介するために、モニターをいま検討をしてい

るというところでございます。そこについては、後者の二つについてはまだ未契約という

状況ですけれども、少なくとも観光案内所の中にはテレビは設置されるという予定になっ

ております。以上でございます。

平野委員長 竹田委員。

竹田委員 いま進めようとしている部分については、町外の対象にした部分については、

前日招待をして飲食させるということなのですよね。そうしたら、町民に対しても同じよ

うなことはやはりできないのでしょうか。そこを 1点。

平野委員長 丹野室長。

丹野新幹線振興室長 1 月の 13 日のオープンは寒中みそぎ祭りの期間中ということもあり

ますので、13 日につきましては先ほど申し上げたとおり、町内のかたを対象としてオープ

ン前に施設を見ていただいたり、テープカットということで考えております。
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それから、14 日・15 日の 2 日間につきましては、みそぎ祭り期間中ということもありま

すので、オープンイベントと言いますか集客のためのイベントということで考えておりま

す。

それから、先着何名様への例えばノベルティの配布ですとか、そういったこともいま一

社のほうで検討をしているというふうに伺っておりますので、そういった部分で言ってみ

れば町民のかたに還元をできるような仕組みについては検討していきたいなというふうに

思っております。以上です。

平野委員長 飲食については、昨年我々も奥田シェフが同じく監修する山形県の「やくけ

っちゃーの」というところに視察に行った経緯もありまして、そこでいただいたわけです

が、大変高級であり綺麗だというイメージはあったのですけれども、この木古内町民。言

い方あれですけれども、田舎の方々に口に合うのかどうなのかという大変疑問を感じたの

ですね。木古内で当然オープンする際には、地元に町民に愛されなければ長くできないぞ

ということから、そのメニューの考案でしたり値段の設定だったりは、何とか努力をして

町民に愛されるような店づくりをお願いしますという去年丹野室長が就任する前のことな

のですけれども、当然継続していただいていると思いますけれども。

やくけっちゃーのに我々が行った実際そういうふうに感想を受けて、地元の人はどうな

のだろうという話をちょっと私は知り合いがいるものですから聞いてみると、やはり地域

の中では「非常に高くて地元の人達は行かないよ」という声も実際あるのですよ。その二

の舞ということではないですけれども、やはりそうならないように何とかいま竹田委員が

言うような町民へのサービスも含めて、何とかまずは行ってきてもらって今後も定期的に

活用してもらえるような、当然経営者のかたと協議というか協力をしながらだと思います

けれども、何とかその辺を努力していただいて、愛されるような飲食店に。町外の人はも

ちろんです、町内のかたにもお願いしたいと思います。

その他、ございますか。

鈴木委員。

鈴木委員 16 ページのレンタカーを活用した観光事業ということですが、こういうアイデ

ィアはとても良いと思います。おそらく、レンタカー利用客が大変多いのではないのかな

と個人的に思っております。

そこで、何点ほど確認をさせていただきたいのですが、当初レンタカー会社 2社ほど入

るということだったのですけれども、予定通り 2社ということなのかどうか。

あと、通常時、観光シーズンの台数、観光シーズンで足りなかった時のバックアップ体

制。おそらく、函館が近くにありますから、函館のほうからレンタカーを持ってくるとか

基本的な体制はあると思うのですけれども、一応そちらのほうをわかる範囲で説明のほう

をお願いいたします。

あと、技術的な面で、例えばレンタカー会社のカーナビ。カーナビと言いましてもいろ

んな機能がございますので、例えばこちらの飲食店。若しくは、木古内の飲食店じゃなく

ても観光スポットを中心とした、カーナビを上手く有効活用した、木古内の観光をスムー

ズにお客さんに楽しんでもらえるようなそのような何か技術的なものがあれば、よりレン

タカーを借りたお客様が木古内の町内の観光地を回り、そして木古内を中心とした 9町の

飲食店、観光地域に行きやすくなるのではないかなと思っておりますので、どうしても地
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図だけですと道に迷ったり皆さんもそうだと思うのですけれども、やはり新しい土地に行

きますと運転も不安な状態で運転をいたしますので、その辺カーナビという技術を上手く

利用して、レンタカー会社さんのほうに行政側からも提案していただければと思います。

以上です。

平野委員長 丹野室長。

丹野新幹線振興室長 レンタカー会社については、センターに入居するのはタイムズレン

タカーさんと駅レンタカーさんの 2社ということになっております。

通常時は、10 台から 14 台の車両を配置をし、タイムズレンタカーさんにつきましては

函館駅、それから函館空港、こちらにいま現在営業所というか拠点がございます。プラス

木古内駅と新函館北斗駅、こちらのほうにも車両が配置されると。同じ営業所というかグ

ループの中で、四つの拠点が道南にございますので、混雑時におきましてはそういった車

両のやりくりというか、融通は可能かなというふうに考えております。

それから、カーナビにつきましては、さすがにレンタカー会社のカーナビのシステムを

木古内仕様にするということになりますと、ものすごいお金がかかりますので、なかなか

難しいかなというふうには思いますが、カーナビの使用上、木古内の観光施設だとか飲食

施設だとか宿泊施設だとかを例えば事前に登録をするだとかというようなことは、現場サ

イドで可能なのかなというふうに思っておりますので、そういったことはレンタカー会社

のほうにご提案をさせていただきたいなというふうに思っています。

それと合わせて、いま地図だとわかりづらいというお話があったのですけれども、タイ

ムズレンタカーさんのほうで営業所ができる場所を中心とした周辺の広域のマップ、こち

らのほうをタイムズさんの予算でというか事業でやるという計画というふうに聞いており

ます。そちらのほうは、例えばその地図を持っていけば飲食店が何パーセント割引になる

ですとか、何かが 1杯無料になるとかそういったサービスも付くような形で、ご検討をさ

れているというふうに聞いておりますので、あとはもう一つはやはり、道の駅に観光コン

シェルジュが 2名おります。それが、レンタカーの窓口を兼ねるという職員になってござ

いますので、そういったところで木古内でレンタカーをお借りいただけるかたにつきまし

ては、どちらの方面に向かうのか、どこに行きたいのかというところにつきましては、観

光コンシェルジュのほうからある程度ご提供できる部分もあるのかなというふうに思って

おります。以上でございます。

平野委員長 その他、ございますか。

新井田委員。

新井田委員 私のほうからちょっと 2点くらいあれですけれども、一つ資料の指定管理と

いう項目がありますよね。この中で、「センターの従業員として、新たに 6名を採用」とい

う形で文句があります。このちょっと細かい話ですけれども、役割分担というかレジなの

か、あるいは男女構成はどうなのか、ウェイターなのかウェイトレスなのか。

それともう一つは、いわゆる費用分担的なものももしわかれば、その辺も含めた形でち

ょっと確認をさせてください。

それともう一つは、先ほど同僚委員のほうからもちょっといろいろお話がありました。

また、委員長のほうからもお話が出ましたけれども、いわゆる食品施設という中で、やは

りいま来年 3月の 26 日を目指して、当然ながら我が町の町民の皆さんも相当な行政の皆さ
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ん方の計らいの中で、各イベントの中で、気運が高まっているのは事実だと思います。そ

ういう中で、やはりこの「ケイ・デパール」の飯田シェフが中心となって云々ということ

で、この辺に関してはやはり町民の皆さんに少なくても事前の何かしらのちょっとご配慮

をいただきながら、今後のいわゆる町民の皆さんがいまのオープンに向けた、あるいはオ

ープン後のリピーターという形の中で考えていくならば、やはりいろんな問題点はあるの

かもしれませんけれども、事前のやはり町民に対する配慮というか、あるいは気運を高め

ていくという部分の中では、これはやはり必要ではないかなと思うのです。我々が委員長

から先ほど申し上げたように、昨年やくけっちゃーのでちょっといろいろお世話になった

のですけれども、あの状況でいきますと、その後いろいろ飯田さんかたもこっちに来られ

たり何かしていて、いろんな情報は入っていると思うのですけれども。大変申し訳ない言

い方ですけれども、あの状況でいきますと、地元のかたはいかがなのかというような部分

も無きにしも非ずだったわけです。そういう部分でいけば当然改良、あるいはメニュー構

成も含めていろんなパターンを 2案や 3 案は考えているのでしょうけれども、そういう部

分を含めてやはり費用の部分でいきますと、その費用対効果を考えるならば、私はそうで

もないと思うのですね。ですから、そういう部分をもう一回ちょっと事前の開業オープン

前の何かしらの対応を町民に対する対応をちょっと考えていただけないのかなと。その辺

を強く思っているところなのですけれども、もう一回その辺を室長申し訳ないのですけれ

ども、度々申し訳ないのですけれども、もう一回その辺の我々の思いをちょっと汲んでい

ただけない部分はないのかなとそんなふうにちょっと思っています。その 2点をお願いし

ます。

平野委員長 2 点について。

丹野室長。

丹野新幹線振興室長 指定管理の部分でございますけれども、従業員として先ほどご説明

した新たに雇用をする 6名というのは、全て女性でございます。物販施設での雇用を考え

ております。臨時職員で男性が 1人おりました。4時間働いていただけるかたと、6時間勤

務というかたと、合わせて 6名ということになっております。一社の予算で雇用をしてい

るということです。結果的に見れば、指定管理分を町がお支払いをしているわけですから、

その範囲の中でやられているということだと思いますけれども、基本的には一般社団法人

が雇用するという形態でございます。

それから、飲食施設に関する重ねてのご質問でございますけれども、正直申し上げて先

ほど申し上げたオープンセレモニーというのは、あくまでも一般社団法人として計画をし

ているセレモニーでございまして、レストランのほうでどのようなオープニングセレモニ

ーというかオープンイベントを開催するかというところにつきましては、現時点で持ち合

わせている情報はございません、私のほうでは。

ただ先ほど来、委員の皆様方からご指摘があったとおり、町民に対して広く周知を図る

というかレストランを今後利用していただくという視点から飲食の事業者に対して、こち

らのほうから何らかの配慮をお願いをするということにつきましては、町としてもやって

いきたいというふうに思っております。

あと補足ですけれども、実際先ほど委員長からもお話があったとおり、メニュー構成に

ついては例えば地元のものを使っていただくとか、あと客単価につきましてもそんなに高
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い客単価を設定しているわけではございませんので、基本的には町内のかたにも多く利用

していただくということが飲食施設の経営の安定につながってくるというふうに町として

も考えておりますので、先ほどご指摘のあった内容につきましては、飲食事業者のほうに

伝えていきたいなというふうに思っております。以上でございます。

平野委員長 その他。

竹田委員。

竹田委員 いま後段の部分なのですけれども、我々が求めているのは「ケイ・デパール」、

ここの店の負担で飲食というか試食をさせるということではないのですよ。やはり、いま

の新幹線をあれするためにいろんな事業を抱えていますよね。多額の予算も計上して。そ

の中で、町費でこの部分を町民に還元というか町民にＰＲする場をセッティングできない

かということを求めているのですよ。そこを検討できないかということなのですけれども。

（「関連」と呼ぶ声あり）

平野委員長 又地委員。

又地委員 私は、例えば「ケイ・デパール」のＰＲというのは、これはなかなか大変なこ

とだよね。同業者が沢山いる。だからそこなのです、考えないとだめなのは。例えば、ケ

イ・デパールさんは民間の飲食事業者です。たまたま入りますよと決まった。だけれども、

ケイ・デパールさんのＰＲだけをするということは、町民に広く知らせようと。それがど

こまで可能なのかという部分がありますよね。既存の業者が飲食店があるわけだから、そ

の人方に迷惑にならないようなＰＲの方法があるのかどうかという部分がすごく大事です

よね。だからその辺は、例えば観光交流センターみそぎの郷きこない、道の駅ですよ。中

に、ケイ・デパールさんというイタリアン料理の店がありますよと。プラスアルファのＰ

Ｒができるかどうかという部分ですよね。ただ心情としては、やはりせっかく町で観光交

流センターを建てた。そして、道の駅にも指定された。新幹線が通る。下りたお客さんが

イタリアン料理を食してくれればいいなと。そうすると、交流人口の拡大にもつながるし

という思いはありますよね、みんな。この思いはみんな一緒です。だけれども、町内を考

えた時には、ケイ・デパールさんだけのＰＲというのは、これはなかなか大変だよね。そ

このところを考えた中で、どこまでどんなＰＲができるのかということを検討してほしい

とそういうふうに思います。

平野委員長 丹野室長。

丹野新幹線振興室長 町として飲食施設に対してどういった支援ができるかというお話と

いうふうに私は理解をしているのですけれども、資料の中にもありますとおり、9町の協

議会の事業の中に例えばレストランを組み込むですとか、あと我々は道内にもＰＲをプロ

モーション活動をさせていただいている中で、各旅行エージェントさんに対して道の駅に

入居するレストランのＰＲも合わせてやらせていただいているところです。その結果とし

て、いまの飲食施設に対して、旅行会社から旅行商品の中でレストランを使わせてほしい

というお話が出てきているというふうにも聞いております。そういった町としてやるとし

たら先ほど又地議長からもご指摘があったとおり、他の飲食事業者とのバランスとも踏ま

えながら道の駅の利用促進の一環としてレストランを合わせてＰＲをさせていただくとい

う。言ってみれば側面支援というか、そういった形が我々としてはベターではないかとい

う判断で、いまのような形になっております。以上です。
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平野委員長 竹田委員。

竹田委員 確かにいま、又地議長から出された部分の要素もこれあり。ですけれども、や

はりこの背景を考えてみれば、交流センターが建設が決まった時点で、例えば首長自ら山

形の奥田シェフを監修のもとでレストランをという部分の経過があるわけです。そして、

この交流センターに応募をする公募をした中で、町内の飲食店にも呼びかけをしたという

そういうふうに私は行政側から説明を聞いているのですけれども、平等に皆さんどうでし

ょうと。最終的に希望をしたのが、いまのケイ・デパールさんがやってみたいというふう

になったわけです。そして、議会としても昨年現地に出向いて先ほど同僚委員から出てい

たようなこともやってきました。それでどうなのだろうという心配があるからこそ、やは

り町としても責任を持ってこの部分は失敗させられないと。そのためには、町民に広くや

はり認知をしていただかないとだめだろうという私はそういう思いなのです。それで、行

政側の町費が丸々がいいのか、何パーセントなのか、その辺はやはり同業者だって多少は

理解をしてくれるのかなというふうに思っていますから。やり方論については、行政側が

内部できちんとやはり議論をして詰めてもらえばいいわけですから、まずやはり町民に広

くさせて、そしてこのどうなんデスを普及させるという部分もやはり町としての責務かな

というふうに思うものですから。私はその辺、個々の委員さんのそれぞれの考えも違う部

分もありますけれども、自分はそういうふうに思うものですから、その辺について十分内

部検討をしていただきたいということをお願いしておきます。

平野委員長 その他、ございますか。

又地委員。

又地委員 問題は、いまのことは思いはみんな同じでしょう。私はその一語に尽きる。そ

して、出したものが美味しい。値段に合わせて、美味しいと。そうすると、いっぱい行く

と。そして、木古内の町民が多く行って、町民がよそに行ってＰＲをしてあげると。それ

が一番大事だろうと、そんなふうに思っています。

それで一つだけ、物販の中に新幹線グッズ、それと道の駅グッズとあるのですよね。こ

れは、どんなものがあるのかなと。ちょっと聞かせてください。

平野委員長 商品の内容についてでございます。

丹野室長。

丹野新幹線振興室長 新幹線グッズにつきましては、ちょっと詳細は把握できていないの

ですけれども、ビールとかそういったものに新幹線のラベルを付けるとか、そういったも

のになるかなというふうに思っております。

それと道の駅のグッズにつきましては、通常ほかの道の駅で出されているような例えば

マグネットですとか、ガチャガチャのピンバッチ等です。そういったものをいま指定管理

者のほうと調整をしながら、計画を進めているという状況でございます。

平野委員長 又地委員。

又地委員 町内に池田さんというかたがおりまして、豆腐屋さん。池田さんからいろいろ

知恵をというかアドバイスというかありまして、道の駅に指定をされると必ず道の駅の番

号か何か書いた缶バッチみたいなのを必ず作らないとだめなのでしょうあれ。そうみたい

ですよ。勉強してください。

それと、木古内のゆるキャラクター、例えばキーコだとか杉丸くんだとか、それからみ
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そぎボーイだとかそういうものを作ったらどうですかと。道の駅に来た人は、1個だけと

いうことはないのだそうですよ。例えば、木古内の道の駅 みそぎの郷の番号があります

よね。道の駅に指定をされた番号だと思います。それから、みそぎボーイだとかキーコだ

とか杉丸くんだとかそういうキャラクターの缶バッチを全て買っていくのだそうです。こ

れは、1個でないのだそうです。お土産に何個も買っていくのだそうです。1個だいたい 4

00 円から 500 円くらいするものなのだそうですよ。それで、何とか木古内のキャラクター

の缶バッチを何とか作ってグッズとして売ってほしいなと。もし知らなければ、池田さん

のところに行けば詳しく知っていますので何とか。これは、なぜこの話を出したかという

と、中尾さんがいた時に木古内に新幹線が何本止まるかわからないけれども、木古内に下

りてくれるお客さんの数を中尾さんが計算をした。そして、下りたお客さんが 1人あたり

購買する金額、これもはじいてくれたのです。だけれども当時は、はたして中尾さんがは

じいてくれた 6,000 円くらいだったと思う。6,000 円だけ買ってもらえるものがなかった、

当時はよーいどんの頃は。そして、中尾さんにいろいろ聞いたら、木古内スギの下駄だと

かサンダルだとかという話が出てきた。だけれども、そうしたら駅前の店屋さんが何軒あ

るのと。みんなそこで、道南スギの下駄だとかサンダルだとかみんなで売るのかいという

話をしたのですよ。そうしたら、いろいろ知恵を出して売るものを選択しないとだめだろ

うということが発端となって、あるいは渡島西部四町・檜山南部五町、広域で行こうとい

うのが急激に進んでいった。こうやって見ると品物の数も随分ある。大変うれしく思って

いる中で、何とか下りたお客さんに買ってもらえるものをもっと増やすということを考え

れば、木古内のキーコだとかあるいは杉丸くんだとかみそぎボーイだとか、私は探せばも

っとあると思うのです。そういうグッズをこれはどこに作らせるか、売らせるかというこ

ともいろいろ考えないとだめでしょうけれども、公社もあることだからその辺と相談をし

てもまだ間に合うと私は思っていますので、何とかその辺に力も入れていただきたいと。

お願いです。

平野委員長 商品開発については、土産品開発事業というのを産業経済課でもやっていま

すので、その課と連携をして様々なアイディアがあると思いますので、沢山商品があった

ほうがいろんなアイテムを売れたほうが当然、交流センターとしてはプラスになると思い

ますので、久しぶりに杉丸くんという名前も聞きました。長期入院しているらしくて、い

ま観光交流センターがスギ材で造ったということで、そろそろ退院してくるという話をチ

ラホラ聞いていますので、出てくるのかなということも期待をしつつ、検討していただき

たいと思います。

その他、ございますか。

手塚委員。

手塚委員 観光交流センターの什器備品類の一覧の中に、ちょっとこれは何に使うのかな

というみたいなのがありますので。道南スギ玉φ 50・φ 40 みたいなのですけれども 4,500

個。これは、単価にすれば 100 円くらいのものになってしまうのかなと思うのですけれど

も、この利用目的だったりどういうものなのかちょっとお知らせ願いたいと思います。

平野委員長 丹野室長。

丹野新幹線振興室長 こちらのスギ玉に関しましては、休憩スペースの窓側にステージが

ありまして、そのステージの蓋を取ると丸い穴が空いたところがあるかと思うのですけれ
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ども、そこが一応チャイルドコーナーという位置付けになっておりまして、そこの中にス

ギ玉を 4,500 個入れて、言ってみれば木のプールというような形のものを計画をしており

ます。木育の施設として活用していきたいというふうに考えております。

平野委員長 その他。

鈴木委員。

鈴木委員 11 ページから 12 ページの物販リストなのですけれども、こちらで何々町の特

産品という表示がございます。その中で、消費者庁に届け出ます二桁の製造上の固有記号

の件で、簡単に言いますと原材料を提供する地域、あと製造する場所が違う時に二社との

間で固有記号。会社名のあとに二桁のアルファベットがよく入っているのですけれども。

木古内町の特産品なのですけれども、木古内町外で製造されている場合。その商品によっ

てよくよく見ますと、本当にこれどこの特産品なのだと。わかりやすく言いますと、よく

中国産のものなのですけれども 1回輸入をかけてどうこうですとか、本当にこれはどうい

う商品なのだと。いまこのような商品の表示という部分は、すごく皆さん町民のみならず

国民もすごく関心のあるところですので、もちろん浅利センター長が見つけてきたアイテ

ムということで、もちろん全てその土地土地の素晴らしいアイテムであると私はそう思っ

ておりますが、販売員さんが観光客のお客様に「原材料はどこですか、作っている場所は

どこですか」と聞かれた時に、スムーズに接客できるような基本的なデータベースを販売

員さんに作っていただければ、よりお客様に安心して買っていただけるというふうに思っ

ておりますので、一度こちらの二桁の固有記号、製造について調査して精査していただけ

ればと思います。以上でございます。

平野委員長 それは、公社のほうに伝えてくださいということですよね。

その他、ありますか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

平野委員長 なければ、以上をもちまして、まちづくり新幹線課の調査事項を終了したい

と思います。

調査事項には書いていないのですけれども 1点、いさりび鉄道の境界の資料が提出され

ておりますので、その他といたしまして、こちらの資料の説明をお受けしたいと思います

がよろしいでしょうか。

（「はい」と呼ぶ声あり）

平野委員長 それでは福田課長、簡単に説明してください。

福田課長。

福田まちづくり新幹線課長 前回の総合交通体系調査特別委員会の際に資料提出を求められた

これは、いさりび鉄道とＪＲ北海道の用地境界の資料でございます。

確認したところこの用地境界は供用区間の手前、鶴岡の踏切のちょっと青森方、ここま

でがいさりび鉄道の用地の範囲ということでございました。以上でございます。

平野委員長 先日、交通体系の時に出た質疑で、それは明確にはわかるものはないのかと

いうことで、今回たまたま全員集まる次の機会だったので提出ということですけれども、

本当はもう少し大きく現地をやれば良かったのですけれども、わかりますか皆さん。

暫時、休憩をいたします。
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休憩 午後 3時 57 分

再開 午後 3時 58 分

平野委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

この資料についての質疑はよろしいですね。

（「はい」と呼ぶ声あり）

平野委員長 それでは、その他ございませんので、以上をもちまして、まちづくり新幹線

課の調査事項を終わります。

まちづくり新幹線課の皆さん、大変長時間にわたりお疲れ様でした。

4時 5 分まで、暫時、休憩をいたします。

休憩 午後 3時 58 分

再開 午後 4時 05 分

（ 2 ）＜その他＞

・町道山崎 1号線外道路補修について（建設水道課）

平野委員長 それでは、休憩を解き、会議を再開いたします。

建設水道課の皆さん、ご苦労様でございます。

調査事項ということで、調査事項の（2）のその他の項目なのですけれども、町道山崎 1

号線の道路補修について、建設水道課から説明をしたいとの申し出がありましたので、受

けたいと思います。

資料が出されておりますので、早速資料の説明を求めます。

若山課長。

若山建設水道課長 お時間をいただき、ありがとうございます。

私のほうから町道山崎 1号線の舗装補修につきまして、ご説明したいと思います。

当路線につきましては、北海道新幹線建設工事の運搬路としてこれまで利用されてきて

おります。平成 23 年度には、道路の損傷がひどいため新幹線建設工事側、鉄道運輸機構の

ほうで舗装の補修を行っております。

今年度、平成 27 年度で新幹線建設工事が終了することから、道路管理者である木古内町

と鉄道運輸機構の担当者が現地立ち会いのもと、新幹線建設工事に起因すると思われる、

道路の損傷箇所を洗い出しいたしました。その洗い出しした箇所が資料に記載しておりま

すとおり、車道・歩道の舗装補修など約 3,000 ㎡となっております。

この結果をもとに、鉄道運輸機構と下協議を重ねまして、補修方法を検討しております。

その補修方法としましては、一つとして機構が舗装補修の工事を行うという方法。二つ

目としては、木古内町が機構からの金銭補償により工事を行うというこの二通りを検討し

てきました。

一つ目の機構のほうで行う方法の場合は、資料にもあるとおり、機構側として新幹線建

設工事の影響であると特定できる箇所はいいのですけれども、そうではない箇所について
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は工事ができないということで、そういう部分では全面的というか部分的な補修に終わり

兼ねないという可能性があります。

②の方法、私ども町のほうで行うとした場合、機構から金銭の補償をいただきながら町

として必要な工事、例えば山崎 1 号線につきましては、経年の劣化で歩道の縁石とか歩道

の舗装とかもかなり傷んでおります。こういったことも合わせて町が行うことがやればで

きるというふうな判断の中で、補償金はあくまでも損傷部しかいただけませんけれども、

そこで町のほうで上乗せした中で施工したいというふうに考えております。

新幹線建設工事につきましてはほぼ終わったものの、現在町発注の駐車場や道路の工事、

また道営住宅の工事も来春まで行われていることもありまして、①の方法。機構のほうで

行う工事については、現実的ではないと判断しまして、工事が完了する 28 年度新年度にお

いて、車道の補修や縁石を含めた歩道の補修も行う予定としたいということで、金銭によ

る補償を受け取ることとして機構と現在打ち合わせをしております。

なお、この金銭の補償額につきましては資料に記載のとおり、現在のところ 1,353 万 7,

000 円ということで機構との下協議が済んでおりまして、このあと 12 月第 4 回定例会にお

いてこの補償金を補正させていただいて、その後協定を締結し補償金を受け取りたいとい

うふうな現在の状況になっております。以上です。

平野委員長 ただいま説明が終わりました。こちらの案件につきましては、12 月の定例会

で補正で上がるということで、皆さん質問はございませんね。

竹田委員。

竹田委員 機構で補償する区間はこの赤の部分だというふうに思うのですけれども、いま

課長の説明で全面修復すると。町の上乗せをして全面修復するといういま説明を受けまし

たけれども、これ新年度と言いますけれども、例えば新幹線の開業が 3 月の 26 日と決まっ

ている。その中で、開業してから工事をしてまたあの辺がどうこうではなく、やはり新幹

線オープン前に道路をきちんとやはり施工するというのが筋だろうと思うのですけれども。

ただ、冬期という雪の余剰というか余分な費用もかかるということもありますけれども、

その辺はどうなのですか。

平野委員長 若山課長。

若山建設水道課長 先ほども申したとおり、現在も工事もまだ年度末まで盛んに行われて

いる状況の中で、実際に舗装補修に入ったとしても、現場が錯綜するという心配がありま

して、いま現在の現道については傷んではいるものの、当面は通行はできるというような

中で、まず開業はこの先にやっている駐車場とか新しい道路の工事を優先させていただい

た中で、それで開業を迎えて、開業のフィーバーと言うのですか。一端落ち着いた状況の

中での交通に影響のない時期を選びながら舗装の補修を行っていきたいと考えておりまし

て、町が行うことで全面的というかそれは全面的に行えれば一番いいのですけれども、傷

んでいない箇所も確かにありますので、その辺舗装の段差とかがないような中で、生かせ

るところは生かしながら。ただし先ほども申しているとおり、歩道の縁石等につきまして

は相当傷んでおりますので、この辺については全面的な取り替えを考慮しながら進めてい

きたいというふうに考えております。

平野委員長 竹田委員。

竹田委員 全面修復ではないといういま聞いたのですけれども、そうすればこの赤の部分
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の起点から終点の中で、中抜けするのはどこの部分なのですか。これからやはり町民に聞

かれたら山崎 1 号線については、「舗装の全面復旧しますよ。これは、ただ春になってから

の工事になります。」という説明をしたのだけれども、隣まで来たら自分の家の前がそんな

に傷んでいないからしないとなれば、住民感情からすればいろいろ問題が出る、これは。

それでなくてもこの山崎 1 号線は、前々から下水をやった時点から陥没が激しいという道

路でありますので、できるだけやはりここの部分については、あそこの佐女川の橋からは

いまの停車場線のそこまでは、全面やはり復旧をするようなことを考えてもらわないと困

ると思うのです。我々が町民に聞かれた時に、「あなたの家の前は舗装はこのままですよ」

と絶対いろんな批判が出てくる。その辺どうですか。

平野委員長 若山課長。

若山建設水道課長 担当レベルとすれば、当然この際ですから全体的に直るのが理想だと

思いますけれども、ここの図面にあるとおり例えば道道に一番近いところ。ここについて

は、平成 21 年度・22 年度に付け替え道路として新設道路として施工は一時しています。

ただし、そのあと新幹線の工事の関係で歩道の脇に矢板を打ったり、そういう沈下してい

る箇所も実はあります。ただ、舗装そのものが全体的に下がっているかというと、活かせ

る部分もあるというふうな判断もちょっとしているものですから、ですから個々のお家の

前に差別というかそういうのは極力ないように、やっていった結果がある程度つながって

しまうということはもしかしたらあるのかもしれませんけれども、いま現在としては町の

ほうの財源も限られている中では、限られた予算の中で必要最低限の補修はしていかなけ

ればならないなというふうな考えでおります。

平野委員長 竹田委員。

竹田委員 そうすれば、この赤の抜けている部分。これは、町も考え方とすれば同じだと

いう捉え方でいいのか。これから住民に聞かれたらこの図面からすれば、「あなたの家の横

が舗装の復旧はしませんよ」とこれから説明をしなければならないわけだから、そうなっ

た時にどうなのかという部分が心配なのですよ。ですから、この図面どおりなのか。私は

これは機構が補償する区間だというふうに思っていたものですから、町がやるのはずっと

とおして復旧しますよという捉え方をちょっとしたのですけれども、いまの説明からすれ

ばニュアンスが違うのかなと思うものですから、その辺どうですか。

平野委員長 若山課長。

若山建設水道課長 おっしゃられるとおり、機構さんに工事をお願いする形になる場合は、

この損傷していると思われる赤い部分、緑が薄い部分と水色の部分。これが機構さんが行

えるべき箇所でありまして、この状態で町のほうで受け取ると先ほどから申しているとお

り中抜けしてしまったり、私どもが一番心配しているのは相当傷んでいる歩道部分が直せ

ないまま終わってしまうというのがすごい心配でありまして、その分この金銭をいただく

中で、歩道はまず全面的に直したいということで、そうすると当然車道の一部も掘らさり

ます。縁石を取り替えるということになれば。その部分でやはりどうやっても復旧が道路

のセンター、全面的な復旧をせざるを得ないというふうなことになった場合は当然、車道

の復旧も行うのですけれども、いま私が言えることは結果は最終的にはある程度全面的に

近くなるかもしれませんけれども、いまの時点で言えることはいま私どもが新年度予算も

絡む話なものですから、いま言えることはお金をいただいたい中で、それを有効な財源と
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しながら新年度の予算に向けた検討をさせていただきたいということです。

平野委員長 よろしいですか。

又地委員。

又地委員 山崎 1 号線に関しては、補償金をもらうという補修の仕方。そうしたら、あと

の路線、新幹線の例えば橋呉だとか亀川だとかありますよね。そっちのほうはもう全部終

わったのかどうか。随分、地域の人方からも苦情が出てあった。その中で、私もたまに行

ってみるけれども、まだここを直してくれないのかなという部分もあるのだけれども、も

しやっていない部分があるとしたら来年度、そういうものが機構のほうでやってくれるの

かどうか、その辺をちょっと伺っておきたい。

平野委員長 若山課長。

若山建設水道課長 いまおっしゃられている例えば亀川 1 線、渡島トンネル工事の関係で

相当な延長、あるいは大平付近等。私どもは一応秋口に一度舗装補修を終わっている状況

を確認しているのですけれども、その辺でまだ行き届かない点等があれば再度機構のほう

との相談はしていかなければならないというふうには判断しておりますが、一端は舗装補

修は終わったというふうな認識でおります。

平野委員長 又地委員。

又地委員 もしあるとすれば、27 年度 3 月 31 日でもう全部新幹線関係は引き上げてしま

いますよね。だからそういう意味では、早い時期に年度内中にもしあるとすれば残ってい

るとすれば困るので、現場を精査しながら見て歩きながら早めにその対応をしてほしい。

これ泉沢なり釜谷なり結構ありますよ、苦情が。どうなのだろうという部分もありますし、

例えばオーバーレイで済むようなところもあるし、あるいは舗装を全部剥いで、そして新

たに舗装をかけてもらわないようなところもあるようです。その辺は精査してください。

お願いします。

平野委員長 その他、ございますか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

平野委員長 1 点、このいま現在赤い路線が協議の結果補修しなければならないというこ

とで。ただ、いま課長の説明ではまだこれ以降の工事もあるしという話でしたので、例え

ばいま現在の補償の金額がだいぶ考慮してもらった金額なのか、切り詰められた金額なの

か。それによっては、今後の工事の期間によってさらにひどくなったいう場面もあるので、

追加ということがあり得るのかどうなのか。その辺の交渉の内容はどうなっていますか。

若山課長。

若山建設水道課長 私どものほうとすると、例えばこの図面ちょっと色が見づらいかもし

れませんけれども、例えば橋の付近の水色の部分。これについては、舗装自体がかなり波

を打っていたりしているので、上の舗装補修ではオーバーレイではなくて、打ち替えをお

願いしたいと。あるいは、左端のほうの薄い緑色のところ。ここも先ほど申したとおり、

歩道が矢板の工事何かの予定、変動しているというなかではこの辺の歩道は打ち替えをお

願いしたいというようなことを、あるいはそうでないところはオーバー補修で我慢するよ

というようなことを打ち合わせをした中で、いま現在に至っております。

新幹線側とすれば、この付近の工事についてはほぼ終わっていますので、いま私が申し

たのは町のほうの工事、駐車場の工事ですとか道路の工事。こういったことでまだ運搬路
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として使っていますので、それがまた一段落したあとに舗装補修の工事を行いたいという

ことで、金額についてはこのあと協議が整えば大きな差はないというふうに判断しており

ます。

平野委員長 福嶋委員。

福嶋委員 これの赤い路線の延長先のいまの冷水線の工事をいまやっていますよね。いま

盛んにかかったばかりですけども。あの工事の延長で公民館に行く道路がかなり円形にな

るのだけれども、その先がいまかかっているようですけれども、あれは 3 月の末まで間に

合うのですか。いつ工期が橋が渡って、あそこが通れるきちんとつながる道路ができるの

か。その工期はいつですか。

平野委員長 若山課長。

若山建設水道課長 いま環状線どおりのご質問かと思うのですけれども、ここについては

去年冬に行ったのが 1 工区、新幹線の下あたり。いま発注しているのが 2 工区と言いまし

て、去年行った工事から橋の手前 100 ｍくらいまでの区間です。

橋については現在、上部工の製作を行っておりまして来年度新しい、あと下部工をいま

ＪＲさんに委託して行っている最中です。橋については、来年度完成する予定となってお

ります。

それと、道道のほうにつきましては 5 工区として、いま現在橋梁の手前と道道の交差点

から少し入ったところの区間を新設しているのですけれども、来年交差点の工事と先ほど

申したとおり橋梁の工事を行う中で、28 年度末くらいまで工事はかかるであろうというふ

うな判断をしております。

最終的には 29 年度に現在の橋梁を解体する工事も残りますので、事業全体とすれば 29

年度までということです。

平野委員長 その他、きょう出された資料についての質問はございますか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

平野委員長 なければ、以上をもちまして、建設水道課のその他の調査について終わりた

いと思います。

建設水道課の皆様、大変お疲れ様でした。

暫時、休憩をいたします。

休憩 午後 4時 24 分

再開 午後 4時 28 分

3 ．意見書

＜ゆきとどいた教育をすすめる北海道連絡会＞

・北海道のすべての子どもたちにゆきとどいた教育を求める意見書（案）

【採択・不採択】

・「新たな高校教育に関する指針」の見直しを求める意見書（案）

【採択・不採択】

・国の教育予算を増やして「高校無償化」を復活し、給付制奨学金の確立を求める意見書（案）
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【採択・不採択】

・「大学生への給付制奨学金創設」を求める意見書（案）

【採択・不採択】

・特別支援学校の「設定基準」策定を求める意見書（案）

【採択・不採択】

＜木古内地区連合会＞

・給付型奨学金制度の導入・拡充と教育費負担の軽減を求める意見書（案）

【採択・不採択】

＜新函館農協＞

・ＴＰＰ交渉大筋合意に対する意見書（案）

【採択・不採択】

4 ．その他

・議会閉会中の所管事務調査について

・木古内町非核平和都市宣言決議について

平野委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

きょうの調査事項は全て終了したのですが、このあと意見書、さらにはその他とまだ議

事がありますので、時間延長についてお諮りしたいと思います。

きょう出されている提案されている議事が全て終わるまで時間を延長したいと思います

が、異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

平野委員長 異議ないものと認め、時間延長をすることに決しました。

それでは、皆さんのきょう配付した中には記載していないのですけれども、きょうで定

例会前の常任委員会の調査事項が全て終了いたしました。

皆さんに配付してあります閉会中の事務調査について、12 月定例会に提出する部分を協

議したいと思います。

私と佐藤副委員長と事務局内で協議した中で、1 番から 4 番までの調査事項を提案いた

します。皆様方については、この提案調査事項がどうなのかという部分とプラス、さらに

これもどうかという案があればこの場で出していただきたいと思います。

この 1 番から 4 番までの調査をするにあたり、ことしはちょっと開催は難しいのですけ

れども、年を明けまして 1 月・2 月・3 月の定例会までに 2 回ないし、内容によっては 3 回

開催予定をしております。この四つだけだったら 2 回ぐらいでしょうか。プラスあればも

う 1 回ぐらい開催の可能性もあります。あとは、行政から何か出されれば開催しなければ

ないということもあるかもしれませんが。

又地委員。

又地委員 2 番の建設水道課の建て替え後の新釜谷生活改善センター設計についてという

のは、ちょっと。建て替え後のというのはどういう意味かなと。
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平野委員長 暫時、休憩をいたします。

休憩 午後 4時 30 分

再開 午後 4時 35 分

平野委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

総務・経済常任委員会議会閉会中の所管事務調査については、配付した内容で進めたい

と思いますので、よろしくお願いいたします。

続いて、意見書についても採択・不採択について協議したいと思いますが、こちらも休

憩の中で協議したいと思いますので、暫時、休憩をいたします。

休憩 午後 4時 35 分

再開 午後 4時 54 分

平野委員長 それでは、休憩を解き、会議を再開いたします。

ただいま意見書 7件についての協議を終えましたので、協議結果を復唱いたしますので、

よろしくお願いいたします。

一つ目、北海道のすべての子どもたちにゆきとどいた教育を求める意見書案（案）につ

きましては、不採択とさせていただきます。

2 番目の「新たな高校教育に関する指針」の見直しを求める意見書（案）につきまして

も、不採択といたします。

3 番目、国の教育予算を増やして「高校無償化」を復活し、給付制奨学金の確立を求め

る意見書（案）につきましては、採択といたします。

4 番目の「大学生への給付制奨学金創設」を求める意見書（案）につきましては、不採

択とさせていただきます。

5 番目の特別支援学校の「設定基準」政策を求める意見書（案）につきましては、不採

択とさせていただきます。

続きまして、給付型奨学金制度の導入・拡充と教育費負担の軽減を求める意見書（案）

につきましては、採択とさせていただきます。

続いて、本日出されましたＴＰＰ交渉大筋合意に対する意見書（案）につきましては、

採択といたします。

以上、7 件のうち 3 件を採択といたします。皆さんにつきましては、いま協議しました

ので、よろしいですか。

（「はい」と呼ぶ声あり）

平野委員長 吉田局長。

吉田議会事務局長 いまの意見書の関係ですが、三つ採択になりましたので、これは提案

者、賛成者これは順番で決めさせていただきます。

それでこれについては、本議会で意見書で出ますけれども、質疑、討論はなしというこ

とでよろしくお願いいたします。

これ以外に議運までに、きょう不採択になってどうしても出したいということで出てく
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る場合がありますので、これ以外に出てきたものにつきましては、質疑、討論はあります

ので、そういうことでご理解をお願いいたします。

平野委員長 いま事務局から説明があったとおりですけれども、このＴＰＰの意見書につ

きましては、紹介議員ということで手塚議員、佐藤議員ですので、優先して賛成者と提案

者に配置すればいいのかなと。

そのようなことで意見書についての協議は以上でございます。

続きまして、最後です。その他の最後です。木古内町非核平和都市宣言決議について、

協議いたします。

事務局の説明を求めます。

吉田局長。

吉田議会事務局長 皆さんに資料を渡しております。それで、この文章は 8 月の 28 日にこ

っちのほうで受けています。町に対しても同じ文章が行っていまして、その時点で議長か

ら木古内町非核平和都市宣言につきまして、木古内町としてもどうですかということで、

町のほうに働きかけをいたしました。その結果、9 月定例会については直近だったので間

に合わないと。12 月定例会に向けてちょっと協議をしたいということで、町のほうでは今

回 12 月定例会で出す予定です。その宣言につきましては、次のページに載っています。こ

の文面で議案として、12 月定例会で上げてくるということです。

それで、議会としてはどうするかということなのですが、次のページに議会として非核

平和都市宣言を決議をするということでも出せます。議会としての意思として町もやるの

だから議会もこういうことで同じ、文面はほとんど変わりませんけれども、皆さんの名前

で決議をしますということになれば、議会の意思というのがここで出るのですけれども、

これをやらないとすれば町から出てきた宣言について、議会が可決するということで終わ

っている町村もあります。それで終わっている町村もあるのです。それが、町から出てき

たのを議会が可決しましたということで終わっている町村もあります。やり方としていろ

いろあるのですが、議会としても意思をこれについて表に出すとすれば、このような決議

案を持って議会で発議案として出すということになれば、より議会としての意思が発揮さ

れるということになるのですが。この辺取りあえずこういうふうにして作ってはみたので

すけれども、どのようなお取り扱いをしたらよろしいのかその辺皆さんのご意見をお願い

したいと思います。

平野委員長 ＰＲをするということでしょう。「我が議会もやっていますよ」とさらにＰＲ

をするということでしょう。ただ、この内容がはたしてそんな特別なことをやっているわ

けではないから。「当然でしょう」と、町がやってそれを賛同しますよという程度でいいの

かなと思いますけれども。どうでしょうか皆さん、その方法でよろしいですか。

（「はい」と呼ぶ声あり）

平野委員長 よければ、我が議会としては出さないということで。可決をすると。

それでは、その他何か事務局からありますか。

吉田局長。

吉田議会事務局長 先ほど、議会閉会中の所管事務調査ということで決めていただいたの

ですが、去年経済団体との意見交換ということで、それでその話をあと何か月しか年度は

ないのですけれども、その話を総務・経済常任委員会の中でするわけにもいかないので、
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例えば。一回、終わります。

平野委員長 それでは、その他ございませんので、以上をもちまして、第 9 回総務・経済

常任委員会を終了いたします。

お疲れ様でした。

説明員：大野副町長、福田まちづくり新幹線課長、丹野新幹線振興室長、加藤（隆）主査

中山主査、福井主査、中村主事

傍 聴：松田守弘

報 道：道新 大塚支局長

総務・経済常任委員会

委員長 平 野 武 志


