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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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平成２６年９月５日（金）第１号

○ 開 会 日 時 平成２６年９月５日（金曜日）午前１０時００分

○ 休 会 日 時 平成２６年９月５日（金曜日）午後 ５時３５分

・出席議員（１０名）

１番 福 嶋 克 彦 ６番 竹 田 努

２番 又 地 信 也 ７番 笠 井 敬 吾

３番 佐 藤 悟 ８番 新井田 昭 男

４番 吉 田 裕 幸 副議長 ９番 東 出 洋 一

５番 平 野 武 志 議 長 １０番 岩 館 俊 幸

・欠席議員（なし）

・地方自治法第121条の規定により説明のため出席した説明員

町 長 大 森 伊佐緒

副町長 大 野 泰

病院事業管理者 小 澤 正 則

総務課長 新井田 勝 幸

町民税務課長 大 瀬 政 廣

会計管理者 大 瀬 政 廣

保健福祉課長 名須賀 六 男

まちづくり新幹線課長 福 田 伸 一

まちづくり新幹線課新幹線振興室長 中 尾 敦

産業経済課長 木 村 春 樹

建設水道課長 若 山 忍

病院事業事務局長 平 野 弘 輝

教 育 長 野 村 広 章

生涯学習課長 佐 藤 宏 生

学校給食センター長 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 吉 田 廣 之



平成２６年第３回定例会　提出案件及び議決結果表

議件番号 議　　　件　　　名 議決月日 議決結果

議案第1号
平成26年度木古内町一般会計補正予算
（第5号）

26. 9. 5 原案可決

議案第2号
平成26年度木古内町国民健康保険特別会計補
正予算（第1号）

26. 9. 5 原案可決

議案第3号
平成26年度木古内町後期高齢者医療特別会計
補正予算（第1号）

26. 9. 5 原案可決

議案第4号
平成26年度木古内町水道事業会計補正予算
（第1号）

26. 9. 5 原案可決

議案第5号
平成26年度木古内町介護保険事業特別会計補
正予算（第2号）

26. 9. 5 原案可決

議案第6号
平成26年度木古内町下水道事業特別会計補正
予算（第2号）

26. 9. 5 原案可決

議案第7号
木古内町職員等住宅管理条例の一部を改正す
る条例制定について

26. 9. 5 原案可決

議案第8号
重度心身障がい者及びひとり親家庭等の医療
費の助成に関する条例の一部を改正する条例
制定について

26. 9. 5 原案可決

議案第9号
木古内町観光交流センター建設工事（建築主
体）請負契約の締結について

26. 9. 5 原案可決

議案第10号
町道南北線改修工事（その３）請負契約の締
結について

26. 9. 5 原案可決

議案第11号
北海道市町村職員退職手当組合規約の一部を
変更する協議について

26. 9. 5 原案可決

同意案第1号 木古内町教育委員会委員の任命について 26. 9. 5 原案同意

同意案第2号
木古内町固定資産評価審査委員会委員の選任
について

26. 9. 5 原案同意

報告第1号 健全化判断比率及び資金不足比率について 26. 9. 5 報告済み

認定第1号
平成25年度木古内町一般会計決算認定につい
て

認定第2号
平成25年度木古内町国民健康保険特別会計決
算認定について

認定第3号
平成25年度木古内町後期高齢者医療特別会計
決算認定について

認定第4号
平成25年度木古内町国民健康保険病院事業会
計決算認定について

 26. 9. 5
 平成25年度木古内町
 決算審査特別委員会
 に付託

 26. 9. 11
 平成25年度木古内町
 決算審査特別委員会
 の報告通り認定

－1－



認定第5号
平成25年度木古内町水道事業会計決算認定に
ついて

認定第6号
平成25年度木古内町介護老人保健施設事業会
計決算認定について

認定第7号
平成25年度木古内町介護保険事業特別会計決
算認定について

認定第8号
平成25年度木古内町介護サービス事業特別会
計決算認定について

認定第9号
平成25年度木古内町下水道事業特別会計決算
認定について

議案第12号
平成26年度木古内町一般会計補正予算
（第6号）

26. 9. 11 原案可決

発議案第1号 議会閉会中の所管事務調査について 26. 9. 11 原案承認

意見書案第１号
林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充
実・強化を求める意見書

26. 9. 11 原案可決

意見書案第2号
２０１５年度予算(介護・子ども)の充実・強化を
求める意見書

26. 9. 11 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

26. 9. 11 承認

 26. 9. 5
 平成25年度木古内町
 決算審査特別委員会
 に付託

 26. 9. 11
 平成25年度木古内町
 決算審査特別委員会
 の報告通り認定

－2－
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平成２６年第３回木古内町議会定例会議事日程

第１号 平成２６年９月５日（金） 午前１０時００分開議

日程
議 件 番 号 議 件 名

番号

１ 会議録署名議員の指名

２ 議会運営委員会報告

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 報告 第１号 健全化判断比率及び資金不足比率について

９ 議案 第７号 木古内町職員等住宅管理条例の一部を改正する条例制定について

10 議案 第１号 平成26年度木古内町一般会計補正予算（第5号）

11 議案 第４号 平成26年度木古内町水道事業会計補正予算（第1号）

12 議案 第６号 平成26年度木古内町下水道事業特別会計補正予算（第2号）

13 議案 第２号 平成26年度木古内町国民健康保険特別会計補正予算（第1号）

14 議案 第３号 平成26年度木古内町後期高齢者医療特別会計補正予算（第1号）

15 議案 第５号 平成26年度木古内町介護保険事業特別会計補正予算（第2号）

16 議案 第８号 重度心身障がい者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の
一部を改正する条例制定について

17 議案 第９号 木古内町観光交流センター建設工事（建築主体）請負契約の締結につ
いて

18 議案 第10号 町道南北線改修工事（その３）請負契約の締結について

19 議案 第11号 北海道市町村職員退職手当組合規約の一部を変更する協議について

20 同意案第１号 木古内町教育委員会委員の任命について

21 同意案第２号 木古内町固定資産評価審査委員会委員の選任について
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日程
議 件 番 号 議 件 名

番号

22 認定 第１号 平成25年度木古内町一般会計決算認定について

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

24 認定 第３号 平成25年度木古内町後期高齢者医療特別会計決算認定について

25 認定 第４号 平成25年度木古内町国民健康保険病院事業会計決算認定について

26 認定 第５号 平成25年度木古内町水道事業会計決算認定について

27 認定 第６号 平成25年度木古内町介護老人保健施設事業会計決算認定について

28 認定 第７号 平成25年度木古内町介護保険事業特別会計決算認定について

29 認定 第８号 平成25年度木古内町介護サービス事業特別会計決算認定について

30 認定 第９号 平成25年度木古内町下水道事業特別会計決算認定について
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平成２６年 ９月 ５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 裕 幸

議会運営委員会報告書

平成２６年第３回木古内町議会定例会開催にあたり、本委員会に付託された議会

運営に関する件について、会議規則第４１条第１項の規定により報告いたします。

記

１．会議開催状況

開催日 出 席 委 員 欠席委員 説 明 員 事務局

26. 9. 3 吉田、平野 な し 副町長、 総務課長 山 本

又地、竹田

新井田 吉 田

２．平成26年第3回木古内町議会定例会における議会運営について

(1) 今定例会の会期については、9月5日から11日までの7日間としたい。

5日は本会議を開催し、行政報告、一般質問、補正予算等の議案審議、平成25年

度各会計決算認定の上程を行う。

9月6日、7日は休会日とする。（実質5日間）

(2) 議事日程については、別紙配付のとおりである。

議事日程番号9から11まで及び議事日程番号22から30までは一括議題とする。

なお、重要な案件については議会運営委員会を開催することとし、議事日程の

追加や変更は議長に一任する。

(3) 付議案件は、議案11件、報告1件、同意案2件、認定9件、発議案1件、意見書案

2件である。

(4) 一般質問者は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

6月16日 第10回議会だより編集特別委員会 第5研修室 福島、平野、竹田

6月19日 例月出納検査 第2研修室 又地

6月24日 第2回総務・経済常任委員会 第5研修室 全委員

渡島総合開発期成会札幌要望 札幌市 議長

渡島総合開発期成会中央要望 東京都 議長

平成26年度渡島地方消防総合訓練大会 鹿部町 議長

自由民主党木古内支部定期総会 宿きたかい 議長

6月30日 平成26年第4回木古内町議会臨時会 議場 全議員

7月3日 第14回総合交通体系調査特別委員会 第5研修室
福嶋、又地、佐藤
平野、笠井、新井田
東出、岩館

7月4日
～7月5日

北海道町村議会議長会主催議員研修会 札幌市
福嶋、又地、佐藤
平野、笠井、新井田
岩館

7月8日 第2回渡島西部広域事務組合議会臨時会 福島町 佐藤、新井田、岩館
議長に報告
議員に配布済み

7月10日 例月出納検査 第2研修室 又地

7月14日 第15回総合交通体系調査特別委員会 第5研修室
福嶋、又地、佐藤
吉田、平野、笠井
新井田、東出、岩館

7月16日 監査委員決算審査 第2研修室 又地

7月17日 第11回議会だより編集特別委員会 第5研修室
福島、吉田、平野
新井田

7月19日 第19回ＪＡ夏まつり 知内町 副議長

7月22日
～7月24日

渡島西部四町議連協研修視察
上士幌町
音更町

佐藤、吉田、笠井、岩館

7月25日 監査委員決算審査 第2研修室 又地

7月26日 木古内町民プールオープニングセレモニー
ふるさとの森
プール

福嶋、又地、佐藤
吉田、笠井、新井田
東出、岩館

平成26年第5回木古内町議会臨時会 議場

第16回総合交通体系調査特別委員会 第5研修室

渡島町村監査委員協議会例会 知内町 又地

6月25日
～6月27日

6月28日

福嶋、又地、佐藤
吉田、平野、笠井
新井田、東出、岩館

議長諸報告（平成２６年第３回定例会提出）

7月28日

平成２６年第２回木古内町議会定例会（６月１２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。
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月   日 出席した会議等名称 場   所 出 席 者 備   考

監査委員決算審査 第2研修室 又地

平成26年度南渡島地区乳牛共進会 幸連育成牧野 佐藤、笠井、岩館

衆議院議員前田一男氏移動政調会 第1研修室
又地、吉田、平野
笠井、新井田、東出
岩館

7月31日
～8月1日

北海道新幹線建設促進関係自治体議長会総会及び
中央要望

東京都 議長

8月1日 第27回反核平和の火リレー庁舎前集会 役場駐車場 副議長

8月2日
鶴岡市木古内町姉妹都市盟約25周年記念式典・祝
賀会

中央公民館 全議員

監査委員決算審査 第2研修室 又地

平成26年第3回渡島西部広域事務組合議会臨時会 福島町 佐藤、新井田、議長
議長に報告
議員に配布済み

8月6日 監査委員決算審査 第2研修室 又地

例月出納検査 第2研修室 又地

監査委員決算審査 第2研修室 又地

きこない咸臨丸まつり2014開会式 みそぎ公園 議長

咸臨丸パレード 町内 議長

佐女川神社例大祭 福祉の家 議長

8月16日 佐女川神社例大祭 佐女川神社 議長

8月17日 佐女川神社例大祭 佐女川神社 議長

8月18日 西野神社例大祭 西野神社 議長

8月19日 古泉神社例大祭 古泉神社 新井田

8月20日 塩釜神社例大祭 塩釜神社 平野

8月21日 第3回総務・経済常任委員会 第5研修室 全委員

8月22日
～8月23日

議会広報研修会 札幌市 平野、竹田

8月23日 平成25年度決算審査のまとめ 第2研修室 又地

主要道道江差・木古内線整備促進期成会函館要望 函館市 議長

主要道道江差・木古内線整備促進期成会札幌要望 札幌市 議長

8月27日
～8月28日

渡島・檜山町村議会議長連絡会議 鹿部町 議長

8月30日 渡島西部四町議会議員対抗パークゴルフ大会 佐女川農村公園 全議員

9月1日 第2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

9月3日 第4回議会運営委員会 第5研修室 全委員、副議長、議長

8月15日

8月25日
～8月26日

7月30日

8月4日

8月12日
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平成２６年 ９月 ５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

26. 5.26 竹田、新井田、又地、佐藤 福 嶋 大野副町長、若山建設水道課長 山本
吉田、平野、笠井、東出 小池主幹、小西技師

岩館 野村教育長、佐藤生涯学習課長 吉田
渋谷主幹、西山主査

大瀬町民税務課長

26. 6.24 竹田、新井田、福嶋、又地 な し 大森町長、大野副町長 山本
佐藤、吉田、平野、笠井 新井田総務課長、若山建設水道課長

東出、岩館 小池主幹、構口主査、小西技師 吉田
木本主査、福田まちづくり新幹線課長

野村教育長、佐藤生涯学習課長

渋谷主幹、西山主査、木元学芸員

26. 8.21 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 田畑主査、幅崎主査

東出、岩館 福田まちづくり新幹線課長、 吉田
中尾新幹線振興室長、加藤主査

中山主査、畑中主査、

若山建設水道課長、野村教育長

佐藤生涯学習課長、渋谷主幹

西山主査、平野病院事業事務局長

２．所管事務調査項目

（１）建設水道課課

①町民プール建設工事について

②朝日団地建設工事について

③町道南北線改修工事について

④北海道新幹線工事に伴う町道の維持・管理状況について

（２）教育委員会

①町民プール建設工事について

②中央公民館の耐震工事と利用計画について

③資料館（旧鶴岡小学校）の整備状況について

④ふるさとの森スキー場の改修について
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（３）町民税務課

①危険家屋の経過について

（４）総務課

①工事契約について

②財政収支計画について

（５）まちづくり新幹線課

①駅周辺整備事業について

②観光交流センターについて

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）町道の維持・管理について

北海道新幹線等の関連工事に伴う、町道の維持・管理状況について現地調査を行

った。

北海道新幹線関係については最終段階に入っているが、高規格幹線道路関係につ

いては継続事業として進められており、多くの工事車両が町道を利用している。町

道の使用に関しては、今後とも関係機関と十分な協議を行う中で、道路の補修など、

維持・管理に鋭意配意するとともに、工事終了後における町道の維持・管理方策に

ついて検討されたい。

また、佐女川地区の地下歩道橋については、利用者の声を十分に反映する中で、

周辺の環境整備や防犯カメラの設置等を含めた防犯対策が図られるよう改善を求め

る。

（２）ふるさとの森プールについて

７月26日に新装オープンした「ふるさとの森プール」は、多くの町民の皆さんか

ら喜びの声も聞かれ、大変うれしい限りである。

一方、オープンから１か月余りが経過する中で一部、更衣室内の排水処理等に対

する要望も出されており、早急に手立てを講ずる中で快適なプール運営が図られる

よう望むものである。
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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26年第3回木古内町議会定例会を開会いたします。

ただいまの出席議員は10名でございます。

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

した。

ただちに本日の会議を開きます。

本日の議事日程及び説明員は、別紙配付のとおりであります。

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26年6月12日に開かれました、平成26年第2回木古内町議会定例会において調査の申し

出がありました、議会運営に関する件についての報告を求めます。

議会運営委員会 委員長 4番 吉田裕幸さん。

○4番（吉田裕幸君） 平成26年9月5日 木古内町議会 議長 岩館俊幸様。木古内町議会運

営委員会委員長 吉田裕幸。

議会運営委員会報告書。

平成26年第3回木古内町議会定例会開催にあたり、本委員会に付託された議会運営に関す

る件について、会議規則第41条第1項の規定により報告をいたします。

記 1. 会議開催状況。

会議開催状況におきましては、開催日9月3日、以下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26年第3回木古内町議会定例会における議会運営について。

(1)今定例会の会期については、9月5日から11日までの7日間としたい。

5日は本会議を開催し、行政報告、一般質問、補正予算等の議案審議、平成25年度各会計

決算認定の上程を行う。9月6日、7日は休会日とする。（実質5日間）

(2)議事日程については、別紙配付のとおりである。

議事日程番号9から11まで及び議事日程番号22から30までは一括議題とする。

なお、重要な案件については議会運営委員会を開催することとし、議事日程の追加や変更
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は議長に一任する。

(3)付議案件は、議案11件、報告1件、同意案2件、認定9件、発議案1件、意見書案2件であ

る。

(4)一般質問者は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。

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

から9月11日までの7日間といたしたいと存じますが、これにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○議長（岩館俊幸君） ご異議ないものと認めます。

よって、本定例会の会期につきましては、本日から9月11日までの7日間と決定をいたしま

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、別紙配付のとおりであります。

なお、6月26日に渡島総合開発期成会札幌要望を、27日には東京要望を行っており、東京

要望につきましては、髙木国土交通副大臣に対しまして、北海道新幹線の建設促進、北海道

縦貫自動車道の整備、幹線道路網の整備促進として、特に松前半島道路の整備促進について

強く要望してきておりますのでご報告をさせていただきます。

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26年6月12日に開かれました、平成26年第2回木古内町議会定例会において調査の申し

出がありました、総務・経済常任委員会所管事務調査についての報告を求めます。

総務・経済常任委員会 委員長 6番 竹田 努さん。

○6番（竹田 努君） 6番 竹田 努です。

平成26年9月5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
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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。

会議開催状況につきましては、5月26日、6月24日並びに8月21日の3回にわたりまして、開

催をしております。

2. 所管事務調査項目。

所管事務調査項目につきましては、建設水道課ほか4課で町民プールの建設工事について

など、現地調査を含めて13項目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）町道の維持・管理について。

北海道新幹線等の関連工事に伴う、町道の維持・管理状況について現地調査を行った。

北海道新幹線関係については最終段階に入っているが、高規格幹線道路関係については継

続事業として進められており、多くの工事車両が町道を利用している。町道の使用に関して

は、今後とも関係機関と十分な協議を行う中で、道路の補修など、維持・管理に鋭意配意す

るとともに、工事終了後における町道の維持・管理方策について検討をされたい。

また、佐女川地区の地下歩道橋については、利用者の声を十分に反映する中で、周辺の環

境整備や防犯カメラの設置等を含めた防犯対策が図られるよう改善を求める。

（2）ふるさとの森プールについて。

7月26日に新装オープンした「ふるさとの森プール」は、多くの町民の皆さんから喜びの

声も聞かれ、大変うれしい限りである。

一方、オープンから1か月余りが経過する中で一部、更衣室内の排水処理等に対する要望

も出されており、早急に手立てを講ずる中で快適なプール運営が図られるよう望むものであ

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） ご異議ないものと認めます。

以上を持ちまして、報告を終了いたします。

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、別紙配付のとおりであります。

なお、町長から行政報告の申し出がありますので、これを許します。

町長。
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○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、時節柄何かとお忙しい中、ご出席いただきましたことを感謝申し上げま

す。

平成26年第3回定例会の開催にあたり、行政報告が3件ございますので、ご報告をいたしま

す。

1点目は、台風11号による被害状況等についてでございます。

8月10日から11日にかけて日本海を北上した台風11号による、町内での被害状況等につき

ましては、非住家被害2件、これは車庫の一部損壊、被害額約5万円。さけ畜養施設の一部損

壊、被害額約150万円。海岸の一部洗掘2か所、これは字大平17番地1地先において、洗掘幅1

2.5ｍ。同じく、字大平20番地1地先、洗掘幅80.0ｍ。主要道道江差木古内線法面崩壊2か所

でございます。

なお、主要道道江差木古内線は法面崩壊により8月11日から15日まで全面通行止め、16日

から片側交互通行となり、現在も続いております。この影響で、木古内江差間の路線バスは、

8月11日から12日まで全面運休、8月13日から15日までは木古内駅～吉堀停留所間を1日2往復

の運行となりましたが、16日以降は通常運行となっております。

なお、海岸の一部洗掘写真につきまして、添付をさせていただきましたのでご参照いただ

ければと思います。

2点目は、ＪＲ江差線大釜谷道路踏切事故に伴う油漏洩処理についてでございます。

8月27日20時02分頃、ＪＲ江差線大釜谷道路踏切を通過した特急列車が、踏み切りを通っ

た車の荷台から落下したと思われる投光器と衝突し、投光器の燃料が踏み切り上に漏洩した

ために、21時56分に木古内警察署の要請を受け、木古内消防署車両2台と消防署員5人が出動

いたしております。現地に到着後、漏洩した油の中和作業と拭き取り作業を行い、23時10分

に処理作業を完了しております。

なお、衝突による人的被害や油の河川等への流失はございませんでした。

3点目は、企業誘致に関する取り組みについてでございます。

8月27日、東京都で開催された「北海道新幹線の新駅前等投資促進フォーラム」に出席を

してまいりました。主催は、北海道、函館市、北斗市、木古内町、北海道企業誘致推進会議

で、新幹線開業に向け、新函館北斗駅、木古内駅の新駅や函館駅の周辺開発への投資促進に

向けて、立地環境をＰＲすることを目的に開催したものでございます。

フォーラムには、首都圏を拠点とする大手デベロッパーやホテル、外食産業など、幅広い

業種から53名の参加者があり、当町への企業誘致についてプレゼンテーションを行ったとこ

ろでございます。

プレゼンテーション終了後の個別ブース懇談会では、数社から相談があり情報提供等を行

いましたが、この度は具体的な進展はありませんでした。

今後につきましても、各種フォーラム等を活用し積極的な企業誘致活動を進めてまいりま

す。

以上で行政報告を終わります。

○議長（岩館俊幸君） 町長の行政報告が終わりましたけれども、何かございましたら。あ

りますか。

9番 東出洋一さん。
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○9番（東出洋一君） 9番 東出です。

町長に何点かちょっとお伺いしておきたいと思います。

まず先に、今回の台風11号による被害状況を報告されたわけですが、主要道道江差線の関

係なのですが、これはまだ情報として提供していただきたいと私は思うのですけれども。

いま現在まだ片側通行で、そして地元の建設会社が交通誘導をまだやっているのだと。そ

うしたその中で、まだ工事が発注されていないので、この辺の情報を得て、いつ頃からこの

道路工事が業者が決まって開始をするのか、その辺の情報を一つお聞かせ願いたいと思いま

す。

それからもう1点は、今回写真も付けてくれたのですが、この11号の台風被害による浸食、

並びに法面の崩れた関係なのですけれども、この辺上の写真を見ると、左側に栗石というの

ですか、割栗というのですか、大きな石を積んでここまで工事がされていて、何ともなかっ

たのかなと。そのあとがこうやってえぐられているのですけれども、この辺の工事もいつ頃

から工事に入れるものなのか。道のほうとの協議はおそらくなされていると思いますし、ま

た情報も収集していると思うので、その辺のご報告をいただきたいなと思います。

それともう一つ、町長の諸報告の中でなのですが、いいですか。6月20日、「滄海友の会の

20周年記念祝賀会」とあるのですけれども、私が大変勉強不足なのかわからないのですけれ

ども、この「そうかい」と読むのかどうなのかわからないのですけれども、これはどういう

ような催しで、当町とどういう関わりがあるのかなと一つの疑問を抱いていますので、この

辺の説明をお願いしたいと思います。

それから、8月7日です。先ほど、議長のほうから中央要請等をしたことを報告を願ったの

ですけれども、26年8月7日北海道新幹線建設促進関係自治体の合同の中央要望とあるのです

けれども、この辺についてはどういうようなものを当町として要望してきたものなのか、こ

の辺ちょっとこの機会ですので、我々のほうにご報告願えればと思いますので。

以上、4点になりますか、お願いします。

○議長（岩館俊幸君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君） 東出副議長のお尋ねにお答えいたします。

江差木古内線につきましては、このあと建設水道課長から説明をさせますが、当町におき

ましては江差町・上ノ国町と3町による主要道道江差木古内線の協議会がございます。

その中で、この事故後の要望活動でございましたので、渡島総合振興局では函館建設管理

部、それから北海道では建設部。部長に対してこのことを伝え、早急に対策を講じるよう、

現在の処理、そして今後事故の起きないようにという要請をしたところでございます。諸報

告の8月25日ということでございます。

海岸の件につきましては、後ほど産業経済課長から説明をさせます。

諸報告の6月20日、滄海友の会。これは、海上自衛隊の父兄のかた、あるいは自衛隊に支

援をしているかた。さらには、企業のかたなど海上自衛隊を含む、自衛隊を支援する皆様方

の集まりでございまして、管内におきましては全ての首長に案内がまいりますので、ここに

は自衛隊に対する理解を示すという意味でも極力出席をしているところでございます。

なお、大きな事業は新年会と周年行事、さらには海上自衛隊の持っている船が入港した時

に、船の見学会などが開催されておりまして、できるだけ出席をするようにしているところ

でございます。
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また、4点目の渡島総合開発期成会での要望でございますが、これは。失礼いたしました。

8月7日の北海道新幹線建設促進関係自治体連絡協議会の合同中央要望でございますが、こ

ちらは、この会は関係自治体とありますように、新幹線の駅ができる自治体。北から札幌市、

小樽市、倶知安町、長万部町、八雲町、北斗市、木古内町。さらには、車両基地ができる七

飯町、そして中心地であります函館市で構成しております。

ここ数年、札幌市が会長を務めてりますが、ここ数年札幌市での事務局のはたす役割がち

ょっと後退しておりましたので、「改めて各自治体から要請活動を行うべき」と。この意見

を受けて、中央要望を行ったところでございまして、その行った内容についてのお尋ねでご

ざいますが、現在進めております新函館北斗駅までの早期開業。そしてまた、札幌市延伸の

早期、これは開業と言っていいのでしょうね、開業。そして、新幹線に対する予算の確保、

また青函トンネル内の貨物列車と新幹線の共用区間についての高速運行、こういった主に4

点が要望事項となっております。

○議長（岩館俊幸君） 建設水道課長。

○建設水道課長（若山 忍君） 道道江差木古内線の片側通行の件ですけれども、8月11日の

台風によりまして、午前1時40分に規制の雨量に達したため、道道の通行止めをかけており

ます。その後、午前2時10分に路肩法面の崩壊がありまして、通行止めを継続しております。

この通行止め及びそのあとの片側交互通行につきましては、道道の維持管理を行っている

地元の建設会社が通行止めの手続き、あるいは交通規制等を行っております。

現在の情報では、今月中にこの法面崩壊の復旧工事を発注するというふうに聞いてござい

まして、片側通行解除の時期につきましては災害復旧工事後ということで、現在のところは

未定となっております。

○議長（岩館俊幸君） 産業経済課長。

○産業経済課長（木村春樹君） おはようございます。

海岸の洗掘について、説明させていただきます。図面の画像にあるとおり、この洗掘され

た箇所から木古内側につきましては、家屋なり施設がありましたので、緩傾斜式護岸で整備

しておりましたが、若干の崩落が昨年くらいからありまして、手当てをしているところでご

ざいます。この崩落箇所につきましても、この台風前にも若干の崩落が見られたのですが、

さらに波なりで崩落が大きくなったところでございます。

下段の画像に記載のとおり、応急措置としてブロックを仮置きするということであります。

ここの箇所から大平川に向かって、事業主体の北海道が年次的に本格的な工事を行うとい

うことで、この間進めてまいりました。この箇所につきましては、今月中に本格的な工事の

発注予定というふうに伺っておりますので、ここは守られていくのではないかなというふう

に思っています。以上です。

○議長（岩館俊幸君） ほかにございませんか。

8番 新井田昭男さん。

○8番（新井田昭男君） 8番 新井田です。

3番の企業誘致に関する取り組みということで、ちょっとご報告がありました。この件に

関して、ちょっとお知らせをいただきたいと思います。

内容から見ると、幅広い職種からということで記載されています。プレゼンのあとで、「数

社からの相談があった」というご報告ですけれども、いわゆる業種をちょっとお知らせをい
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ただけないですか。

この件に関しては我が町としても、あるいは議会としても非常に興味津々な部分がありま

して、そういう部分を含めてちょっとその辺をお知らせをいただきたいということでお願い

します。

○議長（岩館俊幸君） 副町長。

○副町長（大野 泰君） おはようございます。

27日は私も出席をさせていただきました。プレゼンが終わったあとの個別ブースの中には、

5名のかたがお尋ねをいただきました。

その中で、木古内に関心をお持ちをいただいた事業につきましては、種類は外食産業が1

社、情報通信・ＩＴ関係が1社でございます。残りの3社は北海道企業でございまして、企業

誘致に関しての意見交換・アドバイス等をいただいたというような状況でございます。

○議長（岩館俊幸君） 5番 平野武志さん。

○5番（平野武志君） 5番 平野です。

まずは、先ほどの新井田議員の質問に若干関連するわけでございますけれども、3番目の

企業誘致に関する取り組みについてでございます。

この企業誘致に関しましては、我々議員一同「大いに積極的に取り組むべきだ」と過去か

ら助言と言いますか、提言しております。

この8月27日の件に関しましては、先の常任委員会で「このようなフォーラムに行ってく

る」という報告がなされ、その中で大いに議論された部分でございます。

その中で、内容の精査が若干甘いのではないかという話が出されました。あるいは、今後

について内容の精査。内容の精査と言いますのは、「誘致条例の見直しも含めた、ホームペ

ージの記載等も含めた部分で精査した上で進めたほうがいいのではないか」という報告と言

いますか意見が出されて、その常任委員会の中では「今後その部分を精査していく」という

答弁をいただいたわけでございますけれども、こちらの町長の行政報告を見ますと、「今後

につきましても各種フォーラム等を活用し、進めてまいります」という記載しかございませ

んので、その辺の精査は今後きちんと進めていくのかどうなのか。きちんと進めていった中

で、今後進めていくというお言葉をいただきたいと思います。

あと1番にちょっと戻りますけれども、直接的な被害ではないかもしれませんけれども、

台風あるいは高波、最近の高波等によって、浜にたくさんの流木やごみが打ち上げられてい

る状況でございます。

先日、管轄は国だと思うのですけれども、木古内町にも要請があり調査をしたとのことで

すけれども、今後重機が入ってどこの場所の流木を省いていくのかという状況がもしわかれ

ば教えていただきたいなと思うのと、もう1点が町長諸報告ですけれども、8月20日塩釜神社。

すみません細かいことなのですけれども、事前に指摘しておけば良かったのですけれども、

いま気づいたものですから。塩釜神社については、代理出席ではなかったかと記憶している

のですけれども、こちらも正確な備考欄の記載についてお答えください。

○議長（岩館俊幸君） いまの件ですけれども、ごみの件については委員会がございますの

で、ごみの件については委員会のほうでやっていただきます。きょうは行政報告の中では、

ちょっと馴染まないと思いますので、よろしくお願いいたします。

そのほかに、町長答弁お願いいたします。
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町長。

○町長（大森伊佐緒君） この度の企業誘致の、これは北海道から各自治体に向けて「共同

で行いましょう」ということで、新たな取り組みということでございますので、この新たな

取り組みに対して積極的に参加をしたということでございます。これまで、従来個別に企業

誘致に取り組んでおりますので、これは継続して取り組んでいくということに何ら変わって

おりません。また、そのほかに企業誘致の可能性があるところに対しましては、積極的な働

きをすると。この取り組みとは別の行動もしているということで、ご理解をいただきたいと

思います。

諸報告につきまして、8月20日釜谷神社例大祭、これは記載漏れでございます。大変失礼

いたしました。当日、渡島振興局でその下の欄にあるような社会保障制度の改革についての

説明会に出席いたしましたので、この塩釜神社については欠席としております。十分気を付

けて記載するようにいたします。

○議長（岩館俊幸君） 5番 平野武志さん。

○5番（平野武志君） 企業誘致に関する答弁については、若干ちょっと思惑が違うのかなと

思います。

今回のこの件が新しい取り組みだということは、私も把握しています。この新しい取り組

みに行くにあたって、「内容の精査が足りなかったのではないか」という指摘を常任委員会

の中でしました。ですので、今後につきましてもこの新しい企業誘致を進めるということは

理解をするのですけれども、「行くにあたって中身をきちんと精査した上で、行ってくださ

い」と委員会内でお願いしていますので、その部分をきちんと精査した中で進めるのかとい

うお答えをいただきたかったのが1点です。

それともう1点、先ほど議長からは「ごみの問題については委員会で」という話がありま

したけれども、ごみばかりではなくて、漁師さん、漁港内、そのような流木については、直

接的な被害額という記載はないのですけれども、実質の被害だと私は思っておりますので、

議長のお許しをいただき、浜の人達が困っている現状をどのような。被害だと思いますので、

わかっている範囲で教えていただきたいという質問ですので、もう一度お聞きしたいと思い

ます。

○議長（岩館俊幸君） 副町長。

○副町長（大野 泰君） この8月27日のフォーラムに出席する前に、議会の常任委員会で一

部ご説明をさせていただきました。

その際に、ご意見をいただいた点につきましては、改善すべき点は改善するということで

取り組んでまいりたいというふうに思っております。

木古内町の企業誘致に関する振興条例、これについては既に定まったものがございますの

で、その範囲を今回は出ることができないという中での説明をさせていただきました。

北斗市、函館市と比べるとやはり私もほかの町のプレゼンを聞いていて、うちの振興条例

で少し足りない部分もあるのかなというようなことで、これについては国の支援政策もある

ようでございますので、担当のほうには確認をするようにということで話はしております。

また、プレゼンの内容についても、清廉と言いますか十分に経験のあるところは参加者に

わかりやすいような説明になっている。その点につきましてもブラッシュアップ、帰ってき

てからすぐに「我々のプレゼンの内容を見直すように」というような指示をしてございます
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ので、次の機会があればそれを十分に発揮できるものというふうに思っておりますし、また

企業誘致に関する支援策につきましても、このあとまとめ次第、議会のほうにお示しをして

行きたいというふうに考えております。以上です。

○議長（岩館俊幸君） 流木についての関係については、知っている範囲でお答えください。

産業経済課長。

○産業経済課長（木村春樹君） 平野議員からのお尋ねでございます。

台風を含めての最近の海岸漂着物の関係ということで、この台風の前にかなりの強風の状

況がございまして、その際に釜谷漁港への多くの漂着と札苅漁港の木古内側。体験観光を行

っている通称、札苅浜のところの漂着がございました。

これについて、管理者であります北海道の各部局と相談をしたのですが、できれば地元行

政のほうで処理していただきたいということでしたので、建設水道課や町民税務課の担当部

局と相談をして、そこは処理をした経緯がございます。

なお、その際には漁業者から特段の通報などはございませんでしたが、近隣のかたなりか

らの連絡なり、利用者の連絡がありましたので、そのような対応を取っております。

以上です。

○議長（岩館俊幸君） 5番 平野武志さん。

○5番（平野武志君） いまの流木の件ですけれども、木村課長がおっしゃったあとに、おそ

らくつい最近の話なのです。行政の若いかたが数名で木古内の浜を見回って、それは北海道

からの要請だと思うのですけれども、北斗市には既に重機が入って、流木の撤去等をしてい

るようなので、今回木古内町が調査をして、その後木古内にいつ頃どういう場所に撤去に来

るのだという情報を教えていただきたいという質問です。

○議長（岩館俊幸君） 町民税務課長。

○町民税務課長（大瀬政廣君） ただいまのご質問ですけれども、2日前に流木調査等、ごみ

の量を調査してございます。

本日ですが、渡島振興局のほうにごみの量をデータで持って行って、振興局のほうときょ

う打ち合わせをするということになってございます。

調査は、大釜谷地区から新道地区までの全域ということになりますけれども、先ほど産業

経済課長のほうのお話もありましたように、各部局がございます。建設海岸、漁港海岸、農

地海岸というふうな形になっておりまして、その部局のほうとこれから話を詰めるというこ

とで進めてはおります。

漁組さんのほうは、これから鮭の遡上がはじまりますので、「11月20日頃までは海岸をい

じってほしくない」というようなことも若干聞いておりましたので、データ的な打ち合わせ

は進めますけれども、実際着手するとなれば11月20日以降のような形でいま事務を進めてい

るような状況でおられます。以上です。

○議長（岩館俊幸君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君） この流木等の海岸の汚れにつきましては、漁業を営む皆さんの仕

事にも支障が来しますし、あるいは町の景観からいってもよろしくないということで、私ど

もでは早急に渡島総合振興局のほうに相談を持ちかけております。

例年ですと、旧土現、函館建設管理部が入札を行って事業者を決定し、そして工事に入る

ということが普通の流れなのですが、このところ落札ができないというケースが多々見受け
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られると。したがいまして、渡島総合振興局では生活環境の担当のほうから、「町のほうに

清掃費用をお渡しします」と。「町のほうで発注をして片付けてください」と、「こういう

資金の利用の仕方もある」と。いま二つの方向で私どもがどちらを選ぶか。

そしてまた、渡島総合振興局がどちらがいいのかという協議をする中で、現在大瀬町民税

務課長が説明したように、地元での調査を行って報告をしている。そのあとで、選択がなさ

れるという進みになっております。

○議長（岩館俊幸君） ほかにございませんか。

町民税務課長。

○町民税務課長（大瀬政廣君） 答弁漏れをしました。北斗市はいま町長が申し上げたよう

に、北斗市自体でそのような形で発注をするような体制を取っております。

茂辺地のところの海岸については、そのお金で撤去したということを北斗市から聞いてお

ります。以上です。

○議長（岩館俊幸君） 以上をもちまして、行政報告を終了いたします。

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の順によって行うことにいたします。

はじめに8番 新井田昭男さん。

○8番（新井田昭男君） 8番 新井田です。

第3回定例会において、一般質問をさせていただきます。

新幹線絡みの工事も最終ラウンドに近い状況にあり、駅前周辺も来たるべく開業に向け、

大きく変貌しようとしております。

町長はじめ、関係行政職員各位には、大変なご尽力をいただいているところです。今後と

も、残された課題に誠心誠意取り組んでいただきたいものです。

さて、目線を少し変えますと、我が町の基幹産業であります農林水産業の中で、最も衰退

の変貌を極めているのが水産業と感じております。

また、今後の我が町の子ども事情を思う時、さらなる子育て支援を講じるべきと考え、こ

の2点についてお尋ねします。

質問1は、木古内町の水産業衰退に対する対策についてです。

町では、木古内町第5次振興計画の検証の中で、「平成元年では漁家106戸・漁業就労者186

人で、平成10年では67戸・102人と大きく減少している。新規就業者や後継者の減少で漁業

就労者の高齢化が年々進行しているため、新たな支援制度の確立が急がれる。」また、施策

面では「漁業の担い手の育成や確保のため、就労環境等の整備を図り、新規就業希望者への

情報提供や交流活動を促進します。」と記載していますが、確認の意味でこの10年間でどの

ような成果があったのか。

また、木古内町第5次振興計画から木古内町第6次振興計画への水産業に対する登載文言も

おおむね同様としている中で、最優先課題である支援制度の成果も全く見受けられず、新規
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就業者・後継者・高齢化対策が平成元年、平成10年、平成20年までの漁家数、就業者数の分

析の記載のみとなっている。これに対し、施策のテーマの中に具体的な対応策が記載されな

い。

今後、行政として現状を踏まえた中で、我が町の水産業衰退に対する歯止め策をどう講じ

るのか。補助対策・新規就業者対策・後継者対策の観点から町長の見解をお伺いします。

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） 8番、新井田昭男議員のお尋ねにお答えいたします。

当町の水産業につきましては、新規就業者や後継者不足に加え、漁業就労者の高齢化など

が進んでおりまして、大変厳しい環境にあると認識をしております。

これまでも担い手策として、平成12年度に新規漁業着業者支援事業に取り組み、事業の一

環として平成14年度から「ふるさと体験制度」による漁業体験を実施しておりますが、利用

実績はございませんでした。

また同時期に、漁業着業希望者が1家庭ございましたので、漁協など関係機関と協議をし

た上で、町として住宅の斡旋など就労環境を整えた上で、受け入れをした経緯がございます

が、結果として離業をしたところでございます。

こうした中で、平成16年度からの第5次振興計画において、漁業の担い手の育成、あるい

は確保策について取り組むとしたところでございますが、地方財政が逼迫をしているという

ちょうどそのような時期と重なりまして、当町の財政も危機的な状態になっていたと。そう

したところから、新たな事業については実施することが困難であった。

現在は、財政が比較的安定をしてきたことを背景に、第6次振興計画では後継者対策を優

先し、第5次振興計画に引き続き、生産基盤の整備と漁業経営の安定化を図ることとしてお

ります。

資源管理と確保につきましては、ウニ人工種苗事業を拡大するとともに、アワビ、ヒラメ、

クロソイの人工種苗事業、さらには魚礁の造成を目的に、北海道が事業主体として行ってい

る水産基盤整備事業の継続などを着実に実施してまいります。

後継者対策につきましては、ホタテ・コンブの養殖施設の整備を行い、後継者が戻って直

ちに着業しやすい環境整備に努めております。

また、新規就業対策につきましては、上磯郡漁協を構成する北斗市、知内町も同様の課題

を抱えておりますので、連携した協議を進めているところでございます。

今後、新規就業対策窓口であります北海道漁業就業支援協議会との連携強化や情報収集に

努めるほか、現在進めている庁舎内の人口減少対策検討会議では、他産業の雇用対策や新規

受入れ態勢など、幅広い議論を行い、水産業の振興に努めてまいりたい考えております。

○議長（岩館俊幸君） 8番 新井田昭男さん。

○8番（新井田昭男君） いまの町長の答弁の中では、要するに私が意図するこの10年間でま

ずどのような成果があったのかという部分に関しては、要するに「何も成果はございません

でした」ということですよね、早い話が。

それと、この第5次から第6次振興計画に移行する時に、全く文言が同じなのですよ。これ

も、私はこういう形でお知らせをしているのですよ。こういう中で、施策テーマの中にこう

いう文言は一切ないというのは、現状を把握していて、いいですか。行政はもう元年からこ
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ういう漁業の衰退に関して、要するに分析をしているのですよ、あなた方は。にも関わらず、

一切それに。文言では、いわゆる振興計画云々なるものを「ああだ、こうだ」という、いわ

ゆる文言では非常に、「うん、たいしたものだ」とそういう評価を受けるような表現はして

いるのだけれども、経過を見ると全くその成果がないのですよ。いま町長がおっしゃったよ

うに、迫力がないですよ全然。

それで、助成に関しては、これは大いに今後とも続けていただきたいと私もそう思います。

この直近の3か年で、おおよそ1年間漁業に対する助成というのは2,500万円くらいに至っ

ています、均していきますと。約7,500万円ですよ、3年間で。このぐらいのやはり投資をし

ているわけですよ。にも関わらず、それはいわゆる捕る事業から育てる事業とかいろいろあ

ります。先ほど言ったようにコンブだとか養殖関係の、これは養殖事業だけでも約30％ぐら

い使っているのですよ。40％ぐらいですね。約2,900万円使っているのですよ。これら、こ

ういう形でうんと大いにやってもらいたいです。

しかしながら、やはりこれをどう生かすも殺すもやはり人なのですよ。人がいないと何も

できないのですよね。だから、これらは全て前々から私ども議会でもそうですし、一般質問

でもそうですし、要するに人口減と全てラップしてしまうのですよね。

だから町長が、こうですよ、参考としてちょっとお聞きしてください。平成16年、つまり

我が木古内町が組合が統合した時代ですよ、平成16年といいますと。その当時で、木古内・

札苅・泉沢・釜谷、この4地区で59名いたのですよ、組合員が。つまり25年の状況を見ます

と、37名なのですよトータルで。もう37％、約40％、やはりもう離職してしまっているので

すよ。あるいは、見極めをつけて別な職業に就いているかですよ。こういう状況で特に一番、

半分の50％減というのが木古内ですよ。そして、泉沢ですよ。これが一番ひどいです。札苅

は31％なのですよ。人数でいきますと16年当時は29名、いまは20名なのですね。こういう状

況で、いまの状況でいったら札苅にお願いをするしかないですよ、我が漁組は、漁業関係は。

だから、なぜこういう状況なのだろうというふうに。これは、ある意味ではこの10年間、歴

代の担当課長を含めて当然代わっていっているわけですよ。だから、担当課長云々というこ

とではなくて、行政全体の流れがやはり非常に目線が同じ目線しか見ていないですし、アン

テナの張り方も一方方向しか向いていないということですよね。だから、こういう部分をま

ずどうするのか。そして、いま私は後継者問題に関しては、もう手遅れだと思っているので

すよ。先ほどいろいろ話が出ましたよね、後継者を呼んで来るためのいろいろ策を練るのだ

とか。だけれども、実態を見てください。そういう中で、「後継者を呼んでどうのこうの」

と言うそういうレベルではないと思うのです、私は。ならばですよ、ならば先ほど町長から

もちょっと出ましたけれども、「新規の就業者を呼び込むのだ」と、これしか手はないと思

うのですよね。だから、これをではどうするのだという施策は漁組とタイアップしてくださ

いよ、もっともっと。先ほど言ったように、やはりやめていくかたの資材、これも調達しな

がら。つまり失業者をターゲットに入れながら、一つの提案ですよ。こういうことも含めて、

あるいは住宅部分の諸事情も含めて、やはり町と組合ががっちり握手をしないと。これなん

かでも、いまいま対策と言っても、「じゃあ来年から来る、再来年から来るよ」ということ

にはならないと思いますが。だからこういう部分を、どういうふうに考えているのか。成り

行きだけでの答弁では、私はちょっと納得できないです。これにちょっともう1回お知らせ

してください。
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○議長（岩館俊幸君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君） 新井田議員のお尋ねのとおり、ここ10年間の成果ということにな

りますと、当初計画していた事業が十分に結果として残せなかったということは、反省しな

ければならないと思います。

問題は、今後どのような対策を取って、漁業の振興・発展に努めるかということになるか

と思いますが、何もしないということにはなりませんので、先ほどご説明しましたお尋ねに

あったそれぞれの対策を講じていくということにしておりますが、中でも国の漁業振興策等

もございますので、こちらも十分に確認をしまして、漁業だけというわけにはいきませんの

で、農業とのバランスも考えながら具体的な制度設計は作っていかなければならないと。で

は、具体的な制度設計はどのように作るのだということになりますが、議員指摘のとおり、

漁組との連携をより綿密に行う必要性があるとは感じております。今後の行政と担当という

ことではなくて、もっともっと漁組との連携を図ることが必要で、その上で制度設計を立て

ていくと。議員がおっしゃるとおり、後継者はこれから大変だというけれども、では漁組と

してはどのように考えているのか。また、新規就業が本当に簡単にいくのかどうか。では簡

単にいくためにはどうするのか、こういったことも十分協議しなければなりませんので、こ

の10年間の反省を踏まえ、第6次振興計画の中で盛り込んだ事業につきまして、一つでも成

果が出せるように努力していきたいと思っております。

○議長（岩館俊幸君） 8番 新井田昭男さん。

○8番（新井田昭男君） まさに、人から言われてどうのこうのということになると思うので

すけれども、要はやはりもう一つは、他町村のあるいは日本全国のやはりそういう成功事例

を参考にしてください。国がどうだ、道がどうだということではなくて、これはいろんな状

況の事を含めて言うのですけれども、ともすると我が町は、要は「国の政策がこうだからも

うちょっと待ってください、道の政策がもうちょっとこういうふうになるのですよ」と、そ

んなものは関係ないのですよ。要は、我が町としてどう対処していくか。だって、国がここ

の事情なんてわかりっこないです、道が事情なんてわかりっこないですよ、そんなもの。そ

ういう中で、いち早くそういうのにやはりきちんと丁寧に、やはり対応していかないと、先

は見えていますよ。先が見えるということは、やはり我が町のいつも言われている「基幹産

業だとか、1次産業を重視するのだ」と声高らかなのに、何か最後になると尻切れとんぼに

なってしまって、もやもやっとした政策しかできない、対応しかできない。これではやはり

絵に描いた餅ですよね。だから、少なくてもやはりその辺はもう1回精査しながら、先ほど

言ったように新規。では、新規どうするのだ。本当にやはり情熱を持ってやってくださいよ。

そうでないと立ち入らないですよ。そうでないと、逆に皆さんがここにいる立場があやぶま

れますよ、本当に。そのぐらいに深刻な状況ですよ。本当にこれはこの問題に関しては、非

常に大変あの僭越な言い方ですけれども、やはり我々がこういう文言を提示し、一週間前に

お話をさせていただいている。しかしながら、いつもながら、やはり場当たり的で正面だけ

の話しか出てこないですね。本当の意味で「町とすればこうなのだ」とか、「こういう考え

を持っているのだ」というそういう意気込みというのは全く感じないのですよね。これはや

はり誰が聞いても「何なの」と。本当に傍聴している皆様方ですとか、あれですよ。本当に

そう思っていると思いますよ。もうちょっと「行政として、がんがん取り組むのだ」と。そ

のぐらいのやはり意気込みも見せてほしいですね。だから、「わかりました。そういう意気
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込みであれば、このお話はもうこれで」というぐらいの、やはりそのぐらいのお話を示して

いただかないと、本当に大変ですよ。

この問題に関しては、いろいろ町長も本当に我々の思いが通じたという解釈の中で、今後

またこういうことに関しては、先ほど言ったように丁寧な扱いで対応。これを節に望みなが

ら、この質問に関しては終わりたいと思います。

○議長（岩館俊幸君） 2番目については、休憩のあとにやっていただきますので、11時10分

まで休憩をいたします。

休憩 午前11時01分

再開 午前11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。

8番 新井田昭男さん。続けてください。

○8番（新井田昭男君） それでは、引き続き質問とさせていただきます。

質問2は、子育て支援策としての保育料・給食費の無料化についてです。

少子高齢化、人口減対策としてようやく政府も重い腰を上げはじめた状況の中で、先の定

例会において我が町の人口減対策について尋ねました。

町長答弁の中で、「我が町もそのことに対応すべく人口減対策検討会議を設置、人口減少

歯止めに関する様々な視点により対策を講じる。」との答弁をいただきました。我が町も既

に、保育料の軽減や中学生までの医療費の無料化、学校給食費の半額助成等の対策を講じて

いますが、昨今のお子様をお持ちのお母さんがたよりさらなる子育て支援策として、保育料

・給食費の無料化について強い要望が出ています。

特に、我が町における子どもの数の減少などの事情を鑑み、子育てに対する不安を払拭す

るために早急な対策が必要と考えますが、町長並びに教育長の見解をお伺いします。

○議長（岩館俊幸君） 最初に、町長。

○町長（大森伊佐緒君） 子育て支援につきましては、大変重要な課題と受け止めておりま

す。

この子育て支援の対策といたしまして、保育料そして給食費の無料化につきまして、お尋

ねでございますので、私からは保育料についてお答えをいたします。

保育料につきましては、財政健全化計画の実施により、平成18年度から国の基準に沿った

保育料負担を保護者の皆様にお願いをしておりましたが、平成23年度からは健全化以前の基

準に戻しております。

現在、お尋ねにもありましたように、庁舎内に設置しております人口減少対策検討会議で

は、「移住・定住対策、少子化対策、企業誘致対策」をテーマごとに施策の検討を行ってお

り、取りまとめることとしております。

お尋ねの保育料の無料化につきましては、少子化対策として検討を行っているところでご

ざいます。この後、検討結果が出てまいりますので、この段階で議会の皆様方のご意見も伺

い、行政としての判断をしてまいりたいと考えております。

教育長に代わります。

○議長（岩館俊幸君） 教育長。
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○教育長（野村広章君） 8番、新井田昭男議員のお尋ねにお答えいたします。

子育て支援策についてでございますけれども、教育委員会といたしましては、今年度にお

いて、小中学校における学校給食費の半額助成をはじめ教材費の一部助成、さらには小学生

のスキー学習に関わるスキー用具購入時における助成など、保護者負担軽減について取り組

んでいるところでございます。

一方で、子ども達の教育環境の充実を図るためには、様々な課題を解決するための取り組

みを進めていく必要があります。

したがいまして、少子化対策、子育て支援策につきましては、町行政施策全体を広い視野

でとらえながら、優先度を見極めることが必要であると考えますので、給食費の無料化につ

いては、今後、町長部局と協議する中で、判断したいと考えているところでございます。

○議長（岩館俊幸君） 8番 新井田昭男さん。

○8番（新井田昭男君） どうも何と言うのでしょうか、歯切れが悪いというか。町長のほう

から、保育料に関して先ほどちょっとお話がありましたけれども、これはどうなのですか。

ちょっとあまり意味がよくわからないのですけれども。要するに「前向きに検討をするのだ」

という解釈でよろしいのでしょうか。

教育長のほうも同じようなことだと思うのですけれども、要は「部局同士でお話をして考

えるのだよ」ということなのですけれども、何と言うのでしょうか。あまり訴える、私ども

が聞いている内容と、「こうだ」という部分が感じられないのですよね。

だから例えば、他町村でいきますと、上ノ国何かはもう10月施行でもうやっているのです

よ、保育料・給食費。 10月1日からの実施を目指すという、6月の定例会でもう出ていて、

もう実際運用すべくことをいち早くやっているところがあるのですよ。

先ほど、どうもお金絡み云々ということなのだけれども、もうそんなものは通用しません

から。「お金がない」、そんなのは言い訳にもなりません。いいですか。いま我が町の保育

園、これからの入所予定ですけれども、木古内保育園で44名ですよ。それから、永盛保育園

で33名、要するに77名ですね。0歳から、これは4歳までかな。そのぐらいの予定、0歳から

予定しているみたいですけれども。もう我が町はこのぐらいのレベルなのですね、子どもさ

んの数というのは。直近の23・24・25年のこのいわゆる出生率を見ますと、23年が17人しか

生まれていないのですよ。24年が21人、25年が21人ですよ。23年が23人、24年が17人、だか

ら25年が21人。平均しますと、20.3人なのですよね。自然死のかたが100、若しくは100以上

のかたが亡くなっているのですよ。

こういう状況の中で、結局は基に戻るのですけれども、いわゆる少子高齢化、人口減対策、

定住化問題云々、全てここにリンクするのですけれども。そういう中で、そういう諸事情が

行政としてもわかっていながら、取りあえず国に沿った中で「保育園の免除はしているよ」、

あるいは教育長さんのほうからは何と言うのですか。「教育費も半額にしているのだ」と、

「だからまいったか」というようなことにはなりませんね。やはりこういう事情をきちんと

把握して、把握はされていると思います。町長もおそらくこういう声が聞こえているはずで

すよ、若い人方から。きっとそうだと思うのですよ、言わないだけで。こういう声が、やは

り我々とすれば重く感じなければいけないと思うのですよ。この先こういう現状を踏まえた

中で、生まれてきていただく子どもさんのため、あるいはお母さん方のために、さらなるそ

ういう施策案を持って対応しなければ、子どもさんの数はどんどん減っていく、亡くなるか
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たはどんどん多くなっていく。そして、何にも手立てができない。こういうことであれば、

やはり木古内町の魅力なんて一つもないですよ。定住化なんていうのは、あっち向いてほい

だと思いますよ。そうでなくして、やはり一つひとつこういう町民の皆さんから出てきたこ

とを、丁寧に真剣にやはり考えるべきだと思うのですよ。言われたから、「うん、考えるね」

ということではなくて、やはり「どういうふうにして考えて、どうします」というある程度

結論的なものをいただきたいのですよね。

だから、この問題に関してはお金が絡むけれども、12月の予算ですとかそういう部分の中

で検討して、そして4月1日からどうのこうのというような具体策をやはりいただかないと。

「ただ検討します」だけでは、本当によくこうしている私がここに立って、町長あるいは教

育長に問うてることが、何にもあまりこう意味がないように感ずるのですけれども、もう一

度その辺について町長から見解をお願いします。

○議長（岩館俊幸君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君） 決して、新井田議員のお尋ねが無駄なものではありません。大変、

貴重な質問だと認識しております。

少子化対策の中で現在先ほどお答えしましたとおり、庁舎内での会議が進んでいると。「私

の気持ちはどうなのだ」ということでございまして、決して後ろ向きな考えは持っておりま

せん。極めて前向きに取り組もうという意欲満々でございます。

その中で保育料につきましては、現在保護者が約1,600万円、町が約2,100万円が保育料と

してそれぞれ負担しております。そうすると、全額ということになりますと、現在保護者が

負担していただいている1,600万円を毎年町が負担していくということになります。そこに

は、当町の財政収支計画とのバランスというものも考えなければならない。しかし一方で、

少子化対策は思い切った手段を講じなければならない。そういった中で、現在庁舎内での検

討を進めているということで、このあと結論が出ますので、そのあと皆さん方のご意見もお

伺いしながら進めていかなければならないと思っております。

一方で、保育料につきましては、失礼。一方、給食費につきましては、いま保護者の皆さ

んに半額ということで約460万円の負担をしていただいております。それを町が全て負担を

するということでございますので、併せた検討をしておりまして、できる限り実施ができる

ように様々な事業との整合性、そして財政の健全化と睨み合わせながら、実施に向けた努力

は進めていきたいと思っております。

○議長（岩館俊幸君） 8番 新井田昭男さん。

○8番（新井田昭男君） いまのご答弁の見解という私なりの見方をすれば、「極めて前向き

に考えるのだ」という方向で承っていいということですよね。

こういう動きは、やはりいま先ほど冒頭に言ったように、政府も「諸手を挙げてやるのだ」

ということを言っているわけですよね。だから、我が町の十八番ではありませんけれども、

国の政策。この辺はもう国の政策はやるのだということをしているわけですよ。この政府の

人口減対策のために地方創世担当相を新設ですよ。これで、「政府戦略を参考に、都道府県

版の総合戦略を作る努力を貸す」というふうに謳っているのですよ、新聞報道で。

市町村は任意で作成するということにしているのですけれども、もう既にやはりこの辺は

政府も見極めているのですね。だから、いろいろ予算云々という話が出ましたけれども、こ

れはやはり行政としてもその辺をいち早くキャッチしながら、いろいろ方向性ができるはず
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ですよ。我が町として、国の施策がもうここまできているわけですから。そうすれば、自ず

と私の見解ですけれども、自ずとやはりもう各都道府県含めてあるいは自治体。我々みたい

な自治体を含めて、もう国にいろんな施策を講じた文書を、文書というか手立てを、もうこ

こに来たら全部まる請けできるのだというぐらいの形になるはずですよ、おそらく。だから

そういう部分を含めていくと、先ほどはちょっと町長は言葉を濁らせてちょっと言いました

けれども、「先行きは大丈夫だよ、任せてね」という解釈で私はいいのだなというような気

持ちでおりますけれども、もう一度その辺確認しておきたいと思います。

町長、すみません。

○議長（岩館俊幸君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君） 確認というのは実施をするのかどうかということと、実施するの

だったらいつなのだということなのかもしれませんが、実施時期についてはそれぞれの分野

がありますので、新年度あるいは翌々年度ですか。こういった年度の節目が望ましいのでは

ないかと考えております。

実施にあたっては、先ほど申し上げましたとおり、町の事業が様々ありますので、優先度

はどれが高いのだとそういう中で、この二つの事業は高いほうに位置付けておりますので、

一遍に二つできるかどうかわかりませんが、一つひとつ着実に実施できるように努めてまい

りたいと考えております。

○議長（岩館俊幸君） 以上をもちまして、新井田昭男さんの一般質問を終了いたしました。

続きまして、5番 平野武志さん。

○5番（平野武志君） 5番 平野武志です。

先ほどの迫力ある新井田議員の質問に負けないように、私も精一杯思いを町長に意見とし

て述べさせていただきたいと思いますし、また夏バテなのかお昼が近いからなのかわかりま

せんけれども、町長の歯切れが非常に悪いと私も新井田議員同様感じました。元気のない町

長は大森町長らしくありませんので、ぜひとも元気を出して、滑舌良く答弁していただきた

いと思います。

また、担当課長から答弁書が出ていると思いますが、当然それを読むだけではなく、町長

の思いを強く入れた中で、答弁していただきたいと思います。

まず、一つ目の質問でございますが、ふるさと納税の取り組みについてお伺いいたします。

全国各地の自治体で、ふるさと納税に取り組み成果をあげております。

以前、常任委員会で町長に我が町の取り組みを伺った際には、「善意でふるさと納税して

いただいているかたに、産品を贈ることはどうなのか。」とそのような発言をしております。

我が町の将来人口推移や今後の財政収支計画の基金残高予測を見ても、楽観視はできる状

況にございません。事前の提出には記載しておりませんが、よく言う答弁で「財政と調整し

ながら」という必ず課題になるわけですので、我が町として当然財政を確保するという手立

てはするべきだと思う趣旨の質問でございます。理解していただいていると思いますけれど

も。

その趣旨から国からの交付税におんぶにだっこではなく、我々自治体、小さな自治体とし

ても財源確保ができることをしていくべきだと考えます。

ふるさと納税の取り組みは、自己財源の確保はもちろんのこと今後、北海道新幹線の開業

に向けて、北海道で最初の駅である木古内町のＰＲにも大きく役立つと考えております。早
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急且つ積極的に取り組むべき事案だと考えております。

ふるさと納税制度がはじまりましてから、我が町の年度別推移、金額です。平成何年がい

くら、何件というのを提示していただた上で、町長の考えをお聞かせください。

○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いたします。

まず、ふるさと納税でございますが、これは平成20年度の地方税法の一部を改正する法律

により、個人住民税の寄付金税制が大幅に拡充される形で導入されております。地方自治体

に対する寄付金のうち、2,000円を超える部分について、個人住民税所得割の概ね1割を上限

とし、所得税と合わせて控除される制度でございます。

当町におきましては、平成20年6月に木古内町まちづくり応援基金条例を制定し、子育て

支援、保健・医療・福祉、自然や環境を守る、産業振興など、目的別に区分し、寄付を募っ

ているところでございます。

お尋ねにあります寄付金の実績につきましては、制度開始以来、平成20年度につきまして

は12万円、21年度は289万円、22年度は752万円、23年度は275万円、24年度は293万6,000円、

25年度は277万4,000円、26年度は8月末現在ですが32万2,000円で、累計しますと総額は1,93

1万2,000円となります。

お尋ねは、「ふるさと納税をされたかたに特典制度を設けて、納税者の拡大を図るべき」

と理解をいたしますが、1年半後の北海道新幹線開業を控え、全国に向けた木古内町のＰＲ

や特産品の需要拡大は極めて重要であります。そのため、制度設計を間違えなければ「ふる

さと納税」は、その期待を大きく前進させる手段であると考えております。

国においても、今後、地方の人口減少対策の一環としての「ふるさと納税制度の強化を検

討している」という情報もあります。次年度からの実施に向けて、木古内町独自のふるさと

納税者に対する特典の制度設計について指示をし、現在、検討を進めているところでござい

ます。

○議長（岩館俊幸君） 5番 平野武志さん。

○5番（平野武志君） 5番 平野です。

いまの町長の答弁を聞きますと、「前向きに次年度から検討」という言葉で留まりました

が、次年度から検討内容が精査されれば進んでいくのかなという、指示をしているというこ

とで、進んでいくのかなというふうにも捉えました。

そのようなことで前向きなお話なのでこれ以上ふるさと納税について「どうだよ、こうだ

よ」という話はするつもりはありませんけれども、1点だけ他市町・他自治体の参考事例と

いいますか、実績をちょっと紹介したいと思います。

今年度なのですけれども、渡島管内の四町の議会議員連絡協議会でも視察に行ったのです

けれども、十勝管内の上士幌町に行ってまいりました。そこは、この制度が実施された当初

から大変一生懸命取り組んでおりまして、当然担当課長等もこのような北海道内の参考事例

について勉強されているのでわかっているのかもしれませんけれども。

平成25年については2億4,000万円、延べ1万3,000人で2億4,000万円のふるさと納税が収め

られております。上士幌町というのは人口が約4,800名程度、我が町木古内町と条件等はい

ろいろ異なる部分はありますけれども、同規模の町なのかなと。そのような町で、2億4,000

万円も集めているという実績がございます。
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そのメリットについては言うまでもなく、我が町の財政のプラスになることはもちろんで

すし、もちろんいまインターネットが盛んな時代でして、ふるさと納税とクリックしますと

上士幌町がどんと出てくるわけでございます。そういうような観点から、大変ＰＲにも有効

的手段だと。これは先ほども町長が申し述べたとおり、大変大きなメリットだと思います。

そのようなメリットを考えても、いま「来年から指示する」というようなことで若干ちょ

っと、指示がはたしてどのような実行なのかちょっと食い違いというか思いの違いがありま

すので、もう一度。次年度から実行のための指示をするのか、あるいは次年度に内容精査す

るための指示をするのかのみ確認させてください。

○議長（岩館俊幸君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君） まず、このふるさと納税がマスコミで非常に多く取り上げられて

いる。こういった背景で、これまで私とすれば善意の寄付を募るということを優先して考え

ておりましたが、新幹線時代を迎えて町をＰＲするということも大きな手法の一つになるの

だろうと。いま収入のお話をされておりましたが、これには経費がかかりますので収入だけ

見ると大きいのですが、どれだけそれに対して費用が伴ったか。ここら辺はなかなかわかり

づらいところがありますが、私は費用はかけても町をＰＲするというところに力点を置くべ

きだというふうに判断をしましたので、先月担当について4月からの実施に向けた指示をし

たところでございます。

○議長（岩館俊幸君） 5番 平野武志さん。

○5番（平野武志君） 町長の疑問点について、いま例えば「2億4,000万円入って、では実際

いくら使っているのだ」と。産品についてはその自治体よって違いますけれども、概ね多い

ところで半分くらいだと思っております。その他諸経費については、きちんとした形で公表

されておりませんので、職員さんの労務といいますか、そういう仕事については苦労してい

る部分はあるのかなと実際考えます。

ただ、よその町を見ますと、ふるさと納税についても諸団体・自治体内の企業に委託して

いるという町もございます。そうなると、地域の産業・経済にふるさと納税が活発化するこ

とによって、経済効果をもたらすということも大いに考えられます。

その他、多数のメリット部分をきょうは用意をしてきたのですけれども、前向きに指示を

して行くということですので、今後きょう用意した資料は担当課のかたにぜひ配付して、私

なりの意見・思いを参考例として述べて行きたいと思います。1点目のふるさと納税につい

ては、終了いたします。

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、スポーツ合宿の誘致の取

り組みについてでございます。

皆さんご存じのとおり、2020年オリンピック・パラリンピック東京大会に向けて、合宿誘

致が全国各地で活発化しております。我が町にも、十分ではないかもしれませんがスポーツ

施設が多数あります。北海道の素晴らしい気候や我が町を大いにアピールできる災害のない

木古内町、あるいは今後北海道新幹線開業があって、さらに進みます交通インフラが整って

いる点などをアピールし、スポーツ合宿の誘致に手を挙げるべきだと私は思います。

さらなるスポーツ施設の整備や宿泊施設など検討事項は多数あると思いますが、オリンピ

ック・パラリンピック開催による経済への効果波及や、今後の交流も継続していけるという

利点は多々あります。我が町単独で難しいのであれば、他市町との連携も考えられます。



- 29 -

現時点での考えや取り組み状況については教育長に、今後の見解については町長に考えを

伺います。当然、見解についても教育長からもあれば、そちらもお答えください。

○議長（岩館俊幸君） 最初に教育長、答弁。

○教育長（野村広章君） 5番、平野武志議員のスポーツ合宿の誘致の取り組みについてのお

尋ねにお答えいたします。

当町ではご承知のとおり、ふるさとの森の遊歩道・展望施設をはじめ、スポーツセンター、

町民プール、野球場、山村広場、テニスコート、スキー場、パークゴルフ場等が比較的狭い

範囲に集積しており、これらを一体的に利用できる恵まれた条件を備えております。

また、平成27年度には北海道新幹線が開業し、交通の条件もさらに整うことで地域間交流

人口の増大も期待できるところであります。

しかし、現在のこれらのスポーツ・レクリエーション施設は、基本的には町民の健康増進

と余暇の充実を目的とした規模であり、合宿による経済波及効果を勘案した場合、スポーツ

関連施設自体の内容充実や町内の宿泊施設の充実等、多くの課題があります。

また、スポーツ合宿という視点で町の振興を考えた場合、教育委員会の枠を超えた町全体

の振興策として捉えなければならないと考えます。

また、平野議員がおっしゃるように、木古内町だけでなく、他の市町との連携も視野に十

分検討する必要があります。

したがいまして、当町ではこうした視点での検討を具体的に進めてまいりませんでしたの

で、可能性について関係課と協議をはじめたいと考えているところでございます。

○議長（岩館俊幸君） 次に、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。

現時点での考え方、あるいは取り組み状況につきましては、ただいま野村教育長より説明

をいたしましたので、私からは今後の取り組みにつきましてお答えをいたします。

木古内町のスポーツ施設につきましては、全てにおいて国際的な水準に達しておりません。

したがいまして、単独で誘致することは極めて困難であると認識をしておりますが、お尋

ねの自治体間の連携につきましては可能であります。

2020年に開催されるオリンピック・パラリンピック東京大会の合宿誘致に関しましては、

本年7月に開催されました渡島地域づくり連携会議の中で、誘致施設のある函館市、北斗市、

七飯町、知内町と管内の自治体とが「連携した取り組みをしよう」という内容で意見が交わ

されたところでございます。

席上、渡島総合振興局からは、「北海道として全庁的な体制を整え、2020年の東京オリン

ピックなどをはじめとする、様々な国際大会をにらんだスポーツ合宿の誘致などを進めると

しており、全国の各競技団体に向けての情報発信、あるいは情報収集に努めて行く」という

報告がありました。

こうしたことから、現在、北海道とも連携を図り、渡島管内の全ての自治体が連携をした

誘致活動を進めることといたしております。

○議長（岩館俊幸君） 5番 平野武志さん。

○5番（平野武志君） 5番 平野です。

「他市町との連携については進めて行く」という教育長ならびに町長の答弁でございまし

たが、その前にまず「我が町単独では難しい」と。「世界基準の施設がない」という町長の
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見解ですけれども、何を持って世界基準でないのか。あるいは、その前に出た教育長のお話

ですけれども、「合宿誘致について、いままで具体的な議論をしていない」旨の答弁がござ

いました。その部分については、非常に残念な話でして過去数年にわたり、木古内町にある

様々なスポーツ施設。このようなオリンピックという大きな舞台の誘致までもの話ではなく、

例えば近隣の市町村への貸し出しを含めた学生さんの合宿の誘致等について、例年提言して

きました。その際には、どのような可能性があるのか。ではどのような誘致をする場合に、

どのような施設の整備が必要なのか、「これを検討し、議論し、進めて行く考えを持つ」と

いう答弁をいただいております。それに対して、これだけ大きなことになると頭から無理だ

ろうというふうに思ってしまうのかもしれませんが、まずやはり小さいことからこつこつや

っていなかったという現状が、いまこの大事な時になって現れたなという率直な実感でござ

います。

北海道を含めた渡島管内についての現状ですけれども、新聞等にも記載されておりますの

でご存じかと思いますが、現状北海道では42の市町村が受け入れに名乗りを上げております。

当然それは大きな市町であれば、大きなスポーツ施設。町長の言われるような、世界基準を

満たしたような施設があるところはもちろんですが、木古内町にも全然及ばないような町で

も、何とか誘致に向けて手を挙げている町もあるわけです。その中身については、どこまで

ではどういう気持ちでやっているのかは、そこまでちょっと調べきれませんでしたけれども、

我が町木古内町については、どこまででは研究して何が足りないのか。体育館はあるじゃな

いですか。一番多いのがバトミントンと卓球ですか、らしいのです。それは、体育館が一つ

あるとできるからということらしいのです。例えば、大きな国の何十人、何百人の人を迎い

入れるには当然宿泊施設の問題もありますし、そのような規模の人数が来られても全員が練

習できる設備もないという話はもちろんわかりますよ。ただオリンピックですよ。小さな国

で少人数で来られるところもあるのです。そういうところを「研究されて、議論されて、そ

れでも単独では無理だ」という話の説明があれば、私は理解をします。ただ、その議論もさ

れずに「単独ではまあ無理でしょう」と。回りはいま新聞にも載っているとおり、道南はこ

の間視察に来て、「これだけスポーツ施設が整っているのであれば、誘致も大いにやるべき

ですね」という教授からのコメントを受けた記事も記載されておりましたが。「それに乗っ

かって何か木古内町もできることはないかな」というふうに進んでいるとしかちょっと聞き

取れないのですね。

2020年といいますとまだ期間もありますし、いま北海道の動き、道南の動きにただ横並び

で進むのではなくて、もう一度木古内町で可能性について議論をしてみませんか。私はたく

さんあると思いますよ、考えると。オリンピックの競技も全部調べてないと思うのです。施

設がなくても合宿に来られるような競技もあるのですよ。良い例が日韓ワールドカップの時、

記憶にあると思いますけれども、カメルーンチームを大分県の中津江村でしょうか、が受け

入れました。それは、主に合宿ではなくて住民との交流ですよね。住民がボランティアで参

加して、自国開催されるワールドカップを盛り上げようという村の大きな熱い気持ちで、そ

のような1チームを受け入れて、住民との交流が図られ、知名度も上がり、その後の交流も

続いているという事例もあるわけですよ。どうしても良い施設がないからオリンピックとい

う4年に一度の大スポーツ開催の、「我々は木古内町として施設を提供し、たくさん何百人も

受け入れたいのです」だけが合宿の誘致ではないのです、もう一度申し述べますけれども。
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ですので、小さな可能性も含めて先ほどと関連しますけれども、この取り組みに手を挙げ

て一生懸命やることによっての北海道新幹線の開業ＰＲにも大きくなるわけです。もしそれ

がだめだとしてもですよ。叶わなかったとしても、ＰＲにつながることもできます。「最初

からダメ元で進めろ」という話ではもちろんございません。そのような進みで、どんな小さ

なことでももうちょっと研究してみて、「木古内でどういう誘致ができるのだ」という、何

とかそういう話をもう一度できませんか。それをやってみて、「ちょっと単独では難しいの

で、先ほど言うような連携のほうにちょっと戻ってやることにしました」と言うのであれば

当然納得した返事もできますので、私自身。なので、町長、町長でしょうか。そのような検

討をいま一度してもらえないのかの質問をします。

○議長（岩館俊幸君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君） 当町の場合、お尋ねにありますような合宿の誘致というのは、協

議というのは十分にされていないというのは、これはもう反省すべき点だと思います。

一方で、大会等につきましては独自の誘致をしたり、あるいは近隣自治体とのまた近隣の

団体に声をかけて共同で開催するなど、大会については数々の実績がございます。

そうした中で、今回はオリンピックということでのお尋ねがありましたので、それについ

ては広域的な連携を図るとしておりますが、オリンピックに限らずいま平野議員がお尋ねの

ように、もっと小規模な学生ですとか、あるいは企業ですとかこうしたスポーツ合宿ですと

基準というものはあまり重視しないというふうに考えられますので、管内の取り組み、ある

いは全国の取り組みを十分検討しまして、今後になりますが新年度に向けて実施するという

ことで、協議を進めて見たいと思っております。

○議長（岩館俊幸君） 5番 平野武志さん。

○5番（平野武志君） 5番 平野です。

はっきりしないですね。「学生さんに向けてはやるけれども、オリンピックに向けては協

議していなかった」ことを反省はしておりますけれども、その後どうするという答えが出て

いないです。「学生さんについては、いろいろな小さい大会についてはやっていく」、「でも

オリンピックについては、議論をしていない、検討していないことを反省します」のあとの

答弁が出ていないです。これで一応3回目ですので、終わりになってしまいますので。

先ほど新井田議員からも出されたように、迫力がないですよね、最近の大森町長は。それ

はなぜかと言いますと、先ほどの3回目の答弁では前向きで、「やっています」という発言を

されましたけれども、その時は迫力がありました。やはり「やってみようではないか」と、

「可能性のあるものはやってみようではないか」と。「精一杯議論してみようではないか」

と、そういう言葉がほしいのですよ。いまこの場で考えて、「これはたぶんやれるな」とい

う話だけを「何とかやってみます」という答弁だと、大変迫力がありません。ですので、東

京オリンピックに向けて壮大な夢かもしれません、規模は非常に大きいかもしれません。で

もそこに向けて、学生さんの誘致からこつこつと小さいことも検討しつつ、「そういう可能

性のあることについても大いに考えて行きたい」という言葉をいただきたいです。

もう一度お伺いします。

○議長（岩館俊幸君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君） 企業誘致の取り組みついて、新年度の実施に向けて進めて行くと

いうことで、ご理解を。失礼。スポーツ合宿について進めて行くということで、全てを網羅
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したつもりなのですが、一つずつ細かく「オリンピックについても検討するとか、学生につ

いても検討する」とか、これを網羅した形で検討していくということで、新年度に実施でき

るように準備を進めたいと。

そしてまた、先ほども申し上げましたが、北海道で全国の競技団体にこれから投げかけを

したり情報収集をしますので、それらとも連携をします。そういった中で、平野議員のお尋

ねのとおり、しっかりと私どもで検討してまいります。

○議長（岩館俊幸君） 以上をもちまして、平野武志さんの一般質問を終わります。

昼食のため、1時まで暫時、休憩をいたします。

休憩 午前11時53分

再開 午後 1時00分

○議長（岩館俊幸君） 休憩を解き、会議を再開いたします。

一般質問を続けます。

6番 竹田 努さん。

○6番（竹田 努君) 6番 竹田 努です。

それでは、1番目の学校給食センターの今後の運営について、一般質問させていただきま

す。

学校給食センターの運営は、約50年間にわたり町営で運営されてきました。平成26年、今

年度をもって正職員の調理員が退職し、いなくなります。その後の運営をどうするかについ

ては、4年前にも同趣旨の問いかけをしているところであります。

予算編成の時期を迎え、その方向性も出されているものと思います。今日までの議論の経

過を含め、学校給食センターに係る運営について、下記の3点を重視した上で、見解を伺い

ます。

一つには、食の安全、管理面、特にアレルギー対策等の視点から。

2番目に、児童・生徒数の推移からの視点。これについては、教育長のほうからお答えを

いただきたいなと思っています。

3番目の財政的な視点からについては、町長の見解をお伺いしたいとこのように思います。

○議長（岩館俊幸君） それでは、最初に教育長。

○教育長（野村広章君） 6番 竹田努議員のお尋ねにお答えいたします。

学校給食センターに係る運営についてでありますけれども、はじめに平成26年度末で正職

員が退職することに関しては、今後の調理業務を非常勤等職員により直営を続けるという基

本方針は、かつて竹田議員からのお尋ねにお答えしたとおり、今後においても変わることな

く、このことは今年度を初年度とする向こう5か年の第6次木古内町教育総合推進中期計画に

掲載しているところでございます。

また、今年度末に定年退職する正職員2名の内、1名は再任用を希望しているため、平成27

年度においては、1名の非常勤等職員を補充し、5名体制で運営する考えであります。

次に、3点の視点に沿ってお答えを申し上げたいと思います。一つ目の食の安全・管理、

特にアレルギー対策の視点からでございますけれども、調理場の衛生管理面での基準遵守の

指導が厳しくなっており、また食物アレルギー対策については、場合によっては人命に関わ
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ることであり、特段の配慮が必要であります。このため、調理員への食品衛生指導やきめ細

かな指導を行うことができる直営での運営を続けてまいります。

二つ目の児童生徒数の推移の観点からでございますが、児童生徒数は減少傾向にあり、調

理員1人あたりの扱う食数も減数しております。しかし、調理場での作業工程は、下処理す

る部門と、調理する部門に大きく分けられ、この間では衛生管理上、担当以外の調理員の出

入りが厳しく制限されております。

また、調理のはじめから学校で食するまでの時間も制限されております。したがいまして、

一概に食数だけの条件で、調理員の人数を減ずることが困難な状況にあります。

三つ目の財政的視点からでございますが、非常勤等職員による調理場運営では、人件費の

大幅な節減が図られますので、引き続き直営による運営を行ってまいります。

いずれにいたしましても、学校給食は教育の一環であり、食育の推進はもとより、子ども

達に栄養のバランスのとれた、安全で安心な、しかもおいしい給食を提供することが重要で

あると考えておりますので、教育委員会といたしましては新体制における指導に配慮すると

ともに、今後とも学校給食の充実に努めてまいりたいというふうに考えているところでござ

います。

○議長（岩館俊幸君） 次に、町長。

○町長（大森伊佐緒君） 6番 竹田努議員のお尋ねにお答えいたします。

ただいま、教育長が説明した内容につきまして、過去の教育委員会等の議論の中でも、直

営での運営を継続する、あるいは第6次の計画の中においても、現状での運営を前提として

行くということでございまして、教育委員会の意向を十分に尊重してまいりたいと考えてお

ります。

因みに、財政的な視点からということでございますが、平成26年度の給食センターの運営

費につきましては、歳出において3名の正職員の人件費を含めて約7,200万円、歳入では約90

0万円ということで、差し引き約6,300万円の負担をしているところでございます。

次年度以降につきましては、調理員の2名の正職員の退職に伴い、再任用あるいは臨時職

員の採用を検討しておりますので、人件費は抑制をする中で、運営に努めて行きたいと思っ

ているところでございます。

○議長（岩館俊幸君） 6番 竹田 努さん。

○6番（竹田 努君) 教育委員会の方向性からすれば、4年前と同じ見解だというふうに思い

ます。

これは、教育委員会とすれば町営での運営をしたいということですから、決して自分も町

営がだめだということではないのです。あくまでも、ここに何点かのポイントを置きました

けれども、はたして今後の児童・生徒の推移を見た場合に、本当に町営の運営が良かったの

か。やはりいま町営運営ということでスタートをしますと、途中から「子どもの数がどうだ

から、財政がどうだから、今度民間に移行をします」なんてそういうわけに簡単にいきませ

んよ。ですから、ここに書いたのは、この4年間の教育委員会は教育委員会としての議論・

検討、子どもの数の推移からしてどうだろう。そして、職員がいなくなる、調理員がいなく

なる、責任体制はどうなのだろう。

言い方を変えますと、何か食中毒だとかトラブルがあった時に、非常勤の職員だからと何

か責任転嫁するようにも思えるのですよ。かつてはあそこに給食センター長まで配置をして、
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その管理をきちんとしていたところなのですよね。そして、給食の部分については、病院・

老健これについても直営でやっていた部分を民間に移行した、そういう流れがあります。そ

れは、いろんな経営上の問題だとか、財政上の問題でそういう移行をしています。ですから、

確かに財政上の視点からと謳ったのは、非常勤と例えば委託の検討をしたのかどうなのかと

いう部分も含めて、必ずしも天秤にかけるわけではないのですけれども、やはり責任管理上

の問題からすれば、職員もいない、非常勤職員だけに任せて調理をする。確かに栄養士さん

もいます。あまりにも無責任なように見えるのですよね。「やはり町営で運営する、だけれ

どもやはり調理員は1名、職員を責任者として配置をします」というくらいの、やはり教育

委員会として方向性を出してほしかったと思っているのです。

あとは、「財政上の問題で、これこれ職員の配置は無理だ」とか、「どうだ」と言う出て

くる流れがストーリーがあれば、「ああ、そうかな」と言う。教育委員会は教育委員会で方

向性を出しましたけれども、やはり議論の過程の中で、もう少しそういう踏み込んで。実際

この4年間の中で、教育委員会は開催されていますよね、教育委員会が。その中でどういう

議論でどう、例えば同じ非常勤の職員5名。調理員の配置、児童・生徒の数で配置基準があ

りますから、調理員を何名にするというわけにはいかないと思うのです。ですから、特にこ

のアレルギー対策上1名増やさなければならないだとか、そのくらいのやはり教育委員会と

しての安全。教育長の教育方針の中でも、「食の安全・食の教育が大事だ」ということは強

調していますよね。そこをもっと踏み込んで運営、教育委員会は教育委員会としての方向性

をもう少し、やはり詰めるべきではなかったのかな。何か4年前の議論と何も変わっていな

い、児童・生徒の数がいまはそんなに大きな変動はないように思います。だけれども、あと

6年後のことを考えれば、生まれてくる子どもが10名を切っているのですよ、ことしあたり

切るのですよ。そういうことを見据えた場合に、10年先を考えた場合に、やはり町営の選択

が正しかったのだろうかとやはり思うのです。やはり、安全上・管理の面からしても町営で

いくからには1名は職員の配置は教育長、必要ではないですか。教育委員会としての見解で

すよ。これはまだ、町・財政部局との協議の中では、またいろいろ動きがあるかもわからな

いですけれども。やはり教育委員会とすれば、給食費だって「半額にする」とボンと出てき

たではないですか。それ以上に給食費も大事ですけれども、やはり調理をするこの大切さと

いうか、重要さをもう少しやはり検討すべきではないかと私は思うのです。これから予算編

成の時期でありますから、まだまだ検討はできると思うのですけれども。ただやはり、今日

までの議論の経過からすればちょっとどうかなと。これは教育委員会とすれば、非常勤職員

と委託等のこの比較検討をしたのかどうなのか。そして、町内には給食の調理を委託してい

る業者がいるのですよね、実際やっている業者が。そういうところとの接点というか、「ど

うなのでしょう」という部分があったのかどうなのか。そして、接点があれば当然どのくら

いの金額でやっていただけるかどうかという部分まで出ると思うのですけれども、その辺ま

で教育委員会とすれば、比較検討を含めてしてきたのかどうなのかという部分について、ま

ず答弁を求めます。

○議長（岩館俊幸君） 教育長。

○教育長（野村広章君） ただいまの竹田議員の委託業者と接点を持ったか、委託の金額と

比較したかどうかというようなお尋ねでございますが、しておりません。

これについては、4年前に竹田議員から問いかけがありまして、それ以降職員が退職して、



- 35 -

そのあと臨時職員対応をしてまいりました。現在臨時職員につきましては、2名はもう4年目

を迎えております。それから、もう1人は2年目を迎えています。そういうことで、いままで

正職員が貢献してきた技術だとかノウハウ。この部分を、この4年間で十分に伝えたものが

発揮されているのではないかなというふうに思うのです。

いま、安心・安全というような話がありましたが、木古内町においてはこれは胸を張って

言えるのですけれども、「ハサップ」と言って宇宙食の衛生管理基準、これに則った形で認

証されています。これも調理員がそれぞれ頑張った成果、チームワークを出した成果ではな

いかのかなと思います。非常に厳しいです、これは。ですから、そういうような形の中で、

正職員が持っていたものを引き継いでいる。味もやはり「木古内町の給食はおいしい」と先

生方に言われています。そういうような部分で、おいしさもやはり継承していかなければい

けないなというふうにいま考えているところです。

責任の回避というような話もありましたけれども、臨時職員であれば責任というのは取れ

ないと思いますが、それは全面的に私が受けて立たなければいけないなというふうな覚悟で

いるところでございます。以上でございます。

○議長（岩館俊幸君） 6番 竹田 努さん。

○6番（竹田 努君) 非常に教育委員会の出した方向性、町営での運営をするという。町営

での運営はいいのですけれども、やはりあとは財政上の観点から見れば、非常勤職員で置く

のであれば、逆に委託の検討だってやはりすべきだろうと。した上で、これこれこうだから

いま教育長が言われたように、「非常勤職員の中でも何年間継続しているベテランさんもい

ます」ということで、安全性を強調しているようですけれども、私はやはり言っている部分

がちょっと違うと思うのです。やはりこの財政上の部分等を考えれば、ここの給食センター

を設置した時点で、私は建てた時点で担当者から聞いていたのは、「いまの給食センターで

は米飯、ご飯まで炊ける設備が整っている施設なのだ」というふうに聞いていたのです。で

すが、その時点ではもう米飯は委託していましたから、特に大きく触れてはいなかったので

すよね。やはりこういう一つの過渡期というか、どうしようという検討をする時点では、そ

こまで掘り下げてやはり検討をしなければだめですよ。検討をした上で、いま米飯を委託し

ていますから、簡単に来年からどうこうというわけには、もしそうなってもいかない。何年

かやはり経過が必要ですから、そういう部分も含めて給食センターの機能・能力、これを十

分にやはり発揮するようなことも。これはやはり財政とつながってくるのですよね、最終的

には。

それと町長、町内の人口減少対策検討会議。これを立ち上げているわけですから、やはり

いま給食センターを調理員の職員がいなくなるというこの時点で、これまでの間対策会議で

どういう議論をしたのかどうなのか。財政的な見地、先ほど財政の部分では現在負担してい

る町の負担。「今後こういうふうに非常勤になればこうなります」という部分は、町長のほ

うから当然職員がいなくなれば、その分非常勤になれば、それだけ町の負担は下がるわけで

すから、それは当然のことなのですけれども。やはり、せっかくここで人口減対策検討会議

で何回か開催されていると思うのですけれども、この中で給食センターの位置付けがどうだ

ったのか、人口減ですよ。子どもの数だってきちんとやはりもう、何年には何名生まれてと

いう部分まできちんと押さえていると思うのですよね。そうすれば、何年か後には何名にな

りますというのも自動的に数字が出るわけです。そういう部分も含めて、やはりこの学校給
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食センターの、町営の運営はいいのですよ。町がやるというのは一番いい。ただやはり、い

ま教育委員会で出された方向性からすれば、非常勤職員。以前の臨時職員で任せきりになっ

てしまうわけだから。それだったら委託も検討すべきではないかというのが私の持論なので

す。その辺について、町長どうなのですか。町長としの見解はございませんか。

○議長（岩館俊幸君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君） 先ほどお答えしましたように、教育委員会において第6次のこれは

教育委員会の木古内町教育総合推進中期計画。これによって、学校給食センターに関わる運

営について、十分議論された上での私どもへの提案でございますので、これは私は重く受け

止め尊重してまいりたいと考えております。

財政云々ということでございますが、これまでよりは財政の負担が減るというのはおわか

りいただいたと思います。

私どもは教育委員会の行政に対して議論をする立場にはありませんが、お尋ねの少子化対

策の協議会ではいまの件については触れておりません。

もしこれに結びつけるとすれば、退職された後の雇用について、新たな就労の場として住

民の皆さんが非常勤で勤務できるというそういった議論にはなるかと思いますが、具体的に

給食センターに対する議論というのはしていないというのが現状でございます。あくまでも

私どもは、教育委員会の意向に沿った形で進めて行くということにしております。

○議長（岩館俊幸君） 6番 竹田 努さん。

○6番（竹田 努君) 教育長、教育委員会の方向性を出せば行政はそれに従うというか、「財

政支援しますよ」ということでもありますし、それは良かれと思います。

ただやはり教育長、6次の中期の計画の中にもう既に活字で「給食センターが町営」と印

刷になっているのですよ。あれはどういうことなのかなというふうに。これを例えば、「町

営を6次の教育中期計画の中で検討して行きますよ」ということだったらわかるのだけれど

も、活字できちんと「町営運営します」と書いています。だから、もう既に議論も何もしな

いで町営に見切り発車したということではないですか。私はやはりそういうふうに取りまし

たよ。やはりそういう部分を含めて、これはいま即答しなくてもいいです。これはやはり予

算編成までまだ何か月かあるわけですから、これは町部局と十分。前回の答弁の時もそうい

うふうに言っているのですよ。「総合中期計画に盛り込むために、その方向性については町

部局と十分検討してまいります」と。だから、こういう部分を含めて、本当に。私は何も町

営であれば町営なりの職員の配置を含めて、きちんとやはり責任管理。やはりピラミッドで

なければだめなのですよ。そして特にやはり、給食センターが離れているわけですから、何

かあったっていままで何もなかったから良かったと、そう思っていますよ。これから何かあ

ったらどうしますか。やはり、責任管理それを考えたら、「そういう配置をして対応します

よ」と、そうするのがやはり教育委員会の方向性ではないかなというふうに思っています。

この辺については十分、予算編成の時期まで十分再考していただきたいということを申し

添えて終わります。

○議長（岩館俊幸君） 教育長。

○教育長（野村広章君） 中期教育総合推進計画に掲載したことについては、これは計画で

行くというような掲載なのです。ですから、「平成26年、ことしから木古内町の給食センタ

ーについては直営で行きます」というような計画なのです。その前には、策定委員会でいろ
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いろ議論をした経過があって、教育委員会としても議論をして掲載したということですから、

4年前に言った基本方針とは変わりなくて先ほど答弁をしたのですけれども、この掲載通り5

か年は行きたいというような計画なのです。

ですから、新年度に向かってそれをどうのこうのというようなことではなくて、直営で行

きたいなというような方針には変わりはありません。そのあたりを一つご理解願いたいと思

います。

○議長（岩館俊幸君） 2点目に入ってください。

6番 竹田 努さん。

○6番（竹田 努君) それでは、2点目。第6次木古内町振興計画と財政計画について、質問

させていただきます。

我が町は現在、新幹線関連工事等で好景気の機運ではありますが、昨年度に策定した第6

次木古内町振興計画も同時に進めなければ町の衰退につながるのではないかと危惧している

ところであります。

町民からの根強い要望を、財政の好転しているこの時期に実現すべきと考えます。

一つには、平成28年度搭載の釜谷生活改善センター建設の前倒しの検討、並びに建設地を

地域の皆さんと早急に協議すべきと考えます。

2点目は、町政懇談会で議論のあった、各町内会館の管理。これは、管理委託料や施設の

整備等を含めた統一性を早急に整理すべきと考えます。

いまの時点で、この会館等の具体的な部分は出てこないということは、新年度の予算で考

えているのかなというふうにも思われます。

以上、2点についての見解を求めます。

○議長（岩館俊幸君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君） 振興計画と財政計画についてのお尋ねでございますが、現在当町

では平成28年3月予定の北海道新幹線の開業に向けて、駅周辺整備を中心に事業を進めてお

り、新幹線木古内駅を多くの方々に利用していただき、開業当初から新幹線効果を上げるこ

とを目指しております。

一方、今年度からスタートした第6次木古内町振興計画、また財政計画を着実に進めるこ

とが大切であると認識しております。

お尋ねは2点ございますので、1点ずつお答えをいたします。

はじめに、釜谷生活改善センターにつきましては、昭和47年12月に建築され、40年あまり

経過をしており、これまで屋根や外壁の張り替え、トイレの簡易水洗化など小規模な営繕を

行い、維持管理を続けております。従前から地域の強い要望に加え、老朽化が著しいだけに、

優先度の高い事業と位置付け、新センター建設を第6次振興計画に登載し、平成27年度に設

計、28年度に建替工事を行う計画としたところでございます。今後、建設地を含め地域の皆

様との協議を進める中で、計画通り実施できるよう努めてまりたいと考えております。

次に、町内会館等についてのお尋ねでございますが、町が管理している会館等は全て併せ

ますと13施設でございます。このうち7か所は有償で、6か所は無償で管理をしていただいて

おります。有償で管理していただいている会館等の主な業務でございますが、貸館業務、会

館内の点検など施設運営業務に加え、施設周辺の除草・除雪など周辺環境整備業務でござい

ます。
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また、無償で管理をしていただいている会館等につきましては、周辺環境整備は基本的に

町が行っております。主な業務は、施設運営業務をお願いしております。

有償の施設には委託料に違いがありますが、これは使用頻度あるいは業務の内容によるも

ので、この管理の委託料の額につきましては、平成15年度から16年度にかけた集中改革プラ

ンに基づいて減額をしているという経緯はございますが、当面は現行の委託料でお願いをす

ることとしております。

○議長（岩館俊幸君） 6番 竹田 努さん。

○6番（竹田 努君) 一つ目の釜谷改善センターであります。ここで自分が求めているのは、

前倒しできないかと、これを検討すべきではないかと。そしてやはり、建設する場所につい

てもやはり地域の住んでいる方々から見れば、当初25年にできるはずだったこの改善センタ

ーが、28年まで延ばされたというそういう思いが地域の中にはあるのですよ。ですから、せ

めて「28年で違いないよ」ということであれば、「建設場所についてはどこがいいだろうね」

と。いまの現在地が取り壊して建てるのがいいのか、それとも災害等を考えた場合に線路の

上の高台がいいのかとそういう部分。

もう一つはやはり、漁港の背後地。これの活用ははたしてどうなのだろう。一時、山村振

興の中で計画、まな板に載った場面もここありました。この中では、図面まで引いて背後地

にこの漁村センターを建てようというところまで踏み込んだのですよね。ですから、そうい

う土台はあるものの、やはり地域の皆さんとやはりどうでしょう。まだ2年先ですけれども、

「場所はどこがいい、みんなが集まりやすい場所はどこだろう」と、やはりそういう選択を

すべきだろうと。そして、できれば1年でも前倒しできないだろうか。過疎債を使えば、町

長、いくらの財源で1億円の建物が建ちますか。私はやはりそれを言っているのですよね。

そして、新幹線にいま特化しているような事業が多いですけれども、このあと補正で出てく

るプールの外構1,500万円、単費ですよ。1,500万円の単費、財源があったら過疎債を使った

ら、釜谷のセンター建物建ちませんか。そういうことを考えれば、本当に町長は重要な釜谷

のセンターの位置付けにしているというけれども、本当に口先だけで腹の中はどうなのだろ

うと思ってしまうのですよね。やはり、ここで訴えたら前倒しできるかどうか、財源の中で

どうだろうとか、建設場所がどうだという部分の一歩踏み込んだ何かがあって、「これこれ

の理由の中で、やはり予定通り28年でなければ建設できません」とこうなるのであれば、地

域の皆さんも「またぞろ28年が町から何も場所の協議もない」と言うことからすれば、地域

の皆さんとすればすごく不安なのですよ。「本当に28年に町長は改善センターを建てる」と

言ったけれども、本当に建ててくれるのかとそういう不信感まで出てくる。それをやはり安

心させるためにも、せめてやはり建設地の協議に入るべき段階ではないかと私は思います。

ですからやはり、トータル的にここで私が謳ったのは、「6次の振興計画も同時に進めなけ

ればだめでしょう」ということを言っているのですよ。新幹線、新幹線ばかりではなくて、

やはりもっとこっちに目を向けてほしいと。

それと、2番目の会館については、去年の町政懇談会でやはり地域から出されていた会館

管理の不満なのですよ。それを解消するためにはどうするかと。確かに、会館の建設年次も

違いますし、町の会館は地域振興で建てた建物だとか、生活改善センターだとか、社会福祉

で建てた建物だとかいろいろありますし、規模も確かに違います。せめて同じ管理料を払う

のであれば、確かに「外構の草刈は小さい会館は町が出向いてやります、大きな会館は地域
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にお任せしますから、その分は委託料で支払いします」、そうしたら同じくすればいいので

はないですか。その規模によって金額の違いがあっても、払うのであればみんなに払ってや

ればいいのではないですか。ここで言っている施設についても、トイレだってせめて簡易水

洗にしてやるだとか、そういう配慮というのをやはり町長できませんか。そのくらいはすべ

きだろうと。何かあればそこの会館に集まるようになるわけですし、いろんなイベントがあ

ればそこで多くの人方が地域の人が集まる場所なのですよ。そういう部分を含めて、町長そ

の辺再考していただけませんか。

○議長（岩館俊幸君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君） 一度目の質問とほとんどが重複しているものですから、同じよう

な答えより申し上げることができないのでありますが。

まず、計画より早く建設はできないだろうかということでございますが、先ほど申し上げ

ましたように、平成27年度に設計をして、28年度に工事を執り行うということに変わりはあ

りません。

過疎債の話がありましたが、当町の場合、現在しっぽが決まっている新幹線の建設工事そ

れに伴う駅周辺整備等で過疎債、様々な有利な起債については制限がございますので、その

辺のバランスを考えた場合に、同時期にやるということが極めて難しいということもご理解

いただきたいと思います。しっかり計画に沿った建設を進めてまいりたいと考えております。

次は、地域のかたと建設場所について十分な協議をということでございますが、それも当

然のことでございまして、建設の時期に向けました計画を立てた上で、どの時点で説明会が

あって協議をする場があるかと、こういったこともお示ししてまいりたいと思っております。

地域の皆さんの望むところに建てるように、努めてまいりたいと思っております。

次に、会館等につきまして趣旨でございますが、全ての会館に対して委託料をお支払いし

てくださいということなのか、あるいは金額に差があっても全部の施設に対して支払うべき

だということなのか、ちょっとその辺が聞き取れなかったのですが。

これまでの経過も含めまして、町が周辺整備を管理しているところについては、従来通り

無償でお願いをする。そして頻度、あるいは内容によって金額としては2種類ございます。2

万円のところと5,000円のところがありますが、これはこの金額でこれからもお願いをして

いきたいと思っております。

不満という表現が出ましたが、私は町政懇談会の中で意見としては伺いましたが、不満と

いうふうには感じてなかったものですから、これからも地域の皆さんと協議をする中で、本

当に不満なのか。あるいは、変えられるものなら変えてほしいという要望なのか、その辺も

見極めながら対応して行き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) 釜谷のセンターについては、予定通り、計画通り進めるということで

すから、それはそれでいいのですけれども。やはり地域の住んでいる皆さんに、早くやはり

安心させる意味でも建設地の協議というか、どこがいいのだろうという部分については、早

くやはりテーブルについていただきたいとこのように思います。

それと、会館の統一性の部分ですけれども、これはやはり一部でもそういう部分が出ると

いうことは、やはり不満なのですよ。ですから、例えば各会館、13ある管理人に集まってい

ただいて、「これから町の考えを含めてこうしたい」と。やはりそのくらいの聞き取りをす
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るくらいの部分があってもいいのではないでしょうか。私は例えば、町政懇談会のやり取り

を聞いて、当然これ統一性というか統一すべきだという判断の基でいまこういう場に立って

いるわけですから、当然それを具体的にいま町長が言うように、その辺がどうなのだろうと

いう部分であれば、各会館のやはり管理者に集まっていただいて、その辺を議論すればいく

らでも改善すると思いますけれども、その辺は早急に進めていただきたいというふうに思い

ます。

○議長（岩館俊幸君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君） 竹田議員におかれましては、大変熱心な議員活動の中で、町で行

っている地域での行政懇談会に全て出席をしていただいて、地域の声も十分お聞きになって

いると思います。

その中で、この会館料については、昨年は釜谷地区で意見がございました。そのあと釜谷

の地区の皆さんともお話をしておりますが、それは不満という形ではないというふうに私は

理解をいたしました。

それぞれの会館の管理をしていただいている皆さんとは、個別に全て交渉をしております

ので、あえて集まったからそれが変化するとか、そういったことはないと理解しております。

いま釜谷の皆さんの中では、要望という形で意見は伺いましたが、もしそれが不満だという

ことであれば、再度釜谷に出向いて協議をしたいと思っております。

○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。

報告第1号 健全化判断比率及び資金不足比率について

○議長（岩館俊幸君） 日程第8 報告第1号 健全化判断比率及び資金不足比率についてを

議題といたします。

報告内容の説明を求めます。

副町長。

○副町長（大野 泰君） ただいま上程になりました、報告第1号 健全化判断比率及び資金

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

の規定によりご報告申し上げます。

お手元に配布しております議案のうしろのほうにあります、別紙 監査委員意見書の20ペ

ージから21ページまでと、議案説明資料 資料番号1の14ページから19ページを合わせてご

覧いただきたいと思います。

まず、当町における、実質赤字比率と連結実質赤字比率は、赤字額が生じていないことか

ら、比率は算出されておりません。

次に、実質公債費比率は7.5％で、前年度より1.2％の減となっており、早期健全化基準の

25％を大きく下回っております。

次に、将来負担比率は64.7％で、前年度より2.5％の減となっており、早期健全化基準の

350％を大きく下回っております。

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

業会計、介護老人保健施設事業会計及び下水道事業特別会計の4会計とも、前年度と同様に
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資金不足額が生じていないことから、比率は算出されておりません。

平成25年度決算における当町の各比率は、いずれも健全段階に位置づけられる算定内容と

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

あることから、引き続き計画的で効率的な財政運営を推進し、各比率の抑制に努めてまいり

ます。

以上、健全化判断比率及び資金不足比率についてのご報告といたしますので、よろしくご

審議願います。

○議長（岩館俊幸君） 報告が終わりました。

質疑があれば許したいと思います。

質疑ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（岩館俊幸君） 質疑がなければ、以上をもちまして報告を終了いたします。

2時5分まで、暫時、休憩をいたします。

休憩 午後1時53分

再開 午後2時05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7号 木古内町職員等住宅管理条例の一部を改正する条例制定について

議案第1号 平成26年度木古内町一般会計補正予算（第5号）

議案第4号 平成26年度木古内町水道事業会計補正予算（第1号）

議案第6号 平成26年度木古内町下水道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26年度木古内町一般会計補正予算（第5号）、

日程第10 議案第4号 平成26年度木古内町水道事業会計補正予算（第1号）、日程第11 議

案第6号 平成26年度木古内町下水道事業特別会計補正予算（第2号）については、関連があ

りますので一括議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

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1号 平成26年度木古内町一般

会計補正予算（第5号）について、提案理由をご説明申し上げます。

歳入歳出予算の総額に、1億9,362万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を56億9,009万

9,000円とするものです。

補正の主な内容は、1款 議会費は、観光交流センター飲食部門施設等視察関係費の補正

です。

2款 総務費は、本年度中途採用者にかかる赴任旅費及びパソコン等購入費、社会保障・

税番号制度にかかる委託料と負担金、旧中村邸解体工事費、旧木古内高等学校教員住宅取得

費、渡島檜山地方税滞納整理機構負担金、平成25年度歳計剰余金や今年度普通交付税の増額
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分等について、この度の補正財源充当後の余剰分を財政調整基金とする積立金の補正です。

3款 民生費は、保育士等処遇改善臨時特例事業に係る補正です。

4款 衛生費は、吉堀地区飲雑用水施設を上水道へ接続するための水道事業会計負担金、

渡島西部広域事務組合衛生負担金の補正です。

6款 農林水産業費は、農地台帳システム改修事業費の補正です。

8款 土木費は、樋門・樋管管理費、下水道事業特別会計繰出金、港団地屋根等改修事業

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、町民プール外構工事費の補正です。

なお、詳細につきましては、総務課長より説明をさせますので、よろしくご審議願います。

続きまして、議案第4号 平成26年度木古内町水道事業会計補正予算（第1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。

資本的収入の工事負担金を1,504万2,000円、他会計補助金を3,357万8,000円、合わせて4,

862万円を追加し、総額を9,002万円とするものです。

資本的支出におきましては、建設改良費を4,573万9,000円追加し、総額を1億3,797万1,00

0円とするものです。

なお、詳細につきましては、建設水道課長より説明させますのでご審議をお願いいたしま

す。

続きまして、議案第6号 平成26年度木古内町下水道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は、歳入歳出それぞれ2億2,485万3,000円とするものです。

補正の内容は、前年度繰越金の確定に係る補正です。

それでは、詳細について地方債からご説明申し上げます。4ページをお開き願います。

下水道事業債について、前年度の繰越金の内210万円を充当し、借入金を7,500万円とする

ものです。

それでは、歳出についてご説明申し上げます。10ページをお開き願います。

3款 公債費、1項 公債費、1目 元金は、前年度繰越金のうち210万円を財源振替するも

のです。

次に、歳入についてご説明します。7ページをお開き願います。

4款 繰入金、1項 繰入金、1目 他会計繰入金、1節 一般会計繰入金 9万8,000円の減

額につきましては、前年度の繰越金を公債費に充当した余剰分を減額するものです。

続きまして、8ページです。

5款 1項 1目 1節 繰越金 219万8,000円につきましては、前年度繰越金の追加です。

続きまして、9ページです。

7款、1項 町債、 1目、1節 下水道事業債 210万円の減額につきましては、繰越金の

一部を財源振替し、資本費平準化債を減額するものです。

以上、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。
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○議長（岩館俊幸君） 総務課長。

○総務課長（新井田勝幸君） ただいま一括上程されました、議案第1号 平成26年度木古内

町一般会計補正予算（第5号）につきまして、ご説明申し上げます。

歳出からご説明いたします。16ページです。

1款、1項、1目 議会費、8節 報償費 2万2,000円、9節 旅費 26万4,000円、14節 使

用料及び賃借料 10万円、合わせて38万6,000円は、観光交流センター飲食部門施設等視察

関係費用の追加でございます。

続きまして 17ページです。

2款 総務費、1項 総務管理費、1目 一般管理費、9節 旅費 40万4,000円は、本年度

中途採用職員の赴任旅費の追加です。13節 委託料 723万6,000円の追加は、社会保障・税

番号制度、いわゆるマイナンバー制度導入に伴う住民基本台帳や、税務システム等の改修費

用です。18節 備品購入費 108万円は、中途採用者等のパソコン及びインストールソフト

購入費用の追加です。19節 負担金補助及び交付金 66万3,000円は、社会保障・税番号制

度システム運用に伴う国と地方の中間サーバー利用負担金の追加でございます。25節 積立

金 1億1,966万9,000円の追加は、平成25年度繰越金 1億439万8,000円及び平成26年度普通

交付税確定額と予算額の差額9,651万4,000円などから、この度の補正財源を差し引いた余剰

分を財政調整基金へ積立てるものでございます。次に、3目 施設管理費、15節 工事請負

費 500万円は、旧中村邸の建物等が老朽化し危険な状態になったため解体費用の追加です。

18ページに移りまして、17節 公有財産購入費 452万7,000円の追加は、旧木古内高等学

校教員住宅を町職員等住宅として購入するための費用です。議案説明資料 資料番号1の1ペ

ージに配置図、2ページに住宅の概要、3ページに使用料算定案を添付してございます。ご参

照をお願いいたします。

続きまして、19ページです。

2項 徴税費、1目 税務総務費、19節 負担金補助及び交付金 94万8,000円の減額は、

平成26年度渡島・桧山地方税滞納整理機構負担金につきまして、国民健康保険税分が確定し

たことにより、一般会計と按分した財源振替による減額でございます。

続きまして、20ページです。

3款 民生費、2項 児童福祉費、1目 児童福祉総務費、11節 需用費 5万円、19節 負

担金補助及び交付金 186万5,000円、合わせて191万5,000円は、保育士等処遇改善臨時特例

事業による事務費と保育所運営補助金の追加でございます。

続きまして、21ページです。

4款 衛生費、1項 保健衛生費、1目 保健衛生総務費、19節 負担金補助及び交付金 3,

357万8,000円は、国のがんばる地域交付金対象事業として、吉堀地区飲雑用水施設を上水道

へ接続させるための水道事業負担金の追加です。

続きまして、22ページです。

2項 清掃費、1目 清掃総務費、19節 負担金補助及び交付金 6万7,000円は、渡島西部

広域事務組合の按分率確定に伴う衛生負担金の追加です。

続きまして、23ページです。

6款 農林水産業費、1項 農業費、2目 事務局費、13節 委託料 86万4,000円は、平成

27年4月から運用開始されます農地情報公開に対応するために行う、農地台帳システム改修
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費の追加です。

続きまして、24ページです。

8款 土木費、1項 土木管理費、1目 土木総務費、8節 報償費 5万2,000円、11節 需

用費 2万4,000円、合わせて7万6,000円の追加は、北海道から管理委託されている樋門樋管

委託料が労務費等の増高によりまして、手当・諸経費の単価が上がったため増額するもので

す。

続きまして、25ページです。

4項 都市計画費、1目 都市計画総務費、28節 繰出金 9万8,000円の減額は、下水道事

業特別会計繰出金の減額です。

続きまして、26ページです。

5項 住宅費、1目 住宅管理費、15節 工事請負費 520万円は、議案説明資料 資料番

号1の4ページをご参照願います。公営住宅港団地の7棟につきまして、屋根の軒先部分が老

朽化等により冬期間に破損する危険性が想定されるため、補修費を追加するものでございま

す。

続きまして、27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 139万1,000円

の減額は、渡島西部広域事務組合の事務局費、本部職員人件費及び施設費の按分率確定によ

る増減、及び署費は木古内消防署の人件費独自削減による減額でございます。

続きまして、28ページです。

10款 教育費、5項 保健体育費、2目 保健体育施設費、15節 工事請負費 1,540万円

は、議案説明資料 資料番号1の5ページに工事の概要図を添付しております。参照願います。

本年7月26日にオープンいたしました町民プールの外構につきまして、舗装工事、植生工

事、排水工事、フェンス工事、建物解体工事費の追加です。

続きまして、29ページです。

14款 1項、1目 職員給与費は、保育士等処遇改善臨時特例事業補助金の内、21万8,000

円を職員給与費に財源振り替えするものでございます。

次に、歳入についてご説明いたします。8ページです。

9款 1項、1目、1節 地方交付税 9,651万4,000円の追加は、平成26年度の普通交付税が

予算現額 19億1,300万円に対しまして、20億951万円の交付が確定したことによるものでご

ざいます。

続きまして、9ページです。

13款 国庫支出金、2項 国庫補助金、1目 民生費補助金、2節 児童福祉費補助金 162

万3,000円の追加は、保育士等処遇改善臨時特例事業補助金です。

6目 総務費補助金、1節 総務費補助金 721万5,000円の追加は、社会保障・税番号制度

のシステム整備費補助金です。2節 がんばる地域交付金 2,946万7,000円は、がんばる地

域交付金の追加です。

続きまして、10ページです。

14款 道支出金、2項 道補助金、2目 民生費補助金、7節 児童福祉費補助金 27万円

の追加は、保育士等処遇改善臨時特例事業補助金の追加です。

4目 農林水産業費補助金、2節 農業費補助金 86万4,000円の追加は、農地台帳システ
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ム整備事業補助金です。

続きまして、11ページです。

3項 道委託金、5目 土木費委託金、1節 河川費委託金 7万6,000円は、樋門樋管操作

委託金の追加です。

続きまして、12ページです。

15款 財産収入、1項 財産運用収入、1目 財産貸付収入、1節 土地建物貸付収入 421

万9,000円の追加は、旧中学校及び旧鶴岡小学校グラウンドの北海道電力に対する貸し付け

収入です。

4節 町職員等住宅貸付収入 12万7,000円は、北海道から購入予定の旧木古内高等学校教

員住宅の貸し付け収入です。

続きまして、13ページです。

2項 財産売払収入、1目 不動産売払収入、1節 土地売払収入は、高規格幹線道路・茂

辺地木古内道路工事に伴う潰れ地、字大平120番1外533㎡及び流木70本、合わせて21万8,000

円と、土地、字木古内192の65、171.67㎡の売り払い分75万7,000円、合わせて97万5,000円

から当初予算計上しております1万円を差し引いた、96万5,000円を追加するものでございま

す。

続きまして、14ページです。

17款 繰入金、1項 基金繰入金、2目 1節 財政調整基金繰入金 5,211万円の減額は、

今年度の財政調整基金繰入金をこの度確定した普通交付税等で財源振替し、減額するもので

ございます。

続きまして、15ページです。

18款 1項、1目、1節 繰越金 1億439万8,000円の追加は、前年度決算による繰越金の確

定によるものでございます。

説明は以上です。よろしくご審議願います。

○議長（岩館俊幸君） 建設水道課長。

○建設水道課長（若山 忍君） 議案第4号 平成26年度木古内町水道事業会計補正予算（第

1号）について、ご説明申し上げます。

資本的支出の説明させていただきます。6ページをお開き願います。合わせて、議案説明

資料 資料番号1の6ページから7ページをご参照ください。

1款 資本的支出、1項 建設改良費、2目 配水管移設費、節 工事請負費 1,216万1,00

0円の追加をお願いします。

これは、函館開発建設部が行っている函館江差自動車道建設工事で、当初予定しておりま

した孫七線仮配管工事と本設工事、孫七2線。共和コンクリートにアクセスする道路ですが、

仮配管工事と本設工事に加え、孫七川函渠部の移設及び撤去、萩愛線の仮移設工事が必要と

なったため補正をお願いするものです。

3目 配水管改良費、節 工事請負費 3,357万8,000円の追加をお願いします。今回の補

正は、吉堀地区飲雑用水施設利用組合からの要望を受け、町の水道事業配水管に連結するこ

とにより、水道施設の統合を行うというものです。昭和58年に整備された同施設は、これま

でに部分的な補修や改修を行っているものの、組合員による維持管理がなされております。

浄水場におきましては、老朽化が著しいこと、また取水施設においては、必要取水量が確保
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できないなどの課題を抱えており、町の水道と連結することで、これらの諸課題を解決する

ことが可能となります。財源は、がんばる地域交付金からなる一般会計からの補助金を充当

するものです。

工事内容につきましては、資料の7ページにお示ししておりますが、青いラインが現在の

町の水道、水色のラインが現在組合の水道となっております。赤いラインが主な整備内容で

して、町の水道と組合水道を接続する工事、瓜谷地区の未普及箇所に敷設する工事、橋梁添

架部の更新、及び浄水場を撤去する工事となっております。

資本的収入の説明をさせていただきます。5ページをお開きください。

1款 資本的収入、2項 工事負担金、1目 工事負担金、節 工事負担金 1,504万2,000

円の追加をお願いします。これは、函館江差自動車道建設に伴う工事負担金です。

資本的支出の1,216万1,000円に対し、収入のほうが上回っていますが、当初函館開発建設

部からの負担金は1,040万円を予定しており、今回の1,504万2,000円を併せた2,544万2,000

円が開発局からの負担金となります。支出につきましては、当初2,012万1,000円、今回1,21

6万1,000円の併せて3,228万2,000円が支出予定となっております。

同じく、3項 他会計補助金、1目 他会計補助金、節 他会計補助金 3,357万8,000円の

追加をお願いします。これは、吉堀地区飲雑用水施設統合工事を一般会計からの補助金でま

かなうものです。

以上でございます。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） 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) まず、一般会計の18ページ、木古内高校の公宅の購入費であります。

これは、なぜこの時期に公宅を購入しなければならないのかという部分と、高校の公宅を

購入するのであれば、佐女川にも道営住宅の何個かの団地があるのですけれども、そこも一

緒に購入したほうがいいのではないかというそういう思いもあります。その辺の理由につい

て、答弁願います。

それと資料の3ページ。これは、購入したあとの職員住宅にした使用料の算定の資料が付

いていますけれども、まず新たにこの職員住宅のこの定めを作ったにしても、平成2年度建

築の使用料を基に算定をしたと。今回の売買価格450万円、これは全然加味しないのかどう

なのか。住宅の使用料にカウントしないのかどうなのか。それと、26年度は年度途中だから

緩和措置というのはわかるのだけれども、何で27年も緩和の措置をして、28年度に正規な料

金になるという。この部分がよく理解がまずできません。この辺の説明をお願いをしたいと

思います。

それから20ページ、保育士の処遇改善の特例事業補助が出ていますけれども、この補助金

は先ほどの説明の中で事務費と運営費だということだったのだけれども、それでいいのかど

うなのか。当然、この戒名というか説明を見ますと、保育士さんの処遇を改善する部分のア

ップの財源かなと当初思っていたのですけれども、あくまでも事務費。あるいは運営費とい

うことになれば、施設の運営者のほうに入る財源なのかなというふうに。その辺をもう一度、

説明を願います。

それと次に26ページ。先ほど、港団地の屋根の軒先の老朽化と言うようなことだったのだ



- 47 -

けれども、軒先だけ取り替えるのに500万円もかかるのかなという気がします。それと、こ

の港団地は住マスの計画にあるのですよね、建て替え計画が。あれは32年、ちょっと正確な

年次はわからないのですけれども、確か33年。30年に計画されている建て替えの計画がある

ところですから、今回軒先だけ取り替えるのに500万円もかかると。すごい銅板で吹き替え

るのかなというそういう思いもちょっとあるものですから、その辺についてちょっと説明を

願います。

それから28ページ。先ほども言いましたプールの外構、外構の工事をやるのはいいのです。

ただ、なぜいまこの時期に単費で計上しなければならないのか。当初、プールを設計した時

点で建物と一体のものではないのですか、外構というのは。そして当然起債も充当して、町

の一般財源を軽減するというやはりそういう努力が必要ではないだろうか。確かに、現地を

プールを見させてもらった時、「あのままのドロドロというか状態であればこれは困るね」

と。「当然、外構工事をしてもらわなければならない」という議会の事務調査の中でもそう

いう声がありましたけれども、やはり財政に町長、余裕があるのですね。単費でこれだけお

金をかけられるのだから。この部分はいろいろ、その辺なぜこの単費になったのか。工事一

体でできなかったのかという部分について、説明を願います。

それから上水道の6ページ。これは、配水管の移設の改良で4,500万円ほど工事請負費が計

上になっています。これは、当初から念願というか地域のかたからはこういう要望があった

部分ですから、大変良いことだなと思います。ただ、この工事をやる時点で若山課長、これ

例えば水圧等のテストだとかした上でこういう計上をしたのかどうなのか。ここは低区の水

圧でいくのですか、それとも高区のエリアですか。それによっていろいろ心配される部分が

あるのだけれども。以前に自分も水道の担当をした時、この飲雑と上水と接続する時点で、

現施設が組合の施設が、いまの例えば上水の水圧で流せば施設が持たないということで、全

面改修しなければならないというそういう話もあったのです。そうすれば、莫大な費用がか

かるということで、なかなか踏み切れなかった。ですから当然、上水から水の提供になれば

水圧の調整をして、飲雑の施設の管がパンクしないように調整をして水を流すのだろうとは

思いますけれども、その辺は心配ないのかどうなのか。あとあとつないでしまったら、あっ

ちもこっちも現組合の施設がパンクしたということになれば、今度は町が全部管理をしなけ

ればならないわけですから。そうなった場合に、これだけの費用では済まなくなるのではな

いのかなというそういう心配もするものですから、その辺のテストを含めた試験をやったの

かどうなのかという部分について答弁願います。

○議長（岩館俊幸君） それでは、多岐にわたっておりますけれども、最初のほうから順番

に答弁願います。

生涯学習課長。

○生涯学習課長（佐藤宏生君） まず、竹田議員さんの購入時期がなぜ、高等学校の旧公宅

ですね。これの購入時期はなぜいまなのかということですが、これにつきましては現在、道

の施設課のほうと協議をしておりますが、購入の譲渡予定日は来年の1月末になります。現

在、まだいろいろ購入にあたりまして、もう少し直していただけないかということで交渉し

ております。その結果、現在きょうあたりから着手するはずなのですけれども、一部まだ改

修をしていただいております。10月の中過ぎ、下旬までその改修を終わらせる予定でござい

ます。その後、買収ということで1月末に購入の予定でございます。
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それから二つ目、佐女川のアパートです。4戸建ての宿舎をどうして買わないのかという

お尋ねですが、これにつきましてはまだ共済の償還が終了していないということでございま

す。

それから3点目の、平成2年の住宅を基準にして購入の家賃の算定をしているわけですが、

この段階で購入価格を加味しなかったのかということに関しましては、購入価格は加味して

ございません。

それから4点目、緩和措置です。住宅のいま現在お住まいになっている方々の家賃の緩和

措置について、必要はないのではないかというお尋ねですけれども、いま現在6棟ございま

して資料をご覧になっていただければわかりますが、1号棟から5号棟までは同じ造りでござ

います。6号棟が少し面積が大きく、2階建てになっておりますが、それぞれ現在北海道さん

から家賃が、1号棟から5号棟までが9,870円、6号棟が1万4,360円ということでございますが、

当部のほうで購入後家賃の算定をしましたら、1号棟から5号棟までは1万5,600円、6号棟が1

万9,100円ということになりましてこの間、1号棟から5号棟は5,730円値段が上がりまして、

6号棟については4,740円上がります。一度に急に上げるのもいまお住まいになっている方々

にご負担がかかるということで、27年には負担の半分を、28年度からは満額を支払っていた

だくというような試算をしております。以上でございます。

○議長（岩館俊幸君） 次は、町民税務課長。

○町民税務課長（大瀬政廣君） 20ページの保育士等の処遇改善臨時特例事業補助金につい

て、説明させていただきます。

これは、1園に対して15万円の事務費の補助金が付きます。それで、2園で30万円の補助金

ということになってございます。あとは、各保育園に入園されている児童数で、その児童数

に対して国の適用単価をかけたものが、このような金額になってございます。

永盛保育園については71万7,000円、木古内保育園が114万8,000円で、合わせまして186万

5,000円と。それに、1園15万円で30万円の補助金ということで、このような形で充当させて

いただいております。以上です。

○議長（岩館俊幸君） 建設水道課長。

○建設水道課長（若山 忍君） 港団地の屋根の補修でございますけれども、港団地につき

ましては、公営住宅の建て替え計画の中で、平成30年から32年度に建て替える計画としてお

ります。

それで、現在のところは最低限の維持修繕のみ行って建て替えに向けているところではあ

りましたけれども、今年度の春の融雪と、またあと強風によって一部軒先部に損傷が発生し

た箇所がございますので、この冬を越すにあたってはちょっと大変かなと。

また、30年の建て替え計画まではまだ数年ございますので、この際傷んでいる箇所につき

ましては、屋根の軒先とその下地の破風等を直したいということで、今回につきましては2

号棟と4号棟は現在ないですけれども、除いた1号棟から3、5、6、7、8、9号棟の計7棟を改

修することとしておりまして、この金額になっております。申し訳ありません。資料のほう

は、4ページのほうに各棟の位置を載せております。

それから、プールの外構工事ですけれども、当初の建物等の中では現在ある玄関先と、あ

とは回りの犬走り等の整備は行っておりますけれども、今回工事が終わった中で、回りの土

地との間に未整備の箇所が発生してございますので、その整備を今回行うことによって、子
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ども達の安全をまず第一に考えたことによって、フェンスですとか芝生、あるいは舗装を行

うということにしたことです。

それと、上水のほうの吉堀地区ですけれども、地域から2年ほど前に要望がありまして、

今年度からはじまる振興計画の中では、28年、29年に改修を行う予定としておりました。そ

れで、ことしの3月に地元に出向きまして地域の方々に説明を行った中で、今後もし財源が

見いだせる場合は前倒しで行うこともあり得るという説明をさせていただいた中で、今回が

んばる交付金を充当できるということで、前倒しで実施したいということです。

議員ご心配のとおり、水圧等の心配はあります。今回、一番私どもが心配していた吉堀橋

の一部、平成21年度に半分ほどは漏水があって直したのですけれども、残りの部分について

は手を付けてなかったものですから、まずそこは今回手を付けようと。それと、水圧の心配

はもちろんあります。今回、部分的な水圧を見たところは思ったよりは水圧がありまして、

こちらからの水圧とは確かに違うのですけれども、その辺は調整を図りながら順次行ってい

きまして、もし不測の事態が今後起こるようであれば、それはもちろんこちらで対応して行

きますけれども、今回の工事である程度その辺を加味しながら進めて行きたいというふうに

考えております。

○議長（岩館俊幸君） 総務課長。

○総務課長（新井田勝幸君） プールの財源が一般財源どうしてかというふうなお尋ねがご

ざいましたので、私のほうからお答えしたいと思います。

プールの歳入につきましては、25年度で保険金あるいは過疎債ということで。過疎債は26

年度の歳入になりますけれども、その中で保険金が約2億円、過疎債が約1億2,000万円。で

すから3億2,000万円ほど、プールのための歳入ということで歳入をしております。

それに対して、建設費・解体費を含めて2億5,000万円ほどというふうなことで、いわば保

険金を一般財源として25年度で収入しておりますけれども、その中で今回の外構についても

この保険金の中で、一般財源でやるというふうなことの判断で一般財源というふうにしてご

ざいます。

○議長（岩館俊幸君） 副町長。

○副町長（大野 泰君） ただいま、担当からそれぞれご報告がありましたが、議員お尋ね

のことに少し答え切れていない部分があったかと思いますので、補足をさせていただきたい

というふうに思います。

旧高校の教員住宅につきましては、中学校に移転となる時期に北海道のほうから購入につ

いての打診がありました。それで、町としては環境の整備が整ってからというような考え方

を持ちましたので、下水道の整備ですとか内部改修、こういうものを終わったあとにという

ような考え方でおりました。その背景につきましては、校長・教頭には住んでいただこう、

あるいは北海道からの振興派遣のかたの現在住んでいる、地域おこし協力隊のかたも住んで

いる。町としては、やはり職員の住宅が不足してきているというふうな認識もございますの

で、そういった中では安価で購入、1棟100万円かからない金額で購入できる。そして、戸建

てでもあるということで、これは有効に活用できるかなということで踏み切ったものです。

また、28ページのプールなのですが、当初の設計委託をした時に、外構についても一緒に

することが必要だったというようには判断をいまさらということで大変申し訳ないのです

が。当時は、やはり保険金の額がいま総務課長のほうから説明がありましたように、増える



- 50 -

方向はあったにせよ、確定していない中では「何とか金額を詰めて設計をしてくれ」という

ような指示をしていたものですから、そこの部分についての設計が欠落をしてしまったと。

これは、事務調査の中で我々も現地を確認させていただいて、今後の利用に向けてはやは

り小・中学生等の利用もある。あるいは、駐車場のこれからの先ほども一般質問でも出てい

ましたけれども、イベント等で利用するということになると人も入ってくるであろう。こう

いったことも公民館や体育館の使用に合わせて、少しせっかくの施設ですから、駐車場もき

ちんとした整備をしていこうというような背景で、今回提案をさせていただいております。

以上です。

○議長（岩館俊幸君） 6番 竹田 努さん。

○6番（竹田 努君) 概ね、理解はいたしました。

上水の関係ですけれども、課長の説明で若干水圧の心配はあるものの、念願だったやはり

飲雑との接続をするということで、大変良かったなというふうに思っています。ですから、

この工事にあたっては、やはり雪の掴まないうち暖かいうちに発注をして、そしてテストも

して、やはり万全を期していただきたいなというふうに思います。

ただ、高校の公宅の部分の家賃の部分はちょっと理解できないのだけれども、教育委員会

で職員住宅の家賃設定をしたわけでないでしょう。町のほうで職員住宅の家賃設定をしたの

ではないかなというふうに思うのだけれども、その場合に道の建設単価というか、費用で計

算するのが正しいのか、今回住宅を取得した1棟、100万円未満で取得している。安いところ

は30万円台で取得しているところです。そして、なお且ついま住んでいる人がいるから27年

に緩和をしなければならない。私は家賃を高くしろと言っているのではないのです。もっと

この取得価格から計算をしたら、もっと家賃を安く設定できるのではないかと。その辺の検

討をしたのかどうなのかということを求めているのです。

いまこういうふうに出てしまえば、この金額でいかざるを得ないわけですから。「これは

本当に正しいの」という求め方をしているのです。この緩和措置だって何か取って付けたよ

うな感じにもなります。「今年度は年度途中だからわかる、来年からはもう正規の価格にし

ますよ」というのが当然ではないですか。一般町民に対しては、当然そういうふうに出てく

るのだけれども、職員だからと特別1年猶予をつけるというのは、やはり問題があるのでは

ないですか、町長。その辺を。

○議長（岩館俊幸君） 生涯学習課長。

○生涯学習課長（佐藤宏生君） いまどこで算定したかと言いますと、教育委員会で行いま

した。ここにも3ページの資料の真ん中のあたりに米印がありますけれども、「木古内町職員

等住宅管理条例別表に定める」ところの、「平成2年度建築の使用料をもとに算定しました。」

これは具体的にどこかと言いますと、いまの旧中学校の校長住宅ありますね。それのとこ

ろを基準にしました。面積あたりで計算をしますと、この中にありますように平米あたり21

4.6円ということで、基本的な考え方というのは同じような面積、同じような築年、それを

基にしております。そういうことでバランスを取っております。現在の旧中学校脇の住宅を

基に、新しく購入する予定の新中学校です。現中学校脇の住宅の面積と築年による経年数、

それを基にバランスを取りました。

それから、先ほども申しましたがいわゆる緩和措置です。これは、大家が変わることによ

って急にその都合で住宅の家賃が大変増えるわけですけれども、それには使用されているか
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たに迷惑がかかるということで、いわゆる激減緩和ということで配慮いたしました。

以上でございます。

○議長（岩館俊幸君） 6番 竹田 努さん。

○6番（竹田 努君) 町長、職員住宅の家賃の設定は教育委員会でいいのですか、条例。そ

れを含めて、何でそうしたら。26年の単価というのは、現在道の単価なのでしょう。なぜそ

のままいかないのですか。なぜ道の単価より町の職員住宅にしたら、住宅を安く手に入れて、

何で高くしなければならないのですか。もっと安くてもいいのではないですか、極端に。自

分はそう思うのですよね。何で高くする理由もわからないですし、教育委員会が職員住宅の

家賃を設定するというのもちょっと理解ができないですし、今回のやはり住宅取得を含めた

部分のこの家賃設定までに至る部分がどうも理解ができません。

○議長（岩館俊幸君） 副町長。

○副町長（大野 泰君） ただいまのご質問に対して、少し説明不足の点があったかと思い

ます。この議会説明資料の資料番号1に、今回条例改正ということで8ページのほうに「木古

内町職員棟住宅管理条例」というのをお付けしております。

この条例につきましては、当然町長部局ということで改正については町長が提案するもの

でございますけれども、この中の右側の改正後の8番です。平成2年、これを89.00㎡で1万9,

100円というような家賃に設定をしております。これは、教職員住宅です。職員等住宅とい

うのは、教職員住宅も入っているということで、この1万9,100円を根拠として平成2年の建

物であるがために、平米あたりの単価を出して今回の新しく購入したものの月額の単価を決

めてきたと。

購入に際しては、この道教委の建物であったということで、教育委員会が窓口になって道

教委と交渉をしたという背景があるものですから、そこで購入に関しては道教委とうちの教

育委員会との間での協議が整ったという背景があります。

もちろんその報告は、町長部局である我々のほうでも受け取っているのですが、そこでこ

の条例提案にあたっては、教育委員会サイドのほうで根拠を作ってきていただきたいという

ことで指示をしたものでございます。

○議長（岩館俊幸君） 9番 東出洋一さん。

○9番（東出洋一君) 竹田さんの質問は、大変重要な問題なのですけれども、いまは副町長

の話からいってしまうと、この次に出てくる、いいですか。議案第7号、そこまで私は我慢

をしていたのですよ。ところがそこをいまの段階でいきますと、副町長はそこまで踏み込ん

でしまっているのですよ。算定理由が改正後なんて話で、ここの日程9、10、11がまだ終了

していないのに、日程15番までややもすると踏み込んだやに聞こえるような答弁なのですけ

れども。これはやはり私自身は、竹田議員にヤジで「次あるぞ」と言ったのだけれども、そ

の時まで私は伏せて置くべきものだと私は思うのですけれども、その辺いかがですか判断は。

（「休憩」と呼ぶ声あり）

○議長（岩館俊幸君） 暫時、休憩をいたします。

休憩 午後2時52分

再開 午後2時58分
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○議長（岩館俊幸君） 休憩を解き、会議を再開いたします。

2番 又地信也さん。

○2番（又地信也君) 例えば、いま副町長が言っていたけれども、購入の窓口は教育委員会

が行ったと。だけれども、財産購入は教育委員会のお金で買ったわけではない。そうしたら、

家賃のどういう設定をするかというのはあなたのほうではないですか。なぜ教育委員会が、

そこに購入には交渉をしてくれたけれども、財産購入したあとの家賃の設定というのはそっ

ちではないのですか。私はそうだと思っています。おかしいでしょう、そうでないと。家賃

の設定をするのに、なぜ教育委員会がはまらないとだめなのですか。これはおかしいですよ。

それから、もう一つ。プールのところのあれなのだけれども、これを見ると例えば山村広

場のほうから法があります。法があって、これずっと赤いのはこれはトラフかな。トラフを

入れるのですね、課長。そして、ここの部分を舗装をかけるのですか。舗装をかけるのです

か。いらないでしょう、こんなもの。

それから、スポーツセンターのほうはいるかもわかりません。ここはいらないです、ここ

は。これは奥行きいくらあるのですか、これ。車を停めて、奥に入った車は出てこれないで

すよ、ここ。これはちょっと見直しをかけてください。お金は財源は何か良い話を言ってい

るけれども、保険からと。保険から出たからふんだんに使ってもいいのですか。私はそうで

はないと思います。どこに保険から出て余っているからふんだんに使うのだという、総務課

長。そうでないでしょう。行く末は財源が詰まってくるのだから、いらないものは作らない

のです。これなるほど現場を見た時に、「法勾配が建物側に来ているから反対側に勾配をつ

けて、トラフか何かで水処理をしないとだめだな」という話をして、これすごく良いと思う

のだけれども。それから、手すりもいいかもわからない。植生のほうでしょう、手すり。植

生する側、この下に野村さんの家があるのかな、整骨院さんの。そっちのほうは必要だろう

し、また植生をするのも良いかもわからない。だけれども、山側の舗装はいらないですよ、

これ。いらないと思います。だから、もう一回1,500万円も見ているのだけれども、これも

う1回設計し直してもらえばいいでしょう、見直しをかけてください。財源があるから、保

証料があるからふんだんに使うというそこの発想をちょっと取って、そっちに置いといても

う1回見直しをかけてください。

それから、飲雑の関係。つなぐというのだけれども、吉堀の駅前の橋梁添架は一回修繕し

ているのですよね。これは、退職した木谷さん時代です。橋梁添架を何か修繕しているので

すよ。これまた同じことをやるのですか。その部分。

それから、総事業費がこれいまいくらになるのかと。これ補助金で見ているでしょう、補

助金で3,000いくらというの。総事業費はいくらになるのですか、これ。そしていま同僚議

員が質問をしていたように、これはだめだというのではないですから、基本的には。何とか

してやらないとだめだろうと思っているのだけれども、これを水圧の関係であちこちパンク

しますよ、これ。そして、ポンプ室があるでしょう、飲雑の。ポンプ室から大川の川の山の

裾の尾を走って歩いているのですよ、あれ、管が。そして、こっちに来ているのです、川の

中を通って。これ下手して水圧の関係で、パンクをしたら大変な金額になりますよ。だから、

事業展開をするのは良いとしても、少し調査をしたらどうなのですか。現配水管の強度だと

か、ところどころに弁があると思います。これやったほうがいいですよ。そうでないと、ど

こがパンクするかわからないですよ。これ何年前、もう20年以上前、何年経っているのです
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か、これ。そういう調査が終わったあとでいまやろうとしているのかどうか、ちょっと確認

したいです。

それから、土地建物貸付収入421万円。これは旧中学校と鶴岡のグラウンドだという話で

す。これ教育委員会で、当初議会に報告している金額と莫大に違います。すごい金額になっ

たなと、私はある意味では喜んでいます。「そうかそうか」と、「こんなに高く貸せたのか」

とそう思いはしているのだけれども、積算をどういうふうに変えたのかちょっと説明してく

ださい。

それから、ちょっと重複する部分もあるのだけれども、港団地の屋根の修繕だけれども1

ｍ35ｃｍ、軒先。これだけで間に合うのですか。私はある意味では、屋根全体とやらないと

雪は落ちないだろうと、現状を見るとですよ。そう思いますし、あそこはトイレの上が三角

屋根なのですよね。それらもどうするのかです。入っている人方はいま直す部分、入ってい

ない棟もあるけれども、その辺はどうするのかなと。これ例えば、冬になると雪が落ちない

でみんな隣近所ケンカをするのですよ。そして、役場のほうにも担当課のほうにも冬になる

と電話が入っているはずです。そういうのを見ると、軒先1ｍ35ｃｍかな、図面を見ると。

それだけではたして良いのかなとそんなふうにも思えますので、その辺説明をもう一度お願

いしたいです。

それから今度、公宅の購入です。これ土地はどうなのかという問題。それから、説明資料

の中で修繕予定箇所はどうなるのかと。これは、先ほど課長のほうから道のほうに直しても

らえるようなニュアンスの話だったけれども、これはどうなるのかと。これ例えば、屋根塗

装だとか修繕予定箇所、これ全部となったら結構な金額になりますよ、我が町でやるとすれ

ば。

それと、家賃の設定をしてしまってあるのだけれども、ここは下水は通っていなかったで

すか、下水。通っているのですか。それらをちょっと、修繕予定箇所の部分。我が町で直す

のか、あるいは課長のニュアンスで道にお願いをするようなニュアンスだけれども、はたし

てそのあれを取れたのかどうか、確約を。そうでないと家賃の設定はできないはずですこれ、

煎じ詰めていけば。例えば「37万5,000円で買いましたよ」と、屋根の塗装、プロパン庫取

替、諸々修繕予定箇所ありますよね。そうすると、この部分にうちのほうで一般財源を突っ

込まなければならないと。だからその辺、はっきりした返事をちょっと答弁を聞きたいです。

○議長（岩館俊幸君） 副町長、先ほど休憩の時に、東出議員のほうから答えていただきま

したのを、まずそれをもう一回本会議に戻しましたので、まずそれをちょっともう一回本会

議で入れたいと思います。まず、それから。

副町長。

○副町長（大野 泰君） 先ほど私、議案説明資料、資料番号1の8ページの改正後というこ

とで、8番というものを使ってご説明を申し上げました。これにつきましては、現行の10番

ということで訂正をさせていただきたいというふうに思います。

それと戻りまして、ただいま又地議員のほうからご質問のあった教育委員会での算定につ

きまして、原課対応ということで進めたことに対するご意見でございました。こちらにつき

ましては、当初の道教委からの購入依頼といいますか、「町に購入していただきたい」とい

うような話を教育委員会のほうで受け取りまして、そして町教委のほうで交渉を進めてまい

りました。
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この6棟のうち、現行教職員が3名3棟住んでおります。そういう背景もありまして、教育

委員会サイドのほうで試算をして、その試算については当然私どものほうに、町長・副町長

のほうにも決裁が上がってきて確認をしているという状況でございます。

先ほどの10番でお示しした本町440番地の建物については、教職員住宅ということで貸付

をしているということも背景にございましたので、教育委員会のほうからの起案ということ

で、業務を進めてきたところです。

それと、今回の建物の改修につきましては、下水等については全て、環境整備については、

北海道、道教委のほうで予算を取って仕事が終わっております。

また内部改修、そして設備の改修につきましては、このあと道教委のほうで発注をしまし

て、町のほうの負担はございません。以上です。

（「議事進行」と呼ぶ声あり）

○議長（岩館俊幸君） 副町長、その辺で一回休んで。

9番 東出洋一さん。

○9番（東出洋一君) 副町長、わかるのです。だけれどもあなたいまも、私は訂正の仕方が

至らないなと思うのは、この資料の議案第7号の関係は、説明資料です。それは8ページに載

っているのです。だから、あなたはここの現行の10番で話をしているけれども、8ページの

部分は削除しなければだめなのです。小さなことかもしれません。この資料の議案7号の関

係は、8ページに載っているのです。それを言ってはだめでしょう。そこまで踏み込んでな

いわけですから。8ページというのは議案第7号に出てくるのだから。その辺の諮らいを議長、

大変申し訳ございませんけれども。

○議長（岩館俊幸君） わかりましたか。

副町長。

○副町長（大野 泰君） 議案説明資料の資料番号1の3ページのほうで1万9,100円、木古内

町職員等住宅管理条例別表に定めるということで記載をしておったのですが、これについて

理解が得られない状況があったのかなというふうに私は思いまして、8ページを使わせてい

ただきました。全て訂正をいたしまして、3ページの米印です。こちらところを参考に算定

をしたということで、訂正申し上げます。

○議長（岩館俊幸君） それでは、建設水道課長。先ほどの又地議員についての。

生涯学習課長。

○生涯学習課長（佐藤宏生君） 又地議員からのお尋ねの今後の直すところの内容でござい

ます。

先ほど、今後。購入の関係ですが、もともと土地に関しましては町からの寄付でございま

す。町からもともと、町立高校だったものですから、それから道に移管しましてもともと土

地というのは町の財産だったのです。それを寄付されています。ですから、それについては

無償ということになっております。建物だけ有償ということです。

○議長（岩館俊幸君） 次に、建設水道課長。

○建設水道課長（若山 忍君） 吉堀地区の飲雑用水ですが、平成21年に吉堀橋の左岸側の

ほうで漏水がありまして、この箇所を町のほうの補助をいただいて組合に補助をした中で、

漏水箇所を補修しております。それでその時には、ですから右岸側の半分は直しておりませ

んので、今回そこの部分がちょっと弱点と想定される中で、そこについてはまず更新したい
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ということをまず考えております。

それと、おっしゃられるとおり水圧の問題がありますけれども、箇所箇所でちょっと調査

をしたところでは、4キロほどの水圧を保っておりまして、こちらからの低区であれば5.4キ

ロくらいの圧力なのですけれども、その辺との調整を図りながら施工して行きたいというふ

うに考えております。もちろん、いままでと水の流れも逆に流れたりすることによる接続部

の漏水とかそういったことがちょっと想定されますけれども、今回の工事である程度までは

その辺も加味しながら行っていきたいというふうに思っております。

それと、港団地の軒先でございますけれども、この1.35ｍで足りるのかというご指摘でご

ざいますけれども、以前にも港団地あるいは中野団地のほうで軒先が破損した時に、こうい

う形での補修をした経験もありまして、その中では雪の処理とかも改善されたということで、

おっしゃられるとおり全面改修が一番良いのですけれども、何とかこの平成30年の建て替え

計画までは最低限の補修で、住民のかたに最低限の生活は何とか納得していただきたいとい

うことです。トイレの三角屋根の部分についても、支障のないように施工したいと。

あと、山村広場のほうの山側の舗装については、おっしゃられるとおり特に奥のほうにつ

いては、6、7ｍくらいしか幅が取れない状況というふうな想定もあります。

砂利の敷き均し程度で、この配水とかの機能がはたされる状態であれば、ちょっと設計を

見直したいなというふうに考えております。

○議長（岩館俊幸君） もう一つ、421万円の北電に貸した土地の。

建設水道課長。

○建設水道課長（若山 忍君） 土地貸付収入でございますけれども、今回旧中学校グラウ

ンドと旧鶴岡小学校グラウンドを北斗今別直流幹線新設工事に伴うということで、町有地を

貸し付けるということです。

それで、旧中学校グラウンドにつきましては1万3,500㎡ほど、旧鶴岡小学校につきまして

も1万3,100㎡ほど。この貸付の算定にあたりましては、ことしの4月に要領を定めておりま

して、その要領の中で貸し付ける場合、借りる場合、近傍地評価額に対しまして100分の4を

基準として、年額を定めるとしております。

今回につきましては、近傍の評価額に面積をかけまして、その100分の4をさらにかけて、

ことしの場合は年度末までの365分の243日をかけたことによって、旧中学校のほうにつきま

しては235万円、旧鶴岡小学校のほうについては186万円ということで、合計421万9,000円と

算定してございます。

○議長（岩館俊幸君） 2番、又地信也さん。

○2番（又地信也君) ことしはそうしたら、従来はどうだったのですか、従来は。それが一

つと、飲雑の関係のこれ。新しく布設するのが75ｍｍと、それから50ｍｍの管になるのかな。

この図面からいけばそのように私は解釈をしたのだけれども。

ただ、飲雑の部分の管そのものというのは、ポリパイではなかったですか、たぶん。黒い

パイプではなく塩ビとかそういう管ではないのではないですか。

そうすると、もしつないだ時に水圧の関係でかなり危険ですよ。だからその辺は、十分実

際に工事をする前に綿密な調査をしてからかからないと、あっちもこっちもとなれば、その

部分のあれというのは財源というのはまだ見ていないと思うので、その辺十分気を付けて調

査してからかかってください。
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○議長（岩館俊幸君） 建設水道課長、先ほどの。

○建設水道課長（若山 忍君） 従前の土地の貸付につきましては、固定資産評価額の算定

を基に1,000分の14、1.4％を標準に算定しておりました。それが、今回からは4％を標準と

いうことで、近隣町村等の貸付収入等の状況も鑑みて、この春に変更したところであります。

○議長（岩館俊幸君） ほかに。

6番 竹田 努さん。

○6番（竹田 努君) 先ほどの家賃の部分の答弁が出ていないのですけれども。この26年、

道の家賃。そして、町の職員住宅になればアップするという。そして、27年の緩和の理由。

緩和しなければならないのかどうなのかという部分について、返答をもらっていないので、

その返事をお願いします。

○議長（岩館俊幸君） 副町長。

○副町長（大野 泰君） 職員等住宅の料金の設定につきましては、北海道から木古内町が

購入をしたことによりまして、木古内町の財産になる。そこで、木古内町の職員等住宅条例

の適用となります。その適用をどのようにするかということにつきましては、先ほど3ペー

ジのほうでご説明をしましたように、平成2年、同年に建設されている建物があって、そこ

が平米あたり214.9円であることから、この平米数を購入した建物にかけまして、月額を算

定したということでございます。

また、この算定した金額につきましては、北海道の基準を超える金額になります。木古内

町の財産となったことから、ほかの教職員等との均衡も図らなければならないということで

すので、そこからして先ほど言った214.6円が基礎となります。

そうは言っても、北海道の基準では安かったということでございますので、激変を緩和す

るために、これは後ほど提案することになりますのでそこは避けますけれども、1月から費

用を木古内町が徴収するという前提がございましたので、1年といっても年度の区切りでい

うと3か月程度でございますので、そこからして1年という激変緩和期間を設けるということ

で27年度については2分の1というような考え方に立っております。

○議長（岩館俊幸君） 6番 竹田 努さん。

○6番（竹田 努君) 理解できません、やはり。わかるのです。一般町民が入る公営住宅で

あれば、激変緩和措置をするべきだと強調します。職員だとか教員のかたが入る、緩和措置

はいりますか。私は逆に取得価格から計算をして、道のこの単価でいいのではないかと言っ

ているのです。なぜ高くするのと。たまたま建設費用、道の建設単価がいくらいくらだから、

それに見合った面積の部分のあれを、ただ右ならいしてただ移行しているだけではないです

か。まじめに例えばいろんな角度から、道の建設単価がいくら、そして今回の取得した価格

がいくら、いろんな部分を加味した中で、「最終的にこういう家賃設定をしました」という

ならいいのだけれども。ただ、「事例のある平成2年度の家賃と面積が同等だから、そうした

ら1万9,000円にしましょう」と。そして、「職員だから緩和措置1年間、3か月しかないから

緩和措置を取りましょう」と。それだったら、緩和措置はいらないです。27年から何もこの

料金に持っていけばいいでしょう。なぜ緩和しなければならない、その理由がよく。これを

町民に説明できますか。「皆さんの公営住宅はこういう緩和措置がないのだけれども、職員

住宅にはこういう緩和措置があるのですよ」と言わなければならないですから。こんな不都

合な話はないでしょう。やはりこの辺はもう一度、再考してもらわなければなかなか。
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○議長（岩館俊幸君） 暫時、休憩をいたします。

休憩 午後3時26分

再開 午後3時45分

○議長（岩館俊幸君） 休憩を解き、会議を再開いたします。

2番 又地信也さん。

○2番（又地信也君） 1点だけちょっと確認をします。

吉堀地区飲雑用水施設統合工事の件につきましては、これ表題が飲雑用水ということにな

っているのですけれども、要は中野の浄水場から送った水を飲雑と称するのですか。

ということは、水を送るためには費用がかかっている。あくまでも、飲雑で押し切るので

あれば、飲雑の料金と水道料金が違う。そうですよね。その辺はどう処理するのかという問

題が当然出てきます。給水費用がかかっているのに、飲雑の料金で押し切るのかどうかとい

う問題があります。

且つ、もし飲雑の料金で押し切るということであれば、不公平感が随分出てくるだろうと

いうふうにも思われます。その辺は、この工事を施設統合工事をしたあと、どんな対応をす

ることになるのかちょっとお聞きをしたい、確認をしたいです。

○議長（岩館俊幸君） 建設水道課長。

○建設水道課長（若山 忍君） 吉堀地区の飲雑用水の統合後の扱いについてでございます

けれども、統合後は木古内町水道事業の管路として管理していくところです。同時に町のほ

うで、いま用意している貸与している水道メーターを付けまして、開通後につきましては、

木古内町の水道事業として料金も町の上水道の料金を適用して、お客様からいただくことと

しております。

○議長（岩館俊幸君） 2番 又地信也さん。

○2番（又地信也君） なるほど。そうすると、この飲雑の関係では過去にもいろいろ飲雑の

組合のほうから、いろいろ要望があったのですよね。

そして、大川地区のかただと思うのだけれども、飲雑をずっと長く利用してきた人方。そ

の時は、そうすると「料金は上水道並みの料金をいただくことになるでしょう」ということ

だったのです。そうしたら、「牛にも飲ませるし」ということで、かなりな金額になるので

す、料金が。それで、「そんなに高くなるのなら」と言うので、ペケになった経緯もあるの

です。その辺は、従来の飲雑組合の方々に、加入している方々の了解はいただいているので

すか。

○議長（岩館俊幸君） 産業経済課長。

○産業経済課長（木村春樹君） 産業経済課の木村です。

又地議員の質問にお答えさせていただきます。

平成24年2月に産業経済課のほうで、この飲雑用水組合から役員が来庁しまして、整備の

要望書をいただいております。

その後、議論を重ねまして、先ほど建設水道課長が説明したとおり、平成26年3月に対象

地域の説明会を、飲雑用水組合と関係町内会併せて行っております。

その間も説明はしていたのですけれども、その中で各地域の住民にもそれぞれの上水道に
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なった場合の水道料金の金額などを示させていただいております。

その後また、組合役員とこの事業についての進捗の相談を行っている中で、全てではあり

ませんが個々にもあたっておりまして、その中で金額とまた工事内容について説明をしてい

るということでございます。

したがいまして、町のほうとしては、地域の理解を得られているというふうに認識してお

りますので、今後も丁寧な説明をしながら進めていきたいと思います。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） 普通の上水は、建設水道課長のところで一括担当しているのだけれど

も、飲雑になると産業経済課の担当になるのだけれども、いまの又地議員と若山課長との議

論を聞けば、もう一般家庭の料金ですよね、いまこれからつなぐ人達も。そうすると、飲雑

という表現ではなくて、建設水道課に一本にしてしまったらどうですか。いままでの経過の

中を来ると、建川の時もそうだったのですよ。飲雑だったのです。いまも確か飲雑という表

現で、おそらく産業経済課長のところの担当かな。になっていると思うのですよ。だから、

ここはどうですか。これからの課題なのだけれども、私の解釈が間違っていれば別なのだけ

れども、それはそれで答弁をもらうのだけれども、一本にしてしまったらどうですか。8ｔ

使って基本料金なのです。あと1ｔ上乗せすることによって、何百円何百円とかかっていく

のだから。それで理解していいのだろうし、その辺の見解と、それから飲雑というのをもう

なくして、上水一本にしたらどうですか。

○議長（岩館俊幸君） 産業経済課長。

○産業経済課長（木村春樹君） 資料番号1の7ページの表題として、あるいは上水道会計の

補正予算の項目として、「吉堀地区飲雑用水施設」というふうな表記があるので、又地議員

あるいは東出議員のような理解があったと思います。

これは、この吉堀地区飲雑用水施設、現在ある施設を上水道に統合するという意味合いで、

このような表記とさせていただきました。

したがいまして、上水道と接続した後は、この「飲雑用水」という言葉は使いません。使

用しません。木古内町の上水道として取り扱わさせていただきます。以上です。

○議長（岩館俊幸君） 2番 又地信也さん。

○2番（又地信也君） この飲雑用水施設を作った時は、これ補助事業でやったと思うのです、

補助事業で。いま例えば、統合して木古内町上水道云々にしてしまった時に、問題はないの

かどうかというそこもちょっと確認をしておきます。

○議長（岩館俊幸君） 産業経済課長。

○産業経済課長（木村春樹君） 補助金は入っております。補助金適化法なりの確認をした

ところ、年数が過ぎておりますので問題ないということです。以上です。

○議長（岩館俊幸君） ほかにございませんか。

3番 佐藤 悟さん。

○3番（佐藤 悟君） 同じく関連いたします。

これから、大川地区の飲雑に町の上水道がドッキングするという関係でございますが、い

ままで飲雑の関係では、消火栓というのはないように思われておるわけですが、今後町の上

水道ということになりますと、当然消火栓も必要であろうかというふうに思うのですが、そ

の辺の関係はどう考えておられますか。
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また、この度の本管の配管については、私は問題ないと思うのですが、本管から各家庭ま

で入る間。その間に、やはり水圧の関係で何らかの関係で、起こる可能性があるという。そ

のあった場合に、町のほうの責任なのか個人の責任でそれを負担するのか、その辺のことを

確認したいと思います。

○議長（岩館俊幸君） 産業経済課長。

○産業経済課長（木村春樹君） 消火栓につきましては、自分のほうで申し訳ございません

が、把握してございませんでした。

早急に現場確認をしながら、木古内消防署なりと協議をしていきたいと思います。

また、各戸への布設でございますが、財産としてはここまでが町のもの、これ以降は各個

人のものというふうになるのですけれども、当初の布設については当然水圧の問題とかあり

ますので、町の責任のほうで事業を行っていきたいと思います。以上です。

○議長（岩館俊幸君） ほかにございませんか。

3番 佐藤 悟さん。

○3番（佐藤 悟君） 一点、この上水道に関してなのですが、大川地区の防火水槽の関係は

何か考えがあればお話願いたいと思います。

○議長（岩館俊幸君） 副町長。

○副町長（大野 泰君） 防火水槽・消火栓等につきましては、消防と協議をしながら、そ

の設置箇所も含めて、検討してまいりたいというふうに思っております。

ただ、消防計画の中に、消防署のほうで定めていると思います。これまでは、飲雑用水と

いうことで、水圧・容量の関係があって設置していないということであれば、今度は上水に

なりますので、そこのところの変更を消防と協議をしてまいりたいというふうに思っており

ます。以上です。

○議長（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） 旧中村宅の関係なのですけれども、長年このまま放置されてきて、今

回こういう形で500万円もかけて解体すると。寄付されてから、はたしてどういう町として

利用してきたのかというと、消防第一分団の詰め所くらいだったのかなというふうに思うの

ですけれども、その辺寄付するものを断るわけにはいかないのですけれども、最終的にこう

いう形になってしまうので、今後そういう建物の寄付等については、町長。これ町長のほう

から答弁をいただきたいと思うのですけれども、この辺はどのように、やはりこの人も代書

をやっていて、ずっと木古内町に貢献されてきて、その関係で寄付されたと思うのですけれ

ども、最後はこういう形になってしまうのですよ。残った土地の有効活用については、これ

から計画があればお知らせいただきたいと思うのですけれども、こういう寄付行為に対する、

今後建物に関してはどうなのでしょうね。もし見解があればお伺いしたいと思いますし、利

用計画があれば添えて答弁願いたいと思います。

○議長（岩館俊幸君） 副町長。

○副町長（大野 泰君） ただいまの東出議員のご質問に対して、まず今回解体をするとい

う手続きに至った背景をご説明申し上げます。

ご本人が健在、ご夫婦が健在の場合につきましては、「寄付はしますけれども帰ってきて

使用をしたい」と、こういう条項がついておりました。
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そこで、町としては解体処分もできませんで、生存中については「使う」という意志があ

るということでございましたので、そこで第一分団等にお貸ししていたというのが事実でご

ざいます。

ことしに入って、福祉施設に入られていたのですけれども、お亡くなりになったというこ

とで、今回処分をすることといたしました。

今後の町への寄付行為等についてでございますけれども、このあと町として事業として使

用することがあるという場合については、これは寄付を受けることがございますが、そうい

った予定がない場合については、寄付についてはお断りをすると。これは、寄付依頼を受け

ながらも、検討をして返答を返しているというのが今日の取扱いでございます。

○議長（岩館俊幸君） 9番 東出洋一さん。

○9番（東出洋一君） そうすると、いまの文言・発言からいけば、やはりそういうようなも

のも町に向けて、いろいろとそういう相談があるというふうに私は理解をしたのですが。

そうすると、建物ではなくて例えば「土地を町で買ってください」というようなこともこ

れも同じだと思うので、動産・不動産に関してなのですけれども。

そうすると、どうもその辺での線引きの仕方というのか、「ここは何とか使いようがある

から、ではここは寄付を受けようかな。ここは全く使い道がないので、寄付はお断りします

よ」というのもこれも私はいかがかなと思うのですよ。だから、この辺についてのきょうは

返答をいただかないけれども、十分その辺は考えていかないと私はだめだと思うのですよ。

ということは、今回の町長の行政報告の中にあった企業促進条例の中で、いつの間にか民

地何筆か町有地につながって、こうあったでしょう。これだって、この間の常任委員会の中

ではやはりいろいろと議論があったわけだから、その辺あなた達簡単に「使い道があるから、

じゃあ寄付を受けます」とか、「使い道がないからお断りしますよ」と、そんな関係ではな

いと私は思うのです。だから私は、政策的なものがあればなと思って私は「町長」と向けた

のだけれども、副町長が答弁したからどうなのかなと私は思って、あれしたのだけれども。

そういう事例が今後あった時にはやはり、きちんとした対応はしていかなければならない

と思うのですけれども、その辺再度、町長。

○議長（岩館俊幸君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君） 建物についてのお尋ねか、土地等についてのお尋ねかちょっとわ

からないのですが、両方ということでお話をさせていただきますと、建物につきましては、

こういうケースも将来出てくる可能性があります。慎重な対応は必要かと思います。

土地につきましては、これまでも随分寄付をしたいという申し出がありました。例えば、

山林、しかしどこからも行く道がない。そういったところについては、お断りをしておりま

す。平地であっても全く使い道のない、町として持っていても困るということについては、

お断りをしております。

これまで、実績としては一つ例を取りますと、現在木古内の坊公園になっている土地。あ

そこについては、木古内の坊の会の皆さんが「公園として整備をするので、町に対しての負

担はかけないので、ぜひ寄付を受けてくれ」と、こういったことで受けた経緯などがありま

すが、必要性のないものについてはお断りをしているというのが現状でございます。

今後につきましても、将来の利用度等も含めまして、慎重な対応をして行かなければなら

ないと思っております。
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○議長（岩館俊幸君） ほかにございませんか。

3番 佐藤 悟さん。

○3番（佐藤 悟君） 中村家の解体なのですが、私の記憶でちょっとお話させていただきま

すと、一応町が寄付されたから受けたからということなのですが、建物の中に「町の貴重な

資料があるのですよ」というふうなことをお伺いしたことがあります。

貴重な資料というのを何なのか私はわかりません。だから、そういう財産というか何とい

うのかある中で、解体。それはあとは、ごみになってしまうのかわかりませんけれども、そ

の関係はどうお考えですか。

○議長（岩館俊幸君） 建設水道課長。

○建設水道課長（若山 忍君） 中村家の建物の中に貴重な資料というご質問ですけれども、

町のほうに寄贈されていた時点で、保存されていた貴重品については、主に役場のロビー等

に掲示されているかと思います。

それで、現在の状況につきましては、私どもが中を確認したところ、特に貴重な資料とい

うのは存置しておりません。

○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） それでは、ないようですので、日程の変更を皆様にお願いをいたし

ます。

ただいまの審議の中で、議案第7号 木古内町職員等住宅管理条例の一部を改正する条例

制定については、上程が必要となりましたので、議事日程を変更して一括議題としますので、

日程の8と9の間にそれを入れたいと思います。

そして、町長からいまの7号についてのご提案をお願いいたします。

町長。

○町長（大森伊佐緒君） ただいま、議案第1号、議案第4号並びに議案第6号に加えまして、

議案第7号を含めた一括提案をさせていただくことになりましたので、提案理由につきまし

てご説明を申し上げます。

議案第7号 木古内町職員等住宅管理条例の一部を改正する条例制定について。

この度の条例改正は、老朽化により医師住宅2棟2戸を解体したこと。また、旧木古内高等

学校教職員住宅6棟6戸を木古内町職員等住宅として、北海道から購入するために行うもので

ございます。

議案説明資料では、資料番号1の1ページから3ページ、並びに8ページの新旧対照表をご参

照願います。

解体する医師住宅は、新旧対照表中、現行の1番と2番の2棟2戸でございます。

北海道から購入し追加する住宅は、新旧対照表の中では、改正後の13番、14番、15番の6

棟6戸でございます。

附則といたしまして、第1項ではこの条例は公布の日から施行するとし、第2項では購入し

た住宅に現に入居している者の住宅料について、平成26年度については従前の使用料とし、

平成27年度については、従前の使用料との差額の2分の1の額を従前の使用料に加えた額とす

る経過措置を設けております。

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。
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○議長（岩館俊幸君） 副町長。

○副町長（大野 泰君） 先ほどは休憩をいただきまして、大変ありがとうございました。

休憩の前にご質問のあった点につきまして、説明を申し上げたいというふうに思います。

先ほど、竹田議員そして又地議員のほうから住宅手当、そして新しい単価、そして激変緩

和ということでご質問がございました。

まず、住宅手当につきましては、町の職員が民間住宅等を借りた場合に住宅手当というの

が支給になるわけでございますけれども、この職員等住宅については該当はいたしません。

この金額を借りた職員には負担をしていただくということになります。

新単価でございます。新単価というのは、旧北海道の所有というふうに言わせてもらいま

すけれども、所有権が移転し木古内町が購入をしたと。そこで、同じ年度に建てた同じよう

な構造の建物が、町に職員住宅等ということでございます。それが、改正後の8番のところ

になるわけでございますけれども、ここと均衡を図るということで平米あたり単価を出しま

して、この度提案をいたしております。214.6円が平米あたりの単価ということで、算定を

いたしております。

北海道が所有していた時の単価がございますので、その単価は3ページのほうに、平成26

年度の欄に単価が載ってございます。

所有者が変わって住宅料金が変わるというのは、これはある話でございますけれども、こ

の原因は店子、借りている側にあるわけではございませんので、激変を緩和するという措置

を今回取らさせていただきます。

年間契約ということで住宅料を契約をしているという背景もございますので、来年の1月

からの切り替えにあたりましては、年度の終わりの3月までの3か月だけではなくて、概ね1

年間ということで27年度も合わせて2分の1の軽減をしたいとこういうような提案となってお

ります。以上です。

○議長（岩館俊幸君） 質疑があれば受けたいと思いますけれども、ございませんか。

6番 竹田 努さん。

○6番（竹田 努君) やはりこの条例提案の経過措置については、26年度これについては、

旧道の単価で入居ができるわけですから、27年1年間半額にするというのはやはり利が通ら

ないわけですから、この部分についてはやはり反対せざるを得ないのかなというふうに思い

ます。

○議長（岩館俊幸君） 答弁ありますか。ほかにございませんか。

町長。

○町長（大森伊佐緒君） 激変緩和について申し上げますと、近いところですと朝日団地か

らいさりび団地に移っていただく時に、相当低家賃のところから高額の家賃に変わりました

ので、その時は5年間の激変緩和ということで、5年かけて現在の住宅料に持ってきた経緯が

ございます。

これは、住宅が全く新しいものに変わりましたので、本来その必要はなかったのではあり

ますが、これも自然に上げていくということで、住民の負担に少しでも影響の出ないように

といった配慮でございました。

今回のケースでございますが、これは職員が入るから住民が入るからという区別は一切し

ておりません。
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現在、お住まいになっているかたも中学校の校長先生、教頭先生、そして道からの派遣の

かた、そしてはやぶさ03、そしてキーコ。こういうかたがお住まいになっておりまして、そ

のかたのご負担も考慮しますと、1年間ではありますが激変緩和をして負担を少しでも抑え

ようということで、この度提案をさせていただきましたので、ぜひご理解をいただきたいと

思います。

○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。

最初に、議案第7号について討論を行います。

討論ございませんか。

6番 竹田 努さん。

○6番（竹田 努君) やはり、この経過措置の部分の27年度の2分の1については、先ほどい

ろいろ議論をした経過を踏まえて、やはりこの部分については反対をします。

○議長（岩館俊幸君） 賛成討論はありませんか。

1番 福嶋克彦さん。

○1番（福嶋克彦君) 私は賛成討論をしたいと思います。

先ほど来、町民の住宅、そして町長が答弁した朝日団地の老健に入った時の激変緩和。そ

していま、「町民と差がある」と。「だから町職員住宅には緩和措置は必要ないのだ」とい

うことになると、いま人口減で困っている我が町に、マイナスの発言・提言をすることにな

りかねない。

そして、もう一つはいま通っている先生方が例えばたくさんいますけれども、「激変緩和

をやらなければ通わないで通勤しますよ」と、「入らないで帰りますよ」ということになり

かねないですよ。だから、そういう点では私は町民に差別はない。いままでの町民の住宅に

激変緩和をやっている、今後入る人についてもやる、これは当然ですよ。町民に差別はあり

ません。ですから、賛成いたします。

○議長（岩館俊幸君） ほかに、反対討論はありますか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（岩館俊幸君） 以上で討論を終結いたします。

採決を行います。

お諮りいたします。

議案第7号 木古内町職員等住宅管理条例の一部を改正する条例制定について、原案のと

おり可決することに賛成のかたは、ご起立お願いいたします。

（賛成者起立）

○議長（岩館俊幸君） 賛成、多数であります。

よって、本案は、原案のとおり可決されました。

次に、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26年度木古内町一般会計補正予算（第5号）については、原案のとおり可
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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） ご異議なしと認め、本案は原案のとおり可決することに決定をいた

しました。

次に、議案第4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4号 平成26年度木古内町水道事業会計補正予算（第1号）については、原案のとお

り可決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○議長（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をいたし

ました。

次に、議案第6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6号 平成26年度木古内町下水道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をいたし

ました。

○議長（岩館俊幸君） 日程番号についてですが、日程第15を繰り上げしましたので、日程

12から14を一つずつ繰り下げますので、よろしくお願いを申し上げます。

議案第2号 平成26年度木古内町国民健康保険特別会計補正予算（第1号）

○議長（岩館俊幸君） 日程第13 議案第2号 平成26年度木古内町国民健康保険特別会計補

正予算（第1号）について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2号 平成26年度木古内町国民

健康保険特別会計補正予算（第1号）について、提案理由の説明を申し上げます。

歳入歳出予算の総額に、6,856万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を8億8,636万3,00

0円とするものです。
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補正の内容は、1款 総務費は、渡島・檜山地方税滞納整理機構負担金の補正です。

3款 後期高齢者支援金等は、後期高齢者支援金の補正です。

4款 前期高齢者納付金等は、前期高齢者納付金の補正です。

10款 諸支出金は、平成25年度の療養給付費及び高額療養費共同事業並びに特定検診事業

費の確定に伴う国、道負担金返還金の補正です。

11款 予備費は、予備費に係る補正です。

なお、詳細につきましては、町民税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。

○議長（岩館俊幸君） 町民税務課長。

○町民税務課長（大瀬政廣君） ただいま上程になりました、議案第2号 平成26年度木古内

町国民健康保険特別会計補正予算（第1号）の詳細について、説明をさせていただきます。

それでは、歳出からご説明申し上げます。

8ページをお開きいただきたいと思います。

1款 総務費、2項 徴税費、1目 賦課徴収費、19節 負担金補助及び交付金、渡島・檜

山地方税滞納整理機構負担金 94万8,000円の追加をお願いします。追加理由ですが、税を

滞納し、滞納整理機構に徴収移管されたかたの徴収税確定に伴い、国保会計と一般会計との

負担金を按分調整する追加でございます。

9ページをお開きください。

3款 後期高齢者支援金等、1項 後期高齢者支援金等、1目 後期高齢者支援金、19節

負担金補助及び交付金、後期高齢者支援金の確定により、3万1,000円の追加をお願いいたし

ます。

10ページをお開きください。

4款 前期高齢者納付金等、1項 前期高齢者納付金等、1目 前期高齢者納付金、19節

負担金補助及び交付金。前期高齢者納付金の確定により、5,000円の追加をお願いします。

11ページをお願いします。

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 償還金利子及び割引

料、平成25年度療養給付費等国庫負担金返還金 2,002万8,000円、平成25年度高齢者医療制

度円滑運営補助金返還金 4,000円、平成25年度特定健診国庫負担金返還金 2,000円、平成

25年度特定健診道負担金返還金 2,000円。計、2,003万6,000円は各事業の確定による補助

金の返還金となっております。

12ページをお開きください。

11款 予備費、1項 予備費、1目 予備費、予備費 4,754万2,000円。予備費として追加

補正をお願いいたします。

次に、歳入を説明させていただきます。

6ページをお開きください。

4款 療養給付費交付金、1項 療養給付費交付金、1目 療養給付費交付金、2節 過年度

分、退職者医療交付金の確定により922万9,000円の追加をお願いいたします。

続いて、7ページをお願いいたします。

9款 繰越金、1項 繰越金、1目 繰越金、1節 繰越金。前年度繰越金として5,933万3,0

00円の追加をお願いします。



- 66 -

国民健康保険特別会計補正予算につきましては、以上でございます。

ご審議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）

○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。

○議長（岩館俊幸君） 議案第2号 平成26年度木古内町国民健康保険特別会計補正予算（第

1号）については、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○議長（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をいたし

ました。

議案第3号 平成26年度木古内町後期高齢者医療特別会計補正予算（第1号）

○議長（岩館俊幸君） 日程第14 議案第3号 平成26年度木古内町後期高齢者医療特別会計

補正予算（第1号）について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3号 平成26年度木古内町後期

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

歳入歳出予算の総額に274万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を1億7,867万8,000円

とするものです。

補正の内容は、前年度繰越金の確定による補正です。

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。

5款 予備費、1項 予備費、1目 予備費、節 予備費 274万4,000円につきましては、

平成25年度の繰越金確定額を予備費として追加計上するものです。

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。

5款 繰越金、1項 繰越金、1目 繰越金、1節 繰越金 274万4,000円の追加につきまし

ては、前年度繰越金の確定によるものです。

以上、提案理由といたしますので、よろしくご審議くださるようお願いいたします。

○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。

議案第3号 平成26年度木古内町後期高齢者医療特別会計補正予算（第1号）については、

原案のとおり可決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○議長（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をいたし

ました。

議案第5号 平成26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15 議案第5号 平成26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5号 平成26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から、695万3,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を6億4,836万3,00

0円とするものです。

補正の内容は、2款 保険給付費は、介護サービス等給付費の補正です。

5款 諸支出金は、国庫支出金等過年度分返還金の補正です。

6款 予備費は、予備費の補正です。

なお、詳細につきましては、保健福祉課長より説明させますのでよろしくご審議願います。

○議長（岩館俊幸君） 保健福祉課長。

○保健福祉課長（名須賀六男君） ただいま上程になりました、議案第5号 平成26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、歳出よりご説明申し上げます。

9ページをお開き願います。

2款 保健給付費、1項 保健給付費、1目 介護サービス等給付費、19節 負担金補助及

び交付金 543万5,000円の減額につきましては、介護サービス等給付費を前年度決算実績を

考慮し減額するものでございます。

10ページをお開き願います。

5款 諸支出金、1項 償還金及び還付加算金、2目 償還金、23節 償還金利子及び割引

料 306万6,000円の増額は、平成25年度分の国庫支出金の介護給付費負担金が確定し、国へ

の返還金が生じたことにより発生したものでございます。

続いて、11ページをお開き願います。
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6款 予備費、1項 予備費、1目 予備費、節 予備費 458万4,000円の減額は、前年度

繰越金の額の確定により減額するものでございます。

続きまして、歳入のご説明を申し上げます。

6ページをお開き願います。

5款 支払基金交付金、1項 支払基金交付金、1目 介護給付費交付金、2節 過年度分

91万8,000円の増額は、平成25年度の社会保険支払基金からの介護給付費交付金清算分が追

加交付されることにより増額となったものでございます。

続きまして、2目 地域支援事業交付金、2節 過年度分 47万5,000円の増額も、平成25

年度分の社会保険支払基金からの介護予防事業交付金清算分が追加交付されることにより、

増額となったものでございます。

続きまして、7ページをお開き願います。

6款 道支出金、1項 道負担金、1目 介護給付費負担金、2節 過年度分 261万1,000円

の増額も、平成25年度分の北海道からの介護給付費負担金精算分が追加交付されることによ

り増額となったものでございます。

続きまして、8ページをお開き願います。

8款 繰越金、1項 繰越金、1目 繰越金、1節 繰越金 1,095万7,000円の減額は、平成

25年度の決算により繰越金の額が確定したことにより減額するものでございます。減額の主

な要因は、国への介護給付費負担金の償還金が発生したことが主な要因になっております。

以上、説明を終わらせていただきます。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。

9番 東出洋一さん。

○9番（東出洋一君） 課長にちょっとお伺いしたいなと思いますけれども、予備費の関係で

すけれども、これからいきますと予備費が底をついてしまったのですよね。そう理解してい

いのですよね。

それで、まだいま9月、残り半年あるのですけれども、この辺の部分については平成25年

度からの介護特別会計で、204万3,000円くらい繰り越してきたのだけれども、ここでもって

何もなくなったということで、これについては今年度このあと残り半年。私は、詳しくはよ

くわかりませんけれども、「大丈夫なの」というような投げかけをしたいのですけれども、

この辺は課長としてどういう後期に向けて考えているのか、その辺の考え方をお伺いいたし

ます。

○議長（岩館俊幸君） 保健福祉課長。

○保健福祉課長（名須賀六男君） まず、介護給付費の状況ですが、4月から7月審査分の4か

月で現在1億9,156万1,735円で、年間に予定している金額が5億7,468万5,207円と見込んでお

り、今回543万5,000円の減額を行いましても、いまのところ若干400万円ほど余裕となって

おります。

それで、この保険給付費が伸びた場合、予算的に足りなくなってしまった場合ですが、今

後決算で予算が不足する場合が予想されるのですけれども、その時は北海道から財政安定基

金の借り入れを行い、補正を組んで対処していきたいと思っております。

○議長（岩館俊幸君） 9番 東出洋一さん。
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○9番（東出洋一君） あなた簡単に「道の財政安定化基金を借りるの」だと、簡単にあなた

言っているけれども、それはあれでしょう。実績保険料の収納額が予定保険料収納額の不足

すると見込まれた場合に適用するのであって、その根拠がはっきりしないことには、この財

政安定化基金だって対応にならなかったらこれどうするのですか。

ということは、この経過というのは、介護保険は3年に一遍ですか、見直し。いま4,300円

ですか。いま課長にこれ話してもあれなのだろうけれども、まず保険料の価格が4,300円が

適正であったのかどうだったのかという、やはりそういう判断もする時期はあったと思うの

です。安いことに越したことはないのだけれども、結果的にこういう結果を生んでいるでし

ょう。

ここで、将来予想されるこの残り後期6か月間に対して、あなたはいま財政安定化、「国な

り都道府県のそういう基金を利用する」と言っているのだけれども、この辺はあなた達特別

会計の中で、例えば「特別会計は独自でやっていきなさいよ」となっているわけなのだけれ

ども、この辺の議論はもうあなたは言ってしまったのだけれども、こっちのほうと財政のほ

うと詰めているのですか。

それと、いくらを例えば財政安定化基金から、どれくらいを借り入れしたいと思っている

のか。ただこの中で、これは不特定なものがあるから、確定的なものはないのです。だから、

わかるのだけれども、算出根拠なりそのようなものをきちんと教えてくれないと、我々も「あ

あ、そうなのですか」と。「財政安定化基金借りるのですよ」、「はい、わかりました」とは

なりません。そうでしょう。その辺をちょっと試算したものであるのであれば、口頭でいい

です、説明願います。

○議長（岩館俊幸君） 保健福祉課長。

○保健福祉課長（名須賀六男君） 先ほど述べましたが、保険給付費の状況がいま現在400万

円予定では余裕となっており、今後保険給付費の伸び等を考慮して、12月に北海道のほうに

これから支払わなければならない保険給付費等を算定して、3月に交付するという予定で考

えておりますので、もう少し保険給付費の額の伸びがはっきりしない限り、いくらというこ

とは回答はちょっとできない状態でおります。

○議長（岩館俊幸君） 副町長。

○副町長（大野 泰君） ただいま課長のほうからも説明があったわけですけれども、介護

保険につきましては、3年を一期とする介護保険事業計画を組んでおりまして、いま5期目の

3年目です。

1年目、2年目というのは、余裕があります。3年目で精算ということになるのですが、こ

の算定をする時に、3年間に必要な介護保険の給付費を算定します。この給付費が、いま少

し伸びているということです、1年目、2年目で。その給付費全体で、介護保険料を算定しま

すので、2年前の策定の時には4,300円で足りるという計算をしております。

今回、3年目の26年度につきましては、予備費が1,000円ということでなってしまうわけで

すけれども、給付費自体が残ればそれは赤字にはならないわけですので、いま先ほど課長が

言いました6月までの給付費を見たところ、昨年より若干落ちていると。「この先、3月まで

このままで推移をすると、400万円くらい残るのですよ」とこういうような説明でしたので、

これ以上給付費が伸びなければ、年度の精算はプラスで終わるものというふうに思います。

ただ、このあと伸びた時に不足をすると。この事態になった時は、支払基金のほうから借
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りるルールになっていますから、それは12月までに算定をしたいというのが課長のいまの説

明です。

○議長（岩館俊幸君） 9番 東出洋一さん。

○9番（東出洋一君） もうこれ最後ですからあれなのですけれども、そうすると総務課長、

課長も。そうすると、最終的にいまあずましくない給付費の関係でもって、当初は12月まで

は400万円くらい何とかなるだろうというそういう話なのだけれども、そうすると個々に払

っているいま4,300円、保険料。この辺もそうすると、時期的に上げる見直しはしていかな

ければならないのかどうなのか。それをまず一点。これ、あれでしょう。もうそろそろそう

いう作業にかかっていかなければならないのではないですか。その準備をしているのかして

いないのか、まず。

それと、財政安定化基金これはあるのです。あるのはいいのだけれども、例えばこの辺を

特別会計なのだけれども、一般会計からいまちょっと財政的にあれがあるので、流用と言っ

たら語弊があるかもしれないけれども、ちょっとそっちへ繰り入れをしてやるとか、都道府

県のそのものを使わないで、自分の町自らであれしてあげると。特別会計に繰り入れしてや

るとか、そういうような方法は取れないのだろうか。あまりにもこういうのを使ってもまた、

木古内町の名がちょっとあれなのかなと私は思ったりもするのだけれども。その辺ちょっと

含めて、今年度末までのことを含めて、課長のほうからこの辺についての議論と財政の支援

はどうなのか。

○議長（岩館俊幸君） 保健福祉課長。

○保健福祉課長（名須賀六男君） 今後、今年度で第6期計画を作成時に、運営協議会の席上、

今後の高齢者の人口及び保険給付費の状況を検討して、保険料の値上げを検討していきたい

と思っております。

○議長（岩館俊幸君） 副町長。

○副町長（大野 泰君） 介護保険制度がはじまった時からのこれはルールなのですけれど

も、3年目で予算が不足する場合については、これはあるでしょうと。そういうことを前提

として支払基金というのを設置しています。そこに木古内からも納付をしているということ

で、これはルールとして借り入れをいたします。

借り入れした分は、翌年というか次の計画で第6期になります。第6期のほうで、償還をし

ていくことになりますから、当然保険料の算定には入っていきます。ですから、保険料が高

くなる原因の一つになっていきます。これは、サービスをやはり多く使えば、そういう料金

になっていくわけですので。

ここでは、一般会計からの繰り入れということをお話なのだと思いますけれども、国民健

康保険事業と同じで、不足する分は翌年度から借りてくるというのが、国保の繰り上げする

というのがルールですから、それぞれ会計のルールがありますので、一般会計から支援する

というのは、いまのところはルールとしては考えずに、支払基金のほうから借り入れをする

という形をとります。

○議長（岩館俊幸君） ほかに、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。
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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26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をいたし

ました。

時 間 の 延 長 に つ い て

○議長（岩館俊幸君） 時間延長についてお諮りいたします。

本日、提案されております議事が全て終わるまで、時間を延長したいと思いますが、これ

にご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○議長（岩館俊幸君） 異議ないものと認め、時間延長することに決定をいたしました。

議案第8号 重度心身障がい者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の

一部を改正する条例制定について

○議長（岩館俊幸君） 日程第16 議案第8号 重度心身障がい者及びひとり親家庭等の医療

費の助成に関する条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

町長。

○町長（大森伊佐緒君） ただいま上程になりました、議案第8号 重度心身障がい者及びひ

とり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正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でございますが、議案説明資料 資料番号1の9ページから10ページに

添付しておりますので、ご参照いただきたいと思います。

本条例改正につきましては、「母子及び寡婦福祉法」が「母子及び父子並びに寡婦福祉法」

に名称が改められることから、本条例の一部を改正し、あわせて文言の整理をするものでご

ざいます。

改正の内容につきましては、第2条第2項第1号中「母子及び寡婦福祉法」を「母子及び父

子並びに寡婦福祉法」に、「あつて」を「あって」に改め、「生活保護法」の次に「（昭和25

年法律第144号）」を加え、同項2号中「父子家庭であってひとり親家庭の母に準ずる男子を
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いう」を「母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第2項に規定する配偶者のない男子であって、

生活保護法による保護を受けていない者のうち、前号ア、又は、イのいずれかに該当する者

であること」に改め、同項第3号中「あつて」を「あって」に改め、第3条第1号中「（昭和25

年法律第144号）」を削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10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。ご審議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）

○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 重度心身障がい者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を

改正する条例制定については、原案のとおり可決することにご異議ございませんか

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○議長（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をいたし

ました。

議案第9号 木古内町観光交流センター建設工事（建築主体）請負契約の

締結について

○議長（岩館俊幸君） 日程第17 議案第9号 木古内町観光交流センター建設工事（建築主

体）請負契約の締結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 木古内町観光交流センタ

ー建設工事（建築主体）請負契約の締結について、提案理由の説明を申し上げます。

この度の契約する工事につきましては、予定価格が5,000万円を超えることから、議会の

議決に付すべき契約及び財産の取得、または処分に関する条例第2条の規定に基づき、契約

の締結につきまして、議会の議決を求めるものでございます。

議案説明資料 資料番号1の11ページに、入札執行状況を添付しておりますのでご参照願

います。

工事名は、木古内町観光交流センター建設工事（建築主体）。

工事場所は、木古内町字本町地内。

請負契約金額は、2億8,944万円。
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契約の相手方は、木古内町字木古内207番地73、茂泉・高木・川瀬経常建設共同企業体。

工期は、契約の日から平成27年8月31日まででございます。

以上で、提案理由の説明を終わります。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。

6番 竹田 努さん。

○6番（竹田 努君） この議案9号の契約の締結については、特に異論はないわけでありま

すけれども、今回この茂泉・高木・川瀬経常建設共同企業体。この中に高木組が入っていま

すけれども、高木組は8月8日、北海道の工事で死亡事故を出したということで、8月8日から

1か月間、指名停止になっている業者で。別に高木組が指名停止になっているから、この落

札がどうだこうだということではなくて、木古内町の姿勢として、このやはり指名委員会。

あるいは、この指名競争入札の案内、そして最終的に入札の執行が8月27日に執行されてい

ます。この間の我が町の指名委員会、あるいはこういう例えば道の工事との関わり、いろん

な部分で町は北海道のいろんな単価を含めて、道に右へ倣えをしてきたという一つの背景等

もあるわけであります。その辺がどうなのか。

それとやはり、町長の執行方針の町政に臨む基本姿勢の中に、町長。5番目に、「公正で透

明性のある町政を目指す」のだと、町長ははっきり明言しています。

そこでまず、この件の町長の「公正・透明性のある町政」というのは、その辺はどうなの

かという部分、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） 公正で公平なという中では、私自身を正しているものでございま

して、こうした入札と直接関係しているものではございません。

今回の件につきまして、道の行っていることを習って様々なことは行っておりますが、こ

れは当町の見解でございますので、道の指名と当町の考え方が違っていても何ら不自然では

ありませんので。

また、それに公明正大というのとくっつけられると、全くちょっと中身が違うかなと思っ

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） 北海道はこの指名停止の部分であっても、いろんなこの項目・内規を

作っているのですよね。いろんな指名停止の部分の事例についても、死亡事故であったりい

ろんな事故・トラブル等が考えられますし、それと地域割りもしているようであります。

やはり、我が町としてもこういうケース。町長、やはり公正・透明性となれば何か逆に結

果論からいって、落札させるためにこの部分を指名委員会で通したというそういう見方もで

きないわけでないのですよね。これはやはり、観光交流センターの建設工事については、3

億。町内にとっては、かなり大規模なやはり事業でありますし、みんなそれぞれ注目してい

る工事だというふうに思っています。

ですから、こういうものについてもやはり、うちの指名委員会としてもそういう内規をき

ちんとやはり整備をするだとか、そういう手立てをして、あれすべきではないかというふう

に思うのですよね。その辺については、今後の町の指名委員会を含めた考え方がもしあれば。

○議長（岩館俊幸君） 町長。
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○町長（大森伊佐緒君） なかなか質問の意図が私のほうにうまく伝わってこないのですが、

今回の入札にあたりまして、この事業者に有利に計らったとか、そういう事実はありません

し、もしそのように思いであれば、それは全く違うということで理解していただきたいと思

います。

また、今回そのように受け取ったものですから、そのようなことは事実はありませんので、

違った見方をしないでいただきたいとお願いいたします。

そしてまた、この指名委員会の委員長をやっています副町長から発言をさせますので、よ

ろしくお願いいたします。

○議長（岩館俊幸君） 副町長。

○副町長（大野 泰君） ただいま竹田議員からご指摘のありました8月8日からの指名停止

につきましては、北海道のほうから町のほうにも通知が入っております。

指名委員会としましては、この指名停止の処分を受けて、取扱いについて議論をしており

ます。11日に議論をいたしております。

木古内町には、指名停止事務処理要領というのがございますが、それは北海道の規定を準

用するという内容になっておりまして、北海道を木古内町へ置き換える、読み替えるという

ような内容になっております。

この度の事故につきましては、北海道が発注した工事の現場において発生がしたと。それ

については、北海道は処分の対象としております。

また、道内で一般の工事が行われ、死亡事故が発生した場合についても、同様の審査を行

うというふうになっております。

それを、木古内町に読み替えますと、木古内町の発注工事、または町内での工事というこ

とになりますので、そういう認識の基に木古内町としては処分をしないと。木古内町が高木

組の指名停止処分をすることはないというような結論に達しております。

（「関連」と呼ぶ声あり）

○議長（岩館俊幸君） 2番 又地信也。

○2番（又地信也君） そうしますと、例えば国であっても道であっても、例えば指名停止期

間、あるいは指名停止理由等に関わらず。関わらず、「我が町で発注した工事でなければよ

し」というふうな解釈でいいのでしょうか。

私も過日、立場が監査委員ですので、「監査委員としてどんなあれですか」と電話をいた

だいているのですよ。それで、インターネットで調べましたら、なるほどいま同僚議員が言

ったように、26年8月8日から26年9月7日までの1か月間、指名停止になっているということ

なのです。

私は、もう業界に古くからおりまして、ある意味では上級官庁の開建、あるいは道でそう

いう沙汰があれば、地方自治体も見習うというような部分もあるのですよね。例えば、木古

内町で発注した工事でなければ、木古内町では指名をしてもいいのだというような見解の自

治体もありますし、そうでない自治体もあると。上級官庁で例えば指名停止になっていると。

そうしたら、我が町でも同じように指名停止期間を設けるというところもあります。だから、

その辺は、やはり町場の人方が考えるのは、公正できちんとした行政云々というところに、

引っかかるのではないのかなとそんなふうに思うのです。

それで、運用の部分があるのですよね。その運用の部分で、「我が町としては」というふ
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うに指名委員会の皆さんが捉えたのかどうか、その辺をちょっと。この運用の部分では、い

ろいろ理由があるのですよね。あるのですよ、指名停止処分の。だから、今回の会社は運用

第7項関係2の（1）ということなのですよね。この運用の部分は、私もわからないのです。

ちょっと調べてみないとわからないのだけれども、この辺も指名委員会の中で精査した中で、

「支障なし」というふうにしたのか。あるいは、指名をいつ行っていたのかということもち

ょっと知りたいなと、そんなふうにも思っているのですけれども。

○議長（岩館俊幸君） 副町長。

○副町長（大野 泰君） この度の処分の北海道が処分した条項につきましては、指名停止

基準という別表があるのですけれども、別表の1の7項ということで、「安全管理措置の不適

切により生じた工事関係者事故」ということでございます。

これについては、北海道発注工事の施工にあたり、または道内の一般工事というくだりが

ございます。そこを受けまして、町の基準としては道の基準を木古内町に読み替えるという

ようなことで決定しておりますので、そういった中では指名委員会の、臨時で指名委員会を

開催しまして、そこで決定をしております。

指名委員会につきましては、8月7日に指名業者の選定作業を行っておりました。そのあと

に、道からの通知が入りましたので、そこで11日にこの取扱いについて、指名委員会として

の結論を出しております。

今回、このようなケースが発生したこともございますので、町としての内部基準の中に、

単に北海道を木古内町に読み替えるということで整理するのではなくて、北海道の条文を木

古内町に置き換えたもので整理しておこうというふうに、今後整理する予定でございます。

○議長（岩館俊幸君） 2番 又地信也。

○2番（又地信也君） そうしたら、副町長。指名委員会の長として、その文言はどういうふ

うに置き換えるのですか。どういうふうに置き換えるということですか。

○議長（岩館俊幸君） 副町長。

○副町長（大野 泰君） 北海道が発注したというくだりにつきましては、木古内町が発注

した。道内の一般工事につきましては、町内の一般工事ということでございます。

○議長（岩館俊幸君） 2番 又地信也。

○2番（又地信也君） 確認します。

そうすると、置き換えるのはわかりました。そうすると、例えば開発建設部。つまり、国

土交通省なり道で指名停止期間中であっても、我が町としては支障がないというふうな取り

方でいいのですね。

○議長（岩館俊幸君） 副町長。

○副町長（大野 泰君） 具体的な事例ということで業者名は申し上げませんが、2年前にも

死亡ではございませんが、現場で足をけがしたという事故がございました。

これは、開発建設部の事故で高規格道路で起きた事故なのですけれども、町内の業者が指

名停止を受けたという事実がございます。

その際にも、指名停止はせずに、指名をしたというのが実績でございます。

○議長（岩館俊幸君） ほかにございませんか。

8番 新井田昭男さん。

○8番（新井田昭男君） 8番 新井田です。
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ちょっとまた副町長に申し訳ないのですけれども、入札執行状況という資料がありまして、

参考までにいわゆる入札率をちょっとお知らせいただけませんか。

○議長（岩館俊幸君） 副町長。

○副町長（大野 泰君） 99.2％でございます。

○議長（岩館俊幸君） 8番 新井田昭男さん。

○8番（新井田昭男君） 私もちょっと間違いかなと思ったのですけれども。非常に我が町の、

工事請負額の率に関しては、常任委員会も含めて、いろいろ調査事項を含めて、非常に高い

率で落とされているのですね。

今回は、9社ですよね、指名入札の。この9社の中で、99.2％というのは普通考えられない

ですよね。その辺はどうなのですか。この辺の率というのは、ちょっと異常ではないかなと

思うのですけれども。私の見解の違いですか、これ。その辺をちょっと、見解をお知らせ願

いたいです。

○議長（岩館俊幸君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君） 入札した事業所さんに聞いていただきたいと思います。

○議長（岩館俊幸君） 8番 新井田昭男さん。

○8番（新井田昭男君） それは、ちょっと答弁になっていないのではないですか。なぜこん

なに高いのかなという、何かわけがあるのでしょうね、やはり。

○議長（岩館俊幸君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君） 私が建設業をしていた時代の最低制限価格というのがありますが、

現在はそれよりも非常に高くなっているという事実はあります。

それが影響しているかどうかはわかりませんが、比較的落札時の比率というのは、設計価

格に近くなっている。これは、間違いない事実だと思います。

また、当時に比べますと電算化が進んでおりまして、手計算でいろんなものを調べていた

のが、いまは一つのフロッピーで全て数字が出てくる。数字を入力すると、答えが出るとい

うところまで制度になっておりますので、極めて近い金額がはじき出せるというのも、今日

の状況ではないかと思います。

私どもは、入札業者を決めて、それを発注するという仕事でございますので、それ以降に

つきましては、それぞれの事業所さんにお尋ねいただきたいと思います。

○議長（岩館俊幸君） 8番 新井田昭男さん。

○8番（新井田昭男君） 町長の答弁がそうですから、私もあまりの驚きにちょっとこれ以上

言葉になりませんので、これ以上はちょっと追求はしませんけれども、これからもこの辺は

私なりにちょっと注意しながら、推移をちょっと見届けていきたいと思っていますので、以

上で終わります。

○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。
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採決を行います。

お諮りいたします。

議案第9号 木古内町観光交流センター建設工事（建築主体）請負契約の締結については、

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をいたし

ました。

議案第10号 町道南北線改修工事（その3）請負契約の締結について

○議長（岩館俊幸君） 日程第18 議案第10号 町道南北線改修工事（その3）請負契約の締

結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10号 町道南北線改修工事（そ

の3）請負契約の締結について、提案理由の説明を申し上げます。

この度の契約する工事につきましては、予定価格が5,000万円を超えることから、議会の

議決に付すべき契約及び財産の取得、または処分に関する条例第2条の規定に基づき、契約

の締結につきまして、議会の議決を求めるものです。

議案説明資料 資料番号1の12ページに、入札執行状況を添付しておりますのでご参照を

願います。

工事名は、町道南北線改修工事（その3）。

工事場所は、木古内町字本町地内。

請負契約金額は、6,048万円。

契約の相手方は、北斗市追分3丁目1番12号、澤田・平澤経常建設共同企業体。

工期は、契約の日から平成27年10月30日まででございます。

以上で、提案理由の説明を終わります。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10号 町道南北線改修工事（その3）請負契約の締結については、原案のとおり可

決することにご異議ございませんか。
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（「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をいたし

ました。

議案第11号 北海道市町村職員退職手当組合規約の一部を変更する協議について

○議長（岩館俊幸君） 日程第19 議案第11号 北海道市町村職員退職手当組合規約の一部

を変更する協議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11号 北海道市町村職員退職

手当組合規約の一部を変更する協議について、提案理由の説明を申し上げます。

本規約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13ページに添付してお

りますのでご参照を願います。

本規約の変更につきましては、北海道市町村退職手当組合に「根室北部廃棄物処理広域連

合」が新たに加入することに伴い、組合を組織する地方公共団体を定めた別表、根室の項の

中に、「根室北部廃棄物処理広域連合」を加えるものでございます。

附則といたしまして、この規約は、地方自治法第286条第1項の規定により、総務大臣の許

可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11号 北海道市町村職員退職手当組合規約の一部を変更する協議については、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をいたし

ました。
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同意案第1号 木古内町教育委員会委員の任命について

○議長（岩館俊幸君） 日程第20 同意案第1号 木古内町教育委員会委員の任命についてを

議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

町長。

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

員の任命について、提案理由の説明を申し上げます。

次のページに、資料を添付しておりますのでご参照を願います。

この度の木古内町教育委員会委員の任命について同意を求めます工藤嗣美氏は、昭和51年

3月に木古内高等学校を卒業後、昭和55年4月に千葉県警察に勤務され、平成3年4月からは安

田火災海上保険函館支社勤務を経て、平成6年4月にツグミ総合保険を設立。現在は、法人化

して「有限会社ツグミ総合保険代表取締役」としてご活躍をされております。

平成18年10月より木古内町教育委員会委員に就任され、平成22年10月からは委員長職務代

理者の任を受け、これまで様々な教育課題の解決に尽力され、その功績は教育関係者はもと

より、町民の皆様が認めるところでございます。

また、教育に造詣が深く、人格高潔であることから、教育委員の適任者であり、引き続き

当町の教育の推進に貢献していただけるものと確信をしております。

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。

採決を行います。

お諮りいたします。

同意案第1号 木古内町教育委員会委員の任命について、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） 全員起立であります。

よって、本案は原案のとおり同意することに決定をいたしました。

同意案第2号 木古内町固定資産評価審査委員会委員の選任について

○議長（岩館俊幸君） 日程第21 同意案第2号 木古内町固定資産評価審査委員会委員の選
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任についてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

町長。

○町長（大森伊佐緒君） ただいま上程になりました、同意案第2号 木古内町固定資産評価

審査委員会委員の選任について、提案理由の説明を申し上げます。

次のページに、資料を添付しておりますのでご参照を願います。

この度の木古内町固定資産評価審査委員会委員の選任について同意を求めます蠣崎光憲氏

は、昭和40年3月に北海道江差高等学校を卒業後、昭和41年2月に郵政省に勤務され、湯ノ里

郵便局を振り出しに道南各地の郵便局をご経験され、平成4年7月より木古内郵便局副局長、

平成7年6月には黒岩郵便局長。また、平成12年6月から約10年間木古内郵便局長として勤務

され、平成22年3月に郵便局株式会社木古内郵便局を定年退職されております。

蠣崎氏は、現在、町内会の役員を務めるなど地域の信望が厚く、また、郵便局長としての

ご経験に加え、長年にわたり地域活動をされてきたご経験などから、委員としての職責を充

分にはたしていただけるものと確信しております。

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。

採決を行います。

お諮りいたします。

同意案第2号 木古内町固定資産評価審査委員会委員の選任について、原案のとおり同意

することに賛成のかたは、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をいたしました。

認定第1号から認定第9号（平成25年度各会計決算）

○議長（岩館俊幸君） 一括議題の議案については、議会事務局長から朗読をさせます。

議会事務局長。

○議会事務局長（山本哲君） それでは、朗読いたします。

日程第22 認定第1号 平成25年度木古内町一般会計決算認定について、日程第23 認定

第2号 平成25年度木古内町国民健康保険特別会計決算認定について、日程第24 認定第3号
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平成25年度木古内町後期高齢者医療特別会計決算認定について、日程第25 認定第4号 平

成25年度木古内町国民健康保険病院事業会計決算認定について、日程第26 認定第5号 平

成25年度木古内町水道事業会計決算認定について、日程第27 認定第6号 平成25年度木古

内町介護老人保健施設事業会計決算認定について、日程第28 認定第7号 平成25年度木古

内町介護保険事業特別会計決算認定について、日程第29 認定第8号 平成25年度木古内町

介護サービス事業特別会計決算認定について、日程第30 認定第9号 平成25年度木古内町

下水道事業特別会計決算認定について。以上です。

○議長（岩館俊幸君） 以上、認定第1号 平成25年度木古内町一般会計決算認定についてほ

か8件については関連がありますので、一括議題といたします。

お諮りいたします。

ただいま一括議題としました9件の案件につきましては、本会議における提案理由の説明

及び質疑を省略し、平成25年度木古内町決算審査特別委員会を設置するとともに、議長及び

監査委員の又地議員を除く8名の全議員を委員に選任し、これに付託の上、審査することに

いたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○議長（岩館俊幸君） ご異議ないものと認め、ただいま一括議題といたしました9件の案件

につきましては、本会議における提案理由の説明及び質疑を省略し、平成25年度木古内町決

算審査特別委員会を設置し、議長及び監査委員の又地議員を除く8名の全議員を委員に選任

し、これに付託の上、審査することに決定をいたしました。

次に、ただいま設置されました、平成25年度木古内町決算審査特別委員会に対し、本議会

から地方自治法第98条第1項の規定に基づく検査権を付与し委任したいと思いますが、ご異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○議長（岩館俊幸君） ご異議ないものと認め、平成25年度木古内町決算審査特別委員会に

対し、本議会から地方自治法第98条第1項の規定に基づく検査権を付与し委任することに決

定をいたしました。

これより、木古内町議会委員会条例第9条第1項の規定による、委員長及び副委員長の互選

を行うため、特別委員会の開催をお願いいたします。

暫時、休憩をいたします。

休憩 午後5時23分

再開 午後5時34分

諸 般 の 報 告

○議長（岩館俊幸君） 休憩を解き、会議を再開いたします。

諸般の報告をいたします。

休憩中に、第1回平成25年度木古内町決算審査特別委員会が開催され、委員長及び副委員

長の互選が行われましたのでご報告いたします。
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平成25年度木古内町決算審査特別委員会委員長には5番 平野武志さん、副委員長には3番

佐藤 悟さんが、以上のとおり互選された旨の報告がありました。

休 会 の 宣 告

○議長（岩館俊幸君） お諮りいたします。

ただいま設置されました、平成25年度木古内町決算審査特別委員会の審査が終了するまで、

本会議を休会といたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○議長（岩館俊幸君） 異議なしと認めます。

よって、平成25年度木古内町決算審査特別委員会の審査が終了するまで、本会議を休会す

ることに決定をいたしました。

大変、どうもご苦労さまでございました。

（ 午後5時35分 休会 ）
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地方自治法第123条第2項の規定により署名する。

平成26年9月5日

木 古 内 町 議 会 議 長 岩 館 俊 幸

署 名 議 員 平 野 武 志

署 名 議 員 竹 田 努



平成２６年９月１１日（木）第２号

○ 開 会 日 時 平成２６年９月１１日（木曜日）午後３時５０分

○ 閉 会 日 時 平成２６年９月１１日（木曜日）午後４時１７分

・出席議員（１０名）

１番 福 嶋 克 彦 ６番 竹 田 努

２番 又 地 信 也 ７番 笠 井 敬 吾

３番 佐 藤 悟 ８番 新井田 昭 男

４番 吉 田 裕 幸 副議長 ９番 東 出 洋 一

５番 平 野 武 志 議 長 １０番 岩 館 俊 幸

・欠席議員（なし）

・地方自治法第121条の規定により説明のため出席した説明員

町 長 大 森 伊佐緒

副町長 大 野 泰

総務課長 新井田 勝 幸

町民税務課長 大 瀬 政 廣

会計管理者 大 瀬 政 廣

保健福祉課長 名須賀 六 男

まちづくり新幹線課長 福 田 伸 一

まちづくり新幹線課新幹線振興室長 中 尾 敦

産業経済課長 木 村 春 樹

建設水道課長 若 山 忍

病院事業事務局長 平 野 弘 輝

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 吉 田 廣 之
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平成２６年第３回木古内町議会定例会議事日程

第２号 平成２６年９月１１日（木） 午後３時５０分開議

日程
議 件 番 号 議 件 名

番号

１ 会議録署名議員の指名

２ 議長諸報告

３ 議会運営委員会報告

４ 平成25年度木古内町決算審査特別委員会報告

５ 議案 第12号 平成26年度木古内町一般会計補正予算（第6号）

６ 発議案 第１号 議会閉会中の所管事務調査について

７ 意見書案第１号 林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充実・強化を求める意見
書

８ 意見書案第２号 ２０１５年度予算(介護・子ども)の充実・強化を求める意見書

９ 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



月   日 出席した会議等名称 場   所 出 席 者 備   考

第52回北海道障害者スポーツ大会
木古内町ファミリー
スポーツセンター

議長

平成26年度木古内消防団総合訓練大会 木古内消防署
福嶋、又地、佐藤
吉田、竹田、新井田
副議長、議長

9月8日 第2回平成25年度木古内町決算審査特別委員会 第1研修室
平野、福嶋、吉田
竹田、笠井、新井田
東出

9月9日 第3回平成25年度木古内町決算審査特別委員会 第1研修室 全委員

9月10日 第4回平成25年度木古内町決算審査特別委員会 第1研修室 全委員

第5回議会運営委員会 第5研修室 全委員、正・副議長

第1回全員協議会 第5研修室 全議員

第5回平成25年度木古内町決算審査特別委員会 第5研修室 全委員

9月7日

議長諸報告（平成２６年第３回定例会提出）

9月11日

平成２６年第３回木古内町議会定例会（９月５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。

－85－
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平成２６年 ９月１１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 裕 幸

議会運営委員会報告書

平成２６年第３回木古内町議会定例会開催にあたり、本委員会に付託された議会

運営に関する件について、会議規則第４１条第１項の規定により報告いたします。

記

１．会議開催状況

開催日 出 席 委 員 欠席委員 説 明 員 事務局

26. 9.11 吉田、平野 な し 副町長、総務課長 山 本

又地、竹田

新井田 吉 田

２．平成26年第3回木古内町議会定例会における追加議案について

(1)議案第12号 平成26年度木古内町一般会計補正予算（第6号）

以上、1件を今定例会の案件として追加することとする。
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平成２６年 ９月１１日
木古内町議会
議長 岩 館 俊 幸 様

平成２５年度木古内町決算審査特別委員会

委員長 平 野 武 志

平成２５年度木古内町決算審査特別委員会審査報告書

平成２６年第３回木古内町議会定例会において、本委員会に付託された事件について、
次のとおり審査を終了したので、会議規則第４１条第１項の規定により報告します。

記

１．会議開催状況

開催日 出 席 委 員 欠席委員 説 明 員 事務局

26.9. 5 平野、佐藤、福嶋 な し なし 山 本

吉田、竹田、笠井

新井田、東出 吉 田

26.9. 8 平野、福嶋 吉田 佐 藤 大森町長、大野副町長、新井田総務課長、森井代表監査委員 山 本

竹田、笠井、新井田 又地監査委員、幅崎主査、山下主査、菅原主事、横山主事、田畑主査

東出 木本主任、山根主事、新井田選管書記長、幅崎選管書記 吉 田

福田まちづくり新幹線課長、中尾新幹線振興室長、畑中主査

吉田（宏）主査、加藤主査、福井主査 野村教育長、佐藤生涯学習課長

佐藤学校給食センター長、渋谷主幹 平野（智）主査、西山（敬）主査

加藤（嵩）主査、西嶋主査、木元学芸員、岩館議長、山本議会事務局長

山本監査委員事務局長、吉田（廣）主査、若山建設水道課長、小池主幹

構口主査

26.9. 9 平野、佐藤、福嶋 な し 大森町長、大野副町長、新井田総務課長、木村産業経済課長 山 本

吉田、竹田、笠井 木村農業委員会事務局長、藤谷主幹、、堺主査、柏谷主事、羽澤主査

新井田、東出 吉田主事、村上主事、木元嘱託員、大瀬町民税務課長、大坂主査 吉 田

佐藤主査、吉澤主査、片桐主査、高橋主査、大山主事、佐藤主事

中村主事、小澤管理者、平野病院事務局長、岡山総看護師長、尾坂主査

羽沢主査、東出主査、東主査、石川主事、森井代表監査委員

26.9.10 平野、佐藤、福嶋 な し 大森町長、大野副町長、新井田総務課長、名須賀保健福祉課長 山 本

吉田、竹田、笠井 尾坂主幹、竹田主査、高村主査、阿部主査、加藤技師、中村主任

新井田、東出 手塚技師、若山建設水道課長、小池主幹、構口主査、小田島主査 吉 田

木本主査、岩本主査、村上主査、小西主任、敦澤主事、野村教育長

佐藤生涯学習課長、渋谷主幹、西嶋主査、森井代表監査委員

26.9.11 平野、佐藤、福嶋 な し なし 山 本

吉田、竹田、笠井

新井田、東出 吉 田
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２．審査事項
認定第1号 平成25年度木古内町一般会計決算認定について
認定第2号 平成25年度木古内町国民健康保険特別会計決算認定について
認定第3号 平成25年度木古内町後期高齢者医療特別会計決算認定について
認定第4号 平成25年度木古内町国民健康保険病院事業会計決算認定について
認定第5号 平成25年度木古内町水道事業会計決算認定について
認定第6号 平成25年度木古内町介護老人保健施設事業会計決算認定について
認定第7号 平成25年度木古内町介護保険事業特別会計決算認定について
認定第8号 平成25年度木古内町介護サービス事業特別会計決算認定について
認定第9号 平成25年度木古内町下水道事業特別会計決算認定について

３．審査結果
認定第1号 平成25年度木古内町一般会計決算認定のほか8件について慎重に審査を行っ

た結果、当委員会としていずれも認定すべきと決定した。

４．審査所見
平成２５年度各会計決算では、人口減少や少子高齢化という課題に直面し、さらには

経済状況の長期低迷により税や使用料等の収納率が改善されておらず憂慮される状況に
ある。

各担当部署による懸命な対応は理解しつつも、さらなる熟考を重ね新規対策を図ると
ともに、町民に対する不平等感を取り除くためにも、法的手段を含め公平で公正な行政
運営を行う中で財源確保に努めるよう強く求めるものである。

国においては、地方創生を最大の課題としてとらえ、人口減少対策や雇用を重視する
考えが示されているものの、地方交付税の算定方法の見直しも行われていることから、
今後とも充分注視し健全な財政運営を図られたい。

各企業会計においては、人口減等による影響がさらに著しくなることから、健全経営
・健全運営に向け、経費節減は当然のこと更なる経営手腕が発揮されるよう望むもので
ある。

各担当部署による審査では、特に生涯学習課の数年にわたるスクールバスの中学生ま
での利用拡大の議論や産業経済課の各種物産展等における参加に対する成果など、事業
報告や検討結果等については事前に詳細な資料提出を行うとともに、適切な報告や答弁
が図られるよう期待する。

また、事前に申し添えているにもかかわらず、各担当者からの説明内容の差異や全節
の読み上げなど、統一性が図られていない。特別委員会における審査の効率を上げるた
めにも今後、さらなる研究を図り全担当部署において共通認識を整えた上で、今後の特
別委員会に反映されるよう望むものである。
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（ 午後３時５０分 開会 ）

開 会 ・ 開 議 の 宣 告

○議長（岩館俊幸君） ただいまから9月5日に引き続き、会議を開会いたします。

ただいまの出席議員は10名でございます。

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

した。

ただちに本日の会議を開きます。

本日の議事日程及び説明員については、別紙配付のとおりであります。

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いたします。

7番 笠井敬吾さん、8番 新井田昭男さん。以上、2名を指名いたします。

議 長 諸 報 告

○議長（岩館俊幸君） 日程第2 議長諸報告。

議長諸報告につきましては、別紙配付のとおりでありますので、これを省略します。

議 会 運 営 委 員 会 報 告

○議長（岩館俊幸君） 日程第3 議会運営委員会報告。

議会運営に関する件について、議会運営委員会委員長より報告を求めます。

議会運営委員会 委員長 4番 吉田裕幸さん。

○4番（吉田裕幸君） 平成26年9月11日 木古内町議会 議長 岩館俊幸様。木古内町議会

運営委員会委員長 吉田裕幸。

議会運営委員会報告書。

平成26年第3回木古内町議会定例会開催にあたり、本委員会に付託された議会運営に関す

る件について、会議規則第41条第1項の規定により報告をいたします。

記 1. 会議開催状況。

会議開催状況につきましては、本日9月11日、全委員出席の下で行われました。

2. 平成26年第3回木古内町議会定例会における追加議案について。

(1)議案第12号 平成26年度木古内町一般会計補正予算（第6号）。

以上、1件を今定例会の案件に追加することとする。
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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） 質疑はございませんか。

（「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。

平成25年度木古内町決算審査特別委員会報告

○議長（岩館俊幸君） 日程第4 平成25年度木古内町決算審査特別委員会報告。

平成26年9月5日開催の平成26年第3回木古内町議会定例会において設置されました、平成

25年度木古内町決算審査特別委員会の報告を求めます。

平成25年度木古内町決算審査特別委員会 委員長 5番 平野武志さん。

○5番（平野武志君） 5番 平野武志です。

平成26年9月11日 木古内町議会議長 岩館俊幸様。平成25年度木古内町決算審査特別委

員会委員長 平野武志。

平成25年度木古内町決算審査特別委員会審査報告書。

平成26年第3回木古内町議会定例会において、本委員会に付託された事件について、次の

とおり審査を終了したので、会議規則第41条第1項の規定により報告します。

記 1．会議開催状況。

会議は、9月5日から9月11日までの5日間にわたり開催しており、平成26年9月8日第2回の

委員会では、佐藤副委員長が病気通院とやむを得ない事情のため欠席しております。

通院の効果もあり、その後5回までの委員会は全委員健康で出席でございます。

2. 審査事項。

審査事項は、認定第1号 平成25年度木古内町一般会計決算認定についてほか、以下

のとおり8件について審査を行っております。

3. 審査結果。

認定第1号 平成25年度木古内町一般会計決算認定のほか8件について慎重に審査を行った

結果、当委員会としていずれも認定すべきと決定した。

4. 審査所見。

平成25年度各会計決算では、人口減少や少子高齢化という課題に直面し、さらには経済状

況の長期低迷により税や使用料等の収納率が改善されておらず憂慮される状況にある。

各担当部署による懸命な対応は理解しつつも、さらなる熟考を重ね新規対策を図るととも

に、町民に対する不平等感を取り除くためにも、法的手段を含め公平で公正な行政運営を行

う中で財源確保に努めるよう強く求めるものである。

国においては、地方創生を最大の課題としてとらえ、人口減少対策や雇用を重視する考え

が示されているものの、地方交付税の算定方法の見直しも行われていることから、今後とも

充分注視し健全な財政運営を図られたい。

各企業会計においては、人口減等による影響がさらに著しくなることから、健全経営・健

全運営に向け、経費節減は当然のこと更なる経営手腕が発揮されるよう望むものである。

各担当部署による審査では、特に生涯学習課の数年にわたるスクールバスの中学生までの
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利用拡大の議論や産業経済課の各種物産展等における参加に対する成果など、事業報告や検

討結果等については事前に詳細な資料提出を行うとともに、適切な報告や答弁が図られるよ

う期待する。

また、事前に申し添えているにもかかわらず、各担当者からの説明内容の差異や全節の読

み上げなど、統一性が図られていない。特別委員会における審査の効率を上げるためにも今

後、さらなる研究を図り全担当部署において共通認識を整えた上で、今後の特別委員会に反

映されるよう望むものである。以上です。

○議長（岩館俊幸君） 平成25年度木古内町決算審査特別委員会委員長の報告が終わりまし

たが、この委員会は議長び監査委員の又地議員を除く8名の全議員による委員会であります

ので、質疑、討論を省略することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○議長（岩館俊幸君） ご異議ないものと認めます。

お諮りいたします。

認定第1号 平成25年度木古内町一般会計決算認定についてほか8件につきましては、平成

25年度木古内町決算審査特別委員会委員長報告のとおり認定することにご異議ございません

か。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○議長（岩館俊幸君） ご異議ないものと認めます。

よって、認定第1号 平成25年度木古内町一般会計決算認定についてほか8件につきまして

は、平成25年度木古内町決算審査特別委員会委員長報告のとおり認定することに決定をいた

しました。

議案第12号 平成26年度木古内町一般会計補正予算（第6号）

○議長（岩館俊幸君） 日程第5 議案第12号 平成26年度木古内町一般会計補正予算（第6

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12号 平成26年度木古内町一

般会計補正予算（第6号）につきまして、提案理由をご説明申し上げます。

歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ、56億9,009万9,000円とするものです。

補正の内容は、中学校の各部活動・大会参加報償費の追加です。

それでは、詳細についてご説明します。6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、25節 積立金 41万3,000円の減額を

お願いします。これは、この度の補正増額分につきまして、今年度の財政調整基金への積立

金を減額して財源とするものです。

続きまして、7ページをお開き願います。

10款 教育費、3項 中学校費、2目 教育振興費、8節 報償費 41万3,000円の追加は、

議案説明資料 資料番号5の1ページから2ページに積算内訳を添付しておりますのでご参照
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願います。

8月30日から31日に開催された第47回道南中学校新人陸上競技大会で、2年生2名が全道大

会参加標準記録を突破したため、9月20日から21日まで帯広市で開催される第21回北海道中

学校新人陸上競技大会への参加費18万3,000円と、9月7日小樽市で開催された第16回北海道

ジュニア陸上競技選手権大会において、3年生1名が全国大会参加標準記録を突破したため、

10月30日から11月1日に横浜市で開催される、第45回ジュニアオリンピック陸上競技大会へ

の参加費23万円です。

説明は以上です。よろしくご審議願います。

○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。

2番 又地信也さん。

○2番（又地信也君） 予算の部分では別に異論はないのですけれども、あれでしょうか。生

徒の氏名等を教えたらまずいのですか。あるいは、教育委員会のほうから参加する・出場す

る生徒の名前等は、財政のほうにはいっていないのですか。

というのは、私は大変木古内中学校の生徒が、こういう成績を、大変素晴らしい成績をと

いうことで出場になるかと思うのです。

ある意味では、町の名誉にも関わることだと思うのですよ。そういう意味では、差し支え

がないのであれば、生徒の氏名等を報告したほうが。あるいは、広報等でたぶん載ると思わ

れるのですけれども、一生懸命やっているこの生徒方のためにも、やはり議会の場でも個人

の生徒の名前を教えてもらえれば、生徒達のこれからの励みにもなるのではないのかなとそ

んなふうに思っているのですけれども、それはできないのでしょうか。

○議長（岩館俊幸君） 総務課長。

○総務課長（新井田勝幸君） ただいまのご質問でございますが、委員会のほうから私ども

のほうに、資料としては個人の名前はまいっておりますので、ただいまのご質問についてご

報告を申し上げます。

まず、全道大会に出場する2年生2名につきましては、1名は男子砲丸投げに参加いたしま

す岩崎慎吾さん。もう1名は女子の100ｍと女子100ｍハードルに参加いたします、吉武エリ

カさん。次に、全国大会に出場いたしますかたは、出場種目は100ｍハードルで氏名は岡室

咲良さんでございます。

○議長（岩館俊幸君） 2番 又地信也さん。

○2番（又地信也君） ありがとうございます。

確か全道大会のほうでは、中学2年生ですよね。それから、全国大会に行く岡室咲良さん

は3年生と。これは町長、こういうのはもう本当に町の、我が町のすごく自慢になることな

ので、町民にも広くお知らせしたほうがいいです。

岡室咲良さんは、昨年もそうなのですよね。全国大会に行って、素晴らしい成績を上げて

いると。こういうのはやはり、教育委員会もそうなのですけれども、やはり率先して町民に

教えてあげるという姿勢を貫いていただきたい。そうすると、子ども達の励みにもなると、

そういうふうに思いますので、10月ですか。広報には、ぜひ載せていただきたいとそういう

ふうに思いますので、よろしくお願いいたします。

○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） 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12号 平成26年度木古内町一般会計補正予算（第6号）については、原案のとおり

可決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○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をいたし

ました。

発議案第1号 議会閉会中の所管事務調査について

○議長（岩館俊幸君） 日程第6 発議案第1号 議会閉会中の所管事務調査についてを議題

といたします。

議会閉会中の所管事務調査について、会議規則第75条の規定により総務・経済常任委員会

及び議会運営委員会の各委員長より下記のとおり、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、本案については原案とおり承認することに決定を

いたしました。

意見書案第1号 森林・木材産業の成長産業化に向けた施策の

充実・強化を求める意見書

○議長（岩館俊幸君） 日程第7 意見書案第1号 森林・木材産業の成長産業化に向けた施

策の充実・強化を求める意見書についてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

4番 吉田裕幸さん。

○4番（吉田裕幸君） 4番 吉田裕幸です。

意見書案第1号 平成26年9月5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 吉田裕幸、賛成者 木古内町議会議員 笠井敬吾、同じく新
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井田昭男。

意見書案第1号 林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充実・強化を求める意見書

について、会議規則第14条第1項及び第2項の規定により別紙のとおり提出します。

本道の林業・木材産業は、山村地域を支える基幹産業として発展し、雇用の確保や地域経

済の活性化などに大きく寄与してきました。

このような中、道では、平成21年度に国が創設をした「森林整備加速化・林業再生基金」

を活用し、間伐や路網の整備、高性能林業機械の導入、さらには、木材加工流通施設・木造

公共施設の整備など、森林資源の循環利用の実現に向け様々な取組を支援してきたところで

す。

今後、人工林資源が本格的な利用期を迎える中で、地域の特性に応じた森林の整備・保全

を着実に進めるとともに、森林資源の循環利用による林業・木材産業の成長産業化を実現す

るための施策の充実・強化を図ることが必要であります。

よって、記載しております以下の2点について衆参両院議長、内閣総理大臣及び各関係大

臣に提出するものです。

以上、提案理由としますので、議員の皆様方のご賛同をよろしくお願いいたします。

○議長（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。

意見書案第1号 森林・木材産業の成長産業化に向けた施策の充実・強化を求める意見書

については、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○議長（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をいたし

ました。

意見書案第2号 2015年度予算(介護・子ども)の充実・強化を求める意見書

○議長（岩館俊幸君） 日程第8 意見書案第2号 2015年度予算(介護・子ども)の充実・強

化を求める意見書についてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

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 平成26年9月5日 木古内町議会 議長 岩館俊幸様。提出者 木古内町
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議会議員 竹田 努、賛成者 木古内町議会議員 佐藤 悟、同じく笠井敬吾。

意見書案第2号 2015年度予算（介護・子ども）の充実・強化を求める意見書について会

議規則第14第1項及び第2項の規定により別紙のとおり提出します。

介護保険制度については、保険給付として要支援1と2の高齢者に提供されてきた訪問介護

と通所介護が、2015年4月から3年間かけて市町村事業への移行が進められます。

この見直しについては、多くの関係団体からは、「地域間格差の拡大」や「要支援者の介

護の重度化」及び「介護労働者の処遇低下」などに関する不安が指摘されています。

また、2015年4月から本格実施が予定されている子ども・子育て支援新制度については、

保育士の配置基準の見直しや処遇改善及び放課後児童クラブや児童養護施設等改善が極めて

不十分な内容になっています。

よって、介護保険制度の充実をはかり、子ども・子育て支援新制度の保育の質を改善する

ために以下3点について、衆参両議院議長、内閣総理大臣及びに厚生労働大臣に対し強く要

望いたしますので、議員各位のご賛同をよろしくお願いいたします。以上であります。

○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。

意見書案第2号 2015年度予算(介護・子ども)の充実・強化を求める意見書については、

原案のとおり可決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○議長（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9 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） ご異議なしと認め、承認することに決定をいたしました。

なお、現在予定されている出張または派遣につきましては、下記のとおりでありますが、
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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をいたしました。

閉 会 の 宣 告

○議長（岩館俊幸君） 以上をもちまして、本定例会に付議されました案件は全て審議を終

了いたしましたので、会議を閉じます。

これをもちまして、平成26年第3回木古内町議会定例会を閉会いたします。

大変、ご苦労様でございました。

（ 午後４時１７分 閉会 ）
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地方自治法第123条第2項の規定により署名する。

平成26年9月11日

木 古 内 町 議 会 議 長 岩 館 俊 幸
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