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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 岩 館 俊 幸
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教 育 長 野 村 広 章

生涯学習課長 佐 藤 宏 生

給食センター長 佐 藤 宏 生

農業委員会事務局長 木 村 春 樹

代表監査委員 森 井 俊 郎

・本会議に職務のため出席した者の職氏名

議会事務局長 山 本 哲

議事担当主査 近 藤 真恵子



平成２５年第４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25年度木古内町一般会計補正予算（第9
号）

25.12.18 原案可決

議案第2号
平成25年度木古内町国民健康保険特別会計補
正予算（第3号）

25.12.18 原案可決

議案第3号
平成25年度木古内町後期高齢者医療特別会計
補正予算（第2号） 25.12.18 原案可決

議案第4号
平成25年度木古内町水道事業会計補正予算
（第3号）

25.12.18 原案可決

議案第5号
平成25年度木古内町介護保険事業特別会計補
正予算（第2号）

25.12.18 原案可決

議案第6号
第6次木古内町振興計画の基本構想の策定に
ついて

25.12.18 原案可決

議案第7号
木古内町定住自立圏形成協定の議決に関する
条例制定について

25.12.18 原案可決

議案第8号
延滞金の割合等の見直しに伴う関係条例の整
備に関する条例制定について

25.12.18 原案可決

議案第9号
住所表示の変更に伴う関係条例の整備に関す
る条例制定について

25.12.18 原案可決

同意案第1号 被表彰者の決定について 25.12.18 原案同意

発議案第1号 議会閉会中の所管事務調査について 25.12.18 原案承認

意見書案第１号
森林・林業・木材産業施策の積極的な展開に関す
る意見書

25.12.18 原案可決

意見書案第2号
利用者本位の持続可能な介護保険制度の確立を求
める意見書

25.12.18 原案可決

意見書案第3号 2014年度地方財政の確立を求める意見書 25.12.18 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

25.12.18 承認

－1－
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平成２５年 第４回木古内町議会定例会議事日程

第１号 平成２５年１２月１８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 行政報告

７ 一般質問

８ 同意案第１号 被表彰者の決定について

９ 議案 第１号 平成25年度木古内町一般会計補正予算（第9号）

10 議案 第２号 平成25年度木古内町国民健康保険特別会計補正予算（第3号）

11 議案 第３号 平成25年度木古内町後期高齢者医療特別会計補正予算（第2号）

12 議案 第５号 平成25年度木古内町介護保険事業特別会計補正予算（第2号）

13 議案 第４号 平成25年度木古内町水道事業会計補正予算（第3号）

14 議案 第６号 第6次木古内町振興計画の基本構想の策定について

15 議案 第７号 木古内町定住自立圏形成協定の議決に関する条例制定について

16 議案 第８号 延滞金の割合等の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例制
定について

17 議案 第９号 住所表示の変更に伴う関係条例の整備に関する条例制定について

18 発議案第１号 議会閉会中の所管事務調査について

19 意見書案第１号 森林・林業・木材産業施策の積極的な展開に関する意見書

20 意見書案第２号 利用者本位の持続可能な介護保険制度の確立を求める意見書

21 意見書案第３号 2014年度地方財政の確立を求める意見書

22 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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平成２５年１２月１８日

木古内町議会

議 長 岩 館 俊 幸 様

木古内町議会 議会運営委員会

委員長 吉 田  幸

議会運営委員会報告書

平成２５年第４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

開催日 出 席 委 員 欠席委員 説 明 員 事務局

25.12.16 吉田、平野 又 地 副町長、 総務課長 山 本

竹田、 新井田 近 藤

２．平成25年第4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、12月18日の1日限りとしたい。

(2) 議事日程については、別紙配布のとおりである。

議事日程番号9から12は一括議題とする。

なお、重要な案件については議会運営委員会を開催することとし、議事日程の

追加や変更は議長に一任する。

(3) 付議案件は、議案9件、同意案1件、発議案1件、意見書案3件である。

(4) 一般質問者は3名であり、通告順により質問者ごとに行うこととする。



月   日 出席した会議等名称 場   所 出 席 者 備   考

9月18日 例月現金出納検査 第2研修室 又地

9月23日 新嘗祭献穀に伴う抜穂祭 大川地区
福嶋、又地、佐藤
吉田、竹田、笠井
新井田、副議長、議長

9月24日 第4回議会だより編集特別委員会 第5研修室 全委員

9月25日 平成25年度交通安全意識啓発運動 産業会館前 議長

9月29日 木古内町立木古内中学校第47回学校祭 木古内中学校 議長

平成25年第5回木古内町議会臨時会 議場 全議員

知内・木古内地区安全安心まちづくり住民大会
知内町中央
公民館

議長

10月2日 平成25年度四署消防総合訓練
松前町民総合
センター

佐藤、新井田、議長

10月5日 平成25年さっぽろ木古内会親睦会 札幌市 議長

10月7日 第6回総務・経済常任委員会 第5研修室 全委員

10月8日 平成25年度渡島管内市町議会議員研修会 北斗市
福嶋,佐藤、吉田
竹田、笠井、新井田
議長

10月9日 木古内町議会意見交換会（ＢＯＦ） 第4研修室 全議員

例月現金出納検査 第2研修室 又地

木古内小学校自由参観日 木古内小学校 議長

平成25年第6回木古内町議会臨時会 議場 全議員

第9回総合交通体系調査特別委員会 第5研修室 全委員

10月12日 ＭＯＡ美術館木古内・知内児童作品展表彰式 中央公民館 議長

10月15日～
10月16日

鶴岡市及び鶴岡市議会への表敬訪問 鶴岡市 議長

10月19日 第19回東京木古内会総会 東京都 議長

10月21日 定期監査 中央公民館他 又地

10月22日 群馬県藤岡市議会行政視察 介護老健施設 議長

10月23日
平成25年第2回渡島廃棄物処理広域連合議会運
営委員会

北斗市 福嶋
議長に報告
議員に配布済み

議長諸報告（平成２５年第４回定例会提出）

平成２５年第３回木古内町議会定例会（９月１７日)以降における諸会議等の開催及び
出席状況は次のとおりである。

9月30日

10月10日

－4－



月   日 出席した会議等名称 場   所 出 席 者 備   考

10月24日 第5回議会だより編集特別委員会 第5研修室 全委員

10月26日 木古内小学校学習発表会 木古内小学校 議長

10月27日
第30回木古内町合同音楽祭
「北風のハーモニー」

中央公民館 議長

10月28日～
10月29日

主要道道江差・木古内線整備促進期成会要望会
函館市
札幌市

議長

10月30日 「平成25年度献穀献納」報告会 石川屋 副議長

木古内町遺族会戦没者追悼式 中央公民館 議長

平成25年第2回渡島廃棄物処理広域連合議会
定例会

北斗市 福嶋・副議長
議長に報告
議員に配布済み

第30回木古内町ふるさと産業まつり 産業会館駐車場 議長

鶴岡市・木古内を訪ねる会との懇親会 清本鮨 議長

11月5日 平成25年第7回木古内町議会臨時会 議場 全議員

11月11日～
11月13日

渡島町村議会議長会道外先進地研修視察
第57回町村議会議長会全国大会

宮城県、静岡
県、東京都

議長

11月13日 例月現金出納検査 第2研修室 又地

11月19日 第7回総務・経済常任委員会 第5研修室 全委員

11月26日 2013年度民主党道南地域政策懇談会 第1研修室
議長、副議長、福嶋
平野、竹田、笠井
新井田

平成25年8回木古内町議会臨時会 議場 全議員

第8回総務・経済常任委員会 第5研修室 全委員

12月5日 第9回総務・経済常任委員会 第5研修室 全委員

12月9日
平成25年第3回渡島西部広域事務組合議会
定例会

福島町 佐藤、新井田、議長
議長に報告
議員に配布済み

12月10日 例月現金出納検査 第2研修室 又地

12月11日 鉄道運輸機構訪問 札幌市 議長

第10回総合交通体系調査特別委員会 第5研修室
又地、佐藤、福嶋
吉田、平野、竹田
笠井、新井田、岩館

自民党との議員懇談会 第5研修室
福嶋、又地、佐藤
吉田、平野、竹田
笠井、新井田、岩館

12月14日 第12回北海道あか牛枝肉共励会結果報告会 石川屋
福嶋、佐藤、吉田
笠井、新井田、東出
岩館

12月16日 議会運営委員会 第5研修室
吉田、平野、竹田
新井田

12月17日 木古内町社会福祉協議会表敬訪問 町長室 議長

12月13日

11月3日

11月28日

10月31日

－5－
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平成２５年１２月１８日

木古内町議会
議 長 岩 館 俊 幸 様

木古内町議会 総務・経済常任委員会
委員長 竹 田 努

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．会議開催状況

開催日 出 席 委 員 欠席委員 説 明 員 事務局

25.10.7 竹田、新井田、福嶋、又地 な し 大野副町長、新井田総務課長 山本
佐藤、吉田、平野、笠井 木村産業経済課長、藤谷主幹

東出、岩館 福田まちづくり新幹線課長 近藤
中尾新幹線振興室長、加藤（隆）主査

中山主査、野村教育長

佐藤生涯学習課長、渋谷主幹

西山（敬）主査、畑中主査

加藤（崇）主査、中島保健福祉課長

尾坂主幹、高橋主査

25.11.19 竹田、新井田、福嶋、又地 な し 大野副町長、木村産業経済課長 山本
佐藤、吉田、平野、笠井 藤谷主幹、東主査、堺主査

東出、岩館 羽沢（真）主任、吉田（匠）主事 近藤
中島保健福祉課長、尾坂主幹

高橋主査

25.11.28 竹田、新井田、福嶋、又地 な し 大野副町長、若山建設水道課長 山本
佐藤、吉田、平野、笠井 小池主幹、大瀬町民税務課長

東出、岩館 片桐主査、大坂主査 近藤
中島保健福祉課長、尾坂主幹

高橋主査、竹田主査、高村主査

加藤保健師

福田まちづくり新幹線課長

吉田（宏）主査

25.12.5 竹田、新井田、福嶋、又地 な し 大野副町長、新井田総務課長 山本
佐藤、吉田、平野、笠井 幅崎主査、木村産業経済課長

東出、岩館 藤谷主幹、堺主査、東主査 近藤
羽沢（真）主任、吉田（匠）主事

柏谷主事、若山建設水道課長

小池主幹、吉田（広）主査、岩本主任

木本（邦）主任、小田島主任

地本病院事務局長、平野主幹

阿部主査、福田まちづくり新幹線課長

中尾新幹線振興室長、中山主査
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２．所管事務調査項目
総務課
①工事契約について

町民税務課
①危険家屋の現状と課題について

まちづくり新幹線課
①第６次木古内町振興計画について

②駅周辺整備事業について

③観光交流センター（仮）について

保健福祉課
①高齢福祉及び保健推進事業の現状について
②高齢者等屋根の雪下ろし等助成事業について

産業経済課
①はこだて和牛ブランド化推進事業について
②観光おみやげ品開発支援事業について

③駅前景観統一事業について

④各種補助金及び助成金による経済効果について
建設水道課
①上水道事業会計及び下水道事業特別会計の収支状況について

②発注済工事の現地調査について

③道営住宅建設について

教育委員会
①町民プール建設の進捗状況について
②各施設の管理状況及び各種事業の取り組み状況について

病院事業
①国民健康保険病院事業会計及び介護老人保健施設事業会計の収支状況につい

て

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）危険家屋の現状と課題について

危険家屋は、これまで多くの議員からその対応や対策について一般質問が行われ

てきたが、極めて重要な課題であることから所管事務調査を行った。

所有者との対応により、すでに解体あるいは解体予定の建物もあるが、町内全域

には担当者の目視によるものでも15件が確認されている。

空き家を含む危険家屋については全国的な社会問題となっており、国や道の動向、

先進自治体の状況や課題等を確認しながら、条例の制定に向け取り組みを進めると

いうことである。

町民の皆さんの安心・安全はもとより、北海道新幹線の開業も2年後と迫っている

ことから、迅速な事務対応を行う中でよりよい景観形成が図られるよう努力された

い。
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（２）観光交流センター（仮）について

現在、実施設計中である観光交流センターの建設・運営実施方針(案)が示された。

観光交流センターは、北海道新幹線の開業を機に、渡島西部・檜山南部9町の食や

観光、地域の魅力を発信し、交流人口の拡大や一次産品、特産品等の販路拡大によ

る産業の活性化を図るため、木古内駅南口駅前広場の隣接地に建設される。

個別機能としては、観光案内や物販、飲食、質の高いトイレの設置等の基本機能

のほか、路線バスやレンタカーといった2次交通の拠点機能や、地域住民の交流機能

も併せた複合施設とし、道の駅としての指定も受ける予定となっている。

建物は、木古内町が誇る地域資源である「道南杉」をふんだんに使った、明るく

暖かみのあるデザインとなっており今後、「道南杉」を広く普及させるためにも、建

築材としての杉材の見本となる施設となるよう期待するところである。

観光交流センターの運営は、指定管理者方式で行う予定であるが今後、施設の管

理運営に係る指定管理料の支出に伴う財政負担増が懸念される。また、テナント方

式により運営される飲食事業者の選定が喫緊の課題となっている。

開業後の安定した経営はもとより、町内外の皆さんに喜んで利用していただける

施設となるよう期待するものである。

なお、観光交流センターの開業予定は、平成27年4月1日となっている。

（３）高齢者等屋根の雪下ろし等助成事業について

これまで、高齢者世帯等に対する除排雪の支援について要望してきたが、このた

び65歳以上のひとり暮らし世帯及び高齢者世帯等(身体障害者等の世帯を含む)に対

する、高齢者等屋根の雪下ろし等助成事業の考えが示された。

助成対象事業は、屋根の雪下ろしや家周辺の除雪及び排雪が困難なかたが指定業

者に依頼した場合、除雪費用の3分の2を助成(1回の助成限度額は37,000円)するもの

で毎年、1月から3月までの間で1世帯2回までとする内容となっている。

助成事業に関する条例改正及び事業助成補助金等は、11月28日開催の平成25年第8

回木古内町議会臨時会で決定し、町民に対しての周知も行われているが、各町内会

や地域の民生委員、福祉団体等により周知漏れのないような対応を図られたい。

（４）上水道事業会計の収支状況について

上水道事業会計の上半期の業務状況は、給水件数及び有収水量は前年同期と比較

しそれぞれ減少しており、その主な要因は新幹線工事や高規格道路工事の関連事業

所の撤退や、水を大量に使用する工事が終了したことによる旨の報告がされた。

今後、冬期間による水道使用料の減収及び企業債償還金等により、本年度は約2,3

00万円の赤字決算が見込まれている。

平成26年度中には、人件費の見直しや料金改定も視野に入れた中で、中・長期計

画を策定するとのことであるが、道内でも上位にある当町の水道料金であることを

十分に考慮した上で策定にあたられるよう強く要望する。
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（ 午前 10時00分 開会 ）

開 会 ・ 開 議 の 宣 告

○議長（岩館俊幸君） ただいまから、平成25年第4回木古内町議会定例会を開会いたし

ます。

ただいまの出席議員は10名でございます。

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

しました。

ただちに本日の会議を開きます。

本日の議事日程及び説明員は、別紙配付のとおりであります。

会 議 録 署 名 議 員 の 指 名

○議長（岩館俊幸君） 日程第1 会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第118条の規定により議長から指名をいたします。

5番 平野武志さん、6番 竹田努さん、以上、2名を指名いたします。

議 会 運 営 委 員 会 報 告

○議長（岩館俊幸君） 日程第2 議会運営委員会報告。

平成25年9月17日に開かれました、平成25年第3回木古内町議会定例会において調査

をお願いした、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 4番 吉田 幸さん。

○4番（吉田 幸君） 平成25年12月18日 木古内町議会 議長 岩館俊幸様。

木古内町議会 議会運営委員会 委員長 吉田 幸。

議会運営委員会報告書。

平成25年第4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をいたします。

記 1．会議開催状況。会議開催状況につきましては下記のとおりでありますので、

省略をさせていただきます。

2．平成25年第4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、12月18日の1日限りとしたい。

(2) 議事日程については、別紙配布のとおりである。議事日程番号9から12は一括議

題とする。なお、重要な案件については議会運営委員会を開催することとし、議事日

程の追加や変更は議長に一任する。

(3) 付議案件は、議案9件、同意案1件、発議案1件、意見書案3件である。
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(4) 一般質問者は3名であり、通告順により質問者ごとに行うこととする。

以上であります。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

○議長（岩館俊幸君） 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（岩館俊幸君） 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（岩館俊幸君） 日程第3 会期の決定を議題といたします。

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

本日1日限り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（岩館俊幸君） 異議ないものと認めます。

よって、今定例会の会期は本日1日限りと決定をいたしました。

議 長 諸 報 告

○議長（岩館俊幸君） 日程第4 議長諸報告。

議長諸報告につきましては、別紙配布のとおりでありますので、これを省略いたし

ます。

なお、11月11日に渡島管内町村議会議長会道外視察研修に参加し、東日本大震災で

被災をされた宮城県亘理町を訪問いたしました。

亘理町は、震度6弱の地震に襲われ、大津波により町の47％が浸水し、約6,220棟が

全半壊し、306名という尊い命が奪われました。

震災によるがれき処理はほぼ終了しておりますが、役場庁舎もプレハブによる仮庁

舎のままで、本格的な復興はまだまだこれからということであり、引き続き多くの支

援が必要であるということを実感してまいりました。

なお、渡島管内町村議会議長会の斎藤会長より、お見舞い金をお渡ししてまいりま

したので、併せて皆様方にご報告を申し上げます。

総務・経済常任委員会所管事務調査報告

○議長（岩館俊幸君） 日程第5 総務・経済常任委員会所管事務調査報告。

平成25年9月17日に開かれました、平成25年第3回木古内町議会定例会において調査
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をお願いした、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 6番 竹田 努さん。

○6番（竹田 努君） 6番 竹田 努です。

平成25年12月18日 木古内町議会 議長 岩館俊幸様。

木古内町議会 総務・経済常任委員会 委員長 竹田努。

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.会議開催状況につきましては、10月7日から12月5日までの4日間開催しており、

欠席委員はおりませんでした。

2.所管事務調査項目につきましては、担当課からの要請のありました2件を含む17件

と、全ての担当課及び企業会計について事務調査を行っております。

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）危険家屋の現状と課題について。

危険家屋は、これまで多くの議員からその対応や対策について一般質問が行われて

きましたが、極めて重要な課題であることから所管事務調査を行った。

所有者との対応により、既に解体あるいは解体予定の建物もあるが、町内全域には

担当者の目視によるものでも15件が確認されている。

空き家を含む危険家屋については全国的な社会問題となっており、国や道の動向、

先進自治体の状況や課題等を確認しながら、条例の制定に向け取り組みを進めるとい

うことである。

町民の皆さんの安心・安全はもとより、北海道新幹線の開業も2年後と迫っているこ

とから、迅速な事務対応を行う中でよりよい景観形成が図られるよう努力されたい。

（2）観光交流センター（仮）について。

現在、実施設計中である観光交流センターの建設・運営実施方針(案)が示された。

観光交流センターは、北海道新幹線の開業を機に、渡島西部・檜山南部9町の食や観

光、地域の魅力を発信し、交流人口の拡大や一次産品、特産品等の販路拡大による産

業の活性化を図るため、木古内駅南口駅前広場の隣接地に建設される。

個別機能としては、観光案内や物販、飲食、質の高いトイレの設置等の基本機能の

ほか、路線バスやレンタカーといった2次交通の拠点機能や、地域住民の交流機能も併

せもった複合施設として、道の駅としての指定も受ける予定となっている。

建物は、木古内町が誇る地域資源である「道南杉」をふんだんに使った、明るく暖

かみのあるデザインとなっており今後、「道南杉」を広く普及させるためにも、建築材

としての杉材の見本となる施設となるよう期待するところである。

観光交流センターの運営は、指定管理者方式で行う予定であるが今後、施設の管理

運営に係る指定管理料の支出に伴う財政負担増が懸念される。また、テナント方式に

より運営される飲食事業者の選定が喫緊の課題となっている。
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開業後の安定した経営はもとより、町内外の皆さんに喜んで利用していただける施

設となるよう期待するものである。

なお、観光交流センターの開業予定は、平成27年4月1日となっている。

（3）高齢者等屋根の雪下ろし等助成事業についてであります。

これまで、高齢者世帯等に対する除排雪の支援について要望してきたが、このたび6

5歳以上のひとり暮らし世帯及び高齢者世帯等(身体障害者等の世帯を含む)に対する、

高齢者等屋根の雪下ろし等助成事業の考えが示されました。

助成対象事業は、屋根の雪下ろしや家周辺の除雪及び排雪が困難なかたが指定業者

に依頼した場合、除雪費用の3分の2を助成(1回の助成限度額は37,000円)するもので毎

年、1月から3月までの間で1世帯2回までとする内容となっている。

助成事業に関する条例改正及び事業助成補助金等は、11月28日開催の平成25年第8回

木古内町議会臨時会で決定し、町民に対しての周知も行われているが、各町内会や地

域の民生委員、福祉団体等により周知漏れのないような対応を図られたい。

（4）上水道事業会計の収支状況であります。

上水道事業会計の上半期の業務状況は、給水件数及び有収水量は前年同期と比較し

それぞれ減少しており、その主な要因は新幹線工事や高規格道路工事の関連事業所の

撤退や、水を大量に使用する工事が終了したことによる旨の報告がされた。

今後、冬期間による水道使用料の減収及び企業債償還金等により、本年度は約2,300

万円の赤字決算が見込まれている。

平成26年度中には、人件費の見直しや料金改定も視野に入れた中で、中・長期計画

を策定するとのことであるが、道内でも上位にある当町の水道料金であることを十分

に考慮した上で策定にあたられるよう強く要望する。以上であります。

○議長（岩館俊幸君） 総務・経済常任委員会委員長の報告が終わりましたが、この委

員会は全員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（岩館俊幸君） 異議ないものと認めます。

以上を持ちまして、報告を終了いたします。

行 政 報 告

○議長（岩館俊幸君） 日程第6 行政報告。

町長諸報告並びに教育長諸報告につきましては、別紙配布のとおりであります。

なお、町長より行政報告がありますので、これを許します。

町長。

○町長（大森伊佐緒君） 皆様、おはようございます。

議員の皆様には、年末年始を控え、何かとお忙しい中を平成25年第4回定例会にご参

集いただきまして、心から厚くお礼を申し上げます。
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行政報告が3件ございますので、ご報告を申し上げます。

1点目は、ＪＲ江差線（木古内・江差間）対策協議会と函館バス株式会社との覚書締

結についてでございます。

11月29日、ＪＲ江差線（木古内・江差間）対策協議会が開催され、ＪＲ江差線廃止

後の代替バス運行に関する基本方針、実施計画の協議が行われ、バス事業者や運行形

態をはじめ、平成26年5月の運行開始に向けた運行計画が正式に決定いたしました。

協議会では、引き続きバス事業者である函館バス株式会社との間で代替バス運行に

関する覚書の締結が行われ、運行路線、補助の対象、維持費の負担、並びに車両購入

費用などに関して、事業者、構成自治体、双方が確認したところでございます。

今後は、来年5月12日の運行開始に向けて、運行時刻表、運賃の決定及び停留所設置

などの準備を進めてまいります。

なお、覚書の写しを添付させていただきました。

2点目の道営住宅整備につきましては、11月15日、今年度第2回目の北海道住宅対策

審議会が開催され、道営住宅新設候補地を、北海道新幹線の駅が新設される北斗と木

古内並びに、北海道横断自動車道延伸でインターチェンジができる余市の3自治体が妥

当とする意見がまとまり公表されたところでございます。

この度選考された主な理由として、北斗と木古内は北海道新幹線開業に向けた駅周

辺整備に多額の投資をしていることなどから、この住宅整備には北海道の支援が必要

であること。また、木古内町においては、町営住宅の約6割以上が耐用年数の2分の1を

超えていることや、新幹線時代にファミリー世帯向けの住宅が必要であると判断され

たと伺っております。

先般、当町では北海道建設部に道営住宅整備の要望書を提出し、現在は北海道建設

部住宅局を窓口に、担当者により整備戸数、事業スケジュールなどの協議を重ねてお

り、2014年6月を目標に具体案の取りまとめ作業を進めております。

3点目の平成25年12月14日発生した火災出動につきましては、午前3時22分、建川地

区の住民から近くの小屋が燃えていると119番通報を受け、消防車を出動させたところ、

字建川58番地1の納屋が燃えており、現場状況から全消防団に招集を要請し、消火活動

を行なった結果、午前5時40分に鎮火をいたしました。

本火災により、飼料用納屋1棟192㎡が全焼いたしましたが、けが人はございません

でした。

また、原因、損害額等は調査中でございます。

なお、本火災に伴う出動人員等は、消防車両9台、消防職員21名、消防団員43名でご

ざいます。

以上で行政報告を終わります。

○議長（岩館俊幸君） 行政報告が終わりましたが、質疑ございませんか。

6番 竹田 努さん。

○6番（竹田 努君） 行政報告の中で道営住宅の建設整備が決まったということで、大

変我が町にとっては喜ばしい限りかなというふうに思っています。
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自分が今回町長に聞きたいのは、4月27日に北斗と木古内に道営住宅整備案が浮上し

まして、町としても道営住宅の整備がされることによって定住人口が増える、あるい

は町の活性化にもつながるということで大変期待を含めたそういうコメントまで載っ

ていたのですが、ただ今回、道営住宅の整備が木古内、北斗、余市に整備がされると

いうことで大変良いことなのですけれども、ただやっぱり、4月にこういう道の整備案

が出た時点でやっぱり町長として、ここに後段のほうに先般、当町で北海道建設部に

要望書を出したという、4月にマスコミといいますか、出た時点で行動をして結果オー

ライではなくて、その経過というのが一番私は大事ではないのかなと思うのですよね。

町長の行動、諸報告を見ても道営住宅陳情に札幌に行っているようなスケジュール

が6月以降の諸報告を見ても載っていないのですよね。ですから、その辺がやっぱり我

が町としては道が木古内を指名というか、場所を選定してくれたということは大変良

いことなのですけれども、我が町としてただ来るのを待っているだけではなく、やっ

ぱり攻めるそういう行政の行動を今後に期待をしたいというようなことで、別に答弁

入りませんけれども、何となくその辺がちょっと残念な気がしたものですから、今回

の行政報告の中でちょっと議論をさせてもらったという部分です。

○議長（岩館俊幸君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君） ご指摘ありがとうございます。実は、この運営審議会が設立

された当時から、私としましては北海道の建設部とこれについての要請活動はしてお

りました。ただ、これについてはまだ決定している事項でもございませんし、審議会

での議論ということでございましたので、北海道の中では木古内も候補地に挙げたい

というその意志の確認をしながら、道に出向く際には住宅局長の席に伺いましてこれ

らについての要請は行っておりましたけれども、敢えて決定をしていない事項でござ

いましたので、ご報告は控えさせていただいておりました。今後もこういった情報を

掴んで、早急な対応をしていくということに努めてまいりたいと思います。

○議長（岩館俊幸君） 2番 又地信也さん。

○2番（又地信也君） 14日の火災なのですけれども、原因・損額等は調査中ということ

でありますけれども、納屋1棟192㎡、60坪もあるのですよね。何度か過去に火事があ

りましたけれども、損害額が決定した時点ではたぶん町の支援策等も条例にあります

ので、早めに損害額等の調査をしていただく中で、もし損害額が多いようであればた

ぶん条例に合わせた見舞金等の懸案事項が出てくるのではないのかなと思っておりま

す。ただ、もう12月の中ですので、早くしてもらわないと被災者もある意味では困る

部分があるのではないのかなとそんなふうにも思っているのですが、町長の見解を伺

っておきたいと思います。

○議長（岩館俊幸君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君） 今回の火災につきましては、条例で制定されております一般

住宅の火災とは別なものですから、お見舞い金の対象とはしておりません。したがい

まして、今回の火災に伴う補正予算等は現在のところは考えておりません。

○議長（岩館俊幸君） ほかにございませんか。
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（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（岩館俊幸君） 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。

暫時、休憩をいたします。

休憩 午前10時29分

再開 午前10時34分

○議長（岩館俊幸君） 休憩を解き、会議を再開いたします。

一 般 質 問

○議長（岩館俊幸君） 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によって行うことにいたします。

はじめに、6番 竹田 努さん。

○6番（竹田 努君） 6番 竹田 努です。

きょうは、中学生をはじめ傍聴者が多数まいっておりまして、多少緊張しておりま

すけれども、よろしくお願いいたします。

まず1点目ですが、災害対策についてお尋ねいたします。

2011年3月11日の東日本大震災以降、町民の災害に対する目線が変わってきたのでは

ないでしょうか。町も津波避難計画の策定や津波防災マップを作成しました。さらに

は、12年ぶりの木古内町地域防災計画の見直しや毎年行なっている防災訓練等により、

災害時の避難等に対する町民の意識も浸透してきているものと思われます。

木古内町では、北海道南西沖地震以降、大きな災害はありませんが近年、国内各地

では台風による大雨や竜巻等によって大きな災害が発生し、そして尊い命まで奪うと

いう被害が多く見受けられています。

その点、我が町木古内町は、安心で安全な町であると言えると思っています。しか

し、災害等に対する備えは万全でしょうか。自信を持って安全であると言えるような

町であってほしいという観点から、何点か町長の考えを伺います。

一つには、台風等による大雨の際の、木古内川の氾濫の心配であります。木古内川

は現在、北海道が河川改修事業を行っていますが、各地の被害実態を見る時、いまま

でに経験したことのない大雨や想定外の雨量を考えた時、現状の堤防で大丈夫なので

しょうか。河川は、50年確率、100年確率という統計に基づいて整備をしておりますが、

特にＪＲ鉄道橋下流、国保病院、朝日団地周辺が、万が一、堤防が決壊した場合を想

定した水害対策に対する考えについてお答え願います。

二点目は、町内にある各河川は、管理する部署は異なりますが、各河川内の中州の

立木処理対策について、このことは町政懇談会の中でも要望が出されている問題でも
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あり、早急に対応すべきと考えます。ただ、木古内川については、時期はわからない

のですが、中州の立木については既に伐採処理、枝まで梱包をして橋から立木を上げ

ていたのを目にしましたので、それも含めてお答えをいただきたいと思います。

三つ目には、災害時の防災用品等の備蓄状況について、現状の考え、今後の整備の

状況も含めてお答えを願えればと思っています。よろしくお願いいたします。

○議長（岩館俊幸君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君） 6番、竹田議員のお尋ねにお答えをいたします。

三点ございますが、はじめに、木古内川の水害対策につきましては、平成17年4月1

日から国土交通省において総合防災事業実施要綱が施行され、豪雨災害等に対して、

一級・二級河川の流域一体となった総合的な防災対策を推進することとなりました。

当町にある木古内川は、北海道が計画河川として平成17年度に指定しておりますの

で、北海道からの計画情報の公表を受けて木古内川洪水ハザードマップを作成し、平

成20年9月に浸水想定区域の皆様に配布をさせていただいたところでございます。

このハザードマップに搭載されている内容につきましては、予想浸水区域や浸水の

深さのほか、避難勧告や避難指示情報を発令する時の状況や、発令された際の住民の

皆様の行動、避難場所などでございます。

現在、木古内川河口から1ｋｍ上流地点に水位観測所が設置されており、水位はイン

ターネットで常時確認できるシステムとなっております。

次に、町政懇談会でお尋ねがありました中州内の立木や、河床の堆積物の件でござ

いますが、木古内川の立木につきましては、現在伐採作業が実施されておりますが、

当町が管理する河川内の立木処理対策につきましても順次行ってまいります。

一方で、河床の掘り下げにつきましては、要望を継続しているわけですが、いまだ

実施には至っておりませんので、北海道に対して早期に実施していただくよう強く要

請をし、洪水の起こらない環境整備に努めてまいります。

また、ハザードマップ上での木古内川の浸水想定は、50年に1回程度起きる大雨で、

時間雨量57ｍｍとされておりますので、このような状況が想定される場合は、北海道

や気象台と情報を共有するとともに、住民の皆様方にも情報提供を求めるなど、適切

な判断の下に、避難勧告あるいは避難指示の情報を発令してまいります。

次に、災害時の防災用品等の備蓄状況でございますが、防災資機材等につきまして

は木古内消防署裏の倉庫、役場庁舎内、浄水場倉庫にそれぞれ保管をしております。

種類につきましては、多岐にわたるわけでございますが、スコップ、土嚢、杭、懐

中電灯、毛布、ポリタンク、オイルマット、保存水、炊き出しセットなど、約50種類

を備蓄している状況でございます。

なお、大規模な災害が発生した場合は、災害発生から3日間は平常時のルートによる

外部からの食料等の物資支援が困難になる可能性があります。したがいまして、この

対策が必要となりますことから、現在は北海道で市町村と協力をし、各地域における

備蓄・調達の方向性を示す地域防災備蓄整備方針の策定に向けて協議が進められてお

ります。
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この中で、各自治体で大規模災害が発生した場合に自治体の人口に合わせ必要とな

る備蓄品、数量が検討されますので、当町におきましては必要とされる保存食等につ

いて次年度以降、計画的に整備・検討してまいりたいと考えております。

○議長（岩館俊幸君） 6番 竹田 努さん。

○6番（竹田 努君） 木古内川の堤防の整備については、これは二級河川ということか

らすれば、道が整備をするという部分であります。今回の一般質問で心配なのはやっ

ぱり堤防の高さ。確かに堤防の高さかさ上げするのか、河床、河底を下げるというか

そういう工法等も、河床の工事は工事として道に対して要望をして実施をしてもらう

という。なぜこれを今回の一般質問でするかといえば、町長もたぶん知っていると思

うのですけれども、いまの国保病院、朝日団地周辺あそこの元が埋立地なのですよ。

沼地であったということで、そしてやっぱりそこの海抜等を含めてもかなり低い位置。

どこかで決壊した場合に、前段言いましたように、いままで考えられない雨量という

か雨になった。確かに20年にあれした洪水、ハザードマップ。これは持っている人と

持っていない人がたぶんいるかと思うのですけれども、これについても見直す必要が

あるのかなという。例えば、危険水域の水位の確認も1ｋｍ先のあれはどっちといいま

すか、右岸といいますか。流れに対しての右側のほう、右岸に水位の測る部分がある

ということ自体も、やっぱり誰が見ても簡単に「あっ危険水位だ。」という部分が確認

できるようなふうにしないと、1ｋｍ先でしたらあそこの川までどうして。たぶんコン

ピュータで確認できるのかなというふうには思うのですけれども、やっぱり肉眼で見

て判断をするというそういう必要性もあるのかなというふうに思っています。前段言

った、そこが埋立地だということからしますと、いざ川が決壊しますとあそこは内水

対策といいますか、出るところがないのですよね、水が。流れていく場所がない、そ

こに溜まってしまうという現状も含めて、いまちょうど時期的に国だって防災に対し

て、先般、国会議員さんとのいろんな懇談の中で確認したら、代議士も「社会資本整

備の予算がたくさん持っている。」と。ですから、いまそういう工事だとかそれを要望

するのはいましかないだろうというそういう気もするものですから、町長がいまの二

級河川・木古内川の氾濫もこういうハザードマップに付いているような雨量に対して

も「大丈夫だ。」という。やっぱりこの災害については、念には念を押すべきではない

かというのが私の考えなのですよ。今回の震災地を見ても、二重に堤防を築いたどこ

かの町がありましたよね、防潮堤。あれすらも安全神話の中で語られていた部分が、

もう津波という特殊な部分ですからあれですけれども、洪水だって同じなのですよ。

雨量が増えて決壊した場合、いまの堤防でいいのかどうなのかその辺も十分調査して、

本当に安心な町だと言えるようなそういうまちづくりに一つ努力してもらいたいとい

うふうに思っています。

そこで、町長もし考えがあればお答えをいただきたいと思いますし、防災資材につ

いては、縷々次年度以降、段階的に整備をするということですから、何がどうだとい

う部分の議論はしませんけれども、これもなぜ備蓄の部分を出したかといえば、今回

の6次の振興計画。向こう10年間の木古内町の方向性を示す中でも、防災のこういう資
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材だとか、防災に関わる部分が基本計画の中では謳っています。「こうしなければなら

ない。」とこういう過去のあれを振り返って、あれしなければならないと謳っているの

ですけれども実際、実施をする実施計画には載っていないというのが、例えば10万で

も20万でも50万でもやっぱりそういう考えがあれば、この振興計画に年次の貼り付け

をすべきではないかというそういう考えです。

それと、中州の流木については、木古内川については、ある程度一定の鉄道橋の下

流については整備をされましたけれども、木古内町の普通河川が40何本くらいになっ

て確か町が管理する河川があると思うのです。ですから、例えば佐女川については一

応河川改修が終わっているということですけれども、例えば佐女川の上流にいったパ

ークゴルフ場のあの辺の周辺含めて、結構やっぱり立木があるのですよね。先般、札

苅の町内会からも幸連川についてのそういう要望もあったわけですから、住民の不安

を除くためにも早急に手立てをするべきだとこう思っていますので、町長のお答えを

求めます。

○議長（岩館俊幸君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君） 最初、答弁させていただきました内容につきまして、ご理解

いただきましたことをありがたく思っております。重複は避けますので、まず木古内

川でございますが、その当時は大変氾濫のある川ということで、病院付近の浸水も何

度か経験しております。その後、木古内川の大改修によりまして、現在はそのような

事例は発生しておらないわけでございます。これから起き得る可能性というのは、河

床の堆積物が非常に増えていると。造った当時は下流の川幅が90ｍ、深さも相当あっ

たということで、50年に一度の大雨にも対応できるという北海道の説明でございまし

たが、これも堆積物によりまして、大雨が降った場合に危険性の伴う河川になってい

るということのご指摘でございますので、これは先ほども申し上げましたとおり、北

海道に対して強く要請し、1日も早い堆積物の処理をお願いしてまいりたいと考えてお

ります。大きな点はその点かと思いますが、なかなか想定外という、これから何が起

きるかわからないことの議論というのは非常に難しいわけでございますが、3.11の事

例を見ましてもまず命を守ると。そのためには自身が逃げなければならないと。まず、

私どもで手が打てるのは逃げていただくということの伝達をしっかりとしてまいりた

いと考えております。

○議長（岩館俊幸君） 6番 竹田 努さん。

○6番（竹田 努君） 防災関係については、もう少し議論したいのですけれども、この

あとの日程等もございますので、これについてはまた別な場での議論をしていきたい

なとこのように考えます。

次、二点目に入らせていただきます。

それでは、二点目はごみ処理手数料の無償化についてであります。

11月5日に開催された第7回木古内町議会臨時会で、職員の不祥事について行政報告

が行われましたが、今後の具体的な再発防止策については示されなかったと思ってい

ます。再発防止策の一つとして、ごみ処理手数料の無償化について検討すべきと求め
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ましたが、これは政策に関わる問題だとして撤回をした経緯がありますが、改めてご

み処理手数料を無償化することにより、現金を扱わないということから事故防止等に

もつながるとこのように考えるわけであります。

臨時会での町長答弁でも、「悪いことをしようと思えば、どんなことをしても起こり

得る。」と示唆をしています。

このようなことから、再発防止策として、あるいは特に若い子育て世帯や高齢者世

帯等など、町民への負担軽減策として、ごみ処理手数料を無償化にすべきと考えます

が、町長の考えを伺います。

また、平成18年度でごみ処理手数料の値上げをし、財政の好転から本年度で値下げ

の改定を行いましたが、この間、町民の反響を含めどのように分析し評価をしている

のか伺います。

○議長（岩館俊幸君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君） ごみ処理手数料の無償化についてのお尋ねでございますが、

はじめに、この度のごみ処理手数料に係わる不祥事につきましては、町民の皆様に大

変ご迷惑をおかけいたしましたことを、心から深くお詫びを申し上げます。

ごみ処理の取り扱いの具体的な再発防止策といたしましては、不祥事が発覚した以

降は、職員による現金の回収は行わないこととし、取扱店にご理解をいただき、役場

窓口に持参していただくか、町内の金融機関で直接振り込みをしていただいておりま

す。

現金を回収していた時と比べますと、取扱店にはお手数をおかけいたしますが、住

民サービスの低下にはつながってはいないと認識をしております。

今後も改善すべきところはしっかりと改め、取扱店、町民の皆様に信頼していただ

ける、ごみ袋の集配業務を推進してまいります。

このような背景もあり、ごみ処理手数料の無償化の検討が必要ではないかとのお尋

ねでございますが、ごみ収集手数料は平成14年度から有料化となり、財政状況の悪化

に伴い平成18年度から平成24年度までの7年間、手数料の一部を改正し、財政の健全化

にご協力をいただいたところでございますが、多くの皆様方のお陰を持ちまして、財

政状況が好転し、本年4月からはごみ袋処理手数料を改訂前に戻させていただいたとこ

ろでございます。

値下げ前のごみ処理手数料につきましては、収入は年間約1,000万円でございます。

今年度当初予算では値下げ分を減収するであろうと考慮しましてし、収入を約700万円

と計上したところでございますが、以外と可燃のごみ袋の販売収入が2、3割程度伸び

ましたことから、現段階では計画を140万円程度上回るであろうと、こういう見込みで

ございます。

また、値下げによる効果といたしましては、一般家庭においては毎日排出される燃

やせるごみでございますので、家計負担が多少軽減されたものと認識をしております。

一方で、当町のごみ処理の費用でございますが、最終処分処理に1億1,700万円、ご

み収集費用が約3,000万円、ごみ袋の作成や取扱店への販売委託費用が約300万円。年
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間合わせますと約1億5,000万円、これが町が負担している金額でございます。

これに比較しまして、ごみ袋等の販売収入は年間約840万円ございますので、当町の

ごみに伴う実質負担額は年間約1億4,160万円というふうになります。

大量消費、そしてまた大量廃棄の時代の中で、ごみの処理や処分、これは多くの自

治体が抱える問題でございます。住民の皆様には、一定程度のご負担につきましてご

理解はいただいているものと認識をしております。したがいまして、現時点での、ご

み収集手数料の無償化は考えておりませんのでご理解をいただきたいと思います。

○議長（岩館俊幸君） 6番 竹田 努さん。

○6番（竹田 努君） いま、町長からごみ処理手数料に関わる部分で現金を扱わないこ

とにしたと。やはり、この部分を臨時会の行政報告の中で、具体策として現金を取り

扱わない方法、あるいは無償化。一つの検討材料としてあるということであればそれ

も期待しながら、今回一般質問に至らなかったのかなというふうに思っているところ

です。その時点で何の具体策もないということから、やはりこれは現金を扱わないと

いうのが一番ベターだろうという考えから、この無償化という部分の提案をしたわけ

です。

町長、いまごみの減量あるいはごみに関わる費用の部分、我が町にとってはものす

ごい大きな費用です。今回、一般質問するにあたっていろいろ私も10年あまりに遡っ

ていろいろごみの関係、ごみの量だとか調べてみたのですが、人口は例えば16年から

見れば160人くらい減っているのですよね。そして、世帯についても340減っていると

いうそれにも関わらず、ごみの量は確かに単年度毎にずっとごみを人口で割り返して

みますと、ほぼ1人310ｋｇくらいのごみの搬出に逆算しますとそうなるのですけれど

も、ごみは確かに減ってきた、人口が減っている分当然減るわけですよね。ですが先

ほど町長が述べた、渡島西部と広域連合を合わせると1億いくらの費用が木古内町が負

担していると。渡島西部だけで見ても逆に16年度、それからしてもごみの量が減って

人口も減っている。それになお且つかかる費用は横ばい、逆に上がっているのですよ

ね。このままであれば、どんどんこれから人口は減ってくる。1人あたりごみの搬出量

はそんなに変わらない。だけど、ごみの費用がどんどん膨れてくるということは、こ

れはやっぱりごみ処理手数料ではなく別な角度で町民の税金を投入することになるわ

けですよ。この辺を、もう少しごみに対するトータル的なごみ袋の処理手数料ばかり

ではなく、トータル的な部分で十分今後の予算あるいは政策としての取り組みをすべ

きだろうというそういう考えでありますので、町長の考えを求めます。

○議長（岩館俊幸君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君） 議員はいろんな面で行政経験がおありですので、様々なこと

をご理解されてのご質問だと思いますので、あまり詳細にお答えしても失礼かと思い

ます。

まず、平成16年からの人口は減っている。しかし、ごみの量も減っているのですが1

人あたりは減っていないと。しかし、費用は変わらないのではないかとこういうこと

でございますが、これは算出方法がそれぞれありますので、まず、ごみの量が当町の
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ごみが変わらなくても渡島西部四町でのごみの量の比較になりますので、全体の中で

木古内の量が変わらなくてもほかの町が増えると木古内の比率は下がる。ほかの町が

減ると木古内の比率が増えるということで、その比率に基づいて次年度の費用負担と

いうのが変わってきますので、このような仕組みになっているということをまず申し

上げまして、平成16年当時と比べますと、まず新幹線に伴う様々な事業が行われてお

りまして、当町におきましては、人口と単純に比べることができないという背景がご

ざいます。非常にごみの量が多くなっている。また、プレハブ等の簡易トイレを使う

ことによって屎尿の量も多くなっている。これが当町の費用負担のアップにつながっ

ております。

一方で、たばこ税などはほかの町に比べて増えている。これは様々な事業が当町で

行われて、外から人がたくさん導入されていると、このようなことが要因に上げられ

るのではないかと思っております。こうしたことから、では住民の皆さんはごみに対

してどのような意識を持って、どのような搬出をされているのかということを考えま

すと、非常に従来と違って水をしっかりと切って、そして燃えないごみとして出して

いただいている。燃えないごみのお金は重さで決まります。こんなに大きくてもこん

なに小さくても重さでございますので、水をどれだけしっかりと切るかというところ

が一番大きなところでございまして、そういった面では当町の住民の皆さんはずいぶ

んしっかりと水を切って出しておりますので、比較的料金は抑えられているとこのよ

うに理解しております。今後とも、私どもといたしましては、ごみの搬出量の減少あ

るいは出す時の注意点などにつきまして、住民の皆様にお願いをして、できるだけ料

金に跳ね返らないように努めてまいりたいと思っております。

○議長（岩館俊幸君） 6番 竹田 努さん。

○6番（竹田 努君） 縷々、町長から答弁いただきましたので一定の理解はします。た

だ、今回ごみの年次で調べた中で、18年に改訂をしました、値上げをしました。これ

はやっぱり、住民に対してのごみの減量化にもつながるということで、確かに18年度

は減量、減りましたけれども、19年からはまた元に戻っているというそういう現象等

もございますので、いま最後に町長が言いました、木古内は生ごみ処理機の補助も行

ってますので、ぜひこの制度を継続し、そして逆にもう少しやっぱり町がいま財政が

豊かになりましたので、補助率も少なくとも半分くらいは生ごみ処理機の助成の拡大

も新年度に向けては検討をしていただくことを要望して終わります。

どうもありがとうございました。

○議長（岩館俊幸君） 暫時、休憩をいたします。

休憩 午前11時14分

再開 午前11時20分

○議長（岩館俊幸君） 休憩を解き、会議を再開いたします。

5番 平野武志さん。
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○5番（平野武志君） 5番 平野武志です。

本日はご覧とおり、社会学習の一環として中学生の生徒さん達が傍聴に来られてお

ります。木古内町の将来を担うであろう生徒さん達の前、木古内町の最高議決機関で

あるこの定例会で、我々議員はもちろん町長、教育長、担当課長におかれましては、

質問に対し、前向き且つ精度の高い答弁を求めます。

それでは、最初の質問に入らせていただきます。

表題といたしましては、義務教育期間の町補助と体験的教育活動についてお伺いい

たします。

（1）番といたしまして、次年度から、給食費の値上げが検討されております。私自

身、学校給食センター運営委員会委員に委嘱されており、これまで適正な給食費のあ

り方について諮問され議論してきました。平成12年から現行の給食費であり、その間

原材料の価格上昇、生徒数減による食材購入価格の高騰もあり、さらには次年度から

は消費増税もあり、このような条件下での値上げはやむを得ないと判断しております。

また、ことしの第2回6月定例会でも義務教育期間に係る教材費の保護者負担軽減と

スキーセットへの助成をお願いしました。その根底には、不安定な経済状況下での子

育て世帯もあり、実際に「義務教育期間の金銭的負担も多く大変だ。」とそのような声

が多く聞こえるからです。

6月の質問につきましては、保護者負担を理解していただき、「次年度予算に反映す

べく検討する。」との教育長からの答弁をいただきました。

同様の観点から、給食費の値上げ分についても町として支援すべきだと私自身考え

ますので、教育長の見解をお伺いいたします。

続きまして、（2）番目といたしまして、第6次木古内町振興計画に、「体験的教育活

動の充実を図る」とそのように記されております。現状、社会教育の管轄としては無

名塾など体験的教育活動は実施されておりますが、一部の児童・生徒さんだと認識し

ております。

皆さんもご存じのとおり木古内町は、自然に恵まれており農・林・漁業も大変盛ん

であります。

以前の常任委員会でも申し述べましたが、体験観光での他県の児童を招き入れ、様

々な体験活動をメニュー化しております。そこで訪れた方々からは、「木古内町の子ど

も達は通年このような自然体験ができて良いね。」と大変羨ましがられます。ですが、

現状はどうでしょう。我が町のほとんどの児童が未体験ではないでしょうか。

きょうここに傍聴に来られている大半の生徒さんあるいは児童さん達は、今後、進

学や就職で木古内町を離れていくことでしょう。木古内町の良さを体験そして実感さ

せてあげて、いつか木古内町に帰省したいとそのような想いを持ってほしいと願いま

す。そのような想いを持つことにより、今後他市町に出て行った時に、ふるさと木古

内町の良さをその場所でも発信してくれるとそのように思います。自然体験活動は、

ご存じのとおり、健やかに心とそして身体を育む大事な教育だと考えます。小・中学

校との協議や調整など進めなければならない課題は多数あるとは思いますが、体験的
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教育活動を積極的に進め、そして実行すべきだと提言いたしますので、教育長の見解

をお伺いいたします。

○議長（岩館俊幸君） 教育長。

○教育長（野村広章君） 皆さん、おはようございます。

5番、平野武志議員のお尋ね2点について、お答えを申し上げたいと思います。

はじめに、義務教育期間の町補助についてでありますけれども、ことしの第2回町議

会定例会において、平野議員からこの件についてご質問があり、答弁をさせていただ

いたとおり、町教育委員会といたしましては、教材費等の保護者負担軽減を図るため、

新年度予算に反映するために具体的に検討をしているところでございます。

お尋ねの学校給食費の改定に伴う助成につきましては、子育て支援の考え方に立ち、

学校給食費の保護者負担軽減をするために、学校給食費の値上げ分以上の額の支援に

ついて、町財政部局と協議を進めているところであります。

したがいまして、町教育委員会といたしましては、今後、学校給食センター運営委

員会からの答申を踏まえて、新年度予算に反映させてまいりたいと考えております。

次に、お尋ねの子ども達の体験的な活動の充実についてでございますが、第6次木古

内町教育総合推進中期計画の基本目標においても「豊かな心と健やかな体の育成」を

掲げており、豊かな心を育成するためには、体験的な活動は不可欠なものと考えます。

この体験的な活動の内容には、自然体験・社会体験・職業体験・集団宿泊体験・福

祉体験など様々な活動がありますが、木古内町にある多様な教育資源を見い出しなが

ら、活用しながら、地域の産業や歴史、自然や人々に触れる体験的な活動を取り入れ

た学習を推進していくことは、ふるさと教育にもつながる価値のあることだと考えて

おります。

今年度においては、例えば、木古内小学校の学校のテーマは「出会い、探検、新発

見」としております。各学年の追求テーマが決まっておりまして、5年生では、そのテ

ーマは「産業・経済」と設定して、産業の中でも農業に焦点をあてて、「木古内町の農

業について調べよう、体験しよう」ということで、田植えや稲刈り・脱穀などの農業

体験を行っております。

平野議員がおっしゃるように、子ども達に木古内町の良さを体験・実感させてあげ

たいという思いは、私も同感ではありますけれども、学校教育においては、体験的な

活動を進める上で、考慮しなければならないことは、まず教科等のねらいの達成にふ

さわしいものかどうか。また、総合的な学習の時間の学習課題に沿ったものかどうか。

そして、課題解決につながり子どもが興味関心を持ちながら、主体的に取り組める体

験活動なのかどうかなどの吟味が必要となってきます。

また、限られた学習時間の中で、どのような体験的な活動を行わせるかという選択

も必要になってくるところでございます。

町教育委員会といたしましては、学校教育はもとより社会教育の活動とも連携しな

がら、自然体験活動を含めて子ども達に豊かな体験の機会を保証し、豊かな心を培っ

ていきたいと考えております。
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今後においても、子ども達の体験的な活動を充実するための支援に努めてまいりた

いと考えております。

○議長（岩館俊幸君） 5番 平野武志さん。

○5番（平野武志君） ただいまの教育長の前向き且つ非常に鋭い答弁においては、敬意

を表します。きょうここに来られている生徒さん達も、「教育委員会そして我々議員も

子ども達の世代のことをよく考えているんだ」ということが非常に伝わったとのでは

ないでしょうか。

そこで、非常に前向きな答弁をいただきましたが、具体的に何点か再質問という形

でさせていただきたいと思います。たったいまも、給食費についても値上げ分以上の

支援をしていただくというような答弁をいただきました。まさに、子育て世代の保護

者が望むところであり、大変うれしい答弁ではあります。そこで、次年度の教育教材

費の保護者負担、その中身については様々精査する部分があるという答弁もおっしゃ

っておりますが、具体的な中身の提示について、スキー授業のスキーの助成も含め、

あるいは給食費の具体的パーセンテージ・金額も含め、いつどの時点で我々に掲示し

ていただけるのかだけ一点確認させてください。

続いて、（2）番目の体験的教育活動についてですが、教育長も私同様、非常に大事

な部分だという思いは伝わりました。ただそこで、当然学校の授業の中身についての

考慮が必要だという、私もその部分は先ほども申し上げましたとおり、小学校・中学

校との連携といいますか、調整が必要だと言った部分と同様な部分ではあります。次

年度についても、「何年生については、産業経済について学んで農業についてやってい

くのだよ」という実際に計画している部分も伝えていただきましたが、私自身は、例

えば学年によってそういうことはいままでもやっているのです。もっともっと増やし

たほうがいいということでございます。そこで当然、先ほどもおっしゃられるとおり、

小学校・中学校との調整は必要なのですけれども、例えば体験観光でやっている平磯

体験でしたり、農業体験はやられるとおっしゃっていますが、漁業体験でしたり、も

っと言いますと我々大人が日頃、趣味で行っている山菜採り体験ですとか、もっと例

を言い出すと多数あるわけでございますが、その部分をやはり1年に1回こなしていく

というぐらい数を増やすべきだと考えております。そこで、当然学校のいまのプログ

ラムの中に毎年毎年そのような項目を増やせるのかといったら調整しなければならな

い部分もあるかと思いますが、そこはいま国でもいろいろ話題になっています、土曜

日の学校の再開についても議論されている部分なのですけれども、我が町木古内町と

しては当然国の教育方針に則った学校の時間帯を継続・推進していかなければならな

いということなのですけれども、現状の土曜日、ここは社会教育の部分といかに連携

していくかということになるのですけれども、ただ社会教育の推進の事業に対しては、

一般家庭に「出たいかたは来てください」という進めだと思うのです。それについて

は、各家庭の行事もありますし、なかなか出られないというのが無名塾についてもそ

の部分だと思うのですけれども、ここはやはり学校と連携して、1人でも多くのかたに

出ていただくと。「この体験学習が非常に大事なのだよ」と、いま教育長がおっしゃら
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れることをいかに家庭に伝えるかという部分が必要だと思います。

そこで、まとめますと、授業の中にはもちろん学校と調整して取り組んでいただき

たいと、取り組んでいくという話をされましたが、土曜日・日曜日の教育委員会とし

ての学校を絡めた体験学習について、どの程度今後協議していけるのかあるいは教育

長がどのような見解を持っているのかという部分についてのみ、（1）と合わせまして

二点再質問させていただきます。

○議長（岩館俊幸君） 教育長。

○教育長（野村広章君） ただいま、ご質問が2点ございました。先の義務教育期間の町

補助について一点、それと体験的な活動の充実についての部分で一点と認識しており

ます。

先の義務教育期間の町補助についてでありますけれども、その内容については、前

回の2回目の議会で承って答弁をした内容でございますが、小学校・中学校の副教材の

一部、それと小学校のスキー学習のためのスキーセットの助成ということで新年度に

向けて予算化をするということで考えております。

それと、先ほど給食費の関係で、今回改訂に際して値上げ分以上というようなお話

を申し上げましたけれども、いま町財政部局と検討をしているのは、答申を受けたあ

との額を基準にしますけれども、2分の1を負担軽減をしていきたいというふうなこと

で考えているところでございます。

次に二点目でございますけれども、土曜日・日曜日の子ども達の体験的な活動につ

いての考え方でございますが、まず土曜授業につきましては、教育委員会としてはい

ま考えておりません。なぜかといいますと、これは土曜日については、ちょっと何年

かは詳しくは記憶しておりませんけれども、5日制になった折りに、地域・家庭に子ど

もを帰すというような主旨で、週休5日制を実施した経緯がございます。家庭・地域で

十分にコミュニケーションを取っていただいて、ふれあいの時間を取るというような

基本的な考え方、これについては変わっておりませんので、土曜授業をいま実施する

というような考えはございません。ただ、いままでもいろいろな学校行事の中で、土

曜日に授業をするというようなこともありますけれども、その点についてはいままで

と同じような形でまいるとは思いますけれども、基本的に土曜日の授業を増やしてい

くというようなことは現在の段階では考えておりません。

先ほど具体的に平磯体験、山菜採りと具体的な体験活動が出ておりましたけれども、

これを授業の中にどう組み入れるかという部分が一番大きな問題ではないのかなと思

うのですね。一つの単品を見た時に非常に良い体験だと思います。社会教育の、例え

ば無名塾でこれをプログラム化するということはできます。やってみたいという子ど

もを集うこともできます。ただ学校教育の中で、カリキュラムの中に入れるというこ

とは、これをやったことによってどう自分を見つめるかとか、課題を持つか、課題を

解決していくかというようなやっぱり探求的な広がりというのでしょうか、そのよう

な部分もやはり考慮していかなければいけないというようなことがございます。

一つを見てだめだとは言っていません。やはり、地域の教育資源、これもいろいろ
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とあると思うのですね。ですから、いま平野議員のおっしゃった教育資源というよう

なことで、これも参考にしながら学校のほうで取り組んでいけるかどうか、このあた

りの検討もする必要があるのではないのかなというふうに思っております。

○議長（岩館俊幸君） 教育長のほうから答弁漏れがもう一点ありますので。給食費に

ついて、いつの時点で発表できますかということを答弁してください。

教育長。

○教育長（野村広章君） いつの段階、2分の1というような基本的な方針はいま述べま

した。これは、いま学校給食センター運営委員会で改定案を諮問しています。それを

答申受けます。それで具体的な児童生徒の給食費がある程度決まるということになり

ます。基本的な考え方、来年度の予算に向けては、2分の1を町が補助をするというよ

うなことでございます。

○議長（岩館俊幸君） 5番 平野武志さん。

○5番（平野武志君） 保護者負担の部分については、内容もいま詳しく給食費の部分を

含めて答弁していただきましたので、非常に納得しておるところでございます。今後

についても、教育委員会におかれましては、地域の宝・木古内町の宝でもある子ども

達に対して熱い熱い気持ちを持って、このような予算配分をどんどん行政側にぶつけ

ていってほしいなと思います。

続いて（2）番についての体験活動の体験教育については、私もＰＴＡをやっており

まして、学校の先生方との授業の流れ、プログラム的にどうなんだという部分につい

ては理解する部分があります。ただ、この根底にあるのは、やはり先日も道新の記事

見られたかと思いますが、北海道内の子どもの体力が道新のほうに「どん底」という

言葉で書かれたのですね。あの言葉の表現自体どうなのかなと個人的には思ったので

すけれども、やはりそのようなデータ結果はそのような状況になっているわけであり

ます。そのような部分でも体力の増進あるいは地域愛・郷土愛ですね。いまも木古内

町の歴史についていろいろ文面的、教科書の中といいますか、勉強しているところで

すけれども、やはりその地域に何があるんだ、どういう地形なんだ、どういう生物が

いるんだという部分を実際体験してやらなければわからないことは山ほどありまして、

その部分を私は非常に大事なことだと思いますので、教育長もいま前向きに学校と協

議していくという答弁をいただきましたので、ぜひともそのような体験活動・体験教

育の部分が大いに取り入れられることを願います。

以上で、1項目の質問は終わりたいと思います。

続いて、2番目の質問に入らせていただきます。

表題といたしましては、町政懇談会の検証についてでございます。大きくは二つに

わけておりますので、申し述べます。

（1）ＪＲ江差線（木古内・江差間）廃線後を含む夢プロジェクトについてでござい

ます。

町政懇談会でも、町民からＪＲ江差線廃線後の観光企画が提案されていました。今

年度の7月12日と12月12日には「あそぶべ鶴岡夢がたりの集い」というものが観光協会
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主催で開催されまして、個人的に行政職員のかたも多数参加されております。様々な

町民のアイディアを伺い、把握していることと思います。個人として出られたので町

長への報告はあったかどうかはわかりませんが。

町政懇談会で同じく鶴岡地区のかたが、廃線後の夢企画について何点か提案したと

ころでございますが、そこで町長は、「行政が進めるのは難しい」というようなお言葉

を述べました。また、さよならセレモニーに対しては、「どのような考え方ですか」と

いう質問に対しても、「よその3町の町の様子を見ながら」というような、私にとって

は非常に消極的に感じる発言に思え、残念でした。

どうでしょう。これから新幹線開業を迎え、いろいろな観光施策を木古内町はハブ

町ではないですけれども、他町への発信していく町だということが進められてきてお

りますが、やはり我が町としての観光施策ですね。夢語りをぜひするべきだと思いま

す。

独自の観光ビジョンをやはり取り組むべきではないかと日頃から思っております。

その観点から以前からも提案しております、マリンパークですとかそのような構想も

進めてほしいと担当課のかたともお話は何度かさせていただいたのですが、そのこと

も大事なのですがまもなく廃線を迎える江差線の鶴岡地区こそ今後どうするのかとい

う早急に考えなければならないテーマだと私は思います。先ほども申し述べたように、

7月・12月に2回ほど町民主催の会合もありまして、「どうするのだ、何とかしたいね。」

という話も含めて町民も大変一生懸命考えております。町にとっては非常にチャンス

だと考えます。

そこで、先ほど町政懇談会での申し述べました「町長が行政が進めるのは難しい」

と。これはどういう意味でおっしゃったのかまずお聞きしたいなと思います。行政が

やはり主軸となり、官民一体となり交流観光拠点へのそのような取り組みを進めるべ

きだと考えますので、町長の考えをお伺いいたします。

続いて（2）番です。職員の資質向上についてお伺いいたします。

この内容については、昨年、一昨年に続いて、1年に1度は同様の質問をしておりま

す。

永遠のテーマでもあり、取り組むべき課題は山積みしていると感じる中で、行政か

ら提出していただきます過去の一般質問の進捗状況を見ても具体的に進んでいるとは

私自身は感じられません。

11月5日の町議会臨時会で、規律違反の防止策として「服務規律や法令を遵守、徹底

する」と発言されました。徹底していただくのはあたり前のことで、質を上げるため

の具体的な指示や取り組みを行うべきだと申し述べた経緯もございます。

町政懇談会の中でも、町民から「職員間の連携が悪いだとか、コミュニケーション

が不足なのではないか」とそのような指摘もございました。規律違反報告後のやはり

町民の反響は大きく、町長が心配していたとおり、行政不信を唱える声も少なくはあ

りません。

今後、信頼を回復し、町民が望む行政運営をしていただくためには、町民の目に届
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く具体的取り組みをすべきだと私自身は思います。町長の見解と具体案の提示を求め

ます。なお、職員という部分については、当然臨時職員も含みますということを付け

加えさせていただきます。

○議長（岩館俊幸君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君） 5番、平野武志議員のお尋ねにお答えをいたします。

はじめに、当町の観光政策と具体的な展開方策につきましては、当町では平成4年度

に、民間を交えて木古内町観光ビジョンを策定し、さらに、第5次振興計画や、過疎地

域自立促進木古内町計画において、高速交通拠点の特性を活かした広域観光ルートに

おける立ち寄り拠点の整備、産業と観光を連動させた交流型・体験型観光の取り組み、

観光イベントの充実化などを方針とし、この検証を踏まえて第6次振興計画におきまし

ても、基本的に継続した方針を掲げているところでございます。

この間、当町では、観光協会など関係団体と連携し、咸臨丸まつりや寒中みそぎフ

ェスティバルなどイベントの充実化、1次産業と連携した体験観光の推進、サラキ岬公

園の整備支援など、方針に基づき対応してまいりました。

加えて、新幹線開業を見据えた観光事業の展開を図っているところでございます。

お尋ねの町政懇談会では、鶴岡地区における観光開発の推進において「トロッコ」

などの遊具整備につきましては、収支採算性の面から難しい。また、江差線木古内・

江差間のさよならセレモニーにつきましては、江差町、上ノ国この両町やＪＲ江差線

対策協議会での議論経過などを踏まえ、当町としての対応を検討していく旨のお話を

させていただきました。

また、鶴岡地区の整備につきましては、この春から観光協会と協議をし、アイディ

アを出していただく会合を経た中で、観光協会役員が整備の方向性などを示したうえ

で、私どもと協議をするとしております。

今後、提言などが出された段階で、集客性、収支採算性、費用対効果等の実現可能

性や実施する場合の手法、運営管理体制など、様々な面からの検討を進め、観光協会

など関係機関と連携しつつ、町としての整備方針を決定してまいります。

次に、職員の資質向上につきましては、11月5日の町議会臨時会でご報告をいたしま

した職員の規律違反による懲戒処分について、11月中旬に各地域で開催した町政懇談

会におきまして、町民の皆様に改めてご報告とお詫びを申し上げたところでございま

す。

このような事態を招いたことは誠に遺憾であり、自らの日頃の管理体制・管理監督

が不十分であったことを猛省し、全職員に対しては、11月6日付けで服務規律及び法令

遵守の徹底について通知し、金銭を取り扱う部署におきましては、二重三重のチェッ

クとなるよう事務処理の見直しを徹底したところでございます。

この度の事案の具体的改善策といたしましては、五点にまとめておりますが、一つ

はごみ袋等の注文を受けた時点で上司の決裁を仰ぐこと。二点目は、在庫管理表・納

品書・納付書のデータ化と一元管理を行うこと。三点目は、在庫管理表及びその他ご

み袋関係データを共有化すること。四点目は、ごみ袋配送日を固定化すること。五点
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目は、代金は振り込みとすると。この五点について、実践をしているところでござい

ます。

この度の事案とは別に、職員に対しましては、常に住民の皆様に対するサービスの

向上に心を配るとともに、仕事に対する意欲を高め、能力向上を求めております。

具体策といたしましては、北海道町村会や北海道市町村職員研修センター主催のス

キルアップ研修に参加をさせ資質向上に努めております。また、当町独自の新人研修

や専門講師を招聘しての法制研修にも取り組んでおります。

今後につきましても、計画的な法制研修や接遇研修のために所用の予算を確保し、

住民の皆様から信頼をいただける職員の育成に努めてまいります。

○議長（岩館俊幸君） 5番 平野武志さん。

○5番（平野武志君） 5番 平野です。

（1）番についての答弁をいただきました。まずをもちまして、観光協会並びに関係

機関と連携をし、そちらの意志を聞いた中で町として動いて考えていきますという内

容で間違いないと思うのですけれども、その前に、どなたが考えた答弁なのかちょっ

とわかりませんけれども、平成4年の観光ビジョンに則りというそれが当然、5次・6次

につながっていくということは理解はしますが、平成4年から20年以上経過しているわ

けですよ。20年以上経過している中で、どれだけ世が変わっているか、木古内の状況

が変わっているか当然、中身については変わっていかなければならないと思います。

そこで、江差線についても、これは当然何年も前からわかっている話ではなく、Ｊ

Ｒの発表によりここ1、2年でわかった状況だと思います。それを前回の5次の時も当然

ですし、平成4年に作った観光ビジョンの中には当然記載しているわけもなく、いまこ

のＪＲが発表して「廃線になりますよ。じゃあ町としてはどう考えましょうか」とい

うことを問いただしたわけでございます、今回の質問主旨につきましては。

そこでいまいただいた答弁の中からでは、一般町民のかたからいろいろ意見を取り

入れるという、ある意味は町民の意見を吸い上げるという部分に関しては大変納得す

る部分ではあります。ただ、私が今回質問しているのは、町としてどのような気持ち

で観光ビジョンに取り組むのですかという部分で、まさに固定してこの江差線の部分

はどう考えているのですかと、そのような主旨に対しての具体的答弁はなかったのか

なと非常に残念に思います。

そこで、先ほど申し述べました7月と12月に観光協会主催なのですけれども、その中

の出た意見の一例をちょっと紹介したいと思うのですが。たくさん出ました、意見と

いたしましては。夢の部分も含め個人個人の意見が「このようなことがいいんじゃな

い、花をいっぱい植えたらいいんじゃない」だとか、「オートキャンプ場にしたらいい

んじゃないか」とか様々な意見が出ました。それは当然、1回や2回の会議で取りまと

めるのは難しいとは思うのですけれども、全会一致した、全員で一致した意見という

のは何点か私自身あったなと感じておりまして、まずは鶴岡駅から禅燈寺さん。歴史

的景観からも非常に重宝されるものだと思うのですけれども、「そこの踏切は現状の保

存をするべきだ」というような町民からの声がありました。線路につきましては、Ｊ
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Ｒ側からも町の意向次第では残すことも撤去することも可能だよというのが前回のい

つかの常任委員会で報告を受けた記憶があります。そのような観点から、やはり町が

決定をしなければ前に進まない部分だなと思いますので線路、いま言った「鶴岡駅か

ら禅燈寺の踏切までに線路を残して、そこを観光のポイントとして活用したらどうか」

というような町民の意見が出ておりました。それがまず一点目です。

それから、現行の列車、いま走っている電車ありますよね。その気動車を何とか残

しておくと。1基なのか2基なのかわかりませんが、残してそれを良い思い出の汽車と

して、それを観光客のかたに見に来ていただこうという部分でございます。

3番目については、残した線路をトロッコ運行するという、いまの町長の言葉では収

支的に厳しいという言葉がありましたが、それは莫大な資金を投入したトロッコを用

意するということばかりではなく、例えば全国的に見ると自転車を改造して走らせる

トロッコ型だとか、収支的に見ても大変厳しくなく考えていける方策もあると思うの

です。なので、いまの言った線路を禅燈寺前を含めて残す、気動車を設置していただ

く、トロッコと限定したわけではありませんが、その線路を生かした観光客を呼び込

むべく遊具といいますか、設備といいますか、その部分についてはやはり町民がいく

らどうしようかと思っていても町がいざ腰を上げないと進みづらい。進めない部分だ

と思いますので、以上の部分について町としてはどう考えているか、あるいは今後ど

う考えていくか前向きな答弁をいただきたいと思います。

続いて、（2）番でございます。（2）番については、職員の資質向上について、先ほ

ど申し述べましたとおり1年に1回このような提案といいますか、質問をしております。

何でこんな質問を毎年しなくてはならないのか、私自身も大変情けなく感じており

ます。以前から伝えているとおり、今回町長が答弁されたのはごみ袋の部分に対して

同じような失敗をしないための五つのポイントだったと思います。それは、先ほども

言うとおりあたり前の話なのですよ、あたり前の話。さらに、それをここまで町民か

ら先ほども町長も11月の臨時会で申し述べておりますが、町民から不信感をあたえら

れている現状をどうやって信頼回復するかと。いままでミスしたことを二度とミスし

ないために取り組むことすらあたり前。さらには、信頼を回復させるための目に見え

る取り組みが何ができるのかというのが今回の質問主旨でございます。それに対して

の答弁は一つもなかったと思います。これは前回も言うとおり、たった数名の職員の

態度といいますか、そういうのによって町民から大きく取りだたされて言われるわけ

でございます。私自身、職員批判ですよはっきりいって。職員批判たるものをこのよ

うな議会の場で全然言いたくないですよ。でも現実、町民からそういう声が出ている

ということだけはわかってください。それをどうやってなくするか、その提案を求め

ているのです。いまのごみ袋の何回も言いますけれども、ごみ袋の5項目これを改善し

ますとこんなの言わなくてもあたり前のことですよ。前回も申し上げましたとおり、

例えば目に見える施策ですね。例えば、広報誌に不祥事ありましたと載せていいかは

わかりませんけれども、これから信頼を得るために我が町役場としては職員一丸とな

ってこういうことを取り組みますと。あるいは、役場の玄関前に我が町職員は信頼を
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回復するためにこのようなことを取り組みますと張り紙をしますだとか。以前もそう

いう幼稚的だと言われるかもしれませんけれども、そのように目に見える取り組みを

することによって、町民からは、「頑張ってくれているんだな」と感謝の気持ちが生ま

れるということでわかりやすいそういうことをやるべきだと申し上げているのです。

いまいただいた答弁は、正直何ら一つそのような新しい提案がなく残念に思います。

そこで、これどうなのでしょうね。ここでまた言って、また同じ答弁になってしまう

のかわからないのですけれども、もう一度聞きますのでいまの部分。今後、町民を信

頼・回復させるべく、目に見える取り組みをここで具体的な案は示せないと思います

ので、やろうと思っているのかそれともいまのままの答弁で先ほどと変わりませんと

いうのか、そこの部分を聞きますので。以上、二点です。

○議長（岩館俊幸君） それでは、再質問の答弁につきましては、午後1時からにいたし

ますので、午後1時まで昼食のため休憩といたします。

休憩 午後12時02分

再開 午後12時59分

○議長（岩館俊幸君） 休憩を解き、会議を再開いたします。

午前に引き続き、一般質問を続けます。

町長の答弁からいただきたいと思いますけれども、よろしくお願いいたします。

町長。

○町長（大森伊佐緒君） それでは、まず鶴岡地区の関係でございますが、鶴岡地区を

当町の観光資源として活用していくということは極めて大切なことだと、これは認識

しております。議員が具体的なお話をされておりましたが、線路あるいは列車、トロ

ッコにつきましては、鶴岡地区で行いました町政懇談会の席上、私からも触れており

ます。どんなお話をしたかと言いますと、まず地域の皆さんとは協議はしておりませ

んでしたが、禅燈寺さんの景色というのは全国的にもたぐいまれな風景でございます

ので、鶴岡の駅から禅燈寺を越えるところまでは線路を残すと。そしてまた、線路を

解体する前に、車両を1両でも入れておいてその時期時期になった境内をふさぐ列車あ

るいは境内を半分隠す列車、さらには全く列車のない境内こういったものを見れるよ

うな観光スポットにしていきたいと。皆さんのアイディアもいただいて将来、この地

域が観光地になるように努めていきたいとこのような内容でお話をしております。

また、トロッコでございますが、これは新幹線あるいは貨物列車などが並行して走

るということで、ＪＲの許可という大変高いハードルがありますので、現段階ではか

なりこの木古内駅から鶴岡のほうに向かっていくのは難しいであろうと。しかし、途

中からですと鶴岡までは十分利用が可能と。しかし、そこまでお客さんを連れて行く

方法がなかなか難しいと。木古内駅からであると、簡単にお客さんが乗り降りできま

すけれども、別の場所に移動するということに若干難点が出るであろうと。また、当

町がこの事業を進めるとしますと、多大な人件費あるいは将来トロッコ線路の補修、
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そしてまた維持費こういったものが必要となっておりますので、行政が独自でやると

いうことの難しさ。そして、地域の皆さんの協力があればそれは可能ではないだろう

かと、こういったことでお話をしたところでございます。

先ほども申し上げましたが、鶴岡地区の整備につきましては、この春観光協会との

協議をしてアイディアを出していただくということにしておりますので、このアイデ

ィアを提供していただいたあと、様々な面につきまして検討を進め、関係機関との連

携を図ってこの町としての整備方針を決めていくと。

また、ＪＲ江差線の廃止に伴うバス運行につきましては、バス停につきましても若

干の配慮をしたところでございます。位置については、現在の鶴岡駅から禅燈寺側に

寄せる。そしてまた、バス停の名称も単なる鶴岡ということではなく、鶴岡禅燈寺前

としております。今後、関係機関の皆さんと十分協議をして、町として最大に観光の

目玉になれるように努めてまいりたいと思っております。

続きまして、職員の資質の向上でございますが、先ほど職員の規律違反に伴う具体

策につきまして申し上げておりますが、その後段で職員の資質の向上について一人ひ

とりの能力アップというのが極めて大事でございますので、それについて触れさせて

いただいております。職員の様々な研修というのは、ここの能力を高める極めて大事

なことでございます。そうした中で、先ほど申し上げましたように、様々な研修機関

に参加をします。あるいは、町独自の研修も行うと、こういったことで取り組んでお

ります。これらに対する予算でございますが、因みに平成23年度は23万円程度でござ

いましたが、2年後の今年度におきましては70万を超える予算をお願いし、そしてこの

研修に伴い一長一短には効果というのは出ないかもしれませんが、一つひとつの研修

の積み重ねによりまして、住民からの信頼を得るように努力をし続けてまいりたいと

考えております。

○議長（岩館俊幸君） 5番 平野武志さん。

○5番（平野武志君） ＪＲ江差線廃線後を含む夢プロジェクトについて、町長から再答

弁いただきました。町長も思っているとおり、鶴岡地区については大切なことだと思

い今後、観光施設になるべく町としては協力していきたいという思いは理解いたしま

した。ただ、今回私が伝えたかったのは、先ほどの午前中にも申し上げましたが、Ｊ

Ｒ側に線路を返すあるいは撤去してもらうという考えを町として考えなければならな

いと、その時点で町としてどうするのだと。町長は、町政懇談会の中でも自分なりの

思いを述べていたのは私も聞いております。ただ、それはあくまで町長の思いであっ

て、町としてどうやって動いているのか現実どのような動きがあったのかというのは、

見えていなのが私の感想でございます。今回の「あそぶべ鶴岡夢がたりの集い」とい

うのが、先ほど申し述べたとおり開催されまして、こちらについては、観光協会の主

催でその町民の意見も大いに今後聞いて参考にしていくというような答弁もございま

した。それはそれでいいのですけれども、私自身は本来はその主催も町がするべきで

はないのかという思いです。これはもう済んでしまったことですので、いまからどう

こうということはございませんけれども、今後、より観光施策については、先ほども
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採算性という言葉も出てきましたけれども、例えばトロッコだけのことを考えると確

かに採算が取れなくて、町民の税金を投入するわけですからそれは町民が納得するか

といいますと、その部分だけではもちろん納得しがたいと私も思います。ただ、今回

の鶴岡地区、トロッコの部分も含めてテーマパーク化をすることによって、新幹線の

駅ができることを見据え、観光客の降りる数でしたりとかあるいは停まる本数にも関

わってくると思うのですけれども、そのように町が潤うようなテーマパークないし考

えるということがまず大事だと思うのです。単独での収支はもちろん大事なのですけ

れども、トータル的に観光の考えとして町がもう一歩、もう二歩力強く進んでいくこ

とを述べさせていただきまして、これ以上町長からの答弁も深い話は出てこないと思

いますので、その部分を強くこれからも一歩ずつ町としていまよりもさらに強く進ん

でいくことを申し述べて、（1）番については終わりたいと思います。

また（2）番でございます。以前からも申し上げているとおり、町長の答弁も同様の

部分があるのですけれども、研修を取り組んでおりますと。研修が大事なのは以前に

も話ましたが私もよくわかりますし、予算だけの問題ではないのですけれども、「町と

しては23万円のところを70万にして50万も上乗せして、町職員の資質向上について頑

張っているのだよ」という部分は理解しました。これは予算をかければいいのか、じ

ゃあ予算かけたから成果は見えづらいという言葉もあったとおり、やはりこれは成果

が見えなければまた再度同じような話は町民から出てくるわけでございます。先ほど

午前中に申し述べた具体策については、町長は触れませんでしたけれども、やはり町

職員、我々議員もそうなのですけれども、資質の向上については永遠のテーマでござ

います。できるのであれば、「今後、一つの苦情もなく進んで行きます」というご答弁

をいただきたいのですけれども、そこもなかなか難しいところだと思いますけれども、

私も本当に非常に都合が悪いのですね、このような話をこの場でするのは。また、職

員の資質のことについてまた同じことをやっていて、職員の皆さん方からはちょっと

冷たい目で見られますし、こんなことは言いたくはないのです。ただ、先ほども申し

述べたとおり、永遠の課題である以上、町民からそのような声が上がる以上は発信し

ていかなければならないのかなと思います。

ということで、資質の向上についてもこれ以上の答弁は出ないと思いますが、いま

現状の状況では足りないと思うのが私のいまの思いです。さらに、研修という部分だ

けにとらわれず、一歩、二歩進んで先ほどの不祥事を町民の信頼を取り戻す。絶対的

に上回るように進むべく、一つでも二つでもいまの部分で足りないので取り組むこと

を申し添えまして、終了いたします。以上です。

○議長（岩館俊幸君） 5番 平野武志さんの一般質問を終了いたします。

続きまして、8番 新井田昭男さん。

○8番（新井田昭男君） 8番 新井田です。

今回の第4回定例会において、一般質問をさせていただきます。

質問は1問とし、福祉バス更新の考え方についてでございます。

まずをもって、大森町長はじめ行政各職員の皆様方には、町民へのサービス向上に
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鋭意努力されていることと大変喜ばしく思っているところです。

新幹線絡みの工事関係や関わる事業展開も一応の成果が感じられる段階にきている

と認識しております。来たるべく新幹線開業に向け、官民共々この大業を生かすべき

目的に邁進してもらうと思っております。

行政職員の皆様方には、これまで以上に各部の垣根を外し、互いの情報を共有の中、

今後益々我が町の発展のため、さらなるご活躍を期待いたします。

それではこれより、質問とさせていただきます。これは今回の質問に関しては、町

政懇談会の中でもちょっと取り上げている内容でございます。ある意味、その場で一

応回答をしている行政の立場もありますが、敢えてこの質問をさせていただきます。

いま、冒頭に述べましたように、町有バス更新の考え方についてでございます。

平成6年に現在の町福祉バスを導入し、現在まで19年の歳月が経過しました。その間、

各地域の団体や学校活動などで多くの町民の移動手段として利用してきた福祉バスで

すが、老朽化しているという認識の中でなぜ早くに更新できなかったのか。

先の町政懇談会の中でもこの間題を問われていましたが、管理している行政が、財

政問題から交付金での購入を考えているなどと、児童・生徒や町民の安全を軽視した

答弁であり、まさに町民の生命、財産を守るべき行政の発言とは思えないと強く感じ

ました。

このたび、議員からの指摘で第6次木古内町振興計画に追加で登載されましたが、ど

のような認識を持たれているのでしょうか。

現状認識を踏まえるならば、早急に町民の安全対策を講じることが最優先と考えま

すが、改めてこれまでに至る次の二つの項目についてお伺いします。

一つは、19年間使用し、老朽化を認識している中でなぜこれまで更新されなかった

のか。

二つ目として、地域住民や児童・生徒への安全対策が最優先されるべきでなかった

のか。この二点について、町長の見解をお伺いします。

○議長（岩館俊幸君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君） 8番、新井田昭男議員のお尋ねにお答えをいたします。

福祉バスについてのお尋ねでございますが、現在使用している福祉バスにつきまし

ては、平成6年9月より使用しておりますので、19年を経過しております。

この間、教育委員会や学校関係、社会福祉協議会や町内会関係、さらに町や町議会

など、幅広く利用していただいており、年間の稼働実績は約120日程度と報告を受けて

おります。

お尋ねの、バスの更新につきましては、財政の健全化を実施している中での判断で

ございますが、信頼できる整備工場において、1年及び3か月の法定点検を行い安全の

確保に努めておりますことや、運転手による走行前の点検をはじめとする各種点検を

励行し、日々安全に利用いただけるよう努めておりますので、議員がご指摘されるよ

うな心配はないと認識をしております。

また、運行中における車両のトラブルにより、利用者にご迷惑をおかけした事例は
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ないと報告を受けておりますので、今後につきましても、同様の安全対策をしっかり

と継続してまいりたいと考えております。

一方、19年経過した車両でございますので、修理費も年々高額になってまいります。

また、福祉バスが多くの方々にご利用いただいておりますことなどを勘案しますと、

新車の購入により、より安全により快適にご利用いただくことも必要であると考えま

すので、第6次振興計画に登載し早期に更新できるよう努めてまいります。

○議長（岩館俊幸君） 8番 新井田昭男さん。

○8番（新井田昭男君） ただいま、町長のほうから縷々ご説明をいただきました。おっ

しゃっていることは誠のそのとおりでございます。ただ、しかしながら、老朽化とい

う先ほどおっしゃったように、もう19年も使われてきている。ある意味では、年間365

日その約半分くらい稼働しているわけですよね。ちょっと前情報の中でお話しますけ

れども。そういう中で、特に学校関係のいわゆる団体の使用が結構目に付く回数にな

っております。この辺がやはり行政としても、私にとっては非常に軽々しい答弁に聞

こえるわけですね。いま言ったように、「整備しているから大丈夫だよ、そういう不具

合の申し出はないのだよ」と、それはあたり前の話ですよね。これが大変有事になっ

た時には「じゃあ誰が責任を取るの」。「いままでこういう投げかけをして何にも手を

打たなかったの」というようなこともあり得ると思うのですね。そういう部分で踏ま

えると、先ほど町長がおっしゃったのも一理ありますけれども、この辺はちょっと私

の見解とすれば、あるいは町民の見解とすれば、どうも一応の納得はするけれども、

全体的に言うとちょっと安全対策に軽視したような表現になっているのかなとそんな

ふうに感じます。

いろいろそういう答弁ありますけれども、もう一つ聞きたいのは、今回の福祉バス

購入の財源の件ですが、町政懇談会ではいわゆる先ほど出ましたが、「財政の状況から

問題から、交付金での購入を考えているんだ」というようなことで聞いておるのです

けれども、今回の第6次振興計画に関しては、一般財源での計上になっているのですね。

なぜこうなのか。もう一つは、購入時期は第一年次、つまり平成26年度しているので

すが、何月頃を予定しているのかこの辺をお伺いしておきます。

○議長（岩館俊幸君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君） まず、安全を軽視しているという点でございますが、信頼の

おける整備工場での点検をしっかりとしておりますので、その心配はないというふう

に認識をしております。19年を経っているということが、大変気になる点かと思いま

すが、因みに走行距離につきましては33万ｋｍ。そしてこれを1年に直しますと、平均

1万7,000ｋｍ程度の走行でございます。また、120日の稼働実績の内訳でございますが、

教育委員会、学校関係で約70日、社会福祉協議会や町内関係で30日から40日程度と、

そのほかというふうになっております。

新しい車両の購入時期でございますが、現在新年度に向けて準備を進めております

が、発注をして4か月程度かかるということでございますから、新年度予算が決まった

あと、4か月程度はお待ちいただくことになるかと思います。
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また、交付金につきましては現在、元気が出る交付金を利用して購入に結びつけて

いきたいとこのように考えております。

○議長（岩館俊幸君） 8番 新井田昭男さん。

○8番（新井田昭男君） いまの質問はなぜこういう質問をしたかというと、財源のほう

はいろいろ振り替え云々、決まった段階で元気が出る云々という話は出ましたけれど

も、それは可能だと思うのですけれども、要は購入時期をなぜ私が問いたいかという

ことは、要するに消費税ですよね。消費税というのはきのう、きょうわかった時点で

はないわけですよ。消費税の問題に関しては、各委員会の中でもいろんな発注調査の

中でこれは議論されているわけですよ。そういう議論の中で、それが生かされてない。

というのは、3,500万という予算付けの中で、仮にこれが3％の差異が出るということ

になれば、100万以上のいわゆる徴税というか税金がかかるわけですよ。こういう部分

が軽々しくやっぱり委員会での議論の中でも出ている中で、そういう部分がどうも前

向きな考えではないと。なお且つ、そういう安全だとかそういう対策も含めて、それ

が本来の行政の仕事の持って行き方ではないかと思うのですね。ですから、これは100

万だから100万ちょっとだからいいとか悪いとかの問題ではなくて、この辺がやっぱり

認識をきちんと持っていってもらわないと、こういう部分を私は問いたいのですよ。

その辺の認識はどういうふうに思っていますか。確認したいと思います。

○議長（岩館俊幸君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君） 消費税の問題に触れておられますが、今回の質問の主旨から

ちょっと離れてきたのですが、どのようにお答えしたらいいのでしょうね。当町の事

業の計画は、一つひとつ皆様方にご相談をする中で進めておりますので、この車両購

入につきましても、これまではなかなか良いものが見つからなかった。しかし、安全

対策は整ってきた。一方で、古くなっている。そういったことから、新年度に向けて

購入をする。その時に国が消費税が上がるというこんな流れになっております。でき

るだけ消費税が上がらないためとなると、今度8％から10％になる時期。「それまでに、

たくさんじゃあ仕事をしなければならないのか」とこういうことにもつながってまい

りますので、この辺は町の規模にも財政の規模にも合わせながら、事業を一つひとつ

進める。その中での消費税ですから、可能であれば消費税については上がる前にやる

というこれはもう議員のご指摘のとおりでございますので、これからの仕事にあたり

ましてその点も十分配意する中で、業務を進めてまいりたいと考えております。

○議長（岩館俊幸君） 8番 新井田昭男さん。

○8番（新井田昭男君） ちょっと横道に逸れた質問となりまして、大変失礼しました。

しかしながら、やはり行政とすれば何事にも前向き、あるいはちょっと先を見据え

た部分というのはなくてはならないことだと思っています。ここでこれで終わります

けれども、私なりの今回の福祉バスに関わる件に対しての行政の立場というか、そう

いう部分を私なりに総括をさせていただいていますから、これをちょっと申し述べて

終わりたいと思います。

ここでは、私なりに総括をさせていただきます。今回の福祉バスに関わる件に関し
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ては、まさに町民に対し安全・安心を提供しなければならない立場なのに、町民や議

員の指摘の中、現状認識をするならば、早急な購入対策が必要にも関わらず、財政難

を理由にした交付金購入がいつの間にか一般財源となり、さらに、消費税に関しては

様々な事業展開の中、しっかり対応しなければならない立場にも関わらず、3％のもの

の税金の支出となったこれは事実です。消費税の件に関しては、委員会の中でも議論

したはずですが、なぜ議論が生かされてはいないのか。事業展開の中で様々な背景が

あるのは承知しているが、今後行政は町民の生命財産を守ることが第一優先であるこ

とを再認識し、さらなる町民サービス向上に努めていただきたいと思います。

以上をもちまして質問を終わります。ありがとうございました。

○議長（岩館俊幸君） 以上をもちまして、一般質問を終了いたします。

同意案第1号 被表彰者の決定について

○議長（岩館俊幸君） 日程第8 同意案第1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1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。

本同意案の説明資料につきましては、議案説明資料 資料番号1の最後のページ、14

0ページに記載しておりますのでご参照を願います。

木古内町表彰条例第5条の規定に基づき、表彰審査委員会へ自治功労者として、中村

孝幸氏を推薦したところ、平成25年11月26日開催の委員会におきまして決定となりま

したので、議会の同意をお願いするものでございます。

中村氏は、昭和58年5月に木古内消防団に入団されて以来、30年間にわたる勤続の中

で、予防活動、消火活動、警戒活動に率先して出動し、地域の安心・安全に多大な貢

献をされ、現在は木古内消防団第1分団班長として活躍をされております。

以上で提案理由の説明を終わります。

ご審議の上、満場一致でのご決定を賜りますようお願いを申し上げます。

○議長（岩館俊幸君） 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（岩館俊幸君） 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（岩館俊幸君） 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1号 被表彰者の決定について、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（岩館俊幸君） 全員起立でございます。

よって、本案は原案のとおり同意することに決定いたしました。

議案第1号 平成25年度木古内町一般会計補正予算(第9号)

議案第2号 平成25年度木古内町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)

議案第3号 平成25年度木古内町後期高齢者医療特別会計補正予算（第2号）

議案第5号 平成25年度木古内町介護保険事業特別会計補正予算（第2号）

○議長（岩館俊幸君） 日程第9 議案第1号 平成25年度木古内町一般会計補正予算(第

9号)、日程第10 議案第2号 平成25年度木古内町国民健康保険特別会計補正予算(第3

号)、日程第11 議案第3号 平成25年度木古内町後期高齢者医療特別会計補正予算（第

2号）、日程第12 議案第5号 平成25年度木古内町介護保険事業特別会計補正予算（第

2号）につきましては、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25年度木古

内町一般会計補正予算（第9号）について、提案理由のご説明を申し上げます。

歳入歳出予算の総額に、2億3,871万円を追加し、歳入歳出予算の総額を44億4,462万

9,000円とするものです。

補正の主な内容は、第4表地方債補正は、公営住宅整備事業朝日団地2号棟新築工事

にかかる公営住宅整備事業債の追加です。

第5表 繰越明許費補正は、公営住宅整備事業の事業期間が2か年となることから、

繰越明許費の設定をお願いするものです。

2款 総務費は、泉沢地区と幸連地区の辺地共聴施設整備事業補助金及び財政調整基

金積立金の補正です。

3款 民生費は、国民健康保険特別会計繰出金、介護保険事業特別会計繰出金、後期

高齢者医療特別会計繰出金、保育士等処遇改善臨時特例事業、子ども・子育て支援事

業計画策定ニーズ調査、私立保育所運営委託料の補正です。

4款 衛生費は、ごみ袋作成費及び販売委託料、渡島西部広域事務組合衛生負担金に

係る補正です。

6款 農林水産業費は、幸連牧場草地更新事業補助金の補正です。

8款 土木費は、シェルター等実施設計等業務委託料、ＪＲ木古内駅東側駐車場整備



- 39 -

事業実施設計修正業務委託料、公営住宅整備事業及び道営住宅建設予定地用地測量に

係る補正です。

9款 消防費は、渡島西部広域事務組合消防負担金の補正です。

10款 教育費は、木古内小学校改修事業費の財源振り替え及び学校給食センター運

営委員会委員報酬の補正です。

13款 諸支出金は、私立保育所運営費等負担金返還金に係る補正です。

14款 職員給与費は、人事異動、退職に伴う給料、職員手当等及び共済費の補正で

す。

以上を提案理由とし、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

しくご審議願います。

続きまして、一括上程になりました、議案第2号 平成25年度木古内町国民健康保険

特別会計補正予算（第3号）について、提案理由の説明を申し上げます。

歳入歳出予算の総額から、1,275万3,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を8億8,04

2万1,000円とするものです。

補正の主な内容は、1款 総務費は、職員の人事異動及び嘱託員の退職による人件費

の補正です。

2款 保険給付費は、平成24年度の事業費確定による補正です。

8款 保健事業費は、職員の人事異動に伴う人件費の補正です。

10款 諸支出金は、高齢者医療制度円滑運営補助金、高額医療共同事業負担金、療

養給付費負担金及び財政調整交付金過年度分の追加で、事業費の確定に伴う補正です。

11款 予備費は、この度の補正について予備費で財源調整をするものです。

それでは、詳細について歳出からご説明申し上げます。

7ページをお開き願います。

1款 総務費、1項 総務管理費、1目 一般管理費、1節 報酬 350万3,000円、2節

給料 346万円、3節 職員手当等 134万円、4節 共済費 259万6,000円の減額、合

わせて1,089万9,000円の減額につきましては、嘱託員の退職と職員の異動に伴うもの

です。

8ページをお開き願います。

2款 保険給付費、1項 療養諸費、2目 退職被保険者等療養給付費、19節 負担金

補助及び交付金 10万円の減額、及び4目 退職被保険者等療養費、19節 負担金補助

及び交付金 10万円の追加は、いずれも平成24年度事業の確定によるものです。

9ページをお開き願います。

8款 保健事業費、3項 特別総合保健施設事業費、1目 保健指導事業費、2節 給

料 30万6,000円追加、3節 職員手当等 3万4,000円減額、4節 共済費 6万5,000円

追加、合わせて33万7,000円の追加は職員の異動によるものです。

続きまして、10ページをお開き願います。

10款 諸支出金、1項 償還金及び還付加算金、3目 償還金、23節 償還金利子及
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び割引料で、高齢者医療制度円滑運営補助金 4,000円、高額医療共同事業負担金 4

万5,000円、療養給付費負担金及び財政調整交付金過年度分 134万1,000円、合わせて

139万円は事業の確定による追加です。

11ページをお開き願います。

11款 予備費、1項 予備費、1目 予備費、節 予備費 358万1,000円は財源調整

のため減額です。

次に、歳入をご説明させていただきますので、6ページをお開きください。

8款 繰入金、1項 一般会計繰入金、1目 保険基盤安定繰入金、1節 保険基盤安

定繰入金で基盤安定繰入金軽減分 35万4,000円減額、保険基盤安定繰入金支援分 14

万5,000円減額、合わせて49万9,000円の減額は、事業費の確定に伴う減額です。

2目 一般会計繰入金、1節 一般会計繰入金 1,225万4,000円の減額は、人件費等

の減額に伴う一般会計繰入金の減額です。

以上を提案理由といたしますので、よろしくご審議くださいますようお願いいたし

ます。

続きまして、一括上程になりました、議案第3号 平成25年度木古内町後期高齢者医

療特別会計補正予算（第2号）について、提案理由の説明を申し上げます。

歳入歳出予算の総額に、181万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を、1億8,585

万8,000円とするものです。

補正の主な内容は、1款 総務費は、普通旅費の減額補正です。

3款 後期高齢者医療広域連合納付金は、保険料及び24年度療養給付費負担金の増額

による補正です。

4款 諸支出金は、保険料還付金の実績見込みによる補正です。

5款 予備費は、療養給付費負担金増額見込み分を減額補正するものです。

それでは、詳細について歳出からご説明申し上げます。

9ページをお開き願います。

1款 総務費、1項 総務管理費、1目 一般管理費、9節 旅費 12万1,000円の減額

は、予定されていた研修が開催されなくなったことによるものです。

続きまして、10ページです。

3款 後期高齢者医療広域連合納付金、1項 後期高齢者医療広域連合納付金、1目

後期高齢者医療広域連合納付金、19節 負担金補助及び交付金で事務費負担金分 61

万1,000円減額、保険料分 120万円追加、保険基盤安定繰入金分 4万7,000円減額、

療養給付費負担金分 399万3,000円追加、合わせて453万5,000円の追加は、保険料の

増額及び療養給付費負担金の実績に伴う増額等によるものです。

続きまして、11ページです。

4款 諸支出金、1項 償還金及び還付加算金、1目 保険料還付金、23節 償還金利

子及び割引料 30万円の追加は、保険料還付金の実績見込みによるものです。

続きまして、12ページです。
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5款 予備費、1項 予備費、1目 予備費、節 予備費 290万円につきましては、

療養給付費負担金の増額見込額を予備費から減額するものです。

次に、歳入についてご説明します。6ページをお開き願います。

1款 後期高齢者医療保険料、1項 後期高齢者医療保険料、1目 特別徴収保険料、

1節 特別徴収保険料現年度分 216万6,000円の追加及び2目 普通徴収保険料、1節

普通徴収保険料現年度分 96万6,000円の減額は、実績見込みによるものです。

続きまして、7ページです。

4款 繰入金、1項 一般会計繰入金、1目 事務費繰入金、1節 事務費繰入金 73

万2,000円の減額、2目 保険基盤安定繰入金、1節 保険基盤安定繰入金 4万7,000円

の減額及び3目 療養給付費負担金繰入金、1節 療養給付費負担金繰入金 109万3,00

0円の追加は、いずれも実績に伴うものです。

続きまして、8ページです。

6款 諸収入、4項 雑入、1目 雑入、1節 雑入 30万円につきましては、保険料

還付金広域連合返還金の追加です。

以上を提案理由といたしますので、よろしくご審議をお願いいたします。

続きまして、一括上程となりました、議案第5号 平成25年度木古内町介護保険事業

特別会計補正予算（第2号）について、提案理由の説明を申し上げます。

歳入歳出予算の総額に、76万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を6億5,168万3,

000円とするものです。

補正の内容は、職員人件費に係る補正です。

それでは、歳出について説明いたします。7ページをお開き願います。

3款 地域支援事業費、1項 地域支援事業費、1目 介護予防事業費、2節 給料 4

2万5,000円、3節 職員手当等 14万5,000円、4節 共済費 19万6,000円、合わせて7

6万6,000円の追加は、当初予算では4月1日付けで採用職員の人件費を新卒者で計上し

ておりましたが、採用者の給与・手当等が確定したことによるものです。

次に、歳入について説明いたします。6ページをお開き願います。

7款 繰入金、1項 一般会計繰入金、4目 その他一般会計繰入金、1節 事務費繰

入金 76万6,000円の追加です。歳出の追加分を一般会計からの繰入金で調整するもの

です。

以上、一括上程となりました議案について、提案理由といたしますので、よろしく

ご審議をお願いいたします。

○議長（岩館俊幸君） 総務課長。

○総務課長（新井田勝幸君） それではただいま上程になりました、議案第1号 平成25

年度木古内町一般会計補正予算（第9号）について、詳細のご説明を申し上げます。

歳出からご説明いたします。17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、19節 負担金補助及び交付金

1,220万4,000円の追加は、議案説明資料 資料番号1の1ページから2ページをご参照願
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います。テレビ地上デジタル放送が受信しづらい幸連地区の17戸、泉沢地区6戸のそれ

ぞれの共同受信施設建設補助金です。国からの補助金を町が経由する間接補助事業で、

事業名は辺地共聴施設整備事業、事業主体は幸連テレビ共同受信組合及び泉沢テレビ

共同受信組合となっております。

25節 積立金 3,599万7,000円の追加は、この度の補正で剰余となる財源につきま

して財政調整基金積立金へ積み立てるものでございます。

次に、18ページです。

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 1,275万3,0

00千円の減額、3目 老人福祉費、28節 繰出金 76万6,000円の追加、11目 後期高

齢者医療費、28節 繰出金 31万4,000円の追加は、各それぞれの特別会計の事業費確

定見込みによる一般会計繰出金の増減額です。

次に、19ページです。

2項 児童福祉費、1目 児童福祉総務費、11節 需用費 10万円及び19節 負担金

補助及び交付金 193万3,000円の追加は、保育士の人材確保を推進する目的で創設さ

れました保育士等処遇改善臨時特例事業に要する費用の追加です。13節 委託料 154

万4,000円の追加は、平成27年度からスタートする子ども・子育て支援事業計画を策定

するためのニーズ調査を行う費用の追加でございます。

2目 児童措置費、13節 委託料 336万3,000円の追加は、私立保育所入所児童数が

当初より0歳から2歳児の階層で増加したことによるものでございます。

次に、20ページです。

4款 衛生費、2項 清掃費、1目 清掃総務費、11節 需用費 58万6,000円の追加

は、ごみ袋販売数が増加したことにより、ごみ袋を追加して作成するものです。19節

負担金補助及び交付金 1,349万1,000円の追加は、渡島西部広域事務組合負担金の汚

泥処理施設分の建設財源につきまして、当初は施設整備基金を充当する予定でござい

ましたが、国からの地域の元気臨時交付金の充当が可能となったことから一般財源に

振り替えをし、また、さらに合わせて当初の一般財源につきましても地域の元気臨時

交付金へ財源振り替えするものでございます。

2目 ごみ処理費、13節 委託料 14万4,000円は、ごみ袋販売数が増加したことに

より、指定袋等交付委託料を追加するものでございます。

次に、21ページです。

6款 農林水産業費、1項 農業費、4目 農業振興費、19節 負担金補助及び交付金

150万円は、議案説明資料 資料番号1の3ページから6ページをご参照願います。ＪＡ

新はこだて農業協同組合所有の幸連牧場におきまして、国庫補助事業として行う草地

更新事業の町の補助金の追加でございます。

次に、22ページです。

8款 土木費、3項 都市計画費、3目 都市計画整備費、13節 委託料 430万円の

追加は、シェルター等実施設計等業務委託料については、当初、上屋のみの設計でご

ざいましたが、その後の地盤調査で支持層の深いことが判明し、杭基礎が必要となっ
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たことにより190万円の追加と、ＪＲ木古内駅東側駐車場整備事業実施設計修正業務委

託料は、当初、東側駐車場全域で土砂による盛り土を計画しておりましたが、軟弱地

盤が確認され、ＪＲ軌道に近接する箇所につきましては軽量盛り土工法が必要と判断

されたことから、現設計を修正するために240万円の追加をお願いするものでございま

す。

23ページです。

4項 住宅費、2目 公営住宅建設費、13節 委託料のうち用地測量委託料 400万円

の追加につきましては、道営住宅建設予定地の町有地、字木古内198番地2のほかの用

地測量委託料です。同じく委託料のうち工事監理委託料 330万円及び15節 工事請負

費 1億7,000万円、合わせて1億7,330万円につきましては、議案説明資料 資料番号1

の7ページに計画の概要、8ページに配置図、9ページ・10ページに平面図、11ページに

立面図を添付してございます。公営住宅整備事業朝日団地2号棟新築工事に要する費用

の追加でございます。

次に、24ページです。

9款 消防費、1項 消防費、1目 消防費、19節 負担金補助及び交付金 10万9,00

0円の追加は、渡島西部広域事務組合消防負担金の人件費の整理によるものでございま

す。

次に、25ページです。

10款 教育費、2項 小学校費、1目 学校管理費は、既に終えております木古内小

学校改修事業費の一般財源につきまして、国からの地域の元気臨時交付金に財源振り

替えするものでございます。

次に、26ページです。

5項 保健体育費、3目 学校給食費、1節 報酬 2万円の追加は、消費税率改正や

原材料の価格上昇等による学校給食費の改定を協議するため、学校給食センター運営

委員会の開催回数を増やすためのものです。

次に、27ページです。

13款 諸支出金、1項 還付金、1目 過誤納還付金、23節 償還金利子及び割引料

70万円の追加は、平成24年度の保育所運営費国庫負担金が確定し、負担金の返還が生

じたたこと及び今後の税等の還付見込み等を想定しての補正でございます。

次に、28ページです。

14款 職員給与費、1項 職員給与費、1目 職員給与費、2節 給料 182万2,000円

の減額、3節 職員手当等 48万3,000円の減額及び4節 共済費 60万3,000円の減額、

合わせまして310万8,000円の減額につきましては、職員の退職及び人事異動によるも

のです。

続きまして、歳入についてご説明を申し上げます。10ページにお戻りください。

11款 分担金及び負担金、1項 負担金、1目 民生費負担金、2節 児童福祉費負担

金 37万3,000円は、保育所入所児童数の増による本人負担金の追加です。

次に、11ページです。
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12款 使用料及び手数料、2項 手数料、3目 衛生手数料、1節 保健衛生手数料

134万8,000円は、ごみ袋等の販売増による手数料の追加です。

次に、12ページです。

13款 国庫支出金、1項 国庫負担金、1目 民生費負担金、2節 児童福祉費負担金

187万1,000円の追加は、保育所入所児童数の増によるものです。

次に、13ページです。

2項 国庫補助金、4目 土木費補助金、1節 都市計画費交付金 232万円の追加は、

シェルター及びＪＲ木古内駅東側駐車場整備事業に係る交付金の追加です。2節 住宅

費交付金 8,565万円は、公営住宅整備事業朝日団地2号棟新築工事にかかる交付金の

追加です。

6目 総務費補助金、1節 辺地共聴施設整備事業補助金 1,220万4,000円は、幸連

及び泉沢地区の辺地共聴施設整備事業補助金の追加です。

2節 地域の元気臨時交付金 4,463万2,000円は、木古内小学校改修事業及び渡島西

部広域事務組合負担金の汚泥処理施設建設事業に係る交付金の追加です。

次に、14ページです。

14款 道支出金、1項 道負担金、1目 民生費負担金、2節 児童福祉費負担金 93

万5,000円の追加は、保育所入所児童数の増によるものです。

次に、15ページです。

2項 道補助金、2目 民生費補助金、7節 児童福祉費補助金 377万7,000円は、子

育て支援対策事業補助金 154万4,000円及び保育士等処遇改善臨時特例事業補助金 2

23万3,000円の追加です。

次に、16ページです。

20款 町債、1項 町債、1目 土木債、3節 公営住宅整備事業債 8,560万円は公

営住宅整備事業朝日団地2号棟新築工事に係る起債の追加です。

説明は以上でございます。よろしくご審議願います。

○議長（岩館俊幸君） 2時10分まで、休憩をいたします。

休憩 午後1時58分

再開 午後2時09分

○議長（岩館俊幸君） 休憩を解き、会議を再開いたします。

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。

6番 竹田 努さん。

○6番（竹田 努君） 2点、確認を含めた質問をしたいと思います。

一点目は、一般会計の20ページのごみ袋作成費とごみ袋等交付委託料が追加になっ

ています。これは前段、ごみ袋の一般質問をした際に、これはずっと調べてみたので

すのが今回、ごみ袋は当初予算で25年度から現行に戻ったということで、単純に二分



- 45 -

の一になったわけなのですけれども、当初予算から今回の補正を見れば例年と変わら

ない100万円余りの差よりないような気がするのですけれども、本当にごみの量がこん

なに増えているのかというのがどうも理解しづらい部分なのですけれども、例えばご

み袋の枚数あるいはごみの量等がどういう変化があってこういう補正に至ったのかと

いう部分を、わかる範囲内で一つ説明をしていただきたいと思います。

もう一点は、21ページの幸連牧野の草地更新事業に対する補助金であります。これ

については町長、なぜ24年、25年の2か年の草地造成の事業なのですけれども、なぜ25

年に限って、24年はＪＡが単独施工をしていますけれども25年に限って。そして、木

古内・知内、両町に負担、財源の残を求めてきたのか。どうも、この資料の4ページの

財源内訳を見ても、大変不自然な数字に見えてならないわけなのですけれども、その

辺の判断といいますか。それと、この事業が完了してからの事後の補助、補填という

ことがいろいろな団体からの前例にならないのかというふうに思っています。ですか

ら、我々とすれは判断に非常に戸惑いがあるわけでして、これは木古内・知内の両町

に補助を求めているということでありますので、このあとに開催される知内町にも我

が町の動向次第によってどうなのかなという、非常に責任が重大だという判断に立っ

ています。

一番大きな要素は、23年に幸連牧野を横断する高規格道路、函館-江差道建設に伴う

用地補償が1,400万円、ＪＡさんの収入になっているということは、先の事務調査の中

で確認をしたところであります。ただ、ＪＡの広域合併してからのルール上、やむを

得ないということで今回の補正になったのか。なぜ、その補償費を何とか補填をして

この事業を進めることがことができなかったのかという部分について、総務の委員会

の中でも多くの議論、異論が出たところでありますけれども、事前協議にあたるとい

うことであまり突っ込んだ、踏み混んだ議論をしていなかったということ等もありま

すので、その辺、町長は最終的にこの補償費の1,400万円。それと、2か年の事業のう

ちの25年だけに補助をするという、この部分の考え。どういう考えのもとでこれを今

回、補正で上程したのか。一定程度は、農業振興という中では理解はしてはいるもの

の、どうもその辺がすっきりしないというか、理解に苦しむところでありますので、

町長からその考え方についてご答弁をいただきたいと、このように思います。

（「関連）と呼ぶ声あり）

○議長（岩館俊幸君） 2番 又地信也さん。

○2番（又地信也君) 資料の3ページを見ますと、ずーっとこう行きまして4。事業概要、

経緯、事業の内容。ＪＡの要望内容のところにいきますと、「平成24年度及び平成25年

度の事業費については、国庫補助額を除いた一般財源相当額をＪＡ、生産者、行政。

いま同僚議員が言っていました、木古内及び知内町で協議の上、按分し負担していた

だきたい。総体事業費が定まる平成26年度に一括補助を願いたい。」ここに、「平成26

年度に一括補助」という文言が入っているのですよね。平成26年度というのは来年度

なのですね。なぜ、こういう要望が「26年度に一括補助願いたい。」という要望書にも

かかわらず、当町として25年度に出そうとするのか。その辺の理由と、それと生産者
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の負担の部分に関しては、4ページの9番ですね。これは、確か10年かかって受益者、

生産者が負担するというふうになっていると思うのです。常任委員会等の事務調査の

中でそんな説明を受けたと思うのです。私は、150万円を出すのはいいのだけれども、

これを我が町では「財政が豊かだ、豊かだ」とまだ言えない現状だと思う中で、債務

負担行為という方法をとっても良かったのではないのかと、そんなふうにも思ってい

るのです。この26年度云々の部分と債務負担で云々の部分、これをなぜ私が債務負担

でもいいのではないのかというのは、受益者代表、生産者代表のかたからいろいろお

話を伺った中では、例えば「幸連育成牧場に木古内町の生産者の牛の頭数、これから

の。それから、知内町の生産者の牛の頭数等に関しては、増えたり減ったりする可能

性があります。」ということなのです。その辺を加味すると、ある意味ではその年度年

度でもいいのではないかと思う節もあるし、そうしたら「債務負担行為で150万円を10

年間で出してやる。」という方法等々が何かいろいろあるような気がしてならないので

す。ですから、町長はその辺で、財政は以前よりは良くなったという中で、「一発で出

してやる。」というような考えになったその背景等々をちょっとお聞かせ願いたい。常

任委員会では町長とお話することができませんでしたので、きょうの本会議でちょっ

とお話したいと、そんなふうに思います。

○議長（岩館俊幸君） 町民税務課長。

○町民税務課長（大瀬政廣君） ごみ袋の支出のことのご質問ですけれども、当初予算

で20リットルについては7万500枚を年間で見ておりました。45リットルにつきまして

は、74,500枚ということで、20リットルについては5,800枚ほど。可燃ごみの45リット

ルについては6,200枚ほどのうちの積算でしたけれども、11月末までで月平均が20リッ

トルが5,800枚に対しまして6,900枚。45リットル6,200枚に対しまして7,500枚ほどの

ごみの袋が出ております。この部分を、20リットルについては25,000枚、45リットル

については30,000枚ほど追加でお願いするということになります。これは、概ね私達

の推計の中では、ごみ袋をもとに戻す前までは、20リットル・45リットルの袋にかな

り几帳面に詰めていただいていたのですが、最近のごみ袋を見ますと若干、余裕があ

ると。手で持っても、少し1割から2割くらい余裕があるようなごみの搬出のような形

になっています。その分が数字的にいきますと、118％か120％くらいの伸びというこ

とで、その分について補正をしていただくというようなことでございます。量のほう

はあまり伸びていないです。

○議長（岩館俊幸君） 副町長。

○副町長（大野 泰君） それでは、幸連牧場の草地更新事業についてのお尋ねでござ

います。資料のほうの、3ページをお開きいただければというふうに思います。又地議

員さんからございました、3ページの4のＪＡの要望内容です。これは、ＪＡが木古内

町そして知内町に要望に来た時に、事業が終わった平成26年度に補助を求めたいとい

うことでございましたので、そちらにつきましては4ページのほうを開いていただくと、

6の町の検討結果というのがございます。これは、竹田議員のご質問にもお答えするこ

とになるのですけれども、平成24年度事業においては地方自治法第143条で定められて
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いる歳出の関係年度所属区分により補助は困難ということで、24年度の後半に申請と

いいますか相談にいらっしゃいましたので、既に会計は動いていると。遡って補助と

いうことにはなりませんので、これは26年度においての補助もだめですし、24年度事

業についても24年度分は24年度のあとから補助をすることはできないという解釈でご

ざいます。そこで、町のほうとしては25年度、ことしの事業に対して補助を行うとい

うような方針を持ったところです。

それと、知内町との関係でございますが本日、知内町でも定例会が招集をされてお

ります。木古内町と同時に提案をしているということでご理解をいただければと思い

ます。

また、債務負担行為につきましては、担当課長のほうから答弁しますので、よろし

く願いします。

○議長（岩館俊幸君） 産業経済課長。

○産業経済課長（木村春樹君） 木村です。又地議員より、「債務負担行為の選択はない

のか」ということでございました。それも一定程度は検討はいたしましたが、この事

業についてはまずＪＡが行って、ＪＡが一端全ての費用について支出するということ

でございました。それについて、負担割合に基づいて負担をしていただきたいという

ことでございます。その中での生産者につきましては、預託料を増額して負担をして

いくということで当然、単年度での負担というのはできませんので、これについては1

2年間で負担していただくということでございます。一方で行政側につきましては、一

定の金額でございますけれども、1年間では負担の加重のかからないという判断の中で

今回、一括で150万円の補助ということで予算計上をさせていただいております。以上

です。

○議長（岩館俊幸君） 副町長。

○副町長（大野 泰君） 答弁漏れがございました。先ほど、高規格道路の補償金を充

当できないのかというようなお尋ねがございました。これも、資料の5ページのほうに

11番ということで、用地補償費につきましてＪＡ新函館農協が収入をしているのでご

ざいますが、特定地域での収入、これは幸連地域ですけれども、であるものの、当該

地域のみに充当可能なルールとはなっていため、通常会計での一般財源。ＪＡ新函館

の一般財源ということで取り扱われたと。この点については、町としましても「でき

るのであれば特定地域に充当していただきたかった。」ということの話はいたしました

が、既に会計年度が終了しているという状況の中では、なかなかその要望には応えて

いただくというようなことにはなっておりませんので、ここはこの財源を充当できな

いという判断を持ったところでございます。

○議長（岩館俊幸君） 2番 又地信也さん。

○2番（又地信也君) 総務課長、例えば地方自治法第143条で定められている歳出の会

計年度の所属区分、これはわかります。ただ、うちの財源は一般財源なのです、一般

財源。そうすると別段、これは例えばＪＡさんからこういうふうな形で出てきたと、

幸連育成草地更新事業。うちは断ると、町として。町としては断る、だけれども違う
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名前。これはできません、だけれども違う町としての振興策としての、違う方法の名

目を考えればこれは可能ですよ。これはあえて、農協さんから幸連育成牧場草地更新

事業のお願いなのです、お願い。だけれども、木古内町としてはこの事業にはＪＡさ

んにはお金は出せないと断る一方で、これは断るけれども、農業政策の一環として新

たな来年度からはじまる6次振興計画の中で新たな項目をつくるという中で補助金を出

してやるということは可能ですよ、これは。私は、そこも考えたのかというのです。

出してやるということはいいのです。だけれども、何となく大盤振る舞い的な部分も

あると、町長。その辺なのです。これは、同僚議員が言ったように、いろいろ説明を

聞いてわかりました。高規格道路で用地買収をされた、1,400万円云々のそれを出せな

いという意味もわかりました。わかったのですけれども、生産者は12年をかかってあ

れする。その12年の中には、頭数が増える年度もあるかも知れない、減る年度もある

かもわからない。これが12年間ですよ、12年間。そうしたら、ずっと頭数が140頭以上、

150頭、160頭になった時には、うちで補助する金は過剰補助になりますよ。この人が

たは、140頭ではじいているのです。そうして10円です。そうして、12年かかって252

万円を生産者が負担するということになっているのですけれども、逆に増えてくれれ

ばいいなという気もあります。減ったらどうするのだろうと。仮に、極端に100頭にな

ったらどうするのだと。そうしたら、252万円の生産者の負担金はそこまでいかなくな

ってしまうでしょ、金が足りなくなるという思いもあります。これは両方あるのです、

考えられる要素というのは。ですから、その辺をいろいろ要望を受けたと。受けたけ

れども、そういう話までしていったのかどうかという背景がちょっとわからないので

す。その辺、せっかくあれしてやって150万円を出してやる。だけれども、頭数は140

頭の計算できているけれども、どっと減ってしまったら逆にどうなるのだと。あるい

は、どんと増えた時には金が余るという勘定になるのです、今度は。そうしたら返し

てくれるのだろうかと。そういういろいろな背景には問題があるだけに、老婆心なが

らいろいろ議論をしたいというふうに思っているのです。産業経済課長でもいいです。

○議長（岩館俊幸君） 産業経済課長。

○産業経済課長（木村春樹君） 12年間、生産者が負担することに対して、「将来的なそ

の頭数の増減に対してどのように考えているか。」ということだと思います。

これにつきましては、今後の酪農あるいは畜産の振興の見通しについて確認させて

いただきました。又地議員が心配するとおり今後、増減という特に減少した場合につ

いてどのようになるのかということでも確認させていただいております。戸数につい

てはそういうことも想定されるわけですが、その中でもこの木古内と知内地区の酪農

及び畜産にかかる飼養頭数については、減少させない方向でＪＡとしても生産者と協

議していきたいというふうに伺っております。

したがいまして、この頭数にかかる預託料の金額については、そんなに増減という

のはないというふうに考えております。

万一、この頭数が割合として減少した場合については、その際に酪農畜産振興会並

びに幸連牧場の運営委員会の中で協議してこの預託料の増額、金額について検討され
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るべきものだというふうに思っております。以上です。

○議長（岩館俊幸君） 答弁漏れについて、副町長。

○副町長（大野 泰君） 今回の補助金を支出する行為について、前例になるのかとい

うようなお尋ねがございました。これにつきましては、計画当初から町の方に相談を

していただいて事業を実施するということが実行されていればこういうことにならな

かったわけでございますので、ＪＡ新函館さんのほうにはこれは前例とせずにきちん

と前段の説明を、要望をしていただきたいということで申し述べております。

また、先ほど又地議員のほうからございました振興計画等というお話もございまし

た。考え方は酪農振興のために、農業振興のために支援をしていくという考え方につ

いては一緒なのだと思っております。24年については、相談にいらした時に既に事業

が実行されているという中では、これは遡って予算を組むということはできないので、

町としては25年度事業で対応ができるということで、そこで判断をしたということで

ございまして、その後の補助については考えずに、今年度、25年度で精算をしていこ

うという、補助をしていこうという考えに立っております。

○議長（岩館俊幸君） 9番、東出洋一さん。

○9番（東出洋一君） ちょっと何点かあるのでけれども、まず17ページ。これは、辺地

の地域なのですけれども、これはちょっと参考までに教えていただいたいのは、この1

ページ、2ページの資料を見ますと、ちょうど札刈漁港そして国道沿い。そうしてその

まま泉沢の漁港までの区間なのですけれども、この辺はどうなんですか。やはり、難

聴な地域なのでしょうか。それと、またこういう地域以外にもまだ存在するのかどう

なのか参考までに教えていただきたいと思います。

それから、19ページなのですけれども、ここの保育士の処遇等臨時特例事業補助金

でもって、これは193万3,000円を支給しているのですけれども、この保育士さんとい

うとおそらく、ここは私立が2か所とそれから国保病院の関係もあるのかと思うのです

けれども、この処遇改善という表現なのですけれども、この辺をちょっと教えていた

だきたいということは、これから平成27年度に向けて子ども、子育て支援事業計画を

策定していく中で、こういう保育士さんの処遇等が関連してくるものなのか、この辺

についてちょっとお知らせいただきたいと思います。

それから、23ページの図面を見ますと、病院事務局長にちょっとお尋ねいたいと思

うのですけれども、いま病院でここを職員の駐車場として利用していると思うのです

けれども、そうしますといまここに朝日団地の2号棟を建てると、ちょうどここが病院

の会計であそこに砂利を敷いたり、ちょっとあの辺の駐車場を整備しましたよね。ま

た、今度はここに団地が建つということで、そうすると職員の駐車場というものが大

変、狭くなってしまうし無くなってしまうという心配があるのですけれども、この対

応をどういうふうに考えているのか。直接予算的には関係がないのですけれども、教

えていただきたいと思います。

それから、午前中に一般質問で学校給食センターの値上げ等に関する運営委員会の

委員報酬、2万円というふうに出ているのですけれども、ちょっと確認したいのは教育



- 50 -

長と質問者との間で学校給食費は値上げせざる得ないということで、まずそうします

と諮問して答申案がその運営委員会のほうからきちんとしたものが返ってきての答弁

なのかな。それともどうなのかなというふうに聞いていて疑問を抱いたのです。そう

であれば、この運営委員会の今回の2万円というのはどういう形になっていくのかなと

いうことをお聞きしたいと思うし、これは財源がからんでくるのですけれども、給食

費を値上げした分の二分の一なのか、給食費全体の二分の一なのか。聞いていて、前

段なのか後段なのか理解できないでいたのです。という部分で、この際ですのでおそ

らく答申がきているからああいう答弁になったと思うのですけれども、ちょっとその

辺をかみ砕いてといったら失礼なのですけれども、ご答弁願いたいと思います。

（「関連）と呼ぶ声あり）

○議長（岩館俊幸君） 4番 吉田 幸さん。

○4番（吉田 幸幸幸幸君) いま東出議員からの一点関連で、辺地共聴施設整備事業の幸連地

区のいま、資料の1ページの図面を見ているのですけれども、アンテナの位置が漁組の

建物の位置になっているのです。この辺、建物ではなくて別な場所であればいいので

すけれども、建物でしたら建物が壊された時という心配があるので、その辺の確認を

いたいと思います。 そして、この戸数に漁組が入っていないのですよね。漁組もた

ぶん、この辺はどうなっているのかがちょっとわからないので、その辺のできました

ら説明もよろしくお願いします。

○議長（岩館俊幸君） 総務課長。

○総務課長（新井田勝幸君) 辺地共聴施設整備事業に関するご質問でございますが、

これは総務省の北海道総合振興局というところが町内のデジタル放送が入りづらいと

ころを調査しまして、9月にも佐女川地区の補正予算をお願いして、佐女川地区はいま

現在、工事が進んでいます。残りについて今回、提案させていただきました幸連地区

と泉沢のあの辺は橋呉地区になります。この2か所につきましては、従来よりアナログ

時代から電波の状況があまり思わしくなくて今回、デジタルになってはやはり非常に

悪いというようなことで、それで今回、こういう事業をさせていただいております。

これ以外にいま現在、私どもで把握しているところは特に町内ではないというふうに

伺っております。この事業につきましても、全て国のほうでやるということで進める

ことになっております。

それから、吉田議員からの1ページの幸連地区のこのアンテナの位置ですが、これは

あくまで表示がちょっとまずかったのですが、空いているところにこのアンテナを一

本立てて、そこから全ての家に有線で配線するという仕組みになってございます。そ

れで、漁協に関してですが、とりあえずいまの段階でテレビの入りづらいところを調

査した結果、こういう今回は幸連地区においては13戸ですが、ほかに入りづらくても

見えるというところもございまして、そこには一応、確認をして「今回、こういうこ

とで事業をやりますけれども参加しますか、しませんか。」という確認を取って、それ

で実際には自己負担も多少はありますので、その辺も理解をしていただいて、今回は

この13名のかたがこの事業に参加をしたという経緯になってございます。
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○議長（岩館俊幸君） 保育士の件については、町民税務課長。

○町民税務課長（大瀬政廣君) 東出議員のご質問についてお答えさせていただきます。

保育士の処遇改善の交付金ということで、これは民間の保育所に対して、主に保育

士ですので人件費等を改善するというような形で、職員手当、時間外手当だとか、共

済費等にあててくれということで支援するものです。これは、階層的には、0才児には

月額4,600円の12か月分ということで55,200円。1～2才児が、2,770円で33,240円。3児

が、1,490円で17,880円。4才児が、1,310円の12か月分ということで15,720円。これは、

9月末の児童数と3月末の児童数をあわせて、変動がありますのでその分で計算をされ

て交付するような形になっております。

これは、子育て支援の中の一環ということで平成24年、昨年の8月に子育て支援法が

改正されまして今回、お願いした154万4,000円のいま調査のほうをするのですけれど

も、地域の中でその調査の中でどのような要望があるかということを、平成26年度で

まとめて27年度から事業開始というような形になります。これは、来年の4月から消費

税が8％に上がる中で、7千億円から1兆円程度の部分を子育て支援のほうに国のほうで

政策的にまわすという部分の一環ということで、これは事前事業というふうな形で了

解していただければと思います。

○議長（岩館俊幸君） 病院事務局長。

○病院事務局長（地本隆利君) 公営住宅の工事に伴って現在、病院の職員が停めてあ

る駐車場が無くなるわけでございまして、職員の労働環境での駐車場というのは良く

しなければならないということを思っています。その中で、病院の敷地はちょっと点

在はしますけれども、そこを駐車場として来年度の予算に向けていま積算をしている

ところでございます。来年度の予算に計上する予定でございます。

○議長（岩館俊幸君） 生涯学習課長。

○生涯学習課長（佐藤宏生君) 東出議員のご質問の一点目です。助成額は、出た分の

ところの二分の一なのか、それとも全体額の二分の一かということですが今後、答申

を受ける月額の二分の一を想定しております。

それから、給食センターの運営委員会の報酬の2万円というのは、2回分を考えてお

りました。当初は、3回より会議の回数を見ていなかったものですから、追加するもの

でございます。以上です。

○議長（岩館俊幸君） 9番、東出洋一さん。

○9番（東出洋一君） 生涯学習課長、この2万円はわかるのです。ただ答申、いま運営

委員会のほうにあなた達のほうから諮問しているでしょ。答申案というのはそうする

とまだ出てきていないわけですよね。だから、その中で財政とどういう詰めをしたの

かはわからないけれども、ではそこまで給食費の二分の一というのは、何か答申もま

だ出てこない中でどうも聞いていて、財政のほうと詰めてのあれだったのかなという

な心配もしていたのですよ。そうすると、最終的に答申案があなた達のほうに返って

くる時期はいつになるのですか。

○議長（岩館俊幸君） 生涯学習課長。
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○生涯学習課長（佐藤宏生君) いままで3回開いておりまして、あと2回予定しており

ます。次回の第4回目の給食運営委員会で、その答申案をいただくというような運びで

ございます。失礼しました。時期につきましては、年明け早々を考えております。

○議長（岩館俊幸君） ほかにあれば。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（岩館俊幸君） ほかに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（岩館俊幸君） 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25年度木古内町一般会計補正予算(第9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（岩館俊幸君） 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（岩館俊幸君） 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25年度木古内町国民健康保険特別会計補正予算(第3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（岩館俊幸君） 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（岩館俊幸君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。

採決を行います。

お諮りいたします。

議案第3号 平成25年度木古内町後期高齢者医療特別会計補正予算（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（岩館俊幸君） 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いた
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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（岩館俊幸君） 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25年度木古内町介護保険事業特別会計補正予算（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（岩館俊幸君） 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いた

しま

した。

議案第4号 平成25年度木古内町水道事業会計補正予算（第3号）

○議長（岩館俊幸君） 日程第13 議案第4号 平成25年度木古内町水道事業会計補正予

算（第3号）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。

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25年度木古内町

水道事業会計補正予算（第3号）について、提案理由の説明を申し上げます。

1ページをお開き願います。

資本的収入及び支出の予定額におきまして、資本的収入では330万円追加し、その総

額を3,200万円とし、資本的支出では333万9,000円追加し、その総額を8,932万1,000円

とするものです。

続きまして、2ページをお開き願います。

企業債につきまして、駅前通改良に伴う水道管移設工事設計業務委託事業330万円を

追加し、限度額の総額を2,030万円とするものです。

はじめに、資本的支出を説明いたします。7ページをお開き願います。

1款 資本的支出、1項 建設改良費、3目 配水管移設費、節 委託料 333万9,000

円は、駅前通改良に伴う水道管移設工事設計業務委託料の追加です。

次に、資本的収入の説明をいたします。6ページをお開きください。

1款 資本的収入、1項 企業債、1目 企業債、節 企業債 330万円は駅前通改良

に伴う水道管移設工事設計業務委託事業にかかる起債の追加です。

以上、提案理由といたしますので、よろしくご審議をお願いいたします。

○議長（岩館俊幸君） 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。
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質疑ございませんか。

6番 竹田 努さん。

○6番（竹田 努君） 7ページの駅前通改良に伴う水道管の移設工事の業務委託なので

すが、これはこのあと行われる電線の地中化等々と競合するような部分がもしあると

すれば、一緒に業務委託をしたほうが効率的ではないかという単純な、事務的な発想

なのですけれども、これをそれぞれ分けてやらなければならないという部分の理由等

があるとすれば説明願います。

○議長（岩館俊幸君） 建設水道課長。

○建設水道課長（若山 忍君） ただいまのご質問ですけれども、おっしゃられるとお

り電線地中化に伴う道道の整備に伴い、水道管の移設に対しての今回の提案です。こ

れにつきましては、今回の電線の地中化に伴って埋設物が相当輻輳となるため、技術

的検討を要することから設計を行いたいということで、今回の電線共同溝につきまし

てはその特性上、歩道内を縦横にいろいろ布設される計画でありまして、上水道の設

置スペースが相当制約を受けることとなります。それによって、例えば水道管路のル

ート変化、こういったものが想定されるのですけれども、その場所場所での水圧に対

する検討や使用材料といったものの検討が必要になってくるために今回、委託提案さ

せていただいたところです。同時に行うというのは、ちょっと確認したかったのです

けれども、道路のほうの設計と同時という意味だったのでしょうか。

○議長（岩館俊幸君） 6番 竹田 努さん。

○6番（竹田 努君） これは、設計委託をするのですけれども、今回は水道管の移設と

いうことで出てきて、このあと追っかけて電線の埋設の設計委託がもし出てくるとす

れば、時期を見て同時にやったほうが、いま課長のほうから説明があったように電線

あるいは管路を含めて輻輳しているという部分であれば二度手間に、二重の投資では

なく効率のいいやり方ができるのではないのかということを求めたことです。

○議長（岩館俊幸君） 建設水道課長。

○建設水道課長（若山 忍君） 今回行われ電線共同溝につきましては、電気について

は北電、通信施設はＮＴＴが参加しております。この電線共同溝自体の設計について

は、事業者等の参画をいただきながら北海道のほうで設計を行っております。その中

では水道のほうの設計は入っていませんので、それの条件を加味しながら水道につい

ては木古内町のほうで行うということにしております。

○議長（岩館俊幸君） ほかにございませんか。9番、東出洋一さん。

○9番（東出洋一君） 関連で、だから課長、竹田議員が聞いているのは、水道管は水道

管でまた掘ってやりましたよと。それでいま、電線の地中化があるから、またそれと

二回も三回もさっき言ったように、そっちをまた掘ってみてまた埋め戻してまたと。

設計委託なのだけれども、その事業をやはり同時進行させるようなことを考え行かな

いと、そういういま心配するようなことが発生してくるのだけれども、その辺は行政

側としてもその辺の情報を早くキャッチしてそういうことにならないような手立てを

打っていかなければならないのではないのかと私は思うのですけれども、その辺の認
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識はどうなのでしょうか。

○議長（岩館俊幸君） 建設水道課長。

○建設水道課長（若山 忍君） 電線共同溝のほうの設計がある程度進んでおりまして、

その設計の条件等をいただきながら手戻りのないように、スムーズに本工事に移行で

きるように、水道管が電線共同溝の工事に影響しないように、工事もお互いに遅れを

生じないようにするための、今回の設計委託を計上させていただいたところです。

○議長（岩館俊幸君） ほかにございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（岩館俊幸君） 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（岩館俊幸君） 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25年度木古内町水道事業会計補正予算（第3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（岩館俊幸君） 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しま

した。

3時10分まで、休憩をいたします。

休憩 午後2時58分

再開 午後3時10分

○議長（岩館俊幸君） 休憩を解き、会議を再開いたします。

議案第6号 第6次木古内町振興計画の基本構想の策定について

○議長（岩館俊幸君） 日程第14 議案第6号 第6次木古内町振興計画の基本構想の策

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、議案第6号 第6次木古内町振興

計画の基本構想の策定について、提案理由の説明を申し上げます。

本議案の説明資料につきましては、議案説明資料 資料番号1の12ページから47ペー

ジに基本計画（案）を、48ページから84ページに10か年の実施計画（案）を、85ペー
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ジから125ページに3か年の実施計画（案）を添付しておりますのでご参照を願います。

この第6次木古内町振興計画は、その策定につきまして、平成24年12月18日に木古内

町まちづくり委員会に諮問し、平成25年12月5日に答申を受けましたので、木古内町振

興計画の策定に関する条例（平成24年条例第22号）第6条の規定に基づき、議会の議決

を求めるものでございます。

基本構想の第1章では、まちづくりの基本理念について「協働・ともに語り、ともに

行動するまちづくり」とし、第2章では、基本構想の展開として、1 福祉・医療・保健、

2 教育・文化、3 産業・観光、4 生活環境・交通、5 行財政・住民参加のこの5項目に

よって構成をされております。

計画期間につきましては、平成26年度から平成35年度までの10年間としております。

以上で提案理由の説明を終わります。よろしくご審議をお願い申し上げます。

○議長（岩館俊幸君） 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（岩館俊幸君） 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（岩館俊幸君） 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 第6次木古内町振興計画の基本構想の策定については、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（岩館俊幸君） 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いた

しました。

議案第7号 木古内町定住自立圏形成協定の議決に関する条例制定について

○議長（岩館俊幸君） 日程第15 議案第7号 木古内町定住自立圏形成協定の議決に関

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） ただいま上程になりました、議案第7号 木古内町定住自立圏

形成協定の議決に関する条例制定について、提案理由の説明を申し上げます。

道南地域での定住自立圏構想につきましては、函館市が平成25年9月26日に中心市宣

言を行っており、今後、渡島･檜山管内の全18自治体での形成が予定されております。
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このため、当町におきましても定住自立圏形成協定の締結を行うことになりますが、

定住自立圏形成協定の締結又は変更にあたりましては、定住自立圏構想推進要綱（平

成20年12月26日付総務省事務次官通知）第5の規定により、地方自治法第96条第2項に

基づく議会の議決を経たものとされておりますことから、本条例の制定を行うもので

ございます。

附則といたしまして、この条例は公布の日から施行するとしております。

以上で提案理由の説明を終わります。よろしくご審議をお願い申し上げます。

○議長（岩館俊幸君） 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（岩館俊幸君） 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（岩館俊幸君） 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 木古内町定住自立圏形成協定の議決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（岩館俊幸君） 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いた

しました。

議案第8号 延滞金の割合等の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例制定について

○議長（岩館俊幸君） 日程第16 議案第8号 延滞金の割合等の見直しに伴う関係条例

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） ただいま上程になりました、議案第8号 延滞金の割合等の見

直しに伴う関係条例の整備に関する条例制定について、提案理由の説明を申し上げま

す。

本条例の新旧対照表につきましては、議案説明資料 資料番号1の126ページ、127ペ

ージに添付しておりますのでご参照を願います。

地方税法の一部を改正する法律（平成25年法律第3号）により、地方税に係る延滞金

の割合が改正され、平成26年1月1日から施行されます。

このため、地方税法における延滞金の割合と同様の定めをしている関係条例につき
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まして、所要の改正を行うものでございます。

また、木古内町下水道事業受益者負担金条例における延滞金の率は、上位法であり

ます都市計画法により規定され、その率が年14.5％となっておりますが、納期限後1か

月以内の率が定められておりませんでしたので、この度の改正に合わせて新たに付け

加えるものでございます。

改正内容につきましては、第1条が「木古内町税外諸収入金の徴収に関する条例の一

部改正」、第2条「木古内町後期高齢者医療に関する条例の一部改正」、第3条「木古内

町介護保険条例の一部改正」につきましては、延滞金の計算を木古内町税条例に規定

する延滞金の計算に準じて行うこととし、所要の条文改正をするものでございます。

また、第4条「木古内町下水道事業受益者負担金条例の一部改正」につきましては、

第9条第1項に、「納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.25％と

する」条文を加えるものでございます。

附則として、この条例は平成26年1月1日から施行するとしております。

以上で提案理由の説明を終わります。よろしくご審議をお願い申し上げます。

○議長（岩館俊幸君） 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（岩館俊幸君） 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（岩館俊幸君） 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 延滞金の割合等の見直し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（岩館俊幸君） 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いた

しました。

議案第9号 住所表示の変更に伴う関係条例の整備に関する条例制定について

○議長（岩館俊幸君） 日程第17 議案第9号 住所表示の変更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） ただいま上程になりました、議案第9号 住所表示の変更に伴
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う関係条例の整備に関する条例制定について、提案理由の説明を申し上げます。

本条例の新旧対照表につきましては、議案説明資料 資料番号1の128ページから139

ページに添付をしておりますので、ご参照を願います。

現在、当町における戸籍の本籍地番表示は、○○番地の○○というように、番地と

枝番の間に平仮名の「の」が入る表示となっております。

しかし、戸籍地番表示は戸籍法により不動産登記法に基づく表示とされており、現

行の不動産登記法では、○○番地○○というように平仮名の「の」がつかない表示と

なっており、平成7年以降、電算化等により新たに戸籍地番を表示する場合は平仮名の

「の」は記載しない扱いとされております。

このようなことから、この度、戸籍の電算化事業により改正となる戸籍の本籍地番

表示は平仮名の「の」がつかなくなりますので、これに合わせ住民基本台帳上の住所

表示につきましても平仮名の「の」がつかない表示となります。

このため、公共施設の住所表示が変更となりますので、関係する条例の整備を行う

ものでございます。

改正内容につきましては、公共施設の住所表示に関する地番表示について、番地と

枝番の間の平仮名の「の」を削除し、各条文を整理するものでございます。

附則といたしまして、この条例は平成26年3月15日から施行するとしております。

以上で提案理由の説明を終わります。よろしくご審議をお願いいたします。

○議長（岩館俊幸君） 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（岩館俊幸君） 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（岩館俊幸君） 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 住所表示の変更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（岩館俊幸君） 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いた

しました。
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発議案第1号 議会閉会中の所管事務調査について

○議長（岩館俊幸君） 日程第18 発議案第1号 議会閉会中の所管事務調査についてを

議題といたします。

議会閉会中の所管事務調査について、会議規則第75条の規定により、総務・経済常

任委員会及び議会運営委員会の各委員長より、下記のとおりその所管に属する事務調

査の申し出がありました。

お諮りいたします。

議会閉会中の所管事務調査について、各委員長から申し出のとおり、これを承認し

たいと思いますが、ご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○議長（岩館俊幸君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり承認することに決定いた

しました。

意見書案第1号 森林・林業・木材産業施策の積極的な展開に関する意見書

○議長（岩館俊幸君） 日程第19 意見書案第1号 森林・林業・木材産業施策の積極的

な展開に関す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 幸さん。

○4番（吉田 幸君） 4番 吉田 幸です。

意見書案第1号 森林・林業・木材産業施策の積極的な展開に関する意見書案につい

て、提案理由をご説明申し上げます。

意見書案第1号 平成25年12月18日 木古内町議会 議長 岩館俊幸様。

提出者 木古内町議会議員 吉田 幸、賛成者 木古内町議会議員 笠井敬吾、賛

成者 木古内町議会議員 竹田 努。

森林・林業・木材産業施策の積極的な展開に関する意見書。

上記の意見書案を会議規則第14条第1項及び第2項の規定により、別紙のとおり提出

する。

本道の森林・林業・木材産業を取り巻く状況は依然として厳しく、山村地域の存続

が困難となることが懸念されています。

森林資源の循環利用による森林・林業の再生を推進することが重要であり、東日本

大震災の復興地においても必要な木材を安定的に供給できるよう、下記のとおり、内

閣総理大臣、衆参両院議長及び各関係大臣に提出するものです。

以上、提案理由としますので、議員の皆様方のご賛同をよろしくお願いいたします。

○議長（岩館俊幸君） 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（岩館俊幸君） 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（岩館俊幸君） 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 森林・林業・木材産業施策の積極的な展開に関する意見書について

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（岩館俊幸君） 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いた

しました。

意見書案第2号 利用者本位の持続可能な介護保険制度の確立を求める意見書

○議長（岩館俊幸君） 日程第20 意見書案第2号 利用者本位の持続可能な介護保険制

度の確立を求める意見書についてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

6番 竹田 努さん。

○6番（竹田 努君） 6番 竹田 努です。

意見書案第2号 利用者本位の持続可能な介護保険制度の確立を求める意見書案につ

いて、提案理由をご説明申し上げます。

意見書案第2号 平成25年12月18日 木古内町議会 議長 岩館俊幸様。

提出者 木古内町議会議員 竹田 努、賛成者 木古内町議会議員 平野武志、賛

成者 木古内町議会議員 吉田 幸。

利用者本位の持続可能な介護保険制度の確立を求める意見書。

上記の意見書案を会議規則第14条第1項及び第2項の規定により、別紙のとおり提出

する。

政府は、介護保険制度について、要支援者に対する介護予防給付を市町村が実施す

る地域支援事業の形に見直すことや、一定以上の所得のある利用者の負担引き上げ等

を盛り込んだ介護保険法改正案を平成26年通常国会に提出をめざすとしています。

高齢者が住み慣れた地域で生活できるよう、下記のとおり、内閣総理大臣はじめ各

関係大臣に提出するものです。

以上、提案理由といたしますので、議員の皆様方のご賛同をよろしくお願いいたし

ます。

○議長（岩館俊幸君） 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（岩館俊幸君） 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（岩館俊幸君） 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 利用者本位の持続可能な介護保険制度の確立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（岩館俊幸君） 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いた

しました。

意見書案第3号 2014年度地方財政の確立を求める意見書

○議長（岩館俊幸君） 日程第21 意見書案第3号 2014年度地方財政の確立を求める意

見書についてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

7番 笠井敬吾。

○7番（笠井敬吾君） 7番 笠井敬吾です。

意見書案第3号 2014年度地方財政の確立を求める意見書案について、提案理由をご

説明申し上げます。

意見書案第3号 平成25年12月18日 木古内町議会 議長 岩館俊幸様。

提出者 木古内町議会議員 笠井敬吾、賛成者 木古内町議会議員 新井田昭男、

賛成者 木古内町議会議員 東出洋一。

2014年度地方財政の確立を求める意見書。

上記の意見書案を会議規則第14条第1項及び第2項の規定により、別紙のとおり提出す

る。

政府は、8月8日に閣議了解された中期財政計画において、地方の一般財源の総額に

ついては、平成25年度地方財政計画と同水準を確保するとされているものの、歳出特

別枠の見直しなども言及しており、予算編成に向けて地方交付税総額が削減される懸

念があります。

地方は、増大する地域の行政需要に対応するために必死の努力をしてきました。

地方自治体の安定的な行政運営を実現するため、2014年度の地方交付税総額の拡大

に向けて、下記のとおり、内閣総理大臣はじめ各関係大臣に提出するものです。

以上、提案理由としますので、議員の皆様方のご賛同をよろしくお願いします。

○議長（岩館俊幸君） 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

質疑ございませんか。
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（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（岩館俊幸君） 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（岩館俊幸君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。

採決を行います。

お諮りいたします。

意見書案第3号 2014年度地方財政の確立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（岩館俊幸君） 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（岩館俊幸君） 日程第22 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（岩館俊幸君） 異議なしと認め、承認することに決定いたしました。

なお、現在予定されている出張または派遣につきましては、下記のとおりでありま

すが、今後の出張または派遣する議員につきましては、その都度、議長において指名

することにいたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○議長（岩館俊幸君） 異議なしと認め、承認することに決定いたしました。

閉 会 の 宣 告

○議長（岩館俊幸君） 以上をもちまして、今定例会に付議されました案件は全て審議

を終了いたしましたので、会議を閉じます。

これをもちまして、平成25年第4回木古内町議会定例会を閉会いたします。

大変どうも、ご苦労様でございました。

（ 午後 15時36分 閉会 ）
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地方自治法第123条第2項の規定により署名する。
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