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（ 午前１０時００分 開会 ）

開 会 ・ 開 議 の 宣 告

○議長（又地信也君） ただいまから、平成28年第1回木古内町議会定例会を開会いたします。

ただいまの出席議員は10名でございます。

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

した。

ただちに本日の会議を開きます。

本日の議事日程及び説明員は、別紙配付のとおりであります。

会 議 録 署 名 議 員 の 指 名

○議長（又地信也君） 日程第1 会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第118条の規定により議長から指名をいたします。

4番 竹田 努君、5番 相澤 巧君。以上、2名を指名いたします。

議 会 運 営 委 員 会 報 告

○議長（又地信也君） 日程第2 議会運営委員会報告。

平成27年12月17日に開かれました、平成27年第4回木古内町議会定例会において調査の申

し出がありました、議会運営に関する件について報告を求めます。

議会運営委員会 委員長 2番 新井田昭男君。

○2番（新井田昭男君） 2番 新井田昭男です。

平成28年3月4日 木古内町議会 議長 又地信也様。木古内町議会議会運営委員長 新井

田昭男。

議会運営委員会報告書。

平成28年第1回木古内町議会定例会開催にあたり、本委員会に付託された議会運営に関す

る件について、会議規則第41条第1項の規定により報告いたします。

記 1.会議開催状況。

会議開催状況につきましては、3月2日に開催し欠席委員はおりませんでした。

2．平成28年第1回木古内町議会定例会における議会運営について。

（1）今定例会の会期については、3月4日から3月11日までの8日間としたい。4日は、本会

議を開催し、町政執行方針並びに教育行政執行方針、一般質問、条例制定、補正予算等の議

案審議、平成28年度各会計予算及び関連議案の上程を行う。3月5日、6日は休会日とする。（実

質6日間）

（2）議事日程については、別紙配付のとおりである。

議事日程番号9から16まで、議事日程番号18から19まで、議事日程番号21から22まで、議
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事日程番号25から26まで及び議事日程番号27から36までの平成28年度各会計予算並びに関連

議案については一括議題とする。

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

は議長に一任する。

（3）付議案件は、議案26件、発議案3件である。

（4）一般質問者は3名であり、通告順により質問者ごとに行うこととする。以上でありま

す。

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

質疑ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 質疑がないようですので、報告済みといたします。

会 期 の 決 定

○議長（又地信也君） 日程第3 会期の決定を議題といたします。

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

日から3月11日までの8日間といたしたいと存じますが、これにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 異議ないものと認めます。

よって、今、定例会の会期は本日から3月11日までの8日間と決定いたしました。

議 長 諸 報 告

○議長（又地信也君） 日程第4 議長諸報告。

議長諸報告につきましては、別紙配付のとおりでありますので、これを省略いたします。

総務・経済常任委員会所管事務調査報告

○議長（又地信也君） 日程第5 総務・経済常任委員会所管事務調査報告。

平成27年12月17日に開かれました、平成27年第4回木古内町議会定例会において調査の申

し出がありました、総務・経済常任委員会所管事務調査についての報告を求めます。

総務・経済常任委員会 委員長 3番 平野武志君。

○3番（平野武志君） 3番 平野武志です。

平成28年3月4日 木古内町議会 議長 又地信也様。木古内町議会 総務・経済常任委員

会委員長 平野武志。

総務・経済常任委員会所管事務調査報告書。

総務・経済常任委員会の所管事務調査について、会議規則第41条第1項の規定により報告
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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、1月29日、2月22日の2回にわたりまして開催しており、欠

席委員はおりませんでした。

2．所管事務調査項目。

所管事務調査項目につきましては、建設水道課 ＪＲ江差線廃止に伴う鉄道資産外7件に

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）ＪＲ江差線廃止に伴う鉄道資産について。

ＪＲから全額支払われる鉄道資産の撤去費用については、ＪＲとの協議を経て、平成27年

12月10日に協定書を締結し、それに伴う年度別撤去計画や具体的な撤去場所も示された。平

成30年度以降の工事については、撤去または存置するかを今後検討していくとの考えは理解

するが、今後予定されている撤去工事については、可能な限り地元業者への発注を求める。

また、「北海道夢れいる倶楽部」から新幹線開業記念イベントとして旧ＪＲ江差線（旧鶴

岡駅から本町地区高架下付近）を利用し、トロッコ列車を運行する企画が出されている。我

が町にとって画期的なことであり、費用についても町の負担がないことから当倶楽部へ謝意

を表するとともに行政として、できる限りの協力をお願いしたい。今後、行政・観光協会・

地元住民が一体となり、新たな観光スポットを確立し地域活性化が図れるよう強く期待する。

（2）人口減少対策について。

木古内町の人口ビジョンとまち・ひと・しごと創生総合戦略の概要版が完成し、平成31年

度までの基本方針や2060年までの人口目標数値等が示された。概要版の中での分析・展望・

方針については理解する内容であるが、いま現在、新規施策の具体的提示もないことから今

後の人口推移については不透明であり、将来の目標数値が達成されるか疑問を持たざるを得

ません。

次年度以降は、我が町の最重要課題である人口減少対策の積極的な施策展開を求める。

また、当初予算に反映できない施策についても、早い段階で予算計上を行い、他の自治体

に遅れをとることなく取り組まれることを求める。以上です。

○議長（又地信也君） 総務・経済常任委員会委員長の報告が終わりましたが、この委員会

は全員による委員会でありますので、質疑を省略することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 異議ないものと認めます。

以上をもちまして、報告済みといたします。

町 政 執 行 方 針

○議長（又地信也君） 日程第6 町政執行方針。

平成28年度 町政執行方針についての説明を求めます。
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町長。

○町長（大森伊佐緒君） 皆様、おはようございます。

議員各位には、年度末を控え、時節柄何かとご多忙の中をご参集いただきましたことを心

から厚くお礼を申し上げます。

平成28年第1回木古内町議会定例会の開会にあたり、町政執行について基本的な考え方を

述べさせていただきます。

当町のまちづくりの柱であります、第6次・木古内町振興計画は3年目を迎え、「ともに語

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

続けたい木古内町」を目指して業務を取り進めております。

私は、平成12年に町長に就任して以来、「町民一人ひとりが主役のまちづくり」を進めて

まいりました。

今後も、町民の皆様の信頼を基に、北海道新幹線開業後の効果を最大限に発揮すべく、木

古内駅を核とした地域振興事業や地方創生新型事業などを振興計画とリンクさせながら推進

してまいります。

町議会議員の皆様、町民の皆様の一層のご理解とご協力を賜りますよう、心からお願いを

申し上げます。

国と地方を取り巻く情勢につきましては、昨年は日本列島を豪雨が襲い、9月に発生した

関東、東北豪雨災害において、茨城県の鬼怒川の堤防が決壊するなど、各地に甚大な被害が

もたらされ、災害に備える防災減災対策が急がれます。

また、東日本大震災から5年が経過いたします。

発生してからこれまで、「集中復興期間」として、特例的な制度や財政支援が講じられてい

る中、復興に向けた取り組みが行われておりますが、被災した方々の一日も早い生活の再建

と地域の再生を願っております。

さて、国政につきましては、集団的自衛権行使を可能にする安全保障関連法の成立や、昨

年10月に大筋合意した環太平洋経済連携協定（ＴＰＰ）への署名、さらには、第三次安倍改

造内閣が発足し、「1億総活躍社会」の実現に向け、「希望を生み出す強い経済、ＧＤＰ600兆

円」、「夢をつむぐ子育て支援、出生率1.8」、「安心につながる社会保障、介護離職ゼロ」とい

う「新3本の矢」を打ち出し、経済再生に最優先で取り組む姿勢として、3兆3,000億円の補正

予算が取りまとめられ、1月20日に成立しております。

この補正予算の中には、地方創生の展開等に関する予算として「地方創生加速化交付金」

が計上されており、地方自治体が地方版総合戦略に位置づけられた先駆性、官民協働、地域

間連携、政策間連携、自立性のある事業の取り組みを進めることができます。

当町においては、人口減少、少子高齢化、子育て、後継者、勤労者、地場産品のブランド

化などを盛り込んだ「地方人口ビジョン」や「地方版総合戦略」の策定に昨年8月から取り組

んでおり、2月4日に開催された第4回・総合戦略策定推進委員会において、成案がまとめられ

ております。

この、「人口ビジョン（案）」と「総合戦略（案）」につきましては、住民アンケートに基づ

く成案とおりますから、重く受け止め政策に反映をしてまいります。

また、総務省が示した平成28年地方財政対策では、一般財源について地方創生の深化のた

めの財源等を上乗せして、過去最高額の61兆7,000億円が見込まれ、地方交付税は16兆7,000
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億円となっており、地方税の増収を受け交付税の別枠加算は廃止されます。

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

再生なし」との認識に立ち、諸課題に取り組んでまいります。

本年は、地域経済の活性化や地方創生加速化事業や新型事業及び振興計画に登載している

事業を推進いたします。

さて、本年3月26日に北海道新幹線が開業いたします。

こうした中、「本州に一番近いマチ」としての役割をしっかりとはたすため、渡島西部、檜

山南部この9町による広域連携の推進を図り、交流人口の拡大を目指し、ハード・ソフト事業

を、『職員が一丸』となって取り組んでまいります。

町政に臨む姿勢につきましては、私はこうした厳しい時代こそ、確固たる政策と的確な判

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

内町の限りない発展のために取り組んでまいります。

1点目は、思いやりと温もりのある町政です。2点目は、誠実な心をもった町政です。三つ

目は、広く町民の声に耳を傾ける町政です。四つ目は、時代に即応した判断と行動ができる

町政であります。5点目は、公正で透明性のある町政でございます。

それでは、第6次木古内町振興計画の施策の大綱に沿って、平成28年度の町政執行方針に

ついて申し延べます。

第1章 福祉・医療・保健。

第1章の主要テーマ「地域住民が支え合う生きがいある福祉づくり」では、「高齢者福祉」、

「介護福祉」、「地域福祉」、「家庭・児童福祉」、「障がい者福祉」、「保健・疾病予防」、「地

域医療」への取り組みであります。

「高齢者福祉」では、当町の高齢化率は本年1月末現在で44.4％に達しており、全国や全

道平均を大きく上回っております。

高齢になっても住み慣れた地域や家庭で安心して暮らし続けることができるように、緊急

通報システム整備事業、声かけ訪問サービス、移送サービスや医療機関送迎バス運行、介護

予防教室開催、ふれあい農園の運営、冬の除雪サービスや屋根の雪下ろし等の助成事業を継

続して取り組んでまいります。

また、高齢者の皆様の経験と技能を生かす高齢者事業団への補助や各地区の老人クラブへ

の助成を継続してまいります。

「介護福祉」では、昨年より第6期介護保険事業計画がスタートしております。

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

在宅介護サービスの提供に努めてまいります。

また、医療・介護・予防・住まい・生活支援が包括的に連携する体制となる地域包括ケア

システムの構築に向け、昨年12月に町内の65歳以上のかたを対象として実施をした「日常生

活圏域ニーズ調査」の分析を行います。

施設利用につきましては、木古内町国民健康保険病院や木古内町介護老人保健施設「いさ

りび」、木古内恵心園、グループホーム杉の木と連携を図り、利用者や家族の要望に応える

ように努めてまいります。

また、認知症の知識や対応の普及啓発に努めることを目的に、町内の事業所や団体などを
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対象として、認知症サポーター養成講座を開催いたします。

さらに、函館地区高齢者のためのＳＯＳネットワークと連携し、認知症等により行方不明

となった高齢者の早期発見を行う「高齢者安心ネットワーク事業」を実施いたします。

また、高齢者の引きこもりを解消し、地域の皆様が気軽に集うことができる「地域サロン」

の拡充や、地域交流の場としてふれあい農園を開園し、障がいのあるかたもともに参加でき

る共生型事業に取り組んでまいります。

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

する高齢者や障がい者を周辺住民で支えていくことが求められます。

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

運営を支援してまいります。

なお、町内会連合協議会の事務局を行政が担っておりますので、単位町内会の会員数減少

や活動に違いがあることを把握しており、組織の再編成を含めて、意見や要望の取りまとめ

を進めてまいります。

さらに、小売配達事業者や新聞配達事業者、木古内商工会と地域見守り協定を結んでおり、

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

ます。

「家庭・児童福祉」では、家族形態やライフスタイルの変化に伴い、人間関係の希薄化が

進む中で子どもを安心して生み育てられる社会・生活環境の整備として、小・中学生の医療

費無料化、ひとり親家庭等医療費の無料化、保育料の独自軽減、育児教室の運営、学校給食

費の全額助成を継続いたします。

また、親子が楽しく遊ぶことができる公園施設の安全管理、及び新たに大平団地・前浜団

地内の遊具の更新を検討してまいります。

なお、民間保育所が独自に実施している学童保育については、今年度は運営補助を実施し、

平成29年度からの町営化を目指してまいります。

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

ービスは、健康管理センターにおいて相談業務等を実施しております。

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

す。

地域活動支援センターの運営につきましては、非常勤職員を配置しており、今後も社会福

祉協議会やボランティア等の協力を得ながら、障がい者の活動支援に取り組んでまいります。

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

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

導による健康不安の解消、疾病の早期発見・早期治療を基本に、重症化防止対策について継

続して実施してまいります。

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

持増進対策を継続して推進してまいります。

母子保健事業では、ワクチン接種や健診、育児相談、育児教室に取り組んでまいります。

なお、インフルエンザの予防接種については、中学生までを無料としております。

成人保健事業では、疾病の早期発見・早期治療で疾病の重篤化防止のため健診受診を呼び
じゆうとくか

かけており、町政広報や折り込みチラシ、防災無線等による周知を増やし、各地域での健康
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相談、健康教室で受診勧奨を行い、健康づくり推進委員と連携を図り受診率向上に取り組ん

でまいります。

国民健康保険事業につきましては、平成30年度から都道府県が財政運営の主体となり、市

町村が保険料の賦課徴収、資格管理・給付の決定及び保健事業の実施等について行うことと

なります。

新たな制度の円滑な実施・運営に向け、制度や運用の詳細等を注視し、引き続き北海道や

北海道国民健康保険団体連合会等の関係機関との連携を進めてまいります。

12月末の国保加入者数は、1,302名で、人口の減少及び高齢化の進行、さらに後期高齢者

医療への移行により、年間約60名が減少しておりますが、一人当たりの医療費は増加傾向に

あります。

このため、医療費の安定化に向け、疾病の早期発見、早期治療につなげるよう、特定健診、

健康づくり事業や簡易脳ドック事業、各種健康診査、健康指導を実施し、被保険者の健康の

増進に取り組んでまいります。

後期高齢者医療制度については、発足から8年が経過し、12月末現在で1,116人が加入して

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

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

この医療費の12分の1が木古内町負担となることから、後期高齢者に対する各種の健康づ

くり活動や、さわやか健診の受診勧奨を行い安定的な事業の運営に努めてまいります。

「地域医療」では、当町には、一般病床数99床の国民健康保険病院と、ベッドを有しない

内科系医院と歯科医院がそれぞれ2事業所が営業しております。

町内の高齢化率が高いことから、国保病院を基幹病院として町内の医院や函館市内の中核

病院と連携を図り、住民ニーズに対応した医療を提供してまいります。

次に、病院事業に関する執行方針でございます。

平成24年10月に病院事業管理者を配置し、地方公営企業法の全部適用へ移行したことに伴

い、さらなる組織の活性化と職員の自覚、改善意欲の醸成などの意識向上を図ることを目的

に、平成26年3月に日本病院機能評価機構の機能評価を受審し、同年8月1日付けで認定病院と

なりました。

平成25年4月からは、木古内町介護老人保健施設「いさりび」と木古内町訪問看護ステーシ

ョンの両事業が全部適用のもとに同じ事業管理者により統括されております。

今後も日々研鑽に努め、地域住民の幸せに貢献することを理念とし、信頼と納得の得られ

るサービスを提供してまいります。

平成26年の診療報酬改定では在宅医療の充実と病床機能の分化が重点課題とされ、国保病

院においても同年10月から地域包括ケア病床として20床の届出を行い、在宅復帰への体制を整

備しております。

病床機能の分化については、本年3月の北海道地域医療構想の策定に向けて、南渡島医療圏

においても地域に応じた医療機能の分化と適切な病床数の協議が昨年8月にはじまりました。

また、昨年3月には総務省が新公立病院改革ガイドラインを策定し、全ての公立病院へ地域医

療構想を踏まえた「新病院改革プラン」の策定を求めました。

このような中、本年の診療報酬改定においても、医療機能の分化・強化、連携と地域包括
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ケアシステムの構築に重点が置かれた答申が出されました。

このため、今年度は北海道が策定する地域医療構想を踏まえて、当町における病院の役割

と経営の効率化の視点にたった「新病院改革プラン」を策定いたします。

介護老人保健施設事業については、昨年の介護報酬改定において中間施設として、本来の

あるべき姿である在宅復帰に取り組む施設への報酬が増額されております。

このため、昨年10月から機能訓練及び必要な医療等により自立した日常生活を営むことが

できる運用を開始し、在宅復帰率30％以上を目指し取り組みを進めてきた結果、本年1月に

目標の30％をクリアすることができましたので、在宅復帰支援機能加算型の施設としての届

け出を行っております。

一方、在宅復帰を進める代償として入所者の減少という課題が見えてまいりましたので、

今年度は老健施設においても経営の安定化に向けた老健版「改革プラン」を策定いたします。

在宅復帰システムの構築には、病院、老健から在宅医療、訪問看護、訪問リハビリなどの

支援が不可欠であり、入院時から、その先にある患者様の幸せな生活につなげるため、健康

管理センターや在宅サービス提供事業所との連携を進めて、引き続き退院支援と合わせて取

り組んでまいります。

なお、病院事業における今年度の目標は、次の基本方針で進めてまいります。

1.主治医機能の強化により地域包括ケアの推進を支援します。2.地域の医療及び介護施設

との連携強化を推進します。3.環境の改善により業務の効率化を図ります。4.国が目指す医

療介護供給体制の意図を住民に啓発し理解を得ます。5.在宅医療の充実により退院を支援し、

在宅復帰後の安心・安全を確保します。6.健全な経営により、安定した質の高い医療・介護

を提供いたします。

第2章 教育・文化。

教育・文化につきましては、「教育行政執行方針」に記載しております。

なお、昨年7月、及び11月に「木古内町総合教育会議」を開催し、町長と教育委員会が協

議・調整する場を設けました。

会議では、第6次木古内町教育総合推進中期計画をもって教育行政の大綱と定めるなど、

教育政策の今後の方向性の共有を図っております。

今年度も引き続き、教育委員会とともに教育行政の推進に取り組んでまいります。

第3章 産業・観光。

第3章の主要テーマ「新幹線を活かした活気ある産業づくり」では、「農業」、「林業」、「水

産業」、「商業」、「工業」、「観光」、「雇用」への取り組みであります。

「農業」では、平成25年12月、「農林水産業・地域の活力創造プラン」が策定され、経営

所得安定対策や水田フル活用と米政策の見直し、農地中間管理機構や日本型直接支払制度の

創設など、農業政策の大転換が進められています。

また、平成27年3月には「新たな食料・農業・農村基本計画」が策定され、強い農業と美

しく活力ある農村の創出に向けて、各施策が展開されています。

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

永続的に維持するため、関係機関と連携し高付加価値化・品質向上や、さらなるブランド化
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に取り組み、ＴＰＰへの参加による価格競争に耐えられる経営基盤を築くよう支援してまい

ります。

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

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

い手の負担を軽減することを目的とした多面的機能支払交付金制度についても、継続して実

施してまいります。

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

導入事業や農業者の負担軽減を図るための酪農ヘルパー利用支援事業を継続して行ってまい

ります。

施設野菜では、ニラ共同選別設備導入事業について、支援の検討を行ってまいります。

担い手・後継者対策として、新規就農・経営継承総合支援事業や担い手育成研修事業を継

続して実施するとともに、町独自の第一次産業後継者支援事業も行ってまいります。

また、農地台帳や農地図などの農業情報を公表するため、農業委員会と連携し、農地情報

公開システムの整備を行ってまいります。

シカなどによる農作物被害については、「鳥獣被害対策協議会」などとの連携のもと、電

気牧柵の設置や猟友会への出動要請など、被害の軽減に努めてまいります。

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

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

から、生育や価格の動向を把握し適期適伐に努めてまいります。

また昨年、観光振興の面とあわせて整備した、薬師山芝桜の維持管理に努めてまいります。

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

材利用推進方針」に基づき、新幹線駅舎や道の駅、南北連絡自由通路等や駅前景観統一事業

の内外装に使用して付加価値の向上とＰＲに努めており、引き続き地材地消を推進してまい

ります。

また、木材価格の低迷により、町有林の財産価値が低下傾向にあり、売り払い収入を委託

費が上回る状況にあり、民有林においても同様であることから、林業活動の低迷が懸念され

ています。

このことから、安定的に森林施業を実施することを目的に、国の補助制度の拡充要望とと

もに、町独自の森林整備対策事業を実施してまいります。

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

な森林整備を推進してまいります。

「水産業」では、昨年、ワカメ養殖施設の整備を行い、1月から生ワカメの出荷が行われ

ています。

今月の採取分からは、新設された塩蔵ワカメ施設での加工処理が開始され、生産漁家の増

加や、収入増加に加え、塩蔵ワカメ加工作業員の新たな雇用を生み出し、養殖漁家の経営の

安定化を図ってまいります。

また、地方創生交付金を活用する事業として、木古内町産の天然ヒジキの付加価値を高め

るブランド化や増養殖技術の導入を行い、一定の成果を得ることができています。

しかし、養殖技術の導入については、確立するまでに時間を要することから、今年度以降

も継続実施してまいります。
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アワビ人工種苗事業、ウニ人工種苗事業についても継続実施し、資源管理型漁業の定着を

進めてまいります。

さらに、人工魚魚礁の整備や藻場造成に関する要望を展開してまいります。

また、平成24年の高海水温の被害を受けた、ホタテ養殖漁家に対する借入資金への利子補

給についても継続して行ってまいります。

「商業」「工業」におきましては、昨年は、地域経済の好循環を生み出すことを目的に交

付された「地域の消費喚起・生活支援」交付金を活用し、商工会事業としてプレミアム付商

品券の発行が行われたことにより、町内消費が活性したと認識しています。

今後、昨年の事業の実績や、評価を検証した上で、新たな商品券の発行について、商工会

と協議を進めてまいります。

町内では、人口減や少子高齢化の影響により、厳しい経営が続き事業所の数が減少してい

る状況を踏まえ、地域経済活性化のために、当町が予算化する工事や事業は地元企業を中心

に発注してまいります。

また、当町の知名度を高め、木古内駅の利用促進を図るため、はこだて和牛ブランド化推

進事業や、観光おみやげ品開発支援事業などを継続して取り組んでまいります。

高規格幹線道路や北海道電力の送電線工事などにより町外からの就労者が増えていること

から、工事関係事業所に対して、生鮮食料品や日用品、燃料、外食などについて町内の事業

所を利用していただくよう、商工会と連携のうえ要請してまいります。

さらに、商工会や金融機関と連携を図り、融資にかかる信用保証料や利子補給の補助事業

を継続して、中小企業事業者支援に努めてまいります。

「観光」「広域観光」では、北海道新幹線の開業に伴う、交流人口の拡大を図るため、観

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

向上を進め、「新幹線ビュースポット」や「いかりん館」などを巡る町内観光周遊ルートづ

くりや、「木古内みそぎまち歩き」など、まちなかの回遊性を高める事業に取り組んでまい

ります。

町内観光の中心を担うのが観光協会となるため、常勤の事務局長の配置を継続し、運営体

制の強化と事業の拡大、並びに会員数減少による財政状況の脆弱化の解消に向け、収益事業

を展開するよう連携を進めます。

また、最近は報道機関からの当町の撮影スポットの問い合わせがあることから、観光協会

へ窓口を一本化するよう取り組みます。

なお、本年7月から9月まで、「ＪＲグループ6社」の協力により、青森県と道南を対象エリ

アとする、デスティネーションキャンペーンが実施されますので、多くのかたに足を運んで

いただけるよう観光の魅力アップに努め、リピーターを増やしていく取り組みを進めます。

本年は北海道新幹線開業元年であります。

新幹線のまちとしての優位性を生かし、東北や首都圏などでの開業プロモーションなどを

展開するとともに、町内イベントなどと連携しながら、町外観光客にとっても、魅力ある開

業記念イベントを実施してまいります。

また、これまで、「渡島西部・檜山南部9町」で連携して取り組んできた、二次交通を活用

した周遊観光地づくりをさらに発展させ、バス・レンタカーなどの事業者とも連携した事業

を総合的に展開するとともに、道の駅「みそぎの郷きこない」などの新たな施設も含めた観
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光メニューを開発することによって、インバウンドへの対応も視野に入れながら、旅行会社

への積極的な販売促進を図ります。

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

る人材を2名採用のうえ、観光コンシェルジュとの連携を進めてまいります。

1月13日にオープンした道の駅「みそぎの郷きこない」は、計画を上回る多くの利用客で

賑わっております。

さらに、経営の安定化に向けた基盤づくりを支援するとともに、指定管理者の一般社団法

人木古内公益振興社をはじめとして、商工業者や一次産業従事者など関係者が一体となった

「ものづくり」の仕組みを構築し、道の駅を核とした観光・物産振興の取り組みを進めてま

いります。

また、「木古内町観光大使」の奥田政行シェフをお招きし、食や物産の魅力度アップに対

する助言や、情報発信を行っていただき、当町を訪れる観光客の増加につなげてまいります。

「雇用」では、町内における新たな雇用は生まれておりませんが、農家や建設会社、介護

事業所等では、常勤やパートを募集しても応募がない状況が出ております。

本年は、この状況を改善するため、人材紹介事業の展開について、検討してまいります。

また、地域事業者の経営安定が雇用の継続につながることと捉え、金融機関と連携し、設

備投資や運転資金等の貸付け事業を進めてまいります。

さらに、国の地方創生交付金を活用し、介護事業所に勤務する介護従事者の給与水準の改

善を図る介護従事者待遇改善事業を継続し、介護サービス水準の向上と、職員の安定雇用と

定住化を図ってまいります。

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

雇用の創出と安定化に努めてまいります。

第4章 生活環境・交通。

第4章の主要テーマ「安心と安全で快適に暮らせる環境づくり」では、「土地利用」、「住

環境」、「公共交通網」、「道路」、「上・下水道」、「環境衛生」、「環境美化」、「国土保全」、「消

防と救急」、「防災」、「交通安全・防犯」、「消費生活」への取り組みであります。

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

区（札苅・泉沢・釜谷）、ＪＲ木古内駅を中心に市街地が集積された中部地区（木古内・本

町・前浜・新道）、木古内川、中野川などの河川の流域に広がる農業地帯の西部地区（建川

・鶴岡・大川・瓜谷・中野）に大別されます。

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

き地は作業用地や住宅用地と位置づけております。

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

たりとした歩道と景観統一を実現しました。

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

ため、道営土地改良事業に取り組みます。

また、町の総面積の89.5％を占める森林地域は、林業振興のための木材生産機能と山地災

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

ります。
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「住環境」では、町営住宅の管理等については、木古内町住生活基本計画、及び公営住宅

等長寿命化計画に基づき実施しておりますが、計画策定後に道営住宅の新築や高齢者専用住

宅の需要が高まるなど、計画の見直しが必要となります。

このため、本年は当町が所有する公共施設等の総合的かつ計画的な管理計画の策定に取り

組むことから、公共施設等総合管理計画の策定と併せた見直しを行います。

なお、本年から道営住宅の指定管理者として、「であえーる駅前団地」の維持管理を行い

ます。

町営住宅の整備については、大平団地2号棟の屋上防水改修、及び下水道接続のほか中野

団地の屋根改修を行ってまいります。

また、空き家活用事業に着手し、移住・定住やちょっと暮らしを希望するかたへの紹介を

実施してまいります。

「公共交通網」では、北海道新幹線開業まであと22日となりました。

事業着手から12年目を迎え、駅周辺整備などの関連事業が最終段階に入っております。

新幹線と同時に開業を迎える、「道南いさりび鉄道」については、通勤・通学・通院等の

地域の公共交通機関としての役割をはたす一方で、津軽海峡沿いの海岸線の漁り火、函館山、

津軽・下北半島を望むロケーションの素晴らしい観光列車としての利用客も見込まれます。

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

の整備を進めてまいります。

また、運賃は3割程度アップすることから、通学定期券の購入に際しては、上昇分の助成

を行うことといたします。

一方、町内ではこれまで3度の脱線事故が発生していることから、ＪＲ北海道が必要な検査

と修繕を確実に実施した路線を受け取ることにしており、移行後においては、安全運行体制

を構築し事故のない運営をめざしてまいります。

また、当町と檜山地域を結ぶ2次交通の路線バス「江差木古内線」は、函館バスに運行を

委託しており、停留所等の増設により鉄道輸送時よりも乗降客が増加しております。

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

バス事業者に対する支援を継続してまいります。

「道路」では、中心市街地の道道改良事業については、「中央通」「駅前通」の整備に続

き、継続要望をしていた「中央通・駅前交差点から函館側バイパス間」の整備が、駅前側か

ら事業着手となります。

また、高規格幹線道路「函館・江差自動車道」は、引き続きトンネル工事や橋梁工事が行

われます。

当町と檜山地域を結ぶ主要道道「江差木古内線」の新吉堀トンネルに接続する道路橋は本

年11月に完成し、供用開始が予定されております。

併せて道道の線形改良が進められることから、早期完成に向けた要望を継続してまいりま

す。

新幹線駅北側へのアクセス道路の、都市計画道路環状線通「町道冷水線」は、引き続き工

事を進めてまいります。

また、地域の生活路線としての町道につきましては、道路安全パトロールを重点的に行い、

破損箇所の修繕や維持管理を実施するとともに、除排雪体制を充実させ、冬期間の安全確保
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に努めてまいります。

「上・下水道」につきましては、施設の安全点検や有収率の向上を図ることにより、安全

で良質な水道水の安定供給をおこなうとともに、健全な水道事業運営と町民サービスの充実

を目指してまいります。

また、平成26年の水道事業全体評価の結果に基づき、木古内浄水場の安全性や管理性の向

上を図るため、急速攪拌翼他の更新を継続して実施してまいります。

さらに、給水人口の減少により5,000人以下の水道事業は、簡易水道事業の種別に区分さ

れ、国庫補助メニューが豊富であり過疎債の適用となることなど財政的優位性があることか

ら、国における認可変更について調査研究を進めてまいります。

亀川水系浄水場につきましては、老朽化が著しいことや、人口減少に伴い木古内からの給

水が可能となっていることから、廃止について検討を進めてまいります。

なお、本年度の主な施設工事については、函館江差自動車道建設に伴う水道管移設が対象

となります。

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

多様な機能を有し都市基盤の中心となる社会資本であり、本年は、港町方面と大平団地へ接

続する下水道管渠新設工事を進めてまいります。

また、今後の下水道事業全体計画の見直しについては、補助事業の採択を目指してまいり

ます。

「環境衛生」では、住民生活で排出される廃棄物の安定処理と処理コスト低減のため、広

域処理を実施しており、可燃ゴミは「渡島廃棄物処理広域連合」、資源ゴミや不燃ゴミ、し

尿の処理については「渡島西部広域事務組合」の「リサイクルセンター」「最終処分場」「汚

泥再生処理センター」で処理を行っております。

可燃ごみの処理施設「クリーンおしま」は、施設・設備を平成42年度まで延命化する焼却

施設基幹的設備改良事業実施にむけた計画策定業務が進められます。

一方、産業廃棄物については、排出者の責任で処理することを徹底し、不法投棄の監視体

制を強化いたします。

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

ることができる環境づくりを継続して進めてまいります。

ふるさとの森に広がる芝桜については、面積を拡大したことに伴い、景観の維持管理や芝

桜の手入れに一層の取り組みを行ってまいります。

また、河川、海岸、林地、空き地などへのゴミの不法投棄やポイ捨て防止に努め、団体や

地域の清掃活動を支援してまいります。

地域内の危険な空き家については、平成26年「木古内町空き家等の適正管理に関する条例」

を制定し、危険家屋の把握を実施しました。

本年は、引き続き適正管理に関する通知を行い、勧告や改善命令など条例に基づく処分を

進めてまいります。

火葬場については、施設の改修を概ね終えていることから、適切な維持管理を行うととも

に、前庭の周辺環境整備を進めてまいります。

「国土保全」では、二級河川の木古内川の改修工事が継続実施されており、流域に居住す

る住民の安全対策が進められております。
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一方、町が管理する普通河川については、パトロールにより危険箇所の把握を行い、河川

内の不要な立木の処理や波浪などによる河口付近の埋塞を防ぐ流路の確保を進めてまいりま

す。

当町は、海岸線の総延長が約15ｋｍで、海と向かい合う町であることから、高波により越

波して人家に被害を及ぼす危険性のある箇所については、国や北海道にその対策を引き続き

要望してまいります。

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

互応援体制を執ることとしております。

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

より進めてまいります。

本年は、望楼耐震改修工事と庁舎改修工事実施設計委託業務や防火水槽新設工事を進めて

まいります。

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

取り組んでまいります。

なお、昨年の新入団員6名を含め、現在の団員数は74名であります。

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

南ドクターヘリの運航が行われております。

また、迅速な救急体制を維持するため、救急救命士の配置と資機材を整備し、住民の生命

に直接関わる重要な業務の充実を図ってまいります。

消防救急デジタル無線については、本年1月から運用が開始されております。

「防災」では、防災計画は、平成24年度に木古内町防災会議により、防災組織や災害予防

計画、災害応急対策計画などの見直しが行なわれ、役場・消防、そして住民一人ひとりが災

害時にどう行動すべきかを詳細に示しております。

また、平成24年6月に北海道より公表された北海道太平洋沿岸にかかる津波浸水予想図等

に基づき、津波ハザードマップを作成し、全戸配付を行っております。

防災訓練については、昨年は下町、前浜地区の住民を主体に防災訓練を行っており、本年

も防災意識向上を図るため、町内会と連携して実施してまいります。

また、本年も継続して防災備蓄品の整備を進めてまいります。

なお、災害が発生した場合には、近所の「共助の力」が重要なことから、自発的に防災活

動を行う自主防災組織の結成を支援してまいります。

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

な推進を図り、町民が一丸となった交通死亡事故抑止の運動を推進いたします。

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

応じた安全教育を推進いたします。

交通安全指導車による巡回啓発や、町内会、老人クラブ、経済団体、青年団体、町内事業

所等による街頭啓発や安全集会を開催いたします。

防犯意識の高揚と防犯体制強化に努め、安全安心まちづくり住民大会を開催し、犯罪の無

いまちづくりを目指してまいります。

夜間における歩行者等の安全を図るため、防犯灯のＬＥＤ化を推進する事業として、改修

費用の2分の1補助を行っており、ＬＥＤへの更新率は5割を超える状況となっており、今後
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も引き続き推奨してまいります。

「消費生活」では、食品や食材に関する偽装表示や異物の混入、廃棄処理食品の意図的な

横流しなど、消費者を軽視した流通・販売が大きな社会問題となっていることから、消費者

協会などの関係団体と協力し情報の提供に努めてまいります。

また、悪徳商法に関しては、すみやかに情報収集を進め、木古内警察署と連携を図り、広

く情報提供を行ってまいります。

第5章 行財政・住民参加。

第5章の主要テーマ「協働と共有で信頼される行政システムづくり」では、「行政運営」、

「財政運営」、「住民参加・協働」、「広域行政」への取り組みであります。

「行政運営」では、様々な、行政課題へ的確に対応していくため、各種施策を計画的に推

進し、進行管理の充実を図ってまいります。

また、多様化する行政要望への対応と地方分権の推進に努め、住民に親しまれ活力ある行

政運営を目指してまいります。

さらに、職員の配置計画に基づき組織の効率化を図り、研修を通じて職員の能力開発や基

礎知識の向上に努めてまいります。

本年4月から、人事評価制度を導入いたします。これは、職員一人ひとりが自らの現状を

把握し、長所を伸ばし短所を克服していく人材育成型の制度で、制度運用に向けては、評価

者・被評価者の相互理解のもと、公平で信頼できる制度運用を心がけてまいります。

すべての職員が、公務員としての自覚を持ち、住民から親しまれ信頼される組織づくりを

進めてまいります。

マイナンバー制度については、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会

を実現する社会基盤として導入されましたが、個人情報保護の面から、パソコンシステムや

インターネットセキュリティーの向上を進め、安定運用を行ってまいります。

「財政運営」では、平成19年からの財政健全化の取り組みにより、危機的状況を脱してお

りますが、収支が改善した主な要因は、地方交付税の増額であり、交付税依存体質の財政構

造は変わっておりません。

安定した財政基盤を確立するために、自主財源である町税等の増収につながる地域経済発

展のための施策の推進や、納税意識の高揚を促し収納率向上を目指してまいります。

歳入の46％を占める地方交付税については、昨年の実績や国の地方財政計画や国勢調査人

口の減少から減額を見込んでおります。

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

おりますので、今後も安定した運営を継続してまいります。

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

底した削減を行ってまいります。

一方、歳入については、過去の実績や地財対策を基に十分見込める計数で積算しておりま

す。

特徴的な事項としては、地方創生関連事業の実施、保健・医療・福祉ネットワークの構築、

生活インフラや防災体制の強化、高速交通体系の整備に向けた諸施策の実施、産業の振興・

活性化、さらには、教育の充実等に努め、快適で活力に満ちたまちづくりを進める編成とし
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ております。

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

ついては、広く住民の意見を求め、企画立案の過程から意見反映をしてまいります。

昨年は、「地方版総合戦略」の策定に取り組み、「産・官・学・金・労・言」の関連団体

などから14名の参加をいただき、すべてのかたが意見を出し合う会議の運営を進め、2月4日

に答申案がまとまっております。

釜谷地区では、住民活動の場として、地域の皆様の要望や意見を反映した生活改善センタ

ーの移転改築工事を進めます。

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

し、協働のまちづくりを推進してまいります。

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

的確な情報の提供を行ってまいります。

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

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

れており、今後も北海道や近隣市町村と広域連携に適した業務の有無について調査研究を進

めてまいります。

当町が参加している広域行政の、「渡島・檜山地方税滞納整理機構」では地方税等の滞納

整理、「渡島西部広域事務組合」では消防と環境衛生業務の推進、「渡島廃棄物処理広域連

合」では廃棄物処理施設の運営、「渡島西部地域介護認定審査会、及び渡島西部地域障害支

援区分認定審査会」では要介護状態や、障害支援区分の審査と、判定業務を行っております。

また、「北海道新幹線木古内駅活用推進協議会」では広域観光の推進、「ＪＲ江差線対策

協議会」では代替路線バスの安全運行に取り組んでおります。

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

しております。

平成26年9月には、共生ビジョンを策定し、具体的取り組みの一つである、ドクターヘリ

の運航に関する財政的な裏付けが進められたところであります。

今後も、広域医療体制や広域観光、基幹道路等ネットワーク整備などの取り組みを推進し

てまいります。

さらに、新幹線の隣駅となる今別町との交流連携を進めてまいります。

また本年は、「北海道渡島地域江戸川区交流推進協議会」を七飯町、鹿部町、森町と共同

設置いたしました。

今後、山形県鶴岡市と友好都市の東京都江戸川区と、地域ＰＲや物産展の開催、交流人口

の拡大などでお互いを補完し合いながら、都市と地域の連携事業に取り組んでまいります。

以上、第6次振興計画の施策に沿って、「平成28年度の町政執行」に臨む考え方を述べさせ

ていただきました。

終わりに、活力と元気に満ち溢れ、生涯にわたり希望や生きがいを持ち続けられる北の大

地の福祉都市『きこない』の実現を目指し、議会並びに住民の皆様のご協力のもと、ふるさ

と木古内の輝かしい未来の創造に全力を尽くし、誠心誠意取り組んでまいります。終わりま

す。

○議長（又地信也君） 以上をもちまして、町政執行方針を終わります。
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教 育 行 政 執 行 方 針

○議長（又地信也君） 日程第7 教育行政執行方針。

平成28年度 教育行政執行方針について説明を求めます。

教育長。

○教育長（野村広章君） 皆様、おはようございます。

平成28年第1回木古内町議会定例会にあたり、教育行政執行方針を申し上げます。

今日、少子高齢化社会、ネット社会、グローバル化の進展や地域社会と家族の変容など教

育をめぐる状況は、著しく変化しています。一方、道徳や小学校の英語の教科化、学校を核

とした地域づくり、新しい学習指導要領の在り方など教育を取り巻く制度面や教育内容面に

おいても、教育再生に向けた急激な変化が生じようとしております。

教育の根幹は、「人づくり」であり、将来を担う人材をはぐくむための重要な基盤として、

変わることのない未来への継続的な投資であります。新しい時代を切り拓いていくための問

題解決能力を備え、柔軟な思考力を持ち、他者との関係を構築することができる人材をはぐ

くむために、教育の役割はますます重要になっております。

このような中で、学校教育においては、これからの社会を自立して生きていく人材の育成

のため、一人ひとりの子どもを大切にしながら確かな学力、豊かな心、健やかな体をバラン

ス良くはぐくむ、調和のとれた教育活動の充実が大切であります。

また、すべての町民が生涯にわたっていつでも、どこでも、学び続けることができる生涯

学習社会の実現を目指し、多様な学習への取り組みを支援することが大切であります。

このため、教育委員会としては、3年目を迎えた第6次木古内町教育総合推進中期計画の基

本理念である「いのちをはぐくみ ふるさとを愛したくましく未来を切り拓く人づくり」の

実現に向け、子どもたちの豊かな学びを創造するため、教育の質の向上を図るとともに、学

校・家庭・地域が互いに連携し合い、教育力を高める教育行政の推進に取り組んでまいりま

す。

また、新教育委員会制度の趣旨を踏まえ、町長とともに木古内町の教育振興の方向性を共

有しながら、積極的な教育行政の執行にあたってまいります。

木古内町教育委員会は、以下のとおり重点目標を掲げ取り組んでまいります。

第一は、「学校教育の充実」についてです。

学校教育においては、学習指導要領の趣旨を十分に踏まえるとともに、小・中学校の9年

間を見通し、子どもたちや保護者の期待に応える魅力ある学校づくりに取り組むことを基本

に、次の7項目について推進してまいります。

一点目は、「確かな学力の向上」についてです。

学校教育では、子どもに基礎的・基本的な知識や技能を確実に身に付けさせ、それを土台

に新たな課題を自ら解決するための思考力・判断力・表現力などの能力をはぐくみ、生きる

力の基軸となる確かな学力の向上を図ることが重要であります。

このため、適切な教育課程の編成と実施に努めるとともに、教科指導にあたっては、ティ
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ームティーチングや少人数指導、習熟度別指導など多様な指導方法に取り組んでまいります。

また、「アクティブ・ラーニング」（調査・体験学習など児童生徒の能動的な学習）の導

入など、子どもたちの主体的かつ多様な思考を引き出し伸ばすことで、子どもが「分かった」

「できた」という喜びを実感できるよう、楽しい授業づくりに取り組んでまいります。

さらに、実物投影機やプロジェクターなどのＩＣＴ機器やデジタル教科書を活用すること

により、効果的でより分かりやすい授業ができるよう、教材教具の充実を図ってまいります。

これまでの全国学力・学習状況調査や標準学力検査などの結果を活用し、子どもたちの現

状に即した指導方法の工夫改善を進めるとともに、家庭や校種間の連携を一層深め、望まし

い学習習慣の確立を図ってまいります。

放課後や長期休業中における補充的学習や、道教委から提供されるチャレンジテストを有

効に活用し、きめ細かな指導の充実に努めてまいります。

情報教育については、教育活動全体を通して情報活用能力をはぐくむとともに、情報モラ

ル教育の充実に努めてまいります。

国際理解教育については、引き続き外国語指導助手（ＡＬＴ）を活用し、子どものコミュ

ニケーション能力の育成や外国の伝統・文化に対する理解が深められるよう、外国語活動の

充実に努めてまいります。

二点目は、「特別支援教育の推進」についてです。

特別な教育的支援を必要とする子どもの指導については、木古内町特別支援連携協議会を

はじめ保護者や関係機関と緊密な連携を図りながら、子どもの発達段階や障がいの程度に応

じた適切な指導や支援を行うとともに、町独自の教育支援計画様式を作成し、円滑な引継に

対応するなど校内支援体制の一層の充実に取り組んでまいります。

また、特別支援教育パートナーティーチャー派遣事業の活用を図るとともに、町外の学校

交流や共同学習による相互理解を促進するなど、自立し社会参加していくための支援に努め

てまいります。

普通学級に在籍する特別な支援を必要とする子どものために、特別支援教育支援員を4名

配置し、小・中学校の状況や子どもの教育ニーズに応じたきめ細かな支援に努めてまいりま

す。

三点目は、「豊かな心を育成する教育の推進」についてです。

豊かな心をはぐくむためには、体験的な活動を通して規範意識や基本的な倫理観、思いや

りの心や豊かな感性などを培うことが大切であります。

このため、外部講師の招へいをはじめ、「私たちの道徳」や子どもの心に響く道徳資料の

活用を図りながら、道徳の時間を要に学校の教育活動全体を通して、生命の尊さと望ましい

生き方の自覚を深める道徳教育の充実に努めてまいります。

読書活動については、「木古内町子どもの読書活動推進計画」に基づき学校図書館の蔵書

充実はもとより、中央公民館図書室との連携を図り、読書環境の一層の充実と読書習慣の定

着に努めてまいります。

キャリア教育については、地域の教育力を積極的に活用しながら、子どもたちが体験活動

を通して働くことの意義ややりがいを実感するとともに、社会における自らの役割や将来の
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生き方などの望ましい勤労観や職業観をはぐくむ教育に努めてまいります。

ふるさと教育については、我が町の歴史、文化及び産業などを取り上げ、多様な体験活動

を通して地域の特性を生かした教育活動の充実に努めます。

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

段階を踏まえて自然を大切にする心と実践力をはぐくむ教育活動を推進してまいります。

姉妹校交流事業については、本年山形県鶴岡市立朝暘第一小学校の関係者が木古内小学校

を訪問することとなっているため、引き続き両校の交流を支援してまいります。

四点目は、「健やかな体の育成」についてです。

子どもの健やかな体をはぐくむためには、望ましい食習慣の形成を促し、基本的な生活習

慣を身に付けさせることや、体力運動能力の向上、健康管理能力の育成が大切であります。

このため、望ましい食習慣を形成するため、義務教育9年間を見通した食に関する指導計

画に基づき、栄養教諭を中核とした食育の充実に努めてまいります。

学校給食については、地域の食料生産や食文化などに対する理解を深めるため、地場産品

を活用した給食の提供に努めるとともに、施設の衛生管理に留意するなど安全で安心な給食

センターの運営に努めてまいります。

また、食物アレルギーを有する子どもたちには適切に対応するとともに、栄養バランスの

取れた美味しい給食の提供に努めてまいります。

なお、主食米飯の銘柄については、町内での生産量が最も多く食味も優れている「ふっく

りんこ」に変更します。平成28年産米を本年11月から使用し、給食米飯に提供してまいりま

す。

体育活動については、全国体力・運動能力・運動習慣等調査の結果から体力の状況を把握

するとともに、道教委から提供される体力向上支援プログラムなどを積極的に活用し体育の

授業の充実や日常の体力づくりに取り組んでまいります。

学校保健については、健康診断や日常の保健指導により子どもたちの健康状態を的確に把

握するとともに、健康の保持・増進に努めてまいります。

また、児童の永久歯のむし歯予防のため、引き続きフッ化物洗口を実施するとともに、歯

みがき指導により「自分の健康は自分で守る」という意識と健康づくりのための習慣を身に

付けさせる実践に取り組んでまいります。

さらに、子どもの基本的生活習慣の確立のため、学校や家庭、地域や関係機関と連携して

「早寝・早起き・朝ごはん・そと遊び」運動を推進してまいります。

五点目は、「生徒指導・相談体制の充実」についてです。

子どもたちを取り巻く環境は深刻化しており、全国的にもいじめや不登校などが大きな課

題となっております。

このため、小・中学校においては、学校独自の生徒指導に加え、生徒指導連絡協議会を軸

として学校、家庭、地域の連携を図り、問題行動などの未然防止に努めるとともに、引き続

き道教委指定事業である「いじめ未然防止モデルプログラム事業」に取り組んでまいります。

また、スマートフォンなどによるラインいじめの未然防止のため、家庭での使用制限につ

いて親子で話し合う機会を設けるよう促すなど、子ども自らの問題として捉え、解決方法を
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見いだすことができるよう、指導の徹底に努めてまいります。

不登校については、早期にその実態や要因を的確にとらえ、子どもや家庭の抱える問題を

解決することに努めてまいります。

なお、心の教室相談員（スクールカウンセラー）を木古内中学校に引き続き配置し、学校

における教育相談機能の充実を図るとともに、子どもたちの心の成長を側面から支援してま

いります。

六点目は、「信頼される学校づくりの推進」についてです。

「教育は人なり」と言われている中、教職員の資質や能力の向上が求められています。社

会の急速な進展の中で、教職員が実践的指導力を高めるとともに、知識や技能の絶えざる刷

新が必要であることから、教職員自らが探究心を持ち、学び続ける存在であることが不可欠

であります。

このため、教職員一人ひとりが資質や能力を磨き、発揮し、互いに力を合わせて子どもの

指導にあたることにより、教育成果を上げることができることから、校内研究や公開授業の

取り組みをはじめ、学力向上に向けた先進地への研修派遣、教育課程や生徒指導等に関する

各種研修会への積極的な参加や道教委指導主事の学校訪問指導などに取り組んでまいりま

す。

また、教職員が日常の実践と理論の一体化を図る研究を進めることができるよう、町教育

研究所の充実に努めてまいります。

保・小・中の連携教育では、教育活動の活性化のため、異校種間の連携や全体が連携した

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

安全教育については、子どもたちの安全・安心を確保するため、自らの安全は自ら守ると

の視点に立ち、学校安全計画の改善・充実を図るとともに、交通安全や防災のための指導・

訓練を計画的に実施してまいります。通学路の点検や安全指導など、登下校時の総合的な安

全対策についても、警察や関係機関の協力のもと取り組んでまいります。

なお、各学校の自己評価及び学校関係者評価の内容を公表し、説明責任をはたすとともに、

学校運営協議会の検討に取り組むなど、保護者や地域の方々に信頼される学校づくりを推進

してまいります。

七点目は、「学校施設等の環境整備」についてです。

子どもたちが安心して学べる良好な環境づくりを維持するため、学校施設等設備の点検や

保守管理を行い、適切な整備維持に努めてまいります。

このため、木古内小学校においては、排煙窓や正面玄関前照明のＬＥＤ取替などの修繕を

行います。また、スクールバスの更新を行い、一層の安全運行に努めてまいります。

木古内中学校においては、体育館赤外線暖房機、電気変圧器、吹奏楽楽器などの修繕を行

ってまいります。また、生徒用の机と椅子を全て更新するとともに、義務教育教材備品の整

備を進めてまいります。

学校給食センターにおいては、食器洗浄機やボイラーなどの修繕を行うとともに、給食食

器の一部を更新してまいります。

なお、子どもの学校給食費をはじめ、小・中学校の部活動やスポーツ少年団活動における
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全道・全国大会出場に伴う経費については、引き続き全額助成を行ってまいります。

第二は、「生涯学習の推進」についてです。

町民が健康で心豊かに生きがいをもち、楽しみながら学び、経験や知識を地域に生かすこ

とができる環境づくりを推進してまいります。

このため、事業計画を策定し、各事業に取り組んでまいります。

生涯学習においては、次の5項目について推進してまいります。

一点目は、「読書活動の推進」についてです。

読書活動は、ことばを学び、表現力と創造力を豊かにするなど人間形成に欠かすことがで

きない学習活動の一つであります。

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

実に努めるとともに、読書活動への興味や関心を高めるための図書室だより発行など、広報

活動の充実に努めてまいります。

また、読み聞かせ会などの読書活動に関わるボランティア活動を支援するとともに、町民

の読書環境の充実と読書習慣の定着に努めてまいります。

さらには、道立図書館、学校図書館、保育園などと連携を図り、読書の普及と利用拡大に

努めてまいります。

二点目は、「社会教育の推進」についてです。

生涯各期における学習活動の推進を図るため、地域課題や生活課題の解決に向けた学習活

動の支援に努めてまいります。

このため、少年教育については、道補助事業による無名塾の充実や、子どもの基本的生活

習慣の定着を目指す通学合宿事業の充実に努めてまいります。

また、「少年の主張」渡島地区大会が本町で開催されるため、中学校と連携して進めてま

いります。

子ども会やスポーツ少年団活動については、協調性や連帯性を身に付けさせるため、ボラ

ンティア活動や自然体験活動、地域行事への参加促進を図ってまいります。

家庭教育については、ＰＴＡや子ども会育成会などと連携を図り、親子で参加できる体験

活動の充実や家庭の教育力向上につながる学習機会の充実に努めてまいります。

青年教育については、青年活動がまちづくりにつながるよう、研修事業への参加奨励を図

るとともに、主体的な活動に結びつく効果的な支援に努めてまいります。

成人教育については、学習ニーズに対応した学習機会の充実を図るため、公民館講座や地

域に出向く出前講座の充実に努めてまいります。

高齢者教育については、心身ともに健康で豊かな人生を送るために、必要な知識を得るこ

とはもちろんのこと、これまで培ってきた経験や知恵を若い世代に活用してもらうことや、

生きがいと自立心を持って社会に参加する活動などを支援してまいります。また、趣味や教

養の幅を広げ､充実した生活を目指すとともに､多くの仲間との交流で人間性を高め合うた

め、引き続きリロナイふれあい学園の充実に努めてまいります。
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三点目は、「芸術文化活動の推進と文化財の保存・活用」についてです。

芸術・文化活動は、人々に感動や生きる喜びをもたらし、豊かな創造性と情操をはぐくむ

大切なものであります。

このため、文化団体や各種サークルなどと連携を図り、町民文化祭や渡島芸術祭、公民館

ギャラリーなど創作発表の場の提供に努めてまいります。

芸術鑑賞事業については、子どもたちに優れた舞台芸術に触れる機会を提供するとともに、

町民を対象とした音楽鑑賞事業を実施してまいります。

文化財の保存と活用については、郷土資料館が開設されたことから、郷土の伝統文化や歴

史をより身近に学ぶことができる場として活用が期待されます。

このため、学習教材や資料として幅広く活用できるよう、引き続き発掘された遺物や生活

文化財の整理に取り組み、文化財の調査研究や展示内容の充実に努めてまいります。

また、埋蔵文化財など文化財の保護や伝承、ふるさと意識の醸成のため、町内会や小・中

学校と連携し学習機会の充実に努めてまいります。

埋蔵文化財調査については、高規格幹線道路建設に関連して札苅や幸連地区で行われる予

定であるため、引き続き道教委などの関係機関と連携しながら、保護や活用に努めてまいり

ます。

四点目は、「生涯にわたるスポーツ活動の推進」についてです。

心豊かに健康で充実した生活を続けるためには、子どもから大人まで､スポーツに親しむ

ことができる環境づくりが大切であります。

このため、誰もが体力や年齢に応じて気軽に取り組めるニュースポーツをはじめ、各種大

会や教室など学習機会の拡充に努めてまいります。

また、小・中学生を対象とした各種ジュニア教室や体力測定を引き続き実施してまいりま

す。

さらに、渡島管内や渡島西部四町などの交流事業を促進するとともに、体育協会やスポー

ツ少年団などと連携を図り、自主的なスポーツ活動の支援に努めてまいります。

ふるさとの森プールについては、夜間の運営日数を増やすとともに、水泳教室の充実を図

るなど多くの町民の皆様に気軽で快適に利用していただけるよう、施設運営の工夫に努めて

まいります。

五点目は、「社会教育施設の整備」についてです。

社会教育施設については、町民が安全に安心して利用できるよう、施設の整備を図ること

が重要であります。

このため、昨年度までに中央公民館とスポーツセンターの耐震工事を終えており、今年度

については、中央公民館施設周辺における外灯のＬＥＤ化やスポーツセンター内のトレーニ

ング器具などの整備を行ってまいります。

また、郷土資料館内の非常口鉄扉の修繕をはじめ、テニスコート内におけるネットフェン

スの鉄骨柱補修工事を行ってまいります。

さらには、スキー場の管理棟屋根及び外壁の塗装、パークゴルフ場の維持管理に係る機械

器具の整備を行ってまいります。
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それぞれの施設の機能が十分に発揮できるよう、定期的な点検や改修を進めるとともに、

効率的な運営と維持管理に努めてまいります。

以上、平成28年度の教育委員会所管行政に関する主な方針について申し上げましたが、教

育委員会の運営の一層の充実を図りながら、教育を取り巻く諸課題に積極的に対処していく

所存であります。

教育行政の推進に、町民の皆様並びに町議会議員の皆様のご理解とご支援を心からお願い

申し上げます。以上で終わります。

○議長（又地信也君） 以上をもちまして、教育行政執行方針を終わります。

1時まで昼食のため、休憩いたします。

休憩 午前11時50分

再開 午後 1時00分

一 般 質 問

○議長（又地信也君） 休憩を解き、午前に引き続き、会議を再開いたします。

日程第8 一般質問。

これより一般質問を行います。

一般質問につきましては、お手元に配付の通告書によって行うことにいたします。

はじめに 4番 竹田 努君。

○4番（竹田 努君） 4番 竹田 努です。

28年度第1回の定例会、一般質問をするということで多少緊張しております。町長、よろ

しくお願いいたします。

平成28年度町政執行方針等につきまして、一般質問をさせていただきます。

町長は、4期16年の中で老人保健施設、国保病院等を含め数々の功績を残し、平成26年度

作成の第6次木古内町振興計画の中で、福祉都市「きこない」このことを再確認したところ

でもあります。

ここ3年間は、3月26日開業の北海道新幹線関連事業に特化してまいっております。1月13

日オープンの道の駅「みそぎの郷きこない」も多くの人々が訪れ、運営も順調に推移をして

おり、新幹線開業と合わせた交流人口の増に大いに期待をしているところでもあります。

新幹線関連工事は、一部を除いてほぼ完了をしており、今後の我が町の重要課題は、人口

減少対策とことあるごとに訴えてきております。

そこで次の4項目につきまして、1項目ずつ議論させていただきたいと思いますので、町長

よろしくお願いをしたいと思います。

まず一つ目は、人口減少対策であります。この人口減少対策については、平成26年6月よ

り庁舎内での人口減少対策検討会議を早々に立ち上げ、合わせて木古内町空き家等適正管理

に関する条例を国に先駆けて制定をしました。我々としても人口減少対策が急務であるとい

うことを再三訴えているにも関わらず、なぜ今回当初予算等の中で具体的策が提示されない
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のか、町長の見解を問うものであります。よろしくお願いします。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君） 4番、竹田 努議員のお尋ねにお答えいたします。

総体として平成28年度の執行方針等についてのお尋ねでございますが、まず一つ目の人口

減少対策につきましては、これまでも保育料の軽減、あるいは中学生までの医療費の無料化

など、各分野で様々な取り組みを進めておりまして、今年度からは、先行型交付金を活用し

た事業も実施しております。

また、介護従事者待遇改善事業、褐毛和種優良繁殖雌牛導入事業、ヒジキ養殖技術導入事

業、さらには学校給食費無料などについて継続して行ってまいります。しかし、新規事業に

つきましては、政策的な予算となりますことから、当初予算には計上はしておりません。

空き家活用事業につきまして申し上げますと、今年度現地調査を実施したところでござい

ますが、居住可能な物件はなく、リフォームにより居住可能な物件は4件ございました。既

に、常任委員会でご説明をしたとおりでございます。

新年度では、移住・定住対策として、空き家のリフォームに要する費用の概算費用を算定

することにしております。この結果を基に、建物所有者の意向調査を行い、モデル的な取り

組みとしての助成制度の検討を行いたいと考えております。

また、今後も継続して現地調査を実施するとともに、民間の不動産業者との連携を強化し

て、移住・定住希望者への情報提供を積極的に進めてまいりたいと考えております。以上で

ございます。

○議長（又地信也君） 1番についての再質問はございますか。

4番 竹田 努君。

○4番（竹田 努君） 町長と私の見解の相違というか、町長は政策予算については改選期で

あるから、先の26日の道新の木古内町の予算の部分についても骨格予算だということは、明

示しています。我々もその部分は重々承知でありますけれども、そういう悠長なことをして

だめだろうというのが自分の見解なのですよ。というのは、これから骨格予算だから補正で

と。例えば、6月に提案した場合に、それを実施するとなったら8月・9月でなければ実行で

きない、それだけ遅れるということなのですよ。私がここで求めているのは、少なくともも

っと早くからこの部分。町長、先ほど答弁したように、空き家活用の部分にしても危険家屋

については例えば町民課の所管で、活用についてはまちづくり新幹線課ということで、行政

内部の中でも任務を分担していますよね。そうすれば、専門に特化できるという我々はそう

いう思いなのですよ。ですから、これは前段訴えたように4期16年のキャリアの中で、何が

急がなければならなくてどの部分が骨格でいいのか、そういう部分のやはり町長と自分の見

解の相違というかその部分が。私は早急にしなければならない。そして、実態調査の中でも

町民課が2回にわたって、例えば写真入りで係数もここは危険家屋だ、ここは活用できる住

宅ということで選別したもの。そして、27年の8月には再度実態調査をして、写真付きで総

務・経済常任委員会にも提示をしているのです。ですから、すぐ着手するのかなというそう

いう思いがあったのですよ。そしていま町長、「実態調査の上でリフォームすれば、入居が

可能なのは4戸くらいあるよ」、そうしたらそこをどうするかという部分が早く出してもらわ

なければ。やはり人口減の一番大切な部分は私は、なんと言っても少子高齢の中では自然減

があるわけですから、やはり交流人口。移住定住政策をきちんとしなければ、木古内町の人
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口はますます激減すると思っているのです。先の国勢調査の資料を見ても、木古内町はやは

り道内でも10の部分に入るくらいの減少の地域だということは、誰が見てもわかる。それと、

私も自分なりで21年から28年まで約1,100名あまりが減少しているのでね。単純に平均をし

ますと年間150名減っている。あと5年すれば間違いなく3,000台になる。その部分の危機感

をなぜ持たないのだろうというのが、自分のやはりいま今回一般質問をした狙いなのですよ

ね。やはり町長、今回は骨格予算の中で後日、政策に関わる部分については臨時で補正しま

すということですけれども、これは早く例えば4月よーいどんの臨時会でも開催をして。と

いうことは、リフォームすれば4戸が使える住宅だということをわかっているわけですから、

早く環境を整えてやる。やはりそういうかたが希望者がいた場合に、すぐ制度的にリフォー

ムの費用は町は何パーセントを補助します、あと何年か住めば固定資産も免除、いろんな優

遇措置だってあるわけですよね。他町でやっていることをあえては言いませんけれども、や

はりこれは福祉都市「きこない」としての木古内町ならではの政策を打ち出してほしいこの

ように思いますけれども、その辺町長どうでしょう。早急に特化してくれる考えなのか、あ

くまでも骨格の政策予算を提示する時でなければ出せないということなのか。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君） 竹田議員のおっしゃるとおりだと思います。極めて人口減少問題

に取り組んでいくということは重要でございますし、決して危機感を持っていないというこ

とではございません。

たまたまこの時期は改選期を迎えておりますので、こうしたことからこの予算付けにつき

ましても、このたびの新年度予算には反映できていなかったというのは理解していただける

かと思います。

そうした中で、いま空き家対策の件で特化したお尋ねでございますが、先ほどご説明申し

上げましたように、4件の住宅についてはリフォームをすることによって利用が可能だとい

う判断をいたしましたので、この4件につきまして、まずどの程度の費用がかかるのか。か

かったあとには、持ち主のかたがそれに対して対応していただけるのかなども早急に進めて

いくことができる。これは、予算組するしない別として、その作業は進めていけると思いま

す。ただ、その中で予算が伴うということになりますと、皆様方との議論が必要になってま

いりますので、それは早急に進めたいと思っております。

○議長（又地信也君） 4番 竹田 努君。

○4番（竹田 努君） この人口減少については、本当に町長も「危機感を持っている」とい

う言葉を聞きましたけれども、我々とすればそのことが響いてきていないというのが実態だ

ということもわかってほしいですし、やはりこの人口減少を自然減・社会減だとかいろいろ

あるけれども、やはり鈍化させるという手立ても必要だということを踏まえてしっかりと早

い段階で、この人口減の空き家活用事業について、早急にこの部分だけでも先行していただ

きたいということを付け加えて、この部分については終えたいと思っています。

次に二つ目なのですが、公共施設等の総合的かつ計画的な管理計画を目指すということで、

執行方針の中で謳っておりますけれども、この目指す部分はどこにおいているのかちょっと

理解。そのことによってまたいろいろ町長に尋ねたいというふうに思っていますので、この

管理計画の目指すところをまず答弁願いたいと思います。

○議長（又地信也君） 町長。
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○町長（大森伊佐緒君） 公共施設等の総合的かつ計画的管理計画についてのお尋ねでござ

いますが、本計画は現在、町が所有している施設について、長期的な視点に立って、公共施

設の修繕や改築、あるいは統廃合についての方針を定めるというところを目的にしておりま

す。

計画の策定につきましては、地方公会計制度に基づいて整備することとなっており、固定

資産台帳と連動することが望ましいということから、今年度中にまず固定資産台帳の整備を

行い、この台帳に基づき、28年度中に実施をするということにしております。

○議長（又地信也君） 4番 竹田 努君。

○4番（竹田 努君） 確かに、この公共施設の長期的な視点に立った管理計画を立てる。当

然、この場合によっては私はやはり、この部分も人口減少と相まってくる施策だろうという

ふうに思うのです。というのはいまは4,500、あと何年かすれば3,000台になるということを

想定した場合に、施設のランニングコストを含めた部分が膨大なものになってくる。ですか

ら、施設の集約、あるいは統廃、これらが当然必要になってくるだろうというふうに思いま

す。

もう一つは、やはり確かに町民利用者に快適な例えばエスカレーター・エレベーター、こ

れは必要な施設だろうと思うのです。それに加えて、いま木古内町では胸を張って進めがで

きる町長が力を入れてＰＲした道の駅のトイレ、みそぎ公園のトイレも快適です。やはり快

適なものを立派なものを作れば、そのあとの経費もやはり嵩んでくるという清掃を含めてこ

ういう部分も含めて、どう人口が減ってくる。財政的には町長の前段の執行方針の中でも謳

っているように、交付税を頼りの我が町にしては、人口が減ることによって交付税だってだ

んだん目減りしてくるという減少を考えますと、本当にこれは大事なやはり計画だろうと。

取りあえずは大きな公共施設、庁舎、公民館、スポーツセンターだとか老健、病院は新しい

ですし、暫くは長期的な大きな改修は必要ではないと思うのです。ただやはり、これから出

てくるのをことしは釜谷の改善センターを改築しますから、釜谷には立派な施設ができる。

だけれどもいま現在ある会館、これをどうするかという部分もしっかりやはりこの計画の中

で議論をしていただきたい。そして、そのことが将来にわたって高齢者の増える我が町とし

ても安心して暮らせますよというそういうシミュレーションをきちんと打ち出してもらわな

いと。ただこういう計画を立てただけではなく、それを実りあるものにやはりしていただき

たいというふうに思うのです。

もう一つ合わせて検討していただきたいのは、いろんな電算の関係の費用です。これもや

はりこのあと補正等でも出てくる情報機器マイナンバーのセキュリテイの問題でも6,800万

円というそういう多額を単費で賄っていかなければないという。その多年度の投資だけでは

なくて、そのあとの保守を含めた部分の費用もこれは年々増えてくるだろうというふうに思

うのです。この公共施設と合わせたランニングコストの部分も年頭において、しっかりやは

りこの部分を計画を立てていただきたいと。このことについては町長、今後の会館等を含め

た部分でもやはりいろんな改修等も出てくると思うのですよね。それらをしっかり受け止め

て計画を策定していただきたいということをお願いをして、この部分については終えます。

次に、若干関連をしますが消防の施設整備、これは消防施設整備計画によって進められて

いると思います。この時点で今回の執行方針の中でも庁舎の改修の実施設計業務委託、これ

を計上するという部分で謳っています。この時点で町長、確かに予算等の議論は広域議会、
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もう既に議会は終わっていると思うのですが、広域議会の中で議論はされたとは思いますけ

れども、やはり消防についてはほとんどかける経費については自賄いですよね。木古内町の

消防に関わる経費は、木古内町が負担しなければならないというそういう部分ですから、そ

れについてはもう少しやはり広域行政の視点でどうなのだろう、広域連携ができないのだろ

うかという部分も含めて考えてこなかったのかという部分について、答弁を願いたいと思い

ます。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君） 消防の設備計画、あるいは広域連携につきまして、まず渡島西部

広域事務組合につきましては、昭和57年の4月に組織されておりまして、今日まで渡島西部4

町の救急、あるいは消防業務について連携を図って、その役割をはたしてきております。

木古内消防署の庁舎につきましては、新年度には望楼の耐震改修工事に着手する、あるい

は建物の改修の業務委託を行うなどの計画に沿った形で、着手することにしております。望

楼の耐震工事をやりますと、この工事によって向こう20年、この庁舎は使用が可能と判断を

しております。

お尋ねの内容がいただいた一般質問の中では深く読み取れなかったのですが、内容からし

ますと消防庁舎を将来的には、この広域事務組合の中で一つにまとめるとか、そういったこ

とをお尋ねしているのかというふうにいま感じたのですが、それでよろしいのでしょうか。

そうではないのですか。そうしますと、この改修工事に伴って安全で快適な職場環境を確保

するということに向けては、極めて大事なことだというふうに理解をしております。

また、その費用につきましては議員のお尋ねのとおり、100％が当町の持ち出しというこ

とになります。

○議長（又地信也君） 4番 竹田 努君。

○4番（竹田 努君） 町長、今回の改修をすれば20年はもつと言うのであれば、改修もやむ

を得ないのかなというふうに思います。

消防庁舎は築50年だと思っていますけれども、そうしますと庁舎については改修の費用が

うちの一般会計の予算の中では消防の負担金は一本ですから、改修費にいくら予算を計上し

たかということは我々は把握できないのです。たぶん消防費の4,000何百万の施設費の中で

の予算なのかなというふうに思うのですけれども、今回は実施設計の委託計上ですからそん

な大きな金額にはなっていないと思うのですけれども。当然、工事になれば少なくとも億単

位のお金になるのかなというふうに思っているのですよね。その辺も含めて、その時点では

築年数からしますと、そろそろ消防庁舎についても改修でなく改築。そして、その時点では

広域行政、広域連携をしてやはり単独で単費で設置をするのではなく、広域の良さをやはり

活かすべきだと自分は思うのです。ですから、本当に今回庁舎を改修すれば今後20年は安心

だということでいいのかどうなのか含めて、ちょっと再度答弁を願いたいと思います。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君） 消防庁舎につきましては、昭和49年に着工しておりますので、ち

ょうど築40年というふうになります。この建物は、耐用年数からいきますと50年の耐用年数

がございます。今回の改築によりまして、20年増えるということになりますので、早急な新

築については現在のところは考えておりません。ただ、改築などあるいは防火水槽様々な件

で広域連携がお金を出し合うという考えになりますと、これは全く議論が違ってまいります
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ので、これについては現段階では広域事務組合の中での議論は全くしておりませんので、将

来に向けてどのような形で協議をしていくかは、これは宿題になるかもしれません。いま、

ここでこのようにするというお答えはできません。

○議長（又地信也君） 4番 竹田 努君。

○4番（竹田 努君） 消防庁舎は、自分がちょっと勘違いをしていました。築50年と思った

ら、築40年。それで、ここに執行方針の中で町長、22ページにやはり「近隣町と広域連携に

適した業務の有無について調査研究をしてく」、これが町長の本音の考えだと思うのです。

これは、広域連携・広域行政の部分については、いまさらの部分ではなくて、以前何年も前

から広域行政の取り組みはできないのかという、もう既にやっている部分。こういう渡島広

域連合等はやっています、介護保険でも行っています、まだまだ一緒にやれることはないの

かということは、再三やはり我々も訴えてきているのです。ですから、こういう例えば予算

を設計委託をするということは、発注をしてしまえば翌年工事にかかるわけだから、その工

事をやってから調査研究をしますとなっても遅いのではないですか。調査研究をした上で実

施設計を計上をして、これは広域での取り組みではなくて、単費で木古内町単独で消防庁舎

を改修をして、あと20年もたせる。こういう部分につながっていかないとおかしくないです

か。設計業務を発注する、それはもう予算計上しているわけでしょう。そして、執行方針で

は連携がどうなのかという部分について調査研究をしますよと言っているわけですから、そ

の辺どうなのですか。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君） 話が二つになっていまして、別々にお答えしなければならないと

思うのですが、まず渡島西部広域事務組合。これは、渡島西部四町で広域化をするというこ

とで、いま一つになって広域化を進めていると。その中のルールでは、それぞれの自治体が

持つ施設については、自己負担という決まりがあります。これを広域行政でやれないかとい

う議論には、まずいまのところはならないと。それは、わかっていただきたい。

そしてもう一つは、様々な行政の広域化ということになります。これは、私も就任当時か

ら、まず給食センターを建てるというその当時から、議員も職員でおられたかと思うのです

が、その当時から職員の皆さんに当町で広域的なことができないのかということを投げかけ

て様々なメニューが上がり、それを隣町等に投げかけたという経過があります。また、四町

でそれについての議論もいたしました。しかし、それぞれの町の事情などがあって、なかな

か一つになってそれを進めるという結論までは導き出せなかった。特にあの当時は、給食セ

ンターは知内町で作っていたのが極めて新しかった。ですから、「知内町のを使えませんか」

ということで進めていった。知内町の問題は、「大きく括っていいですよ」と。ただ、「自

分のところでは夏休みを越えて工事をしなければならない、木古内の分を少し増やさなけれ

ばならないので、そうすると1か月くらいの間は弁当になるね。このくらいだからいいよ。」

ということだったのですが、木古内の皆さんは逆でした。あの当時は「災害があったらどこ

で弁当を作るのだ」と、「それは給食センターではないか」と、そんなことはないのだけれ

どもそういう意見が沢山あって、「自分の町に給食センターがなくてどうするのだ」と。こ

ういうことで全て白紙になったということもありました。したがって、当町独自で給食セン

ターを建設したという過去の経過があります。このほかにも様々な事業について研究調査を

重ねてきたのですが、現在に至っては一緒にできる事業がないということで結論が出たとこ



- 39 -

ろでございます。さらにこれから何ができるのかと、そのあと市町村合併という問題があり

ましたので、市町村合併がこの渡島西部四町ではどこも成立しませんでしたので、またさら

にどんなことが共同でできるかという議論は進めてはいますが、これとしてまとまっている

のはないということでございます。

○議長（又地信也君） 4番 竹田 努君。

○4番（竹田 努君） ちょっと自分の求め方がまずかったのか反省しますけれども、決して

渡島西部四町での広域行政、広域の取り組み連携ということではなくて、私は端的に言った

ら消防庁舎をもし改築するのであれば、隣町。距離的には本町から釜谷に行くのと、知内に

行くのと距離的にはそんなに変わらない距離にあるだろうと。そうすればその折衷案的な場

所に庁舎を、知内町もだいたい築年数は木古内とそんなに変わらないというふうに聞いてい

ます。そうしますと、その辺の広域行政・広域連携を何もいま消防は渡島西部の取り組みで

大きな火災、あるいは災害時については四町が一丸となって取り組もうという広域の行政の

エリアになっています。ただ、この消防の場合、火災の場合を見た場合、火災があって大き

な大火の場合は福島からも木古内の大火の時も消防車が来たという話は私も聞いていますけ

れども、やはり地理的な条件等も加味すれば隣町とどうでしょう。ただ、相手があるわけで

すから、相手が先ほど給食センターの例でもお話をしたように、相手がいいけれどもこっち

がだめだ、こっちがよくても、相手がだめだ」という場合がありますから、これのやはり調

査研究をどうすべきかという部分をなぜ議論を含めてしてこなかったのかなというのが非常

に残念です。当然、広域の定例会に町長も出ていますから、この部分の議論はどうだったの

ですか。話題にならなかったのか、どうだという部分について。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君） 私、冒頭にこの質問を拝見した時に、庁舎の統廃合は隣町という

ことを感じたのですけれども、「違いますか」と言ったら、「違います」と言っていて、「い

まそれについての議論はないか」という質問はないと思うのですよ、まずは。

それで、消防庁舎の統廃合については、これは正式には全く議論されておりません。また、

渡島西部広域事務組合での議論もありません。こういった議論がなされる場合には、当事者

同士がまずその協議をするということからスタートするのだと思いますが、現在のところ双

方に私のほうもそうですし、知内側のほうにもそういう発言をした経過がありませんので、

これからどうするかというのはまだ検討していませんので。ただ言えることは、消防庁舎は

造りました。しかし､支所として木古内と知内のどっちかを残すということであれば、これ

はあまり経費の削減にはならないのです。やるのであれば一つにまとめるいうことにしなけ

ればならないと思うのですよ。そういったところに十分配意して、これから協議をする場が

あれば協議をしなければならないのかもしれません。現段階では協議をする予定はありませ

ん。

○議長（又地信也君） 竹田議員、3番については5回目になりますので、消防施設整備云々

の一般質問については、終結させてください。4番に入っていただきたいと思います。

4番 竹田 努君。

○4番（竹田 努君） ちょっと広域行政不満足ですけれども、やむを得ない。これは別な機

会にまた議論をさせてもらいます。

水道の簡易水道に移行についてお尋ねしますが、この執行方針の中ではじめて簡易水道に
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ついて調査研究をするとこういうふうに明記をされております。当然、簡易水道の簡水のメ

リットがあるからこういう部分に執行方針に謳ったのだろうというふうに思っています。こ

の辺のこれから調査研究をするということですけれども、その辺の当然するからにはここに

書いているように、「国庫補助のメニューも豊富だ、過疎債も適用になりますよ」。そうい

う財政的なメリットがあるから簡水のこれから調査研究をするということでありますから、

当然どうすることによってどういう例えば国庫補助があって過疎債も適用になって町の負担

がいくらで済む。こういう試算までしての当然、執行方針にこういう具体的な部分を提示を

しただろうと思っています。その辺について、簡水への移行の町長の本音と言いますか考え

方をお聞かせ願います。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君） 水道事業の簡易水道事業への移行につきましてでございますが、

いまお尋ねの中でこの話題がはじめて出たというお話がありましたが、決してはじめてでは

ございません。総務・経済常任委員会でこの件については、しっかりと説明をさせていただ

いております。その中で、今回の執行方針に盛り込んだ内容でございますので、十分ご理解

いただきたいと思います。

当町におきましては、水道事業の収支分析を行った結果、需要あるいは人口減少などから

事業の継続にあたり、資金調達などが課題になったとこういった経過がございます。

こうした課題解決の一つとして、簡易水道事業への移行でございますが、実施に向けまし

ては人口規模、あるいは国の定めた基準これらをクリアした上で、はじめて認可変更の手続

きとなります。それには、少し時間もかかるというふうに認識しております。したがいまし

て現在、北海道との間で協議をはじめたところでございます。

また、メリットということになりますと、これも常任委員会で説明したとおり、簡易水道

事業は上水道と違いまして比較しますと、国庫補助の適用メニューが豊富であると。まず、

補助金の対象になるメニューが沢山あるということ、あるいは企業債の借入時に過疎債の適

用が受けられるということ。ですから、小規模の私どものような自治体にとりましては、極

めて優位性がある事業ということでご説明をし、今回の執行方針に盛り込んだところでござ

います。

○議長（又地信也君） 4番 竹田 努君。

○4番（竹田 努君） 町長は「はじめてではない」、確かに総務・経済常任委員会で確かに

それは説明は受けています。私が言ったのは、執行方針にははじめてだということを言って

いるのです。わかりますか。ですから、去年はなかったわけだから、今回はじめてでしょう

ということを言っているのです。総務・経済常任委員会での議論どうこうと一つも触れてい

ないでしょう。やはりこれは、簡水について当然移行するにしても国の認可を得なければな

らないですし、いろんな手続き・手順を含めて期間もかかる。これもそうだろうと思います。

ただやはり、いま町長が答弁されたように、北海道と協議をしているという段階になります

と、「一歩前に出ているのかな」というふうになります。これは町長、どうなのですか。こ

れから調査研究をするわけですけれども、上水プラス例えば簡水、そういう町だってあるわ

けですから。ただ、いま執行方針の中にも謳っているように、亀川浄水場については廃止の

移行という部分も触れています。やはり、亀川水系は自然硫化でお金のかからない浄水場な

のですよね。ただ、規模的に雨が降ったりすれば濁度・汚れが入るだとか濁りが入って、本
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町からの高区で釜谷まで水を切り替えるとそういうやり方をしている。やはり簡水移行と同

時に亀川の上水を、ただ施設的にいろんな老朽管だとかそういう部分でもう耐用年数、これ

以上お金はかけられないということであれば致し方ないのかなと思うのですが、私はやはり

単純に素人的な考えからしますと、うちの水源地浄水場は高区。動力でポンプアップをして

タンクに上げて圧をかけているわけだけれども、亀川は自然硫化ですからお金がかかってい

ない、単純にいきますと。動力費がかからないわけですから。そういう部分も含めて簡水の

認可、あるいは移行については十分そういう部分も視野に入れて、検討をしてください。以

上で終わります。

○議長（又地信也君） 次に、2番 新井田昭男君。

○2番（新井田昭男君） 2番 新井田昭男です。

今定例会において、一般質問をさせていただきます。

質問は1問で、平成28年度当初予算に係わる人口減少対策予算についてであります。

この題目に関しては、先ほど同僚議員からも第1問目の似たような感じになっております

が、答弁のほうも一応取りあえずいただきたいなとそんなふうに思っております。

2016年は「地方創生実行元年」と位置付け、道内179市町村において人口ビジョンによる

人口目標達成に向けた5か年にわたる地方版総合戦略がこの3月までに作成されます。我が町

も地方創生の一環として、昨年より町内の介護従事者に月額5,000円の手当を支給し、待遇

改善を図りながら介護分野の人材流出を防ぐ施策を実施しております。

また、2月22日に開催した第11回総務・経済常任委員会の中で、まち・ひと・しごと創生

総合戦略策定推進委員会を開催しながら作成した、木古内町人口ビジョン・木古内町まち・

ひと・しごと創生総合戦略の概要が報告されました。平成28年度町政執行方針での中では、

「2月4日開催の第4回総合戦略策定推進委員会において、住民アンケートに基づく成案がま

とまり、重く受け止め政策に反映をしてまいります。」と記載しておりますが、次のことに

ついて町長の見解をお伺いします。

一つ、我が町の状況を踏まえると、人口減対策・まち・ひと・しごと創生戦略は、まさに

待ったなしの最優先課題ですが、成案ができているにも関わらず、なぜ新年度予算に盛り込

まれないのか。このことについて、質問といたします。よろしくお願いいたします。

○議長（又地信也君） 答弁を求めます。

町長。

○町長（大森伊佐緒君） 2番、新井田昭男議員のお尋ねにお答えいたします。

人口減少対策予算についてのお尋ねでございますが、人口減少対策は極めて優先度の高い

課題と認識しております。

お尋ねのとおり、新年度予算には計上しておりません。これは、成案につきましては、木

古内町まち・ひと・しごと創生総合戦略策定推進委員会、ここでまとめた「案」ということ

でございます。現時点では、まだ木古内町としての政策となってないということから、この

ような形になっております。

一方で今後、委員会から成案として答申を受けるわけでございますが、管理職会議などを

経て、年度内に町の政策とする予定にしております。

以上につきましては、常任委員会で説明したとおりでございまして、この作業につきまし

ては、スケジュールとおり進んでいるところでございます。
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○議長（又地信也君） 2番 新井田昭男君。

○2番（新井田昭男君） 確かにそうです。常任委員会で概要をいただきました。しかしなが

ら、平成27年度9回の総務・経済常任委員会で、庁舎内の人口減少検討対策会議ということ

で、24項目の資料をいただいています。この中身は、いま先ほど同僚議員も言ったように、

先行型のそういう事業も展開しておりますよというような部分も含めて。ですが、私の言い

たいところは要は取組姿勢というか今回2月の26日に木古内町の新聞に載りました骨格予算

が出たわけですけれども、私は人口ビジョンとかまち・ひと・しごと総合戦略というのは、

町長が先ほどおっしゃったように、「今回は改選期だ」というそれはそれだと思うのですけ

れども、この二つのことに関してはどなたが町長になっても全く同じようなことになるはず

なのですね。だから、そうだから骨格だからこれには予算は付けていないのだよというのは、

何か私個人的には非常に違和感がありまして、なお且つこの時期3月新年度に向けて各近隣

町村も含めて、予算が出ているわけですよね。新聞紙上にも私も資料を持っていますけれど

も、それに関しては松前町何かは今回町長選だとかいろいろあって、その中でも骨格云々と

謳っていますけれども。ただ我が町と違いまして、やはり子育て対策だとか定住移住の問題

に関してはきちんと謳っているのですよね。そういう部分はやはりどなたがやっても同じよ

うな形になるものは、改選だから大まかでいいのだというような何か私はそういう捉え方に

見えるのです、個人的には。そうではないのかもしれない。そうでないのかもしれないけれ

ども、そういうふうに見えるのですよ。だから、そういう意味で先ほど同僚議員もおっしゃ

ったように、「やっている部分はあるじゃないの」と。「中学生の医療は全部無料にしてい

ますよね」とか、「先行型の対応もしているよね」と、「学校給食費は無料だよね」と。こ

ういうのは、いろんな流れの中でやっていることは事実です。だけれども、この24項目の中

でももっともっと事前に手を付けられる項目だってあるわけです、私はそう思っているので

す。だから、そういう部分を一つでも二つでもやはり施策に入れて実行していくのが、まさ

に歯止めになるかどうかわかりませんけれども、いわゆる人口減少に対しての減速という形

にはなると思うのですよね。だから、そういう意味では町長もいま先ほどから答弁をされて

いますけれども、どうも予算的な部分も含めて骨格だからというような言い方にも聞こえま

すし、現状先ほど同僚議員も言ったように、国勢調査何かでも我が町はこの5年で700、800

人がいなくなっているのですよ。減っているのです。松前町と比べて2番目に、広域四町で

約15％高い比率なのですよね。なお且つ減少率では、この北海道トップテンの中で7番目に

入っているのですよ。こういう非常性、何と言うか情報を得ているにも関わらず、何もそう

いう対策を講じない。確かにいま言ったように、「常任委員会でご説明しましたよね」、そ

れは承知しています。承知しているのだけれども、どうも何回も大変申し訳ないけれども、

何か意気込みというかお国の現状だって1億総活躍云々だとかＧＤＰ6兆円だとか、やはりや

る気を持ってやっているわけですよ。お国のあなた方交付金をいただいて、何とかまとめて

頑張りましょうとやっている中で、やはりそういう部分も含めた中でいくと国は国、我々は

我々というような状況ではないのかなと。まして、今回でも2兆1,000億くらいの子育て支援

に予算をつぎ込むと言っているわけですよ。そういう中で、我が町の骨格でいいからそれで

頑張ろうというようなそういう前向きでないというか、どうもそういう部分が感ずるのです。

だから、先ほど同僚議員も言ったように同じようなことだと思うのです、私が言っているの

と同僚議員も。ただ、姿勢に関しては非常に違和感があります、個人的に。だから、これか
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らいずれにしても、「今後、6月まで云々」という話をされていましたけれども、6月と言わ

ずどんどんどんどんスピーディにやっていただいて、こんなのなんて待ったなしですよ。そ

う思いませんか。どんどんどんどん1年1年100人以上いなくなるわけですから、そういう思

いがあるのかどうかですよね。そういうものもまだ精査していないとかそういう取組姿勢と

いうのは、11回の総務・経済常任委員会で説明されましたけれども、そのことに私はあえて

触れませんでしたけれども、たまさか今回執行方針の中で何行かこういう形で謳っていると。

そういう中で、ぜひ町長の今後の意気込みを聞きたいというような恩命がありまして一般質

問、ちょっとラップしましたけれども同僚議員と。その辺、意気込みをちょっと聞きたいの

ですけれども、見解をお願いします。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君） 意気込みということではなくて、なぜいまのような質問を総務・

経済常任委員会で話してくれなかったかというのを私は非常に不満に思います。そこで十分

聞けて、もっと細かくそこで調査ができたはずではないかと私は思うのです。ただ、そんな

ことはいま言ってもどうしようもないのですが、今後のスケジュールを申し上げますと、3

月10日にはこの委員会から私のほうに成案が、これは答申という形で提出される予定になっ

ております。その後、私どものほうの作業を経過して、3月15日くらいには策定ができるで

あろうという予定でおります。ですから、その中で早いうち早いうちといま新井田議員がお

っしゃるように、大事な話ですから待ったなしの仕事をしていかなければならないので、た

だ町が自由に決めてやるということでは今回なかったものですから、大勢のかたにご意見を

いただいて、当町として最も何が効果的なのかということで今回成案をいただきますので、

それに基づいてしっかりとした作業を進めていきますし、おっしゃるとおり早急に手を付け

られるところは早急に手を付けていくというこの基本姿勢は何ら変わるものではございます

ので、きょう叱咤激励をいただきましたので、それに沿ってまた仕事を進めてまいりたいと

思っております。

○議長（又地信也君） 2番 新井田昭男君。

○2番（新井田昭男君） 私も常任委員会では先ほどちょっと町長からお叱りを受けましたけ

れども、概要という中であまり突っ込んだ話はしなかったのだけれども、いずれにしても今

後やはりスピーディ感を持って、6月と言わず補正でも何でも組んでいただいて、やはりお

示しをきちんと出していただいて、それに向かって頑張るのだと。やはり、住民の皆さんも

この辺は一番関心の高い部分だと思うのです。我が町は一体どうなるのだと。資料では、20

60年になったらもう1,000人ちょっとしかいなくなるのだというようなその辺の情報は皆さ

ん住民は知っているはずですよ。そういう中で、やはり行政自体が足踏み状況だと非常に住

民に対する不安・払拭というのはもちろん拭いきれないですし、そのためにやはり我々も含

めて行政共々同じ問題にかかっていかなければならないと我々も重々承知していますので、

ぜひ行政の取組姿勢は「やる」という意気込みを見せていただいて、頑張っていただければ

と思いますので、その辺ちょっと要望しながら私の質問を終えたいと思います。どうもあり

がとうございました。

○議長（又地信也君） 次に、8番 鈴木慎也君。

○8番（鈴木慎也君） 8番 鈴木慎也です。

本日は、2点の一般質問をさせていただきます。
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1点目でございます。1.木古内町の買い物弱者対策について。

買い物弱者といわれる人達は、我が町のみならず全国で約600万人と言われ、各市町村で

は解決策を探っています。

身近に食料品や生活品の店が無く、高齢や障がいなどで、お店まで買い物に行けない人達

の生活支援が求められている中、買い物の代行や宅配サービスなどでは、コスト、採算性、

継続性などが壁となっています。

我が町の実情は地域との長いお付き合いの中、信頼をもとに行われており「顔が見える大

切なコミュニティビジネス」であります。

しかし、経済の停滞、少子高齢化が進む中で企業努力だけでは非常に厳しい問題であり、

今後、買い物弱者への支援策は官民一体となって対応しなければならないと考えております。

そこで、下記2点について町長に伺います。

1.木古内町の買い物弱者の実態をどのように把握されているのか。

2.木古内町の買い物弱者対策として、今後どのような対策を検討されているのか。

例1.宅配サービスの事業者に対し、燃料費、人件費などの補助。

2.買い物弱者に対し、タクシー券の発行または、買い物バスの運行。

3.いまの実情を活かした販売車の導入、運営の補助でございます。

また、補足させていただきますと、発言いたしました宅配サービスの事業者とは、長く町

内で小売業を営んでいる地域に根付いた小規模の販売店さんのことでありますので、ご理解

のほどお願いいたします。一部のかたからは、大手の支援をするのではないかと一部心配な

声が聞こえてきましたので、補足させていただきます。以上でございます。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君） 8番、鈴木慎也議員のお尋ねにお答えをいたします。

まず、買い物弱者につきましては、町では平成26年度から地域包括ケアシステム構築に向

けた地域包括ケア会議を開催しており、この中で買い物支援について介護保険関係者と実態

の把握に努めております。

要支援・要介護者等で買い物ができないかたへは、ホームヘルパーによる買い物の代行を

行っており、また、医療機関送迎バスを利用しているかたは、診察後の帰りのバスの時間ま

で、空き時間を利用して買い物を行っているようでございます。

さらに、町内事業者9社による配達サービス、また移動販売事業者4社による販売車が町内

を巡回していることなどから、当町での買い物弱者への対応は図られているものと認識して

おります。

今後の取り組みにつきましては、昨年12月から町内在住の65歳以上のかた全員を対象に、

日常生活の圏域ニーズ調査を実施しております。

この中には、買い物や外出等に関する項目というのがありまして、現在集計作業を行って

おりますので、今後調査結果を分析の上、高齢者の皆様のニーズに沿った、これまで以上の

質の向上に努めてまいりたいと考えております。

また、お尋ねの中にあります企業努力というのが詳しくわからなかったのですが、これは

宅配などをしている町内で長く営業している小売店のことを示しているというふうに理解を

しますと、現在はそちらのほうへ何かの補助あるいは販売車の導入などというのは考えてお

りません。
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○議長（又地信也君） 8番 鈴木慎也君。

○8番（鈴木慎也君） 町長のいまの答弁は、要するに木古内町としましては買い物弱者の部

分に関しては、もう現状である程度対応できていると。そのように行政のほうで判断してい

るということですね。わかりました。

一つ私が思うのは、いわゆる都会で買い物弱者といわれる方々。そして、地方における買

い物弱者。地方における買い物弱者は、いま、そして来年、再来年のことを考えるのではな

くて、やはり長期的に考えなければならない。先ほども少子高齢化の中で、人口がどんどん

どんどん減っていくと。その中でやはり一番大切なのは、行政と商工会、そして小売店が一

体となって住民の食卓を守ることだと。それは、いまは上手くいっているとそういうことか

もしれませんが、万が一例えば西地区・東地区いろいろ商店さんがあります。その中で廃業

になりました。若しくは、どんどん地域の人口が減って商売が成り立たなくなってくるです

とか、そういうのもいまから長期的に考えていただきたいと。現状に満足するのではなくて、

長期的に考えて対策を考えていただきたいと。このことに関して、約北海道全体でも41の市

町村が行政と商工会が連携して、何らかの関連事業を行っております。ですので、いま問題

がないと思っているいまだからこそ、大胆で一体となった方向性を決めていただきたいと私

はそう思っております。そもそもの問題点は、少子高齢化・人口減少でお客さんが減ったこ

とだと。商店さんにお話を聞いたところ、やはり「私達の日頃の努力が足りないからだ。宅

配サービスもサービスでやっているので、いまさら配達代はいただけない」と。そのように

大変謙虚な姿勢の意見を聞きまして、私はやはりいま現在、そして少子化が進む長期的に見

て、商工会と小売業に対して力強い支援をしっかりと行政もして、地域の食卓を支えていき

たいと。それを今回はスタートとしまして、少しでも皆さんに感心を持っていただきたいと。

行政だけではなくて各商店さんもお客さんもいまの現状が普通だと思って生活されているか

もしれないですけれども、でも町の未来を考えるといまからしっかりと対策を練っていただ

きたいと思っております。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君） 鈴木議員のお尋ね、両サイドからのお尋ねなわけで、一方では実

際に生活をしている人側、この方々が不便になることの大変さ。もう一方では店側のサイド

で、店がなくなるということは今度住民に関わってくるよということであると思います。

現在の私どもで行っているのは、冒頭ご説明申し上げましたとおり、65歳以上のかたにア

ンケートをとって、いまのニーズはどうなのだろうというところを実施しております。この

集計が出るとまたその集計に基づいて町の様子がわかりますので、常に対応していくという

ことになるかと思います。これは、これからも引き続き行っていかなければならないことだ

と思っております。

一方で、お店を守るということになるわけですが、非常にいまの段階ではそういう議論は

していなかったものですから、将来に向けた課題になるかもしれません。これは、いますぐ

直接個店とというわけにはいきませんので、商工会などとこういったことについての議論を

する場がこれから持たれる必要があるだろうと思っております。

○議長（又地信也君） 8番 鈴木慎也君。

○8番（鈴木慎也君） 町長のおっしゃるとおり各商店が、そして買い物弱者のかたがお互い

にバランスをとれるような地域づくりを目指していきたいと思いますので、今後ともぜひこ
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の件に関しましては、力を入れていただけるようにお願いいたします。

それでは、2番目の質問に入らせていただきます。

ひとり親家庭への支援についてです。

近年、全国的に母子家庭のいわゆる「ひとり親家庭」が増加しています。

木古内町ではひとり親家庭等医療費助成、児童扶養手当等の受給者は約50人超と少なくは

ありません。

ひとり親家庭等医療費助成については、道の助成にさらに上乗せした助成を行っており、

他町村と比較した場合木古内町の制度は充実しており、一部の町民からは「ひとり親に優し

い」との声も聞こえております。

しかし、ひとり親家庭は、子育てと生計の担い手という二つの役割を一人で担っており、

子どもの養育、住居、収入等生活全般で様々な困難を抱えており、全国で2人に1人は貧困と

言われています。

母子家庭においては、子育てをしながら経済的に自立することが、母にとっても子どもに

とっても重要なことであり、今後は地域の問題として、より総合的な支援策を展開すること

が必要だと考えております。

そこで、下記4点について町長の見解を伺います。

1.ひとり親家庭に対するアンケート調査の実施について。

2.ひとり親家庭に関する制度のわかりやすい情報提供について。

3.ひとり親家庭の支援策の現状と課題について。

4.母子家庭と人口減少による介護職等の人手不足の連携事業についてでございます。以上

です。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君） ひとり親家庭への支援についてのお尋ねでございますが、当町に

おいては2月末現在で、ひとり親家庭等医療費助成を49名、児童扶養手当を51名のかたが受

給しております。

受給手続きにあたりましては、新たにひとり親家庭に該当した場合や転入した場合などに

手続き漏れがないように、戸籍窓口担当としっかり連携をとって行っております。

当町のひとり親家庭等医療費の助成は、北海道の助成制度をさらに拡充し、お尋ねのあり

ましたとおりでございます。子どもの場合は18歳に達する年度末までの入院と外来、父母の

場合は入院の保険適用分の本人負担額を住民税の課税・非課税に関係なく全額助成する制度

となっております。

制度の内容につきましては、手続きの際に窓口で十分ご理解いただけるよう丁寧な説明に

心がけていると同時に、町のホームページにも掲載しております。

なお、これまでひとり親家庭に限定したアンケート調査などについては、行ったことはご

ざいません。

また、今年度から介護従事者の人材を確保するために、国の地方創生交付金を活用し、介

護従事者待遇改善事業として、町内の6事業所で働く介護職員を対象に町独自の手当を支給

しており、この中にひとり親家庭の10名が含まれておりますが、これはひとり親に限定した

給付あるいは助成ということではございません。

こうした現状を踏まえますと、ひとり親家庭の現在の様子あるいは課題、ニーズなどを把
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握するためには、議員のお尋ねのアンケート調査というのは有効な手段であると考えますの

で、ほかの市町村などで行った調査内容などを参考にしながら、当町にあった内容となるよ

うな研究・調査をしながら、実施に向けて検討していきたいと考えております。

○議長（又地信也君） 8番 鈴木慎也君。

○8番（鈴木慎也君） アンケート調査のほうは、実施していただけるということでわかりま

した。

先ほどの買い物弱者と同様、ひとり親家庭いわゆる母子家庭の話、町としての考えがいま

まであまりなかったというそのような母子家庭のかたの声がいろいろ聞きまして、私はだい

たい約2割くらいのかたから意見を頂戴しました。その中で、いろいろ方法論はあると思う

のですけれども、例えば予算をかけなくても行政の創意工夫によって、スムーズに提供でき

るようなサービスも中にはあるのではないかとそのような。例えば、4か月に一度の扶養手

当を毎月生活が大変だというわけでございます。ですので、4か月に一度の国から入る部分

を例えば1か月ごとに分割していただけないだろうかとか、そういう本当に切実な気持ちが

あっても、やはりなかなか扶養手当をいただいているともちろん国に対して町に対して感謝

の気持ちはあるわけでございます。それが故に、なかなか母子家庭の環境をさらにこうして

ほしいとかこの話をいままでもするところがなかった。でもこういう思いがあると。そのよ

うななかなか言い出せないような立場な謙虚な母子家庭のかたも木古内には大勢いらっしゃ

いますので、ぜひとも先ほど町長がおっしゃったようにアンケートを実施していただいて、

我が町の母子家庭の良いところと悪いところ、いわゆる改善すべき点を沢山引き出していた

だきたいと思っております。

中には、例えば島根県の浜田市を町長はご存じかと思うのですけれども、これはひとり親

家庭の支援と介護の働き手の解消の両方を一緒にやったという支援でございまして、1年間

限定で募集をかけたと。いわゆる引っ越し代も、引っ越してきて車も住居も含めて町で用意

しますと。その変わり介護・病院、人手不足だと。そこを母子家庭のお母さんに働いていた

だいて、子どもも保育園・小学校・子ども数が少なかった。それも一緒に人口少子化対策も

一緒にやったという事例でありまして、1年間で約100人の応募があったと。1年間限定の事

業だったらしいのですけれども100人の応募があったということで、プラスお母さんと子ど

もを入れると約200人から300人弱の人数になるわけでございます。ここまで具体的に、そし

てほかの町でもやっていないようないきなりやってくれというわけではございません。いま

ある住んでいる母子家庭のかたをもっと光を当てていただいて、「木古内に住んでいて良か

ったな、お母さんも子どもも良かったな」とそう思ってもらえるような基礎作りを、基礎か

らぜひ作っていただきたいと思っております。

私が思うには、やはりどうしても母子家庭になって最終的には引っ越しをされてしまうか

たが多いような傾向にあると思います。どうしても例えば仕事があって、木古内に中学校ま

で子どもとおります。そのあと高校、若しくは次の配偶者のかたが町外で木古内より大きい

町だった場合、だいたい引っ越しをされますので、例えばですけれども。逆に、旦那さんを

木古内に招き入れたら何らかの補助をするとか、新幹線という交通の部分で非常に話題性の

ある木古内町ですので、木古内町にしかできない母子家庭の政策に今後つなげていけるよう

に、基礎のほうからしっかりと真剣に母子家庭のことを思っていただければと思うそういう

ことでございます。以上です。
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○議長（又地信也君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君） これまで町としてひとり親家庭に限定した施策、あるいはアンケ

ート調査などが不十分だったということは顕著に反省いたしまして、いま鈴木議員からお尋

ねがあったひとり親家庭のかたにも目を向けるような施策をしなければならないといま改め

て強く感じたところでございますので、これに向けて進んでいきたいと思っております。

アンケートにつきましては、ほかの自治体の動向を見ながら当町に合ったアンケート調査

をして、これから実態調査、そしてそれが施策にどう反映するかはこれからでございます。

○議長（又地信也君） 8番 鈴木慎也君。

○8番（鈴木慎也君） これから人口減少の具体的な案も上がってくるということですので、

こちら母子家庭という部分で様々な施策と連携しやすい可能性が私はあると思いますので、

様々な方向性と連携をできるような形で幅広い視野で、考えていただければと思います。以

上で終わります。

○議長（又地信也君） 以上をもちまして、一般質問は終了いたしました。

2時45分まで、休憩いたします。

休憩 午後2時32分

再開 午後2時45分

議案第10号 平成27年度木古内町一般会計補正予算（第8号）

議案第11号 平成27年度木古内町国民健康保険特別会計補正予算（第5号）

議案第12号 平成27年度木古内町後期高齢者医療特別会計補正予算（第4号）

議案第13号 平成27年度木古内町国民健康保険病院事業会計補正予算（第3号）

議案第15号 平成27年度木古内町介護老人保健施設事業会計補正予算（第1号）

議案第16号 平成27年度木古内町介護保険事業特別会計補正予算（第5号）

議案第17号 平成27年度木古内町介護サービス事業特別会計補正予算（第1号）

議案第18号 平成27年度木古内町下水道事業特別会計補正予算（第5号）

○議長（又地信也君） 休憩を解き、会議を再開いたします。

一括議題の議案については、議会事務局長から朗読をさせます。

議会事務局長。

○議会事務局長（吉田廣之君） それでは、朗読いたします。

日程第9 議案第10号 平成27年度木古内町一般会計補正予算（第8号）、日程第10 議案

第11号 平成27年度木古内町国民健康保険特別会計補正予算（第5号）、日程第11 議案第12

号 平成27年度木古内町後期高齢者医療特別会計補正予算（第4号）、日程第12 議案第13号

平成27年度木古内町国民健康保険病院事業会計補正予算（第3号）、日程第13 議案第15号

平成27年度木古内町介護老人保健施設事業会計補正予算（第1号）、日程第14 議案第16号

平成27年度木古内町介護保険事業特別会計補正予算（第5号）、日程第15 議案第17号 平

成27年度木古内町介護サービス事業特別会計補正予算（第1号）、日程第16 議案第18号 平

成27年度木古内町下水道事業特別会計補正予算（第5号）。以上です。
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○議長（又地信也君） 日程第9、議案第10号ほか7件は、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。

はじめに、副町長。

○副町長（大野 泰君） ただいま一括上程となりました、議案第10号 平成27年度木古内

町一般会計補正予算(第8号)及び議案第11号 平成27年度木古内町国民健康保険特別会計補

正予算(第5号)、議案第12号 平成27年度木古内町後期高齢者医療特別会計補正予算(第4号)、

議案第13号 平成27年度木古内町国民健康保険病院事業会計補正予算(第3号)、議案第15号

平成27年度木古内町介護老人保健施設事業会計補正予算(第1号)、議案第16号 平成27年

度木古内町介護保険事業特別会計補正予算(第5号)、議案第17号 平成27年度木古内町介護

サービス事業特別会計補正予算(第1号)、並びに議案第18号 平成27年度木古内町下水道事

業特別会計補正予算(第5号)につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。

はじめに、議案第10号からご説明します。

歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ2億15万4,000円を減額し、歳入歳出予算の総

額を55億5,111万2,000円とするものです。

補正の主な内容ですが、8ページの第2表「地方債補正」は、国の補正予算に係る追加及び、

事業費並びに国庫補助金等の減額による起債額の減額となっております。

起債の目的の上から3段目になりますが、新幹線整備事業債で1,460万円及び公共施設整備

事業債で300万円の減額、新たに情報セキュリティ対策整備事業債として6,230万円の追加、

し尿処理施設整備事業債で100万円の減額、新たに農業施設整備事業債として100万円の追加、

道路整備事業債で6,280万円、橋梁整備事業債で150万円、駐車場整備事業債で720万円、都

市計画整備事業債で890万円、体育施設整備改修事業債で220万円、消防施設整備事業債で14

0万円をそれぞれ減額し、補正後の限度額の総額を10億300万円とするものです。

9ページの第3表「継続費補正」ですが、上段の8款 土木費、2項 道路橋梁費、事業名は

町道南北線（木古内駅自由通路改修事業）で、平成27年度の補正後の年割額を8,870万円と

し、総額を3億8,603万6,000円とするものです。

下段の4項 都市計画費、事業名は木古内町都市計画道路3・4・3環状線通整備事業で、補

正後の年割額を、平成27年度 2億3,200万円、平成28年度 2億8,000万円、平成29年度 7,

452万円とし、総額を5億8,652万円とするものです。

10ページの第4表「繰越明許費」ですが、2款 総務費、1項 一般管理費、事業名 情報

セキュリティ対策整備事業として6,780万円、6款 農林水産業費、1項 農業費、事業名

農業競争力強化基盤整備事業として337万5,000円、7款・1項 商工費、事業名 インバウン

ド誘客促進事業として600万円、合計で7,717万5,000円を繰越明許費としてお願いをするも

のです。

11ページの第5表「債務負担行為補正」ですが、平成24年9月10日に議決をいただいており

ました、経営安定対策基盤整備緊急支援事業利子補給のための債務負担行為につきましては、

事業の延長により、先に議決をいただいておりました期間、平成25年度から平成27年度まで

を、平成31年度まで4年間延長し、限度額も補正後の額を51万円とするものです。

それでは、歳出の主な補正内容についてですが、2款 総務費は、情報セキュリティ対策

整備委託料、まちづくり応援基金積立金、北海道新幹線木古内町負担金、北海道新幹線開業
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記念事業実行委員会補助金等の追加補正、及び事業実績等の確定並びに財政調整基金積立金

等の減額補正です。

3款 民生費は、介護老人保健施設事業会計負担金、及び障害者介護給付・訓練等給付費、

特定教育施設利用負担金等の追加補正、並びに事業実績等の確定による減額補正です。

4款 衛生費は、病院事業会計負担金の追加補正、及び事業実績等の確定並びに渡島西部

広域事務組合負担金に係る減額補正です。

6款 農林水産業費は、農業競争力強化基盤整備事業分担金の追加補正、及び事業実績等

の確定による減額補正です。

7款 商工費は、インバウンド誘客調査業務委託料等の追加補正、及び事業実績等の確定

による減額補正です。

8款 土木費は、事業完了後の確定による減額補正です。

9款 消防費は、渡島西部広域事務組合負担金に係る減額補正です。

10款 教育費は、郷土資料館防犯監視カメラ設置委託料の追加補正、及び事業実績等の確

定による減額補正です。

12款 公債費及び14款 職員給与費は、財源振替となっております。

なお、詳細につきましては、総務課長より説明をさせますので、よろしくご審議をお願い

いたします。

次に、議案第11号につきまして、ご説明申し上げます。

歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ2,801万5,000円を減額し、歳入歳出予算の総

額を9億6,678万4,000円とするものです。

このたびの補正の主な理由ですが、7款 共同事業拠出金は今年度の高額医療費拠出金等

に係る医療費拠出金の確定による減額、8款 保健事業費は保健指導車の入札執行残及び燃

料価格の引き下げによる減額、10款 諸支出金は直営診療施設に対する国庫支出金確定によ

る追加、11款 予備費は共同事業交付金等の減額に伴う歳入不足分を予備費で充当するため

の減額補正となっております。

なお、詳細につきましては、町民課長より説明をさせますので、よろしくご審議をお願い

いたします。

次に、議案第12号につきまして、ご説明申し上げます。

歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ2万円を減額し、歳入歳出予算の総額を1億6，

316万2,000円とするものです。

それでは、歳出からご説明をいたします。7ページをお開き願います。

3款・1項・1目 後期高齢者医療広域連合納付金、19節 負担金補助及び交付金 2万円は、

平成27年度の実績確定に伴う事務費負担金分の減額補正です。

次に、歳入のご説明をいたしますので、6ページをお開き願います。

4款 繰入金、1項 一般会計繰入金、1目・1節 事務費繰入金は、平成27年度の実績確定

に伴い広域連合事務費負担分として2万円の減額補正をお願いするものです。

以上で、提案理由の説明を終わりますので、よろしくご審議をお願いいたします。
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次に、議案第13号につきまして、ご説明申し上げます。

1ページをお開き願います。

このたびの補正の主な内容は、交付税措置額及び国民健康保険調整交付金の確定に伴う補

正となっております。

収益的収入及び支出 第2条は、本年度予算第3条に定めた既決予定額におきまして、収入

では、第1款 病院事業収益、第2項 医業外収益で6,633万6,000円を追加し、総額を15億3,

039万2,000円とするものです。

支出では、第1款 病院事業費用、第1項 医業費用で719万5,000円を減額し、総額を15億

9,088万5,000円とするものです。

なお、詳細につきましては、病院事業事務局長より説明をさせますので、よろしくご審議

をお願いいたします。

次に、議案第15号につきまして、ご説明申し上げます。

1ページをお開き願います。

収益的収入及び支出 第2条は、本年度予算第3条に定めた収益的収入の既決予定額を次の

とおり補正するものです。

このたびの補正は、収入の部のみで、第1款 施設運営事業収益、第2項 事業外収益に45

万円を追加し、総額を4億2,498万5,000円とするものです。

資本的収入及び支出 第3条は、本年度予算本文括弧書き中「6,566万8,000円」を「5,217

万3,000円」に改め、資本的収入の既決予定額を次のとおり補正するものです。

こちらについても、補正は収入の部のみで、第1款 資本的収入、第1項 他会計負担金に

1,349万5,000円を追加し、総額を7,219万4,000円とするものです。

詳細につきまして、ご説明をいたします。6ページをお開き願います。

収益的収入の1款 施設運営事業収益、2項 事業外収益、2目・節 他会計負担金 45万

円は、過疎債利子償還分一般会計負担金として追加補正するものです。

次に、7ページをお開き願います。

資本的収入の1款 資本的収入、1項・1目・節 他会計負担金 1,349万5,000円は、過疎

債元金償還分一般会計負担金の追加並びにまちづくり応援基金負担金 43万8,000円の減額

補正となっております。

以上で、提案理由の説明を終わりますので、よろしくご審議をお願いいたします。

次に、議案第16号につきまして、ご説明申し上げます。

歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ182万円を減額し、歳入歳出予算の総額を6億

9,826万円とするものです。

このたびの補正の主な内容ですが、1款 総務費は居宅介護システム更新業務委託料等の

減額、2款 保険給付費は高額介護サービス費給付費の追加、3款 地域支援事業費は総合事

業予防給付費の介護予防ケアマネジメント費委託料の追加、6款 予備費は高額介護サービ

ス給付費並びに介護予防ケアマネジメント費委託料の増に伴い、予備費を減額補正して財源

調整を行うものです。

なお、詳細につきましては、保健福祉課長より説明をさせますので、よろしくご審議をお
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願いいたします。

次に、議案第17号につきまして、ご説明申し上げます。

歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ90万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を5

52万5,000円とするものです。

それでは、歳出からご説明をいたします。8ページをお開き願います。

1款 総務費、1項 総務管理費、1目 一般管理費、28節 繰出金 90万7,000円は、居宅

介護サービス計画費増に伴い介護保険事業特別会計繰出金として追加補正を行うものです。

次に、歳入のご説明をいたしますので、6ページをお開き願います。

1款 サービス収入、1項 介護給付費収入、1目・1節 居宅介護サービス計画費収入 11

1万2,000円は、居宅介護サービス利用者の増により居宅介護サービス計画費収入として追加

補正を行うものです。

次に、7ページをお開き願います。

2項 介護予防給付費収入、1目・1節 介護予防サービス計画費収入 20万5,000円は、介

護予防サービス利用者の減により介護予防サービス計画費収入を減額補正するものです。

以上で、提案理由の説明を終わりますので、よろしくご審議をお願いいたします。

次に、議案第18号につきまして、ご説明申し上げます。

歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ1,328万円を減額し、歳入歳出予算の総額を2

億1,693万2,000円とするものです。

このたびの補正の主な内容ですが、1款 総務費は薬品等に係る需用費の減額、並びに汚

泥処分費等の委託料の減額補正となっております。

2款 施設費は、公共下水道事業全体計画策定業務を次年度に延伸したことによる減額、

並びに入札執行残による工事請負費の減額補正となっております。

3款 公債費は、財源振替並びに償還金利子及び割引料の減額補正となっております。

なお、詳細につきましては、建設水道課長より説明をさせますので、よろしくご審議をお

願いいたします。

以上で、提案理由の説明を終わりますので、よろしくご審議をお願いいたします。

○議長（又地信也君） 提案理由の説明が終わりましたので、次に詳細説明をお願いいたし

ます。

総務課長。

○総務課長（山本 哲君） それでは、議案第1号の詳細につきましてご説明いたします。

はじめに、歳出より説明を行います。30ページをお開き願います。

2款 総務費、1項 総務管理費、1目 一般管理費、4節 共済費 19万5,000円、及び7節

賃金 211万1,000円は、病気休暇等に対応するための非常勤職員等賃金に係るもので、実

績見込みにより減額補正をするものです。

11節 需用費 110万円は、コピー料金等として、実績見込みにより減額補正するもので

す。

13節 委託料 6,494万4,000円の追加は、国の指針により、自治体のインターネット環境

等のセキュリティ向上対策が義務づけされましたが、その基準に基づくネットワーク整備等
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にかかる業務委託料として6,780万円の追加、及び財務会計システム初期導入業務委託等の

入札執行残として285万6,000円の減額補正となっております。

議案説明資料 資料番号1の3ページから5ページを使用して、説明させていただきます。

資料の3ページをお開き願います。

国が定める情報インターネット環境等のセキュリティ対策整備の概要についてですが、現

在は職員が使用しているパソコンは、大きく二つに分けられております。一つは、戸籍や税

務などの業務に特化したシステム、これはマイナンバーを含むものですが、これを扱うもの

で資料3ページの中央と、左側の点線で囲まれた部分になります。

もう一つは、通常のインターネットの閲覧や業務用のメールの送受信、職場内でのスケジ

ュール管理など、通常業務に使用するパソコンになりますが、この部分は資料右側の点線で

囲まれた部分になります。

今回、国から出された指示は3点となっています。

1点目は、業務に特化したシステム、中央と左側については、パソコンからの情報の持ち

出し。例えばＵＳＢメモリー、昔で言いますとフロッピーなどのパソコンに差し込むことの

できる機器、こういったものによる情報の持ち出しをできないようにする。また、担当課の

職員以外がパソコンを使用できないようにするため、当課職員以外がそのパソコンを使用で

きないようにするために、現在のパスワードに加えてもう一つ、例えば指紋認証であったり、

ＩＤカードの差し込みが必要になったりと、業務専用パソコンを使用する際は二重に本人確

認をするよう求められております。

次に、資料の4ページをお開き願います。

2点目になりますが、通常業務用のパソコンについてですが、一般の人が利用しているネ

ットワークと、国や自治体のみが使用できる専用回線のネットワーク、通称ＬＧＷＡＮと言

いますが、この両方を現在は1台のパソコンで使用できる設定となっております。

表の左側が現状です。この状態を、今後は右の表のようにＬＧＷＡＮと通常のインターネ

ットを分離するという指示になっております。

資料5ページをお開き願います。

3点目になりますが、分離した後、さらにセキュリティを高めるため、インターネットに

接続する場合は、各都道府県に必ず経由しなければならないという指示が出されております。

以上、3点がこのたびの国のセキュリティ対策の指針でございます。

議案に戻りまして、19節 負担金補助及び交付金 17万円の追加は、他自治体在所高等学

校通学補助金 82万円、地方公共団体情報システム機構負担金 62万1,000円の減額、及び

北海道からの地域振興派遣に伴う負担金 161万1,000円の追加補正によるものです。

25節 積立金 9,234万8,000円の減額は、財政調整基金積立金 9,872万8,000円の減額、

及び教育基金積立金 39万円、並びにまちづくり応援基金積立金 599万円の追加補正とな

っております。

次に、31ページをお開き願います。

3目 施設管理費、4節 共済費 10万4,000円及び、7節 賃金 38万4,000円は、非常勤

職員1名の退職に伴う減額補正となっております。

12節 役務費 51万6,000円は、ふるさとの森遊具点検及び建物火災共済保険料、公用車

損害保険料等の決算見込みによる減額補正となっております。



- 54 -

13節 委託料 564万9,000円は、釜谷生活改善センター改築実施設計などの入札減による

減額補正となっております。

15節 工事請負費 29万7,000円及び18節 備品購入費 23万2,000円は、事業費確定によ

る減額補正となっております。

4目 交通安全対策費、32ページになりますが、19節 負担金補助及び交付金 77万2,000

円は、昨年4月から交通安全推進員を新たに再配置したことによる人件費減に伴う減額補正

となっております。

6目 新幹線推進費、19節 負担金補助及び交付金 470万円は、北海道新幹線建設に係る

本線軌道整備及び鳥害対策、信号変換装置の追加工事等による木古内町負担金として400万

円、並びに北海道新幹線木古内駅開業記念祝賀会に奥田政行シェフがご親交のある歌手の八

神純子さんが来町され、ご出演いただけることとなりましたことから、音響設備等新たに発

生する費用について、実行委員会へ補助金として70万円の追加補正をお願いするものです。

7目 広域観光推進費、18節 備品購入費 480万円は、観光交流センター備品購入に係る

入札執行残による減額補正となっております。

次に、33ページをお開き願います。

3項・1目 戸籍住民基本台帳費、19節 負担金補助及び交付金 80万1,000円は、地方公

共団体情報システム機構に対しマイナンバーカード関連事務に係る交付金として追加補正を

するものです。

次に、34ページをお開き願います。

4項 選挙費、1目 選挙管理委員会費、13節 委託料 44万3,000円は、選挙人名簿登録

制度見直しに伴うシステム改修費用に係る追加補正となっております。

議案説明資料 資料番号1の6ページから7ページをご参照願います。

このたびのシステム改修は、公職選挙法の改正に伴う各市町村、選挙管理委員会になりま

すが、これの名簿登録の見直しで国政選挙の選挙権を有しているにもかかわらず、住所の移

動と選挙人名簿の登録基準日とその関係で、選挙人名簿に登録されないかたを法改正後は、

投票できるようにするためのものであります。

議案に戻りまして、2目 北海道知事及び議会議員選挙費 48万5,000円は、1節 報酬か

ら次の35ページの14節 使用料及び賃借料におきまして、選挙執行費の確定による減額補正

となっております。

3目 木古内町議会議員選挙費 66万5,000円は、3節 職員手当等から16節 原材料費に

つきましても、同様に選挙執行費の確定による減額補正となっております。

4目 木古内町長選挙費、次の36ページの11節 需用費 49万4,000円は、本年4月17日執

行の木古内町長選挙に係る事前準備として、ポスター掲示板及び投票用紙、入場券印刷等に

係る費用を追加補正するものです。

次に、37ページをお開き願います。

3款 民生費、1項 社会福祉費、1目 社会福祉総務費、20節 扶助費 30万円は、福祉

灯油等支給事業に係る申請件数の減及び灯油価格の引き下げに伴う減額補正となっておりま

す。

28節 繰出金 47万円は、保健指導車購入費の入札執行残及び施設管理に係る燃料価格の

値下げにより、国民健康保険特別会計繰出金を減額補正するものです。
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3目 老人福祉費、19節 負担金補助及び交付金 1,394万5,000円は、介護老人保健施設

事業会計負担金の追加、及び28節 繰出金 272万7,000円は、居宅介護システム更新業務委

託料等の減に伴う介護保険事業特別会計繰出金の減額補正となっております。

5目 保健福祉総務費、19節 負担金補助及び交付金 6万円は、障がい者が利用する地域

共同作業所「はあと」の利用日数の増による追加補正となっております。

次に、38ページをお開き願います。

20節 扶助費 685万円は、障害者介護給付・訓練等給付費の増による1,110万円の追加、

及び障害者自立支援医療費等の実績見込みにより425万円の減額補正となっております。

9目 障害支援区分認定審査会費、1節 報酬 22万3,000円及び9節 旅費 5万1,000円は、

審査会経費の決算見込みによる減額補正となっております。

10目 福祉施設管理費、11節 需用費 100万円は、灯油価格の引き下げにより福祉施設

に係る燃料費を減額補正するものです。

11目 後期高齢者医療費、28節 繰出金 2万円は、広域連合事務費負担金の減により、

後期高齢者医療特別会計繰出金を減額補正するものです。

次に、39ページをお開き願います。

13目 臨時福祉給付金費、11節 需用費、12節 役務費、19節 負担金補助及び交付金、

計163万5,000円は、臨時福祉給付金事業に係る実績見込みによる減額補正となっております。

次に、40ページをお開き願います。

2項 児童福祉費、2目 児童措置費、19節 負担金補助及び交付金 75万6,000円は、平

成27年度からはじまりました子ども・子育て支援新制度により、公立幼稚園を広域で利用す

る場合は、利用者が居住する市町村がその費用を負担することとなりました。現在、知内町

立幼稚園に木古内町から2名の児童が利用をしており、児童にかかる費用を受入側の知内町

に支払うこととなり、今年度につきましては精算という形で支出するための追加補正となっ

ております。

20節 扶助費 298万5,000円は、児童手当に係る転出及び出生等の実績による減額補正と

なっております。

3目 子育て世帯臨時特例給付金費、11節 需用費、12節 役務費、19節 負担金補助及

び交付金、計17万7,000円は事業実績見込みによる減額補正となっております。

次に、41ページをお開き願います。

4款 衛生費、1項 保健衛生費、1目 保健衛生総務費、19節 負担金補助及び交付金 6,

086万8,000円は、病院事業会計負担金として追加補正をするものです。

2目 予防費、13節 委託料 478万2,000円は、各種がん検診及び各種予防接種者数の実

績見込みにより減額補正をするものです。

3目 環境衛生費、2節 共済費 5万2,000円及び7節 賃金 44万円は、安行苑管理人を

新たに1名配置したことにより、勤務年数が1年未満のため手当が未支給となりましたことか

ら、関連する費用につきまして減額補正をするものです。

11節 需用費 50万円及び次の42ページの15節 工事請負費 13万4,000円は、灯油価格

の引き下げ並びに入札執行残による減額補正となっております。

次に、43ページをお開き願います。

2項 清掃費、1目 清掃総務費、11節 需用費 100万円は、前年度からの繰越枚数が多
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くありましたことからごみ袋作成費用を減額補正するものです。

19節 負担金補助及び交付金 439万円は、渡島西部広域事務組合負担金の各項目の精査

による減額補正となっております。

次に、44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8ページから11ページをご参照願います。

6款 農林水産業費、1項 農業費、4目 農業振興費 26万1,000円は、多面的機能支払交

付金事業補助金等の事業実績による311万4,000円の減額、並びに農業競争力強化基盤整備事

業分担金 337万5,000円の追加補正となっております。内容は、用排水路整備及び圃場整備

を実施し、生産性の向上並びに農作業の効率化を図り地域農業の振興を図ることを目的とし

ております。

次に、45ページをお開き願います。

2項 林業費、2目 林業振興費、19節 負担金補助及び交付金 80万6,000円は、未来に

つなぐ森づくり推進事業補助金の事業費確定に伴う減額補正となっております。

3目 町有林管理費、19節 負担金補助及び交付金 456万3,000円は、森林環境保全整備

事業の間伐、下刈、植栽に係る事業面積の減少等により404万5,000円、及び森林整備加速化

・林業再生総合対策事業に係る面積の減少、及び皆伐事業の入札執行残で51万8,000円の減

額となっております。

次に、46ページをお開き願います。

7款・1項 商工費、3目 観光推進費、7節 賃金 40万8,000円は、観光スタッフ賃金の

雇用期間変更による減額補正です。

9節 旅費 50万円、12節 役務費 100万円、13節 委託料のうち400万円、及び14節

使用料及び賃借料 50万円の計600万円は、地方創生加速化交付金を活用したインバウンド

誘客促進事業として、北海道新幹線、道南いさりび鉄道、道の駅、バスターミナルなどの交

通拠点が中心市街地にコンパクトにまとまっているという当町の特徴や優位性を活かしなが

ら、近年、増加傾向にある外国人観光客を誘客できる体制を整備する事業を戦略的に展開す

る必要があることから、外国人観光客の誘客促進に向けた調査費及び観光ＰＲ経費等の追加

補正をお願いするものです。

このほか、13節 委託料 59万3,000円及び15節 工事請負費 109万9,000円は、北海道

新幹線ビュースポット整備事業設計委託料の入札執行残並びに事業終了に伴う工事費確定に

よる減額補正となっております。

次に、48ページをお開き願います。

8款 土木費、2項 道路橋梁費、1目 道路維持費、15節 工事請負費 49万9,000円は、

瓜谷橋補修工事等に係る入札執行残による減額補正となっております。

2目 道路新設改良費、11節 需用費 55万円、及び13節 委託料 77万7,000円、並びに

15節 工事請負費 91万7,000円は、消耗品費及び町道南北線改修事業に係る工事施工委託

料、並びに同工事の入札執行残による減額補正となっております。

次に、49ページをお開き願います。

4項 都市計画費、1目 都市計画総務費、28節 繰出金 8万円は、下水道事業特別会計

繰出金の減額補正です。

3目 都市計画整備費、13節 委託料 120万6,000円は、ポケットパーク等実施設計業務
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委託料の確定に伴う減額補正です。

15節 工事請負費 2億円は、西側駐車場整備工事など、10の事業に係る工事費の実績見

込により減額補正を行うものです。

次に、50ページをお開き願います。

5項 住宅費、1目 住宅管理費、15節 工事請負費 210万6,000円は、公営住宅維持補修

工事等に係る入札執行残による減額補正となっております。

次に、51ページをお開き願います。

9款・1項・1目 消防費、19節 負担金補助及び交付金 348万3,000円は、渡島西部広域

事務組合負担金の各項目の精査による減額補正となっております。

次に、52ページをお開き願います。

10款 教育費、1項 教育総務費、2目 事務局費 41万1,000円は、1節 報酬から13節

委託料に係る実績見込みにより減額補正によるものです。

次に、53ページをお開き願います。

2項 小学校費、1目 学校管理費、11節 需用費 84万円は、燃料費のＡ重油の実績見込

みにより減額補正するものです。

2目 教育振興費 92万円は、14節 使用料及び賃借料から20節 扶助費に係る実績見込

みにより減額補正をするものです。

次に、54ページをお開き願います。

3項 中学校費、1目 学校管理費、11節 需用費 110万円は、燃料費Ａ重油の実績見込

みにより減額補正するものです。

2目 教育振興費、20節 扶助費 30万円は、実績見込みにより要・準要保護生徒就学援

助費を減額補正するものです。

次に、55ページをお開き願います。

1項 社会教育費、4目 公民館費 205万8,000円は、7節 賃金から15節 工事請負費に

係る実績見込みにより減額補正するものです。

3項 資料館運営管理費、7節 賃金 40万円は、文化財整理員が疾病のため途中退職した

こと等により減額補正するものです。

13節 委託料は、現在、郷土資料館を多くの方々にご利用をいただいておりますが、北海

道新幹線の開業を契機に、さらなる利用者の増が期待されるほか、旧江差線関連グッズの展

示を行っていることから、防犯上の観点から防犯カメラを設置するための費用として34万1,

000円の追加補正をお願いするものです。

議案説明資料 資料番号1の13ページをご参照願います。

図面のほうに緑色の三角マークがございますが、これがカメラの位置で、収納スペース前

に1台、展示5と展示9の間に1台、旧江差線関連グッズを展示する展示7には死角とならない

ように3台を設置するものでございます。

次に、議案の57ページをお開き願います。

5項 保健体育費、1目 保健体育総務費 98万円は、全道大会参加報償費等の実績見込み

による減額補正です。

2目 保健体育施設費、7節 賃金 69万7,000円、及び11節 需用費 20万円は、各施設

における賃金並びに燃料費に係る実績見込みにより減額補正をするものです。
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13節 委託料 189万円及び15節 工事請負費 183万2,000円は、スポーツセンター耐震

工事等に係る工事監理業務委託料並びに改修工事等の入札執行減による減額補正となってお

ります。

3目 学校給食費、次のページの58ページですが、11節 需用費 140万円及び15節 工事

請負費 12万8,000円は、燃料費に係る実績見込み及び給食センター外壁塗装工事に係る入

札執行減による減額補正となっております。

次に、59ページをお開き願います。

12款・1項 公債費、1目 元金は、病院事業会計繰入金の減額により、財源振替をして財

源調整を図るものです。

次に、60ページをお開き願います。

14款・1項・1目 職員給与費は、臨時特例給付金業務等、人件費分を国から交付されるこ

とに伴いまして財源振替を行うものです。

次に、歳入の説明を行います。

戻りまして、14ページをお開き願います。

11款 分担金及び負担金、1項 負担金、1目 民生費負担金、3節 障害支援区分認定審

査会共同設置負担金 23万1,000円は、認定審査会の決算見込みによる減額になっておりま

す。

次に、15ページをお開き願います。

2項 分担金、1目 農林水産業費分担金、1節 農業費分担金 229万5,000円は、農業競

争力強化基盤整備事業に係る受益者の分担金として追加補正を行うものです。

次に、16ページをお開き願います。

13款 国庫支出金、1項 国庫負担金、1目 民生費負担金、1節 社会福祉費負担金 392

万5,000円の追加補正は、障害者介護給付等に係る給付人数及び処遇改善加算等による給付

の増497万5,000円の追加、並びに障害者自立支援医療費に係る給付人数の減による105万円

の減額補正となっております。

2節 児童福祉費負担金 373万円は、国が行う徴収金の算定方法の変更による保育所運営

負担金 174万円、及び転出や出生等の実績による児童手当負担金 199万円の減額補正とな

っております。

次に、17ページをお開き願います。

2項 国庫補助金、1目・1節 総務費補助金 639万5,000円は、庁舎内ネットワークセキ

ュリティ強化に係る対策費補助金 535万円、及びマイナンバー個人番号カード関連事務に

係る国からの補助金として104万5,000円の追加補正を行うものです。

3節 選挙費補助金 22万1,000円は、名簿登録制度見直しに伴うシステム改修費補助金と

して追加補正を行うものです。

4節 地方創生加速化交付金 600万円は、国の補正予算に係る地方創生加速化交付金とし

て観光推進費に対し追加補正を行うものです。

2目 民生費補助金、1節 社会福祉費負担金 228万2,000円は、地域生活支援事業及び臨

時福祉給付金事業の実績見込みによる減額補正となっております。

2節 児童福祉費補助金 17万7,000円は、子育て世帯臨時特例給付金事業の実績見込みに

よる減額補正となっております。
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5目 土木費補助金、次の18ページで1節 都市計画交付金 1億6,416万6,000円は、交付

金の確定に伴い、社会資本整備総合交付金・駐車場整備事業交付金で1億2,038万2,000円、

及びまちづくり4,378万4,000円の減額補正となっております。

2節 道路改良費交付金 243万8,000円は、同じく交付金の確定に伴い、橋梁長寿命化事

業交付金の減額補正となっております。

次に、19ページをお開き願います。

14款 道支出金、1項 道負担金、1目 民生費負担金、1節 社会福祉費負担金 196万3,

000円は、障害者介護給付等に係る給付人数及び処遇改善加算等による給付の増248万8,000

円の追加、及び障害者自立支援医療費に係る給付人数の減による52万5,000円の減額となっ

ております。

2節 児童福祉費負担金 136万7,000円は、保育所運営費負担金及び転出や出生等の実績

による児童手当負担金の減額補正となっております。

次に、20ページをお開き願います。

2項 道補助金、1目 総務費補助金、2節 地域づくり総合交付金 725万円は、福祉灯油

等支給事業の実績見込み、及び北海道新幹線木古内駅開業記念事業に対する補助が、実行委

員会に対する直接補助となったことから減額補正を行うものです。

2目 民生費補助金、1節 社会福祉費補助金 25万円は、地域生活支援事業の実績見込み

による減額補正となっております。

4目 農林水産業費補助金、2節 農業費補助金 308万6,000円ですが、新規就農・経営継

承総合支援事業青年就労給付金 300万円は、地方創生交付金に係る町単独事業創設に伴い、

道の補助金を活用しなくなったことによる減額、及び多面的機能支払交付金事業の交付対象

面積の異動に伴う8万6,000円の減額補正となっております。

3節 林業費補助金 255万1,000円は、森林環境保全整備事業及び未来につなぐ森づくり

推進事業、並びに森林整備加速化・林業再生総合対策事業の事業費確定による減額補正とな

っております。

次に、21ページをお開き願います。

3項 道委託金、1目 総務費委託金、4節 選挙費委託金 93万6,000円は、北海道知事及

び議会議員選挙に係る事業費確定による減額補正となっております。

次に、22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1ページから2ページをご参照願います。

15款 財産収入、2項 財産売払収入、1目 不動産売払収入、1節 土地売払収入 873万

3,000円は、資料の1ページにあります字木古内186－5、及び2ページにあります字鶴岡220－

14の用悪水路、字鶴岡214－2の内、字大川1－2の内の鉄道用地、並びに字大川3－4の用悪水

路の町有地売却に係る追加補正となっております。

2目・1節 生産物売払収入 77万9,000円は、スギ売り払い単価の増により、町有林伐材

売払収入を追加補正をするものです。

次に、23ページをお開き願います。

16款・1項 寄付金、3目・1節 教育費寄付金 39万円、及び4目・1節 まちづくり応援

寄付金 599万円は、実績見込みによる追加補正となっております。

次に、24ページをお開き願います。
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17款 繰入金、1項 基金繰入金、1目・1節 まちづくり応援基金繰入金 43万8，000円

は、介護老人保健施設事業会計負担金の確定に伴う減額補正となっております。

4目・1節 旧江差線施設解体撤去事業準備金繰入金 91万2,000円は、実績見込みによる

減額補正となっております。

次に、25ページをお開き願います。

2項 特別会計繰入金、1目・1節 病院事業会計繰入金 719万5,000円は、病院事業と繰

出基準について協議・見直しを行ったことによる減額補正となっております。

次に、26ページをお開き願います。

19款 諸収入、4項 受託事業収入、1目 衛生費受託事業収入、1節 安行苑使用受託収

入 53万6,000円は、安行苑運営経費の減額に伴う知内町負担分の減額補正となっておりま

す。

次に、27ページをお開き願います。

20款・1項 町債、1目 総務債 4,470万円の追加は、3節 新幹線事業債 1,460万円及

び4節 公共施設整備事業債 300万円は、各事業実績の見込みによる減額補正となっており

ます。

6節 情報セキュリティ対策整備事業債 6,230万円は、歳出でご説明しましたインターネ

ット環境等セキュリティ対策整備業務委託料に対する追加補正となっております。

2目 衛生債、1節 し尿処理施設整備事業債 100万円は、事業の実績見込みによる減額

補正となっております。

3目 農林水産業債、2節 農業施設整備事業債 100万円は、農業競争力強化基盤整備事

業に対する追加補正となっております。

次に、28ページをお開き願います。

4目 土木債、1節 道路整備事業債 6,280万円、及び2節 橋梁整備事業債 150万円、3

節 駐車場整備事業債 720万円、4節 都市計画整備事業債 890万円は、各事業の実績見

込みによる減額補正となっております。

5目 教育債、1節 体育施設改修事業債 220万円は、スポーツセンター耐震工事費の減

による減額補正となっております。

6目 消防債、29ページの1節 消防施設整備事業債 140万円は、消防施設整備事業の実

績見込みによる減額補正となっております。

以上で、説明を終わります。よろしくご審議をお願いいたします。

○議長（又地信也君） 4番 竹田 努君。

○4番（竹田 努君） いま一般会計の詳細説明をいただきました。議案については、事前配

付がされて一通りそれぞれ目とおしをしているという部分からしますと、各節ごとの細かい

説明ではなく重要な部分、それと金額のやはり多額のものだとかそういう部分に整理をして

説明をし、議事進行を諮っていただけませんか。

○議長（又地信也君） いま、4番 竹田 努君から議事進行についての動議がありましたけ

れども、議員の皆さんが個々に全員今回の予算に周知していればいいのですけれども、時間

がないとかそういう形の中で周知していない議員もあろうかと思うのですよね。その中でい

ま4番 竹田議員のほうからありましたけれども、皆さんその辺はいかがですか。

今回のこの一般会計、議案第10号が一番説明に時間がかかろうかと思うのです。あと、こ
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のあとに関してはそんなにかからないのかなと私は思っているのですけれども、もしいま4

番 竹田 努君から動議がありましたけれども、「いいですよ」と。このあとのことを考え

れば、従来どおりでいいというのであれば、従来どおりにしたいと思いますけれども、皆さ

んご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 異議なしと認め、従来どおりで進めたいと思います。

次に、議案第11号について、詳細説明をお願いいたします。

町民課長。

○町民課長（吉田 宏君） それでは、議案第11号の詳細につきまして、ご説明いたします。

はじめに、歳出より説明を行います。11ページをお開き願います。

2款 保険給付費、2項 高額療養費、1目 一般被保険者高額療養費、19節 負担金補助

及び交付金、一般被保険者の高額療養費増加分として、200万円の追加をお願いします。

12ページをお開きください。

7款・1項 共同事業拠出金、1目 高額医療費拠出金、19節 負担金補助及び交付金、医

療費拠出金の確定により、36万7,000円の減額をお願いします。

2目 保険財政共同安定化事業拠出金、19節 負担金補助及び交付金、医療費拠出金の確

定により、215万5,000円の減額をお願いします。

13ページをお開き願います。

8款 保健事業費、3項 特別総合保健施設事業費、1目 保健指導事業費、18節 備品購

入費、保健指導車購入の入札執行残として、34万円の減額をお願いします。

2目 施設管理費、11節 需用費、燃料費の値下がり分として、30万円の減額をお願いし

ます。

14ページをお開きください。

10款 諸支出金、3項 繰出金、1目 直診診療施設繰出金、28節 繰出金、国保病院事業

会計繰出金 332万6,000円の追加をお願いします。

内訳につきましては、医師等の確保支援事業分として100万円、救急患者受入体制支援事

業分として232万6,000円の追加となっております。

13ページをお開き願います。

11款・1項・1目・節 予備費 3,017万9,000円の減額は、高額療養費の増及び事業の確定

に伴う不足分を予備費より充当するものです。

次に、歳入の説明を行います。

6ページをお開き願います。

3款 国庫支出金、1項 国庫負担金、2目・1節 高額医療費共同事業負担金、負担金額の

確定により、9万2,000円の減額をお願いします。

7ページをお開き願います。

3款 国庫支出金、2項 国庫補助金、1目・1節 財政調整交付金、315万6,000円の追加を

お願いいたします。

内訳につきましては、先ほど歳出でご説明しました病院事業会計への繰出金額と同額の33

2万6,000円の追加と、保健指導車購入の入札執行残に伴う17万円の減額となっております。

8ページをお開き願います。
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6款 道支出金、1項 道負担金、1目・1節 高額医療費共同事業負担金は、負担金額の確

定により、9万2,000円の減額をお願いいたします。

9ページをお開き願います。

7款・1項 共同事業交付金 1目・1節 高額医療共同事業交付金、交付金額の確定により、

306万円の減額をお願いします。

2目・1節 保険財政共同安定化事業交付金、交付金額の確定により2,745万7,000円の減額

をお願いします。

10ページをお開き願います。

8款 繰入金、1項・2目・1節 一般会計繰入金 47万円は、先ほど歳出でご説明しました

8款 保健事業費の減額に伴い減額をするものです。

以上で、説明を終わります。よろしくご審議をお願いいたします。

○議長（又地信也君） 次に、議案第13号についての詳細説明をいただきます。

病院事業事務局長。

○病院事業事務局長（平野弘輝君） 議案第13号について、ご説明申し上げます。

それでは、支出よりご説明いたします。

8ページをお開き願います。

1款 病院事業費用、1項 医業費用、3目 経費の諸会費 719万5,000円は、交付税措置

額の確定に伴い、過疎ソフト事業に対する病院事業の負担分を減額するものです。

続いて、収入をご説明いたします。

6ページをお開き願います。

1款 病院事業収益、2項 医業外収益、2目 他会計補助金 211万円の追加及び、3目

他会計負担金 5,875万8,000円の追加につきましても、病院事業に対する交付税措置額の確

定によるものです。

7目 補助金 国庫補助金 332万6,000円の追加は、次ページをお開き願います。

医師の確保対策及び、救急患者受入に要した費用に対しての補助金の確定によるものです。

8目 負担金及び交付金 212万4,000円の追加は、北海道医師会からの休日当番診療確保

に対する交付金です。

以上で、説明を終わります。ご審議よろしくお願いいたします。

○議長（又地信也君） 続いて、議案第16号の詳細説明をお願いいたします。

保健福祉課長。

○保健福祉課長（名須賀六男君） それでは、議案第16号の詳細につきまして、ご説明いた

します。

はじめに、歳出より説明を行います。

8ページをお開き願います。

1款 総務費、3項 介護認定審査会費、2目 認定調査費、12節 役務費 10万円の減額

につきましては、認定申請の新規及び更新者の減少により認定審査に使用する医師意見書作

成手数料を減額するものでございます。

続きまして、13節 委託料 172万円の減額につきましては、申請者の減少により認定調

査委託料 10万円の減額と、平成27年8月に予定しておりました居宅介護システム更新業務

作業の制度改正がなかったことにより162万円を減額するものでございます。
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続きまして、9ページをお開き願います。

2款 保険給付費、1項 高額介護サービス費、1目 高額介護サービス等給付費、19節

負担金補助及び交付金 71万円の追加につきましては、高額介護サービス給付費の増により

追加するものでございます。

続きまして、10ページをお開き願います。

3款・1項 地域支援事業費、1目 介護予防事業費、13節 委託料 4万3,000円の追加に

つきましては、総務・経済常任委員会でご説明いたしました総合事業利用者の介護予防ケア

マネジメント費委託料の追加をするものでございます。

続きまして、11ページをお開き願います。

6款・1項・1目・節 予備費 75万3,000円の減額につきましては、高額介護サービス費の

増及び介護予防ケアマネジメント費委託料分の財源とするための予備費を減額するものでご

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。

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

272万7,000円の減額につきましては、先ほど歳出において説明いたしました、医師意見書作

成手数料の減額、認定調査委託料の減額、居宅介護システム更新業務委託料の減額、及び介

護サービス事業勘定の繰入金の増額を含めて、総体として減額補正をするものでございます。

続きまして、7ページをお開き願います。

7款 繰入金、2項・1目・1節 サービス事業勘定繰入金 90万7,000円の追加につきまし

ては、介護サービス事業特別会計の居宅介護サービス収入の増によるものです。

以上、説明を終わらせていただきますので、よろしくご審議をお願いいたします。

○議長（又地信也君） 続きまして、議案第18号。

建設水道課長。

○建設水道課長（若山 忍君） 議案第18号の詳細につきまして、ご説明申し上げます。

歳出から説明させていただきます。

11ページをお開き願います。

1款 総務費、1項 総務管理費、2目 クリーンセンター費、11節 需用費で、薬品費、

整備費、修繕費、計78万円は実績見込みにより減額補正するものです。

13節 委託料の汚泥処分費、泥運搬費、計60万円につきましても同じく実績見込みにより

減額補正するものです。

続きまして、12ページをお開き願います。

2款 施設費、1項・1目 施設整備費、13節 委託料で890万円は、全体計画策定業務を次

年度に延伸したことにより減額補正するものです。

15節 工事請負費 210万円は、入札執行残による減額補正となっております。

続きまして、13ページをお開き願います。

3款・1項 公債費、 1目 元金 980万円は財源振替です。

2目 利子、23節 償還金利子及び割引料 90万円は、長期債利子における不用額の減額

補正です。

続きまして、歳入の説明をさせていただきます。
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7ページをお開きください。

1款 分担金及び負担金、1項 負担金、1目 受益者負担金、1節 現年度分 60万円の追

加をお願いします。これは、受益者負担金の一括納入に伴う追加です。

続きまして、8ページをお開き願います。

3款 国庫支出金、1項 国庫補助金、1目 下水道費補助金、1節 下水道事業費交付金

400万円の減額は、全体計画策定業務を次年度に延伸したことによるものです。

続きまして、9ページをお開き願います。

4款・1項 繰入金、1目 他会計繰入金、1節 一般会計繰入金 8万円の減額は、歳入歳

出の調整に伴うものです。

続きまして、10ページをお開き願います。

7款・1項 町債、1目・1節 下水道事業債 980万円の減額は、当補正の減額分につきま

しては、下水道事業資本費平準化債の減額で対応することによるものです。

以上で、説明を終わります。よろしくご審議をお願いいたします。

○議長（又地信也君） 詳細説明が終わりました。

ここで、4時10分まで休憩いたします。

休憩 午後3時59分

再開 午後4時10分

○議長（又地信也君） 休憩を解き、会議を再開いたします。

提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

質疑ございませんか。

3番 平野武志君。

○3番（平野武志君） 3番 平野武志です。

今回の補正につきましては、入札減であったり実績の確定や完了による減額がほぼほぼで

ございますので、そんな中で何点かだけ承認に向かうにあたって、確認の質問をさせていた

だきたいと思います。

まず、議案第10号の30ページです。積立金の追加については、ちょうど説明が聞き取れな

かったのですが、ふるさと納税の部分なのかなというふうに思うのですけれども。ふるさと

納税を納める際に納税者のかたが町の何に使ってほしいですかという項目があって、それに

基づいた項目への積立金だと思うのですけれども、この教育とまちづくりだけの項目ではな

かったと思いますが、この追加になった以外の部分でそれに納税されたかたはどこか違うと

ころの金額に入っているのか。

それと合わせて、この補正が出た段階での総体のまちづくり教育基金が全体の何パーセン

トなのかもしわかれば教えていただきたいと思います。

それから32ページ、開業イベントの実行委員会の補助金の70万円追加で、開業26・27日の

イベントでポスターが既にできあがっていて、八神純子さんが来られて盛り上げていただく

ということで、有名なかたが来られたなという思いはありました。

当然、当初の3事業の総額で950万円のその中で賄っているものだなと思ったらここで追加

で70万円、八神さんのための音響設備というような話に聞こえたのですけれども、この経緯
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です。先ほど奥田シェフの紹介でという説明がありましたが、この実行委員会の中での協議

はなされて、この追加補正になったのか。それとも、奥田さんの独断と言いますかそのよう

な直接の行政と奥田さんの交渉の中でこれが決められたのか、その経緯をちょっとお知らせ

いただきたいと思います。

それと、もう1点が40ページです。負担金及び交付金の特定教育施設利用負担金75万6,000

円の追加について、これは木古内町から知内町の幼稚園に通っている2名分の追加補正だと

いうことですが、この内容です。幼稚園の運営に対する補助なのか、あるいはこの2名がい

くらといくらでどういう割合でこの金額が算出されているのか。これについては、国からく

る運営補助金にも反映されて、その分も収入として入っているのかも合わせてお聞きします。

それともう1点が53ページ、教育振興費の中の負担金補助及び交付金で授業用スキー購入

助成金59万円の減額ということで、これは3年目になるかと思うのですけれども、当初から

保護者へのお話が通っていないという話で、せっかくこのような素晴らしい授業をやってい

るので、その周知を含めてきちんと学校側と協議をしてくださいという話をずっとしてきた

のですが、今回も残念ながら59万円も減額になっているということで。かと思いきや、次年

度の予算を見るとまた50万円ほど載っているという状況の中で、今年度の減額になった理由

は明確なのですけれども、まず内訳です。今年度何人のかたがこれを使用されて、実際何万

円使われて、この金額が余ったのか。次年度に向けて50万円、これは予算委員会の中の議論

にもなるかと思うのですが、今後のせっかくの良い施策を利用していただくに対しての周知

の徹底の再度思いと言いますか方法をお伺いしたいと思います。以上、4点。

（「関連」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 4番 竹田 努君。

○4番（竹田 努君） 40ページの特定教育施設利用負担金、これは同僚議員が質問した知内

幼稚園への2名分の負担だと、知内町へ払う分だと。今後の考えというか幼稚園を希望する

部分は、知内町への幼稚園を利用するというようなことにどんどん拡大するという考えなの

か。前段の一般質問であったように、これが広域行政というか広域連携の一つになるのかな

というふうに思っています。

これは、去年まではなくてことし新たに出てきたのか、これの要綱なり要領等がもしあれ

ば一つ資料として求めたいというふうに思っています。今後、どんどんこれをＰＲして幼稚

園を希望するかたは、保育園ではなくて知内幼稚園のほうに行けますよという道を作るのだ

ということなのかどうなのかというその辺の考えを一つ合わせて。

○議長（又地信也君） 総務課長。

○総務課長（山本 哲君） 1点目の積立金の関係ですが、ホームページにも記載をしており

ますが、応援基金ということでお願いをしております。ふるさと納税というところも合わせ

まして、木古内町まちづくり応援基金ということで、事業内容としては五つを謳っておりま

す。

一つは子育て支援、二つ目は保険・医療・福祉、三つ目は自然や環境を守る、四つ目は産

業振興、五つ目は特に指定をしないと。このほかに教育基金というのは、教育振興を図ると

いうことで別というふうになっております。

まちづくり応援基金の中で一つ目の子育て支援については、2月末現在ですが48件、2番目

の保険・医療・福祉では32件、3番目の自然環境というところでは20件、4番目の産業振興で
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は24件、特に指定なしというのが56件というような内容になっておりまして、このたびの補

正はこれまでの実績に加え、見込みとして若干多めの追加をしております。ということは、

歳出でもっていなければ積立ができませんので、4月現在ではまちづくり応援基金では424万

6,000円ほど、教育基金では予算と同様のいま39万円という実績があるのですが、残り1か月

なのですけれども予算を組んでおかなければ積立ができないということで、若干多めの補正

ということでお願いをしております。これが全てということで、ことしの分の見込みという

ことで、この金額を補正させていただきました。よろしくお願いします。

○議長（又地信也君） 2点目。

副町長。

○副町長（大野 泰君） 2点目にご質問のありました、八神純子さんの祝賀会へ出演という

ことでお願いをした経緯でございます。

1月に奥田シェフにお会いした時に、シェフのほうから八神純子さんのスケジュールが空

いていますよということで、出演することは可能ですというようなお話をいただきました。

3年前に私が奥田シェフにお会いした時に、八神純子さんというかたと被災地支援で一緒

に被災者の応援を行ったことがあると。そういう中では、「友人関係になっているので、木

古内町で何らかの事業をやる時に招聘することについて、私が連絡することは可能ですよ」

というようなお話をいただいておりました。今回、1月にそういう話をいただきましたので、

「3月26日の開業日に祝賀会をやる席で、開業応援ということで出演いただけますか」とい

うことで話をしたところ、「大丈夫です」ということで返事をいただきましたので、ギャラ

を払うという話ではなくて寸志、お礼ということを支払いたいというのが一つです。

それと、交通費はこちらで持たなければならない、そして課長が説明をしておりました音

響設備です。公民館のほうで歌っていただくということになりますと、やはり音響を少し良

くしなければならないという函館の業者さんに見積もっていただいて、その金額を合わせま

して70万円ということで今回補正をお願いした次第です。

過日、行われました実行委員会です。開業準備実行委員会においては、詳細については説

明はしておりませんが、出演についての項目出しはしております。説明をしたところ、これ

といった全体的な質問はございませんでしたので、説明は終了しているということでご理解

をいただきたいというふうに思います。以上です。

○議長（又地信也君） 次に、3点目。

町民課長。

○町民課長（吉田 宏君） 特定教育施設利用負担金の補正についてのお尋ねでございます。

これにつきましては、これまで広域で市町村が設置する幼稚園へ通園している児童がいる

場合に、その児童にかかる経費については、利用受入側の市町村に対して交付税措置がされ

ておりました。

今回、27年度からはじまった子ども子育て支援の新制度においては、この施設型給付とい

う共通の給付を創設するということで、利用させる側の市町村に交付税措置がされるという

ことに変わりましたので、その児童にかかる経費を受入側の自治体に木古内町が支払う形に

27年度から変更になっております。

いま現在、利用者が2名いるのですけれども、その2名につきましては平成26年度の年度途

中から利用されております。今回、公定価格と言いますけれども、運営費です。それが、知
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内町さんのほうから使命されまして、その額が1人あたりが43万8,000円、2人分で87万6,000

円です。その金額から本人負担額が1人あたり6万円で、合わせて12万円で、差し引きした75

万6,000円を今回予算計上をしております。

それで、今後の考え方、推奨していくのかというお尋ねでございますけれども、いま現在

町内には幼稚園がございません。しかしながら、いま現在公営で行っている保育園で今後、

認定こども園として幼稚園機能を持たせたいというお話も伺っておりますので、あくまでも

いま現在は認定の申請に来る際に幼稚園の利用ということで、広域の利用の希望があった場

合に保育園の利用のことをまず確認した上で、それでも教育施設と保育の施設ということで

幼稚園とまた機能が別ですので、それでも教育施設として幼稚園のほうを活用したいという

ことであれば、それは申請を受け入れるということになろうかと思います。以上です。

○議長（又地信也君） 次に、4点目。

生涯学習課長。

○生涯学習課長（澁谷 勝君） スキーの助成補助金ですけれども、基本的には1年生から3

年生までで1回、4年生から6年生までで1回という利用ができることになっております。

それで、スキーの助成金につきましては、予算では69万6,000円ということで、110名ほど

の予算を見ておりましたけれども、実績で1年生が4名、3年生が3人、4年生が3人、5年生が3

人、6年生が3人、計16名ということで10万6,000円の実績となっておりまして、今回実績見

込みということで59万円の減額をお願いしたところでございます。

それで、学校への周知ということなのですけれども、次年度28年度につきましても周知を

徹底して、利用者が多くなるようにしたいというふうに考えております。

○議長（又地信也君） 再質疑。

3番 平野武志君。

○3番（平野武志君） 32ページ、副町長の説明でおおよそ理解はしました。ただ、今回八神

純子さんという著名人のかたが来られるという内容が、開業イベントを盛り上げるという趣

旨は同じかもしれませんけれども、町民だったり一般のかたが対象のものではなく、限られ

た一部の人しか来られない祝賀会での予算の追加だということで、はたしてそのように限定

された人に喜んでいただくために、はたしてこの70万円というのはどうなのだろうなという

思いは私個人的にはあります。ただ、木古内町の観光大使でおられる奥田さんの紹介という

こともありますし、八神さんも自分の出演料はいらないのだよという思いもあることから、

本来であればこれだけの有名人であればこんな金額でできないことも理解します。ただ、町

民に説明する際に、いま実行委員会の中でも内容は説明してないとのことでしたが、いま一

度旅費、寸志、それぞれでなくてもいいです。音響がいくらでと確定ではないのでしょうけ

れども、いま見積もっている予算について、数字も教えていただきたいなと思います。

それと、幼稚園の説明がちょっと吉田課長早口で、聞き取れない部分が多々あったのです

けれども、確認で国からの交付金がいままでは知内だったのだけれども、木古内に来るよう

になったということでいいのですよね。それで、それをそのまま知内の幼稚園さんに運営負

担金として1人あたり43万円、そのうちの個人負担の6万円もということで聞いたのですけれ

ども。

それでは、いまのこの知内に通われている2名のかたは、幼稚園が良くて行っているのか、

それとも違う事情があって行っているのか、もしわかっていればそこの部分をお知らせいた



- 68 -

だきたいと思います。

それから、スキーの援助なのですけれども、「毎年毎年、周知徹底に努めます」というお

言葉はいただきます。今回も言ったあとに、教育委員会から発信のお便りが実際各家庭に流

れてきたのも事実なので、周知を努力されているなということは実感するのですけれども、

各学年の保護者のかたに聞くと、見なかった人も多いのですけれども、教育委員会からは実

際流れてきた。学校側からのお話と言いますかやはり父兄の方々は教育委員会だとか給食だ

よりとかというよりも、クラスのそういう先生からのお便りのほうが目をとおす率というの

は、話を聞いてもすごい高いと思うのです。ですので、先生側から親御さんへ周知のほうも

少ししてもらえれば、先ほど言った周知徹底が図られていないということを少しでも解消に

なるのではないかと思いますので、答弁はいりませんのでその辺をもう少し学校側と協議し

て、周知の徹底に努めていただきたいと思いますので。

○議長（又地信也君） 副町長。

○副町長（大野 泰君） 八神純子さんのステージと言いますか出演につきましては、3月26

日開業日の午後6時からの祝賀会の場所でということで予定をしているのですが、その前の

日、25日から木古内には入っていらっしゃいます。

我々が予定している西側駐車場のステージイベント等については、既に埋まっているもの

ですから、できれば町民のかたと触れ合う機会を作りたかったのですが、実行委員会の事業

の中に組み入れるのは、なかなか難しいとそういう結論をもっていまして。

一方で、奥田シェフはレストランのほうのプロデュースもしていますので、サイドのほう

で道の駅を使って25日の夕方、まだきちんとした時間は5時半くらいだと思うのですけれど

も、トークショーをやって町民の皆さんと触れ合う機会を設けたいというふうにはなってお

りますので、そちらの費用というのはうちは負担しませんけれども、招聘費用で木古内に滞

在していただいている中で、そういった事業はやっていただけるというふうになっておりま

す。

また、内訳なのですが、ちょっとご本人の出演料みたいな格好になってしまうとまずいの

で、できれば休憩をとっていただければありがたいのですけれども、議長いかがでしょうか。

○議長（又地信也君） いま詳細の70万円の内訳等に関しては、このあと質疑が終わってか

ら休憩をとって、資料として配付していただくと。ただし副町長、その資料は回収しなくて

いい資料になりますか。

それでは、質疑が終了してから配付をしていただくということでどうですか。

3番 平野武志君。

○3番（平野武志君） はい。

○議長（又地信也君） それでは、町民課長。

○町民課長（吉田 宏君） 幼稚園利用者の意向についてのお尋ねでございますが、この2人

につきましては26年の5月から利用しているというふうに伺っております。

それで、そのうちの1人につきましては当初、木古内町の町内の保育園のほうを利用され

ていましたが、5月から教育のほうを受けたいということで、幼稚園のほうに変更をしたと

伺っております。

もう1人につきましては、実は昨年度までですと先ほども申し上げましたとおり、その費

用につきまして利用している市町村のほうに交付金が入ってくるということで、町の窓口を
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とおさなくても直接知内の幼稚園のほうに申し込みができたということで、こちらのほうで

はちょっとそのかたがどういう意思で行ったかということは、ちょっと確認はしていないと

ころであります。以上です。

○議長（又地信也君） 4番 竹田 努君。

○4番（竹田 努君） いまの幼稚園の関係ですけれども、先ほど町民課長の説明の中で、保

育園が将来認定こども園に移行する中では、幼稚園機能もという部分も理解はします。認定

こども園は28年からスタートする、しませんよね。とすれば現在、保育園に行っているお子

さんがやはり教育を希望するというかたがこれから増えると思うのです。ですから、先ほど

求めたのは、町として幼稚園をどうＰＲするかという。交付税措置がされるわけだから、ど

うＰＲするか。もう一つは、相手があるわけだから知内町さんで何人でもいいよと言ってい

るのか、10名までならいいけれどもそれ以上だったらだめだと言っているのかどうなのかと

いうその辺の受け入れの体制もなければ、むやみにＰＲ。例えば、幼稚園のＰＲをして希望

者は知内の幼稚園に行けますよと、自己負担は6万円ですよと。例えば、保育園の募集と同

じくした場合に人数がどうなのだ、相手のほうはどうなのだという部分が見えてこないです

よね。もしいま即答できなければ、この辺相手に確認をしてきちんとその辺の詳細をやはり

教えてもらわなければ今後、保育園に行っているお子さん。高学年というかそういうかたに

ついては、幼稚園の道もこうありますよというどんどんＰＲすべきだというふうに思ってい

るのですよね。そうでなければ、早く認定こども園の設立を目指して、そういう機能ももた

せるという。やはり木古内の子どもは木古内で例えば教育までするのだという考えなのかど

うなのかという部分も含めて、多少即答ができないとすれば後ほどでも結構ですから、その

辺返答をしてください。もしいま答弁できるのがあれば。

○議長（又地信也君） これはある意味では、一つの政策議論だと思うのです。そうなると、

町長答弁になるのではないのかなと思うのだけれども町長、そういう用意はありますか。

町長。

○町長（大森伊佐緒君） お尋ねの保育園の選択、幼稚園の選択、これは住民のかたの自由

な意思になるかと思いますが、町としていま知内町の幼稚園に行かれているかたについては

把握していない部分はありますが、これからそれをＰＲするかどうかというのは全く議論し

ておりませんでしたので、このあと議論をさせていただいて町の方針を決めたいと思います。

○議長（又地信也君） 竹田議員、いまの答弁でよろしいですか。

ほかに。

4番 竹田 努君。

○4番（竹田 努君） 何点かあるものですから、まず9ページ。継続費の補正をして8款の土

木費の部分で、28年度の補正前・補正後の部分で、4億1,000万円から2億8,000万円に、1億3,

000万円ほど減額になっているというのは、これは例えば跨線橋の当初はＪＲ委託という部

分で我々受け止めていたのですけれども、道南いさりび鉄道への発注だという。そのことが

1億3,000万円の減額になったのかどうなのかという部分をちょっとお知らせください。詳細

については、28年度の予算にも計上になっていますからその中でも議論はできるのかなとい

うふうに思うのですが、まずそこです。

それから、10ページと30ページ。ここのインターネット関係の情報セキュリティ対策の部

分で、これは繰越明許になっていますが、6,780万円。そのうち特定財源が530万円ほど、あ
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とは地方債だということで、端的に言ったら一般財源のほうが多いというふうになるのです

けれども、そういうふうにしなければないのか、こんなに6,000万円もやはり費用をかけな

ければないのか。先ほど説明資料の中では、国からきた費用の部分のなかなか我々は「ああ、

そうですか」とすぐわかるようなものではないのですが、はたしてそうしなければないのか

という部分がちょっと思います。

それから、30ページの地域振興派遣の負担金で161万1,000円、これは追加になっています

けれども、あとで例えば北海道から派遣のちょっとここにいる室長の部分なのかどうなのか。

これは、なぜいまこの時期になってから追加になったのかという部分をちょっと説明してく

ださい。

それから32ページ、新幹線推進費の負担金で北海道新幹線木古内町負担金が400万円追加

になったと。そして、この追加になった理由は信号等の変更による追加だと。どうしてこう

いうふうに、例えば信号の変更になったというのは、どういうふうに変更になって400万円

負担しなければない。北海道新幹線の木古内分の負担金ですから、木古内だけの負担ではな

いはずなのですよね。北斗・函館市・北海道、4区分での負担だと思うのですけれども、総

額で信号の変更に係わる費用がいくらかかって、木古内の負担が400万円だという部分をち

ょっと。資料もあれば資料提示をしてほしいのですが、もしなければやむを得ないのかなと

いうふうに思っています。

それから次に46ページで、今回、観光推進費の中で縷々、賃金で減額の部分もありますが、

今回した追加の部分でまず1点、旅費50万円が追加になっています。これからどういうとこ

ろに例えば旅費の費用をかけていくのか、何名の体制でどこに行くのだという部分が、ただ

50万円という。旅費からすればかなり高額な金額だと思いますので、その辺どうなのか。

それから、インバウンド誘客調査業務委託料で200万円追加になって、これが繰越明許に

なっているのですよね。同じ委託料の中で、外国語版の観光パンフの資料の作成、これは作

りますよ。だからインバウンド、そういう外国人等のお客さんの調査これについては、新年

度に繰越明許ですからそういう形になるのかなと。

それと、執行方針の中で謳っている多言語、外国語の通訳さんを2名採用するという部分。

当初、それなのかなというふうに思っていたのですけれども、誘客調査となっているから違

うのだなというふうに思っています。パンフの作成、誘客の調査、その通訳さんというこの

三つどもえがどう上手くマッチをして、木古内町にとって良かったねということになるのか。

どうもその辺の構図が見えてこないので、ちょっとその辺について説明を求めます。

時 間 の 延 長 に つ い て

○議長（又地信也君） 答弁をいただく前に、時間の延長についてお諮りいたします。

本日、提案されております議事が全て終了するまで、時間を延長したいと思いますが、ご

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 異議ないものと認め、時間を延長することに決定いたしました。

答弁を求めます。
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（「関連」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 8番 鈴木慎也君。

○8番（鈴木慎也君） 鈴木です。

ただいま竹田議員からもありました外国語の観光パンフレットの作成委託料についてです

けれども、こちら200万円ということなのですが、パンフレットにしては金額の部分がかな

り高額になっていますので、もし後日でも資料で金額の詳細がわかればお教えください。以

上です。

○議長（又地信也君） まちづくり新幹線課長。

○まちづくり新幹線課長（福田伸一君） 1点目の継続費補正についてでございます。

環状線通に係るご質問でございますけれども、これにつきましてはトータルで総額でいけ

ば3,400万円の減ということで、これはＪＲ北海道と公定協議。平成29年度までの年度ごと

の協議をするにあたって、これはＪＲに委託する事業費を継続費としていると。これは、3

か年にわたる工事、これを基本協定。一括して協定を締結しなければならないという理由で

継続費としたものでございます。この27年度につきましては社会資本整備総合交付金、国の

財源でございますけれども、この充当状況あるいは工事の進捗状況、これによりましてこの

たび継続費の変更をさせていただいたと。

それから、いさりび鉄道に移行するということにあたって変更、それが影響しているかと

いうことについては、これはあらかじめいさりび鉄道へＪＲから財産が移譲されるというこ

とを想定した上での公定協議、事業費の協議をしておりますので、これについては影響はし

てございません。

○議長（又地信也君） 次に、総務課長。

○総務課長（山本 哲君） 10ページの繰越明許費の中にもございますけれども、情報セキ

ュリティ対策整備事業ということで、これは国からの指示によるものでございまして、全国

全ての自治体が実施をしなければなりません。そのような指示であります。そのために国庫

支出金が少なくて町債というほうが多いのですけれども、全国一律そのようなことで導入を

しなければならないという状況が近々情報として入ってきたということで、今回の補正にな

っております。

先の常任委員会で詳細に説明をしておけばよかったのですけれども、ちょっと間に合いま

せんでしたので、きょうの本会議での上程というふうになりました。繰越明許ということで、

実質的には来年度に作業を行うということで、これはどこの自治体もちょっと戸惑いを見せ

ているところではございますけれども、そういうマイナンバーを含めてセキュリティを強化

するということの取り組みということで、これはやらざるを得ませんので実施するというこ

とにしております。

それから、負担金の中での地域振興派遣負担金ですが、これは前任者及び現任者、現在の

かたの2人分ということで帰任旅費、それから着任旅費、それから期末手当、管理職手当相

当額ということで、それぞれということで、このたびの161万1,000円という追加ということ

で、年度末でこれは毎年なのですが、整理をするということになっておりますので、よろし

くお願いいたします。

○議長（又地信也君） 副町長。

○副町長（大野 泰君） ただいまの情報セキュリティの関係の起債なのですが、今回の補
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正予算ということで国が付けていますので、補正予算債が対象となります。償還財源の2分

の1が交付税に参入されるということで、満額借りた起債全て町単費ということではなくて、

2分の1の補助があるということで、ご理解をいただきたいと思います。

○議長（又地信也君） まちづくり新幹線課新幹線振興室長。

○まちづくり新幹線課新幹線振興室長（丹野正樹君） 北海道新幹線木古内町負担金についてで

ございますが、例年この時期に北海道新幹線の負担金につきましては精査が行われるという

状況でございまして、今年度については400万円が増額になったということでございます。

増減の理由につきましては、先ほど総務課長が説明したのはごく一部でございまして、非

常に多岐にわたっております。大きなところで言いますと駅舎に関連する鳥害対策工事の追

加、あるいは天井の耐震補強工事の追加等々、信号変換装置の追加、それから軌道の検測に

より本線軌道の整備が180ｍ増えましたといったような増減含めて多岐にわたっております。

そのトータルが全体の工事費で言いますと1億2,000万円増えたということで、木古内町の負

担金が400万円増えたということになっております。以上でございます。

○議長（又地信也君） 産業経済課長。

○産業経済課長（木村春樹君） インバウンド対策事業関係について、お答えいたします。

まず一つ目が、旅費の関係でございます。これについては、海外の旅行エージェントと打

ち合わせをする、あるいはプロモーションを行うということで、旅費を計上させていただい

ております。

二つ目の観光パンフでございます。これは、4カ国語をそれぞれ1,000部作成した場合に、

200万円では不足する見積もりがございました。これは、各国の言語に置き換えるので、か

なりの手間がかかるということで、ただ日本語をそのとおりに置き換えるのではなくて、そ

の国の文言と言いますか文体の流れに沿って通訳していかなければならないので、それはや

むを得ないことだというふうに思っています。ただその中で、予算配分をしなければなりま

せんでしたので、この金額の範囲内で対応していきたいというふうに考えております。

それと、インバウンド対策なのですけれども、以前からも言ってありますとおり、Ｗｉ－

Ｆｉの整備あるいは観光パンフやサイン類の多言語化、さらに木古内駅を下りてからの対応

をどのようにしていくのかということを考えていかなければならないと思います。若干、町

政執行方針などにもさわりがありましたけれども、例えばレンタサイクルの廃止とか含めて、

今後さらに詰めていきたいというふうに思っています。いろいろな状況を調査研究していた

だくということで、委託料で一括計上しておりますので、お含み置きのところも含めて理解

していただきたいと思います。

なお、この600万円については先ほど説明しましたとおり、地方創生加速化交付金事業で

措置しております。これは、国は平成27年度の補正です。当然、年が明けてからこの補正予

算が出てきたものですから、こちらのほうも期間がない中でこの制度をいかに活用するかと

いうことで、この間作業をしてまいりました。若干、ラフな数字になっておりますけれども、

方向性としてはインバウンド対策としてこの事業を活用してやっていこうと。因みに、函館

に来ている外国人観光客は34万人です。ですから、5％でも1割でも来ていただければ、かな

りの木古内町の数字に反映されるということで、対応しております。以上です。

○議長（又地信也君） 先ほど旅費の部分で、「いまこの時期に50万円というのは」という質

問が出ましたけれども、それは答弁いただいていません。
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産業経済課長。

○産業経済課長（木村春樹君） 旅費も含めて全て繰越をして、平成28年4月以降に事業を展

開してまいります。以上です。

○議長（又地信也君） 4番 竹田 努君。

○4番（竹田 努君） 概ね理解はしましたけれども、新幹線の負担金400万円。いまの説明

の中では、いろいろ信号の変換ばかりでなくて、諸々のものもいっぱいあっての総事業費と

して、1億2,000万円規模の木古内負担が400万円だと。やはりその辺、ただボンと400万円の

この時期に例えば新幹線負担金が精算になるのだと言ってもそういう資料がもしあるのであ

れば、事前にこの説明資料の綴りもあるわけですから付けるべきだろうというふうに思いま

す。

それからパンフの関係、新年度多言語の通訳さんを2名採用するわけですから、やはり採

用してからどういう例えば中国なのか韓国なのか、そういう部分をきちんと現地のやはり生

の指導を受けてパンフレットに盛り込むというのが、先行して例えばパンフを作った、通訳

さんが来た、これ何なのということのないように。その辺、そういう形の手順で進めていた

だきたいと思います。もし新幹線の資料を出せるのであれば、資料要求をしたいと思います。

○議長（又地信也君） ほかに。

7番 福嶋克彦君。

○7番（福嶋克彦君） 1点、先ほど病院の事務局長の答弁の中で一つ聞き漏らしたのですけ

れども、病院事業の8ページを開いていただきたいと思います。

病院事業の医業費用の中で経費、そして諸会費の一般会計負担金719万5,000円を減額した

のですけれども、その中身がちょっと関連ありまして、一般会計の歳入の中で25ページに病

院事業会計繰入金719万5,000円減額。何か一般会計にも減額する、病院事業会計の支出も減

額する。同じく金額がどうしてこういうふうな内容なのか、その交付税の関係で例えば過疎

債の償還分だとか、両方とも減額。歳入の一般会計も減額、歳出で病院事業の減額、しかも

中身が諸会費となっています。その内容を説明してください。

○議長（又地信也君） 病院事業事務局長。

○病院事業事務局長（平野弘輝君） 福嶋議員のご質問について、お答えいたします。

病院事業の補正予算書の8ページにあります節の諸会費の719万5,000円につきましては、

当該年度で病院事業に対する過疎ソフト事業費に対する病院負担分が減額になったことによ

る減額補正になっております。

これにつきましては、これまで一般会計と病院事業会計で借り入れた過疎債をそれぞれ負

担区分に用いて、借入先に償還しております。この負担区分がこれまでは、病院事業が46％

を負担するという割合で予算計上をしたところでございます。

今回、交付税措置の確定、そして基準財政需要額・収入額それぞれの見合いを見た中で、

過疎債につきましては本則どおり70％を一般会計が負担するということで、病院事業会計の

負担が46％から30％に変更になったということで、当初予算で計上した分を減額補正すると

いうことで、病院が事業の補正予算書もマイナスになっております。

一般会計の補正予算の中については、マイナスというのは収入の部でございますので、病

院から入ってくるお金が減りますということでの上程になりますので、病院事業会計ともマ

イナスという計上で上程になっているということでご理解していただきたいと思います。
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○議長（又地信也君） ほかに。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） ほかに質疑がないようですので、質疑を終了いたします。

最初に、議案第10号について討論を行います。

討論ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。

採決を行います。

お諮りいたします。

議案第10号 平成27年度木古内町一般会計補正予算（第8号）については、原案のとおり

可決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決することに決定をいたし

ました。

次に、議案第11号について討論を行います。

討論ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。

採決を行います。

お諮りいたします。

議案第11号 平成27年度木古内町国民健康保険特別会計補正予算（第5号）は、原案のと

おり可決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決することに決定をいたし

ました。

次に、議案第12号について討論を行います。

討論ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。

採決を行います。

お諮りいたします。

議案第12号 平成27年度木古内町後期高齢者医療特別会計補正予算（第4号）については、

原案のとおり可決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決することに決定をいたし

ました。

次に、議案第13号について討論を行います。

討論ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。
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採決を行います。

お諮りいたします。

議案第13号 平成27年度木古内町国民健康保険病院事業会計補正予算（第3号）について

は、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決することに決定をいたし

ました。

次に、議案第15号について討論を行います。

討論ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。

採決を行います。

お諮りいたします。

議案第15号 平成27年度木古内町介護老人保健施設事業会計補正予算（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（又地信也君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決することに決定をいたし

ました。

次に、議案第16号について討論を行います。

討論ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。

採決を行います。

お諮りいたします。

議案第16号 平成27年度木古内町介護保険事業特別会計補正予算（第5号）については、

原案のとおり可決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決することに決定をいたし

ました。

次に、議案第17号について討論を行います。

討論ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。

採決を行います。

お諮りいたします。

議案第17号 平成27年度木古内町介護サービス事業特別会計補正予算（第1号）について

は、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 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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次に、議案第18号について討論を行います。

討論ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。

採決を行います。

お諮りいたします。

議案第18号 平成27年度木古内町下水道事業特別会計補正予算（第5号）については、原

案のとおり可決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決することに決定をいたし

ました。

15分まで、休憩をいたします。

休憩 午後5時05分

再開 午後5時15分

議案第14号 平成27年度木古内町水道事業会計補正予算（第2号）

○議長（又地信也君） 休憩を解き、会議を再開いたします。

日程第17 議案第14号 平成27年度木古内町水道事業会計補正予算（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） ただいま上程となりました、議案第14号 平成27年度木古内町水

道事業会計補正予算（第2号）につきまして、提案理由をご説明申し上げます。

1ページをお開き願います。

収益的支出 第2条は、本年度予算第3条に定めた予定額におきまして、第1款 水道事業

費用、第1項 営業費用で130万円の減額、第2項 営業外費用で60万円を追加し、その総額

を1億4,742万3,000円とするものです。

次に、2ページをお開き願います。

資本的収入及び支出 第3条は、予算第4条本文括弧書中「5,043万5,000円」を「4,882万9,

000円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり改めるものです。

資本的収入の第1款 資本的収入、第1項 企業債で630万円、並びに第2項 工事負担金で

82万4,000円をそれぞれ減額し、その総額を607万6,000円とするものです。

資本的支出の第1款 資本的支出、第1項 建設改良費で873万円を減額し、その総額を5,4

90万5,000円とするものです。

次に、3ページをお開き願います。

企業債 第4条、予算第5条に定めた企業債の限度額を次のとおり補正するものです。

起債の目的にある函館江差自動車道建設に伴う水道管移設事業で、補正前の限度額800万



- 77 -

円を、補正後の限度額として170万円とするものです。

以上で、提案理由の説明を終わります。

なお、詳細につきましては、建設水道課長より説明をさせますので、よろしくご審議をお

願いいたします。

○議長（又地信也君） 建設水道課長。

○建設水道課（若山 忍君） 議案第14号の詳細につきまして、ご説明申し上げます。

収益的支出から説明させていただきます。8ページをお開き願います。

1款 水道事業費用、1項 営業費用、1目 原水及び浄水費、節 動力費 23万円の減額

は、送水ポンプ用電気料の実績見込みによる減額です。

5目 資産減耗費、節 固定資産除却費 107万円の減額は、函館江差自動車道建設に伴う

水道管移設工事を実施したことによる固定資産除却費の減によるものです。

2項 営業外費用、4目・節 消費税 60万円の追加は、工事等の減に伴い納付する消費税

が増えたためのものです。

資本的支出の説明させていただきます。10ページをお開き願います。

1款 資本的支出、1項 建設改良費、1目 営業設備費、節 メーター購入費 9万6,000

円の減額と節 工事請負費 18万4,000円の減額は、今年度交換したメーターの購入費及び

取替工事の執行残です。

2目 配水管移設費、節 工事請負費 704万4,000円の減額は、今年度予定していた函館

江差自動車道建設等に伴う水道管移設工事の一部の工事が発注できる見込みがないため減額

するものです。

次に、11ページをお開き願います。

3目 施設改良費、節 工事請負費 140万6,000円の減額は、木古内浄水場急速攪拌翼他

更新工事の事業費確定に伴う減額です。

資本的収入の説明をさせていただきます。9ページをお開き願います。

1款 資本的収入、1項・1目・節 企業債 630万円の減額と、2項・1目・節 工事負担金

82万4,000円の減額は、資本的支出で説明しました、函館江差自動車道建設等に伴う水道

管移設工事の工事請負費を減額したことによる企業債・工事負担金の減額です。

以上で、説明を終わります。よろしくご審議をお願いいたします。

○議長（又地信也君） 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

質疑ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 質疑がないようですので、質疑を終了いたします。

これより討論を行います。

討論ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。

採決を行います。

お諮りいたします。

議案第14号 平成27年度木古内町水道事業会計補正予算（第2号）については、原案のと

おり可決することにご異議ございませんか。
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（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決することに決定をいたし

ました。

議案第19号 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整理に関する条例制定について

議案第20号 職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例制定について

○議長（又地信也君） 日程第18 議案第19号 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整

理に関する条例制定について、日程第19 議案第20号 職員の勤務時間、休暇等に関する条

例等の一部を改正する条例制定については、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。

町長。

○町長（大森伊佐緒君） ただいま一括して上程となりました、議案第19号 行政不服審査

法の施行に伴う関係条例の整理に関する条例制定、並びに議案第20号 職員の勤務時間、休

暇等に関する条例等の一部を改正する条例制定につきまして、提案理由の説明を申し上げま

す。

このたびの条例制定、及び、条例の一部改正につきましては、本年4月1日から施行される、

行政不服審査法の全部改正に伴い、関係する条例の整理、及び、一部改正を行うものでござ

います。

なお、詳細につきましては、総務課長より説明をさせますので、よろしくご審議をお願い

致します。

○議長（又地信也君） 総務課長。

○総務課長（山本 哲君） それでは、議案第19号並びに議案第20号につきましてご説明い

たします。

はじめに、議案第19号ですが、このたびの行政不服審査法の施行に伴います関係する条例

の整理及び一部改正につきましては、全部で8件の条例改正となっております。

行政不服審査法が全部改正され、本年4月1日から施行されることに伴いまして、関係する

条例の整理を行うものでございます。

議案説明資料でご説明をいたします。資料番号1の14ページをお開き願います。

第1条関係ですが、これまでの木古内町情報公開及び個人情報保護審査会条例に、新たに

行政不服審査会を加えるものです。

このたびの改正では、特に第三者機関の諮問手続きの導入に際して、新たな第三者機関の

設置につきましては、既存の木古内町情報公開及び個人情報保護審査会にその役割を付与し

たいと考えております。

条例の主な改正内容といたしましては、「不服申し立て」という文言が「審査請求」と改

正されるものです。

次に、15ページをお開き願います。

第10条は、「提出資料の閲覧等」を「提出資料の写しの送付等」に改められ、これまでは

「閲覧又は写しの交付を求めることができる。」としておりましたが、「意見書又は資料の
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提出があったときは、審査請求人等以外の審査請求人等に送付する。」つまり、審査請求人

に加わった参加人にも送付するものとされました。

次に、16ページから17ページは第2条関係で、同様に文言の改正が主なものとなっており

ますが、16ページの中段に第4章、第16条の2として、審理員による審理手続きに関する規定

の適用除外を設けております。

17ページ右側、上から3行目の第17条第2項では、審査請求に際しては「弁明書」の写しを

添付することとしております。

次に、18ページから20ページまでは第3条関係で、18ページの下段に第4節、第38条として、

第2条関係と同様に審理員による審理手続きに関する規定の適用除外を設けております。

また、20ページ左側の中段に、改正前の第39条につきましては、前のページの19ページの

右側下段にあります改正後の第39条第4項に組み入れられたものです。

次に、21ページから23ページは第4条関係で、21ページ中段にあります第4条第2項第1号に

「又は居所」及び第2号に「審査の申出に係る処分の内容」を加えるものです。

22ページの中段の第6条第5項に、「委員会は、審査申出人から反論書の提出があったとき

は、これを市町村長に送付しなければならない」を加えるものです。

23ページの第11条は、決定書の作成にあたっては記名押印することとし、第1号の「主文」

から第4号の「理由」までの記載をすることとしております。

次に、24ページから26ページは、第5条から第7条関係で、文言の整理となっております。

次に、27ページは第8条関係で、別表第1の「木古内町情報公開及び個人情報保護審査会」

に「行政不服審査会」を加えるものです。

議案に戻りまして、附則としまして、第1項では、この条例は行政不服審査法の施行の日、

平成28年4月1日から施行するものです。

第2項から第4項につきましては、「経過措置」につきまして規定をしております。

次に、議案第20号につきましても、議案説明資料で説明をいたします。

資料番号1の28ページをお開き願います。

表の上段右側になりますが、第1条関係の「目的」第1条は、地方公務員法が改正され、同

法第24条中、第2項が削除されたことにより、第3項以降がそれぞれ繰り上げられたことによ

り、「第24条第6項」が「第24条第5項」に改められたものです。

次に、下段の第2条関係ですが、第3条の見出しを「給料表及び職員の職務の分類」に改め、

第2項後段に、「別表第3に定める等級別基準職務表のとおりとする。」を加えるものです。

現在は、「初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則」の中で、職員の級別の標準的な職

務内容を定めておりますが、平成26年の地方公務員法の改正により、公務員制度改革の一環

として職務給の原則を徹底するため、当該基準表を条例に定めることが義務付けられたこと

により、規則から条例に移し替えをするものです。

内容の変更はなく、表の名称を「級別基準職務表」とするものです。

次に、29ページをお開き願います。

表の上段の第6項及び表の下段、第3条関係の「目的」第1条につきましても、先ほどの説

明と同様の内容により文言及び条項を改正するものです。

なお、附則といたしまして、この条例は、平成28年4月1日から施行するものです。

説明は以上です。よろしくご審議をお願いいたします。
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○議長（又地信也君） 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

質疑ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 質疑がないようですので、質疑を終了いたします。

最初に、議案第19号について討論を行います。

討論ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。

採決を行います。

お諮りいたします。

議案第19号 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整理に関する条例制定については、

原案のとおり可決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 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20号について討論を行います。

討論ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。

採決を行います。

お諮りいたします。

議案第20号 職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例制定について

は、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決することに決定をいたし

ました。

議案第21号 木古内町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例の一部を

改正する条例制定について

○議長（又地信也君） 日程第20 議案第21号 木古内町過疎地域における固定資産税の課

税免除に関する条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

町長。

○町長（大森伊佐緒君） ただいま上程となりました、議案第21号 木古内町過疎地域にお

ける固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由の説

明を申し上げます。

このたびの条例改正につきましては、過疎地域自立促進特別措置法が、平成33年3月末ま

でに延長されましたことと合わせ、現行法に沿って文言の修正を行うものでございます。
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改正内容につきましては、議案説明資料でご説明いたしますので、資料番号1の30ページ

をお開き願います。

第3条中、「内閣総理大臣の」を、削るというもので、現行法におきましては「内閣総理大

臣」が公示をするものとなっていないことから、文言の削除を行うものでございます。

次に、過疎地域自立促進特別措置法の延長につきましては、附則第2条中、期間を「平成2

8年3月31日」から、「平成33年3月31日」に改めるものでございます。

なお、この条例は、平成28年4月1日から施行するものでございます。

以上で、提案理由の説明を終わります。よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げま

す。

○議長（又地信也君） 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

質疑ございませんか。

4番 竹田 努君。

○4番（竹田 努君） ただいま提案理由の説明があったわけですけれども、当町においてこ

の該当する事業者というか該当者がいるのかどうなのかという部分について。

○議長（又地信也君） 税務課長。

○税務課長（高橋和夫君） 直近では、24年から26年の3か年で一社が減免を受けていまして

減免になりますので、金額にしましてちょっと会社名は申し上げられませんが、税額にしま

して約390万円ほどの減免ということになっております。以上です。

○議長（又地信也君） ほかに。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 質疑がないようですので、質疑を終了いたします。

これより討論を行います。

討論ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。

採決を行います。

お諮りいたします。

議案第21号 木古内町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正

する条例制定については、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 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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議案第22号 木古内町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例制定について

議案第23号 木古内町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営

並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に

関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定について

○議長（又地信也君） 日程第21 議案第22号 木古内町指定地域密着型サービスの事業の

人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定について、日程第

22 議案第23号 木古内町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並

びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例制定については、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。

町長。

○町長（大森伊佐緒君） ただいま一括して上程となりました、議案第22号 木古内町指定

地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正す

る条例制定、並びに、議案第23号 木古内町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、

設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援

の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定につきまして、提案理由のご説

明を申し上げます。

このたびの一部改正につきましては、本年2月5日、指定居宅サービス等の人員、設備、及

び、運営に関する基準等の一部を改正する省令が交付され、小規模な通所介護の地域密着型

サービス事業への移行など、地域密着型通所介護制度が創設されたことに伴い、関係する条

例の一部を改正するものでございます。

なお、詳細につきましては、保健福祉課長より説明をさせますので、よろしくご審議をお

願い申し上げます。

○議長（又地信也君） 保健福祉課長。

○保健福祉課長（名須賀六男君） 議案第22号及び議案第23号につきまして、ご説明申しあ

げます。

はじめに、議案第22号につきましてですが、今回の改正では当町に該当する施設はござい

ませんが、国の基準の改正により当町の基準の改正を行い、該当事業所が当町にできた場合

の申請時に、早急に対応できるように改正を行うものです。

まず、改正の内容をご説明申しあげます。

小規模な通所介護、デイサービス事業で利用定員が18人以下の地域密着型通所介護が創設

されたことによる改正となっております。

議案説明資料 資料番号1により説明をさせていただきます。31ページをお開き願います。

このたび創設された、地域密着型通所介護を第3章の2としての基本方針を第1節とし、各

基準を第2節から第5節までとし、目次に追加をしております。

次に、33ページから34ページにつきましては、第14条から第54条までは条項の改正及び文
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言の整理となっております。

続きまして、34ページ下段から53ページにつきましては、このたび創設された第3章の2

地域密着型通所介護の第1節 基本方針から第5節 指定療養通所介護の事業の基本方針並び

に人員、設備及び運営に関する基準を第59条の2から第59条の38として追加するものです。

次に、54ページお開き願います。

この地域密着型通所介護の追加に伴い、第4章 認知症対応型通所介護から第9章 看護小

規模多機能型居宅介護において、関係条項の改正及び追加によって重複する条の削除を行っ

ております。

議案に戻りまして、附則としてこの第1条では、この条例は平成28年4月1日から施行する

ものです。

第2条では、経過措置を定めております。

続きまして、議案第23号についてご説明いたします。

本条例の改正につきましても、小規模な通所介護が創設されたことによる改正となってお

り、当町にはいずれも該当する施設はございませんが、先ほどと同じようにできた場合の申

請時に早急に対応できるように改正するものです。

議案説明資料 資料番号1の69ページをお開き願います。

第9条では、介護保険法の改正による条項の改正となっております。

次に、70ページをお開き願います。

第3条第3項は、指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の運営推進会議の設置及び構成

員並びに回数、同条第4項では運営推進会議での記録の作成及び公表を定めております。

議案に戻りまして、附則としてこの条例は平成28年4月1日から施行するものです。

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（又地信也君） 提案理由の説明がありましたが質疑を受ける前に、丹野新幹線振興

室長がこれより盛岡に出張いたしますので、説明員として退席を許します。

提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

質疑ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 質疑がないようですので、質疑を終了いたします。

最初に、議案第22号について討論を行います。

討論ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。

採決を行います。

お諮りいたします。

議案第22号 木古内町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例制定については、原案のとおり可決することにご異議ご

ざいませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） ご異議なしと認め、本案は原案のとおり可決することに決定をいた

しました。
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次に、議案第23号について討論を行います。

討論ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。

採決を行います。

お諮りいたします。

議案第23号 木古内町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並び

に指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例制定については、原案のとおり可決することにご異議

ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決することに決定をいたし

ました。

議案第25号 渡島西部地域介護認定審査会共同設置規約の一部を変更する協議について

○議長（又地信也君） 日程第23 議案第25号 渡島西部地域介護認定審査会共同設置規約

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） ただいま上程となりました、議案第25号 渡島西部地域介護認定

審査会共同設置規約の一部を変更する協議につきまして、提案理由の説明を申し上げます。

このたびの一部改正につきましては、「介護保険法施行令の、一部を改正する政令」が交

付され、平成28年4月1日から施行されることに伴い、共同設置規約の一部改正を行うもので

ございます。

改正内容につきましては、議案説明資料でご説明いたします最終のページ、資料番号1の7

2ページをお開き願います。

第5条第1項中、審査会委員の任期2年を3年に改めるものでございます。

附則として、第1項では、この規約は平成28年4月1日から施行するとしております。

第2項では、この規約の施行日の前に行われた渡島西部地域介護認定審査会の任命に係る、

当該委員の任期については、なお従前の例によるとしております。

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（又地信也君） 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

質疑ございませんか。

4番 竹田 努君。

○4番（竹田 努君） 今回、介護保険法施行令設置規約の一部改正で2年から3年になったと

いうことは、これは介護保険の改正の期間と合わせるというようなことで3年になったのか。

それとも別途、そのことによって例えば認定審査会の委員が保険法の改正の期間とずれるの

かどうなのかという部分をちょっと説明を願います。
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○議長（又地信也君） 保健福祉課長。

○保健福祉課長（名須賀六男君） 介護認定審査会の共同設置の審査会委員については3年に

4月からなりますけれども、うちの委員会のほうの委員の任期は2年のままになっております。

○議長（又地信也君） 副町長。

○副町長（大野 泰君） ただいまのご質問は、6期と期間が一緒になるのかということでご

ざいます。

6期の開始年は27年4月、今回の改正は28年の4月、1年のずれがございます。

○議長（又地信也君） ほかに。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 質疑がないようですので、質疑を終了いたします。

これより討論を行います。

討論ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。

採決を行います。

お諮りいたします。

議案第25号 渡島西部地域介護認定審査会共同設置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（又地信也君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決することに決定をいたし

ました。

議案第26号 木古内町過疎地域自立促進市町村計画の策定について

○議長（又地信也君） 日程第24 議案第26号 木古内町過疎地域自立促進市町村計画の策

定についてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

町長。

○町長（大森伊佐緒君） ただいま上程となりました、議案第26号 木古内町過疎地域自立

促進市町村計画の策定につきまして、提案理由をご説明申し上げます。

過疎地域自立促進特別措置法が、平成12年に施行され、木古内町はこの法律に基づき過疎

地域指定を受けております。

指定を受けた市町村は、法第5条の過疎自立促進方針に基づき、過疎地域自立促進市町村

計画を策定し議会の議決を得ることになっております。

当町におきましても、本法律の下において、平成12年、平成16年、及び平成22年に過疎計

画を策定し、それぞれ議会の議決をいただいているところでございます。

当町の過疎計画では、現在、平成22年度より平成27年度までの期間としておりますが、こ

のたびの法改正により、期限が平成33年3月31日まで延長になったことに伴い、木古内町過

疎計画を平成28年度から平成32年度までの5年間とし、新たな計画の策定を行ったところで
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ございます。

本計画が、本年2月19日付けで、北海道との協議が整いましたので、本定例会において議

会の議決を求めるものでございます。

議会議決には直接必要とはしませんが、事業計画と年度別計画を添付いたしましたので、

参考資料としてご活用願います。

なお、詳細につきましては、まちづくり新幹線課長より説明をさせますので、よろしくご

審議をお願いいたします。

○議長（又地信也君） まちづくり新幹線課長。

○まちづくり新幹線課長（福田伸一君） 木古内町過疎地域自立促進市町村計画の策定につい

て、ご説明を申し上げます。

本計画は、過疎地域自立促進特別措置法が平成32年度まで5年間延長になったことに伴い、

新たに計画を策定したものでございますので、計画期間は平成28年度から平成32年度までと

なってございます。

本計画の策定にあたりましては、町の最重要計画であります木古内町第6次振興計画を基

本としてございます。

また、過疎対策事業債の対象事業とするには、本計画に登載されていることが必須条件と

なるものでございますので、計画期間中に過疎対策事業債の発行が見込まれる事業について

は、全て事業計画に登載しているものでございます。

目次をご覧ください。1の基本的な事項といたしまして、木古内町の概況、人口及び産業

の推移と動向、行財政の状況、地域の自立促進の基本方針、計画期間の5項目で構成してご

ざいます。

2の産業の振興から10のその他地域の自立促進に関し必要な事項までは、それぞれの項目

ごとに現況と問題点、その対策、計画で構成してございます。

計画の内容について、概要をご説明申し上げます。

1ページをご覧ください。

木古内町の概況でございます。

自然的、歴史的、社会的、経済的諸条件の概要につきましては、町の歴史や位置、気候、

交通の要衝であることを説明しております。

過疎の状況でございますが、人口は、昭和30年の国勢調査人口1万2,926人をピークに減少

しており、第1次産業の衰退と従事者の高齢化、官公庁の統廃合による地元雇用機会の低下

による高卒者等の若年労働力の流出が大きな要因と見てございます。

社会経済的発展の方向の概要でございますが、農業、林業、漁業、商工業、観光について

の概要を説明し、交通の要衝という町の特性に新幹線や高規格道路といった高速交通機能が

加わることを利点として、近隣市町との広域的な連携による発展を期することとしておりま

す。

2ページをご覧ください。

人口及び産業の推移と動向でございますが、人口は今後も減少傾向を示すと推測されます

ので、第1次産業の後継者育成、社会基盤や生活環境基盤の整備、雇用の場の確保拡大、高

速交通体系を背景とした活力あるまちづくりの振興施策により、歯止めをかけることとして

ございます。
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3ページから6ページには、人口の推移、見通し、産業別人口の推移を掲載してございます。

7ページでございますが、行財政の状況でございますが、行政ニーズは極めて広範多岐に

わたり、それに伴い行政事務は質・量ともに拡大し、さらに高度化、専門化の傾向にあるこ

とから、職員一人ひとりが幅広く業務に対応し、高能率で高水準の行政サービスの確保を図

らなければなりません。

行政需要も広域行政の必要性が高まっていることから、将来的にはさらに広範な関係町と

の連携を深め、協力体制を確立していくことが必要となってまいります。

公共施設の整備水準は、比較的高いといってよいものの、今後については、老朽化する施

設の維持修繕等が生じてくることから、長期的な改修計画に沿って、進めていかなければな

りません。

当町の財政状況については、一時期極めて厳しい行政運営を強いられましたが、財政健全

化計画や集中改革プランの確実な実行により現状では比較的安定を取り戻してきてございま

す。

今後は、北海道新幹線開業等に伴う施設整備に係る多額の起債が、将来的な公債費の増加

につながってくるため、引き続き計画的な行政運営を推進し、安定した財政基盤を確立しな

ければなりません。

住民の不安を招かないよう、しっかりとした行政サービスを提供するとともに、計画的か

つ積極的な行政運営を進め、時代に即応した行政の実現を図っていく必要があるものでござ

います。

8ページは行政機構図、9ページは財政の状況、10ページは主要公共施設の整備状況を記載

してございます。

11ページ・12ページは、地域の自立促進の基本方針について記載してございます。

①から⑤までの項目につきましては、第6次木古内町振興計画の基本テーマと同様でござ

います。

大都市への一極集中が進む中で、地方の人口は減少が続くばかりではなく、若者の流出に

より高齢者比率が高まり、地域の活力が年々低下しています。

各種施策の実施においては、官民協働を基本に、官と民の役割を明確にするとともに、協

働作業も確立しながら過疎地域の自立へ向けた施策の展開を行っていかなければなりませ

ん。

具体的には、北海道新幹線の開業や高規格幹線道路函館・江差自動車道の開通による高速

交通体系を見据えたハード整備を軸に、賑わいのある中心市街地や商店街の再生、農商工連

携による地元産品の開発や消費流通の拡大、企業誘致や移住者への受け入れ基盤の促進、観

光資源開発や広域的な観光連携の構築など、官民一体となった活性化策を進めるとともに、

保健・医療・福祉の連携により、高齢者・障がい者福祉などの充実を図る必要がございます。

また、住みよい住環境を図るための道路網の整備や公営住宅の整備、上・下水道の整備を

進めるほか、公園整備なども充実させ、恵まれた自然環境の中で、交通の優位的な条件を活

かし、誰もが安心・安全にいつまでも暮らし続けられるまちづくりを目指すことを基本理念

としてございます。

基本理念を実現させるための5項目の柱は次のとおりでございます。

①地域と住民が支え合う生きがいある福祉づくり。
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住民だれもが生涯を通じて、心身ともに健康でいきいきとした生活が送られるよう、地域

住民と行政が協働して福祉のまちづくりを目指す。

②歴史と文化に育まれた未来をひらく人づくり。

子どもの豊かな心とたくましく生きる力を育むため、地域と連携した個性ある学校づくり

を進め、一人ひとりの個性を伸ばすきめ細やかな教育を推進する。

③新幹線を活かした活気ある産業づくり。

地域産業の活性化は、町の発展の礎となることから、環境条件に適応した農・林・水産業

や商・工業等の確実な発展を図り、自然と調和した活力ある産業づくりを目指す。

④安心と安全で快適に暮らせる環境づくり。

ごみの減量化やリサイクル化を進めるとともに、環境に負荷を与えない資源循環型社会の

実現を目指すことや、住みよい住環境確保を図るため、道路網の整備、良好な公営住宅の整

備、上・下水道整備などの環境整備を充実させるとともに、日常生活の安全を確保するため、

災害に強いまちづくりを進め、災害発生時は迅速に対応できる体制整備を目指す。

⑤協働と共有で信頼される行政システムづくり。

将来的なまちづくりの創造と、その実現に向けて、行政と住民が一体となり、協働と情報

の共有に基づく行政システムづくりを目指す。

計画期間につきましては、平成28年4月1日から平成33年3月31日までの5か年間とすること

としてございます。

公共施設等総合管理計画との整合でございますが、現在、公共施設等総合管理計画につい

ては未策定でございますけれども、平成28年度中の策定に向けて検討中でございます。

2の産業の振興でございますが、13ページから21ページまでに、農業、林業、水産業、建

設・工業の現況と問題点を、資料を含めてまとめてございます。

22ページからは、その対策について記載をしてございます。

農業の振興につきましては、基幹作物の水稲に畜産や施設野菜を組み合わせた複合経営を

推進し、安全で高品質の農産物づくりを基本に生産性を高め、農業者の自立と安定経営を目

指し関税撤廃など、厳しくなる農業環境に負けない体力を養うとともに、各産業間の交流連

携を推進し、地域循環型の新しい体制づくりを目指すこととしてございます。

林業の振興につきましては、木材生産機能と公益的機能を重視し、森林整備計画等に基づ

いた適切な森林整備を推進するとともに、森林空間の多目的利用を含めた森林の総合的な利

用を目指すこととしてございます。

水産業の振興につきましては、漁場の整備や資源の計画的な放流を行うことにより、安定

的な水産物の水揚げの実現を目指すとともに、関係団体と連携しながら体験観光を推進し交

流人口の増加を図り、漁業従事者の育成を目指すこととしてございます。

建設・工業の振興につきましては、地域経済や社会情勢が急激な変化を見せる近年、個人

や中小企業が安定的な経営を図るため、融資制度等の施策を継続的に行うとともに、時代に

即した企業の誘致に取り組み、地域の活性化を目指すこととしてございます。

次に商業の振興でございますが、魅力ある商店街や駅前空間を実現するため、商業者やサ

ービス業者等と行政が協働で住民や観光客が過ごしやすい商業・交流空間づくりを促進し、

もう一度訪れたいと思わせるような施策を商業団体等と行政が一体となって目指すこととし

てございます。
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観光の振興でございますが、観光交流センターを拠点とし、木古内町の魅力を広域的に情

報発信することにより、北海道新幹線や高速交通網を活用した観光交流人口の増加を図ると

ともに、地域の基幹産業である農林漁業と連携を深め、体験観光や交流観光を推進すること

としてございます。

25ページは、計画期間における事業計画を掲載してございます。

3の交通通信体系の整備、情報化及び地域間交流の促進でございますが、26ページ・27ペ

ージに、道路、交通、情報化の推進の現況と問題点を、資料を含めてまとめてございます。

その対策でございます。

道路につきましては、高規格幹線道、国道、道道の幹線道路と生活道路の体系的整備を促

進するとともに、誰にも優しく快適な道路空間の形成に努め、住民の利便性向上と地域経済

の活性化に確かな効果がある道路整備を目指すこととしてございます。

交通につきましてですが、北海道新幹線の開業により、観光交流の拠点として渡島・檜山

の魅力を伝えることにより地域経済の活性化を目指すとともに、第三セクター鉄道となる並

行在来線や、路線バス化となりました木古内－江差間の経営の安定化と、高規格幹線道路函

館・江差自動車道の早期開通を目指すこととしてございます。

情報化の推進につきましては、情報化社会に適応した環境を整えるとともに、関係機関と

のネットワークを強化し、スピーディーな防災情報等の収集に努めることとしてございます。

29ページには、計画期間における事業計画を掲載してございます。

4の生活環境の整備でございますが、30ページから32ページに、上・下水道、廃棄物処理、

環境、消防防災体制、公営住宅の現況と問題点をまとめてございます。

その対策でございますが、上・下水道につきましては、安全で良質な水道水の安定供給を

図るため、水資源の確保、水の有効利用や水源の保全に努め、下水道に対する住民理解の向

上を図ることにより接続率の向上や上下水道事業の健全な運営を目指すこととしてございま

す。

廃棄物処理でございますが、地域の個性や魅力を高め、個性的で快適性の高い地域環境づ

くりの推進に向けて、幼少期から環境意識の高揚に努め、分別収集の徹底など、住民一人ひ

とりがそれぞれの役割をはたすことにより、ゴミの減量化と再資源化を図り、資源循環型社

会への転換を目指すこととしてございます。

また、し尿処理体制の充実により自然環境の保全に努めることとしてございます。

環境でございますが、恵まれた海・山・川の自然環境を保全し、地域で快適に暮らすため

の環境整備を進めるとともに、都市化による様々な公害防止対策を充実させ、人に優しく環

境と共生した美しいまちづくりを目指すこととしてございます。

消防防災体制でございますが、木古内町地域防災計画の充実を図り、危機管理・防災体制

のより一層の強化と災害予防対策の充実に努め、複雑多岐にわたる災害や救急救助に対応可

能な自主防災組織の設立を促進するとともに、災害時の情報を効果的に伝達するため、防災

行政無線などの情報通信体制の強化を図り、防火訓練などにより住民の防火意識の向上を啓

発し、消防車両や施設、設備の充実により消防力の強化を図るとともに、関係機関と連携し、

救急・救助体制の充実に努めることとしてございます。

公営住宅でございますが、恵まれた自然に抱かれた、安心で活き活きと暮らせる住まいづ

くりを基本方針とし、高齢であることや障がいの有無などにかかわらず、すべての人が快適
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に生活できるような住環境づくりを推進することとしてございます。

34ページは、計画期間における事業計画を掲載してございます。

5の高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進でございますが、35ページ・36ページに高齢

者社会への対応、地域福祉の推進についての現況と問題点をまとめてございます。

その対策でございますが、高齢化社会への対応につきましては、介護保険事業計画に基づ

き、本人や家族が安心して利用できる介護福祉の実現を目指すこととしてございます。

そのために、認知症についての啓蒙活動、介護予防事業、居宅、福祉施設のサービス事業、

ふれあいのある地域環境整備に努めるとともに、各福祉施設との連携を図りながら、居宅と

施設サービスの併用等のさらなる充実を目指すこととしてございます。

地域福祉の推進につきましては、地域住民が生活の安心と幸せを実現するため、つながり

と思いやりを持ち、ともに支え合い、誰もが地域で安心して暮らすことができる地域社会の

実現を目指します。

子どもたちが心身共に健やかに育つ地域環境と、子育てに夢がもてる家庭環境を目指し、

多様な子育て支援策を推進するとともに、障がいの有無にかかわらず、町民誰もが相互に人

格と個性を尊重し支えあう共生社会を目指すこととしてございます。

37ページには、計画期間における事業計画を掲載してございます。

6の医療の確保でございますが、38ページに地域医療の充実、健康増進と疾病予防の推進

についての現況と問題点をまとめてございます。

その対策でございますが、地域医療の充実につきましては、高齢化率が極めて高いことか

ら、町国保病院を基幹病院として町内の医院や函館市内の中核病院と連携を図り、地域完結

型医療を推進することとしてございます。

また、引き続き地域包括ケアの拠点病院としての機能をはたすこととしてございます。

健康増進と疾病予防の推進につきましては、住民が住み慣れた地域で健康で安心して日常

生活を送ることができるよう、関係機関と連携し、保健・医療・介護・福祉の包括的支援体

制の構築を目指すこととしてございます。

41ページ・42ページは、計画期間における事業計画を掲載してございます。

7の教育の振興でございますが、43ページに学校教育、社会教育、生涯学習についての現

況と問題点をまとめてございます。

その対策でございますが、学校教育につきましては、学校・家庭・地域が緊密に連携し、

自らの夢や希望を実現していこうとする自立の精神を育むとともに、社会で生きていくため

に必要な基礎的・基本的な資質・能力を身につけ、粘り強く、たくましく生きる力を育む教

育を推進いたします。

また、地域の自然・歴史・文化に触れることにより郷土を愛する心を高め、自他の生命を

尊重し、人を思いやる心や公共心・倫理観などの豊かな心を育む教育に努めることとしてご

ざいます。

社会教育につきましては、生涯各期の学習ニーズに対応した様々な学習機会の提供を図る

とともに、町民が地域の一員として自覚を持ち、地域づくりに主体的に参画・協働できる社

会教育活動を推進することとしてございます。

生涯学習につきましては、町民が生涯のいつでも、どこでも自由に学習機会を選択し、心

豊かに学び合い、交流の輪を広げ、新たな生きがいを見つけ出す生涯学習社会の実現を目指
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すこととしてございます。

46ページは、計画期間における事業計画を掲載してございます。

8の地域文化の振興等でございますが、47ページに現況と問題点をまとめてございます。

その対策でございますが、生涯を通じて、心身ともに豊かな生活を送るため、郷土の歴史

や文化・伝統に親しむ学習機会の提供を図るとともに、地域の特性を活かしたスポーツ活動

・健康づくりの推進を図ることとしてございます。

48ページは、計画期間における事業計画を掲載してございます。

9の集落の整備でございますが、49ページに現況と問題点をまとめてございます。

その対策でございますが、豊かな自然環境の保全、良好な生活環境の確保、特性を活かし

た地域産業の発展を図り、風土・文化・歴史と調和した総合的・計画的なまちづくりを推進

するとともに、福祉環境の充実を図り、高齢者をはじめ誰もが安心し、楽しく暮らし続けら

れる住環境づくりを推進することとしてございます。

10のその他地域の自立促進に関し必要な整備でございますが、50ページに現況と問題点を

まとめてございます。

その対策でございますが、地域活性化のリーダー的担い手などの育成を積極的に推進する

ため、各種研修事業等への支援体制を整備することとございます。

51ページは、計画期間における事業計画を掲載してございます。

52ページから55ページはでございますが、過疎地域自立促進特別事業分でございますが、

各施策区分におけるソフト事業を掲載しているものでございます。

説明は以上でございます。よろしくご審議をお願いいたします。

○議長（又地信也君） 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

質疑ございませんか。

4番 竹田 努君。

○4番（竹田 努君） 今回、過疎法の延長によって32年までの5か年延長をされたという、

大変いま説明があったようになかなか頭で整理のできない、かなり勉強して資料を作ったの

だなという部分では、多いに評価をしたいと思います。

我々が一番関心事は、この過疎計画に基づいて事業の計画です。前回の27年と今回の5か

年でどう事業を見直したもの、あるいは今回の5か年で新たに盛り込んだもの等、何か資料

として整理したものというのはないのだろうか。一つずつ事業を突合すればわかるのですけ

れども、たぶんこれ作業をしている中ではそういう比較表というかこれは見直しをする事業、

あるいは年次の貼り付けを前倒しする、あるいは後押しをするだとかそういうものもあろう

と思うのですけれども、そういうものの資料というのはないのか。

それと、その事業計画についての議論の場。それというのは今後、委員会等で議論をする

場があるのかどうなのかという部分について、一つ答弁を願います。

○議長（又地信也君） まちづくり新幹線課長。

○まちづくり新幹線課長（福田伸一君） 今回の過疎計画につきましては、前段申し上げました

とおり、第6次木古内町振興計画が基本となってございます。

また、これまでの平成27年度までの過疎計画、当然ここに登載されている事業の中で、継

続すべき事業は継続してこの中にも登載されているという状況になってございます。

また、現計画と比較して新規に出てきた事業というような資料は、この28年度から32年度
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5か年間の計画ということで、そういった比較表的なものは現在資料としては持ち合わせて

はございません。

○議長（又地信也君） 4番 竹田 努君。

○4番（竹田 努君） これから事業を議論する中で、そういうものというのは作る必要はな

いのだろうか。例えば、何年に何をという計画をしていたものが、例えばいろんな事業絡み

の中でローリングしなければない。場合によっては前倒しという場面もあるだろうし、そう

いう部分でのやはりいままでの27年まで登載している事業であれば、そのまま推移をしてた

ぶんローリングしていると思うのですよね。そういう部分がわかるようなものというのは、

担当としては備え付けはしていないということで。そうすれば我々もそれをもし見つけると

すれば、前回の実施計画と横睨めしなければ見えてこないという。前に何かＡ3くらいの資

料で、1回資料提示があったような気がするけれども、それは違っただろうか。私もその辺

の記憶の部分は定かではないのですけれども、我々とすればそういうものがあればというそ

ういう思いなのですよね。ですから、そういう部分を整理してもらえるのかどうなのかとい

う部分と、今後の委員会等でこの部分の議論はしていかなければないというふうに思ってい

ますので、その頃までにできれば整理できないかなというふうな思いです。

○議長（又地信也君） いまの質問ですけれども、ちょっと質問者にも言いますけれども、

木古内町過疎地域自立促進市町村計画の策定の今回の出されたものといま4番 竹田 努君

が言うように、ローリングだとかどうのこうのという話も出ましたけれども、これはある意

味では一つ切り離した考えをしないとだめでないのかなと。

木古内町過疎地域自立促進、今回の策定に関しては、議会の承認を得るということなので

すね。議会の議決を得なければ、前に進んでいけないという計画なのです。だから、これは

これ。ただ、事業展開をする時点での例えば先送りだとか前に引っ張ってくるだとかという

部分に関しては、これは担当課長のほうからになるのかあるいは町長なのか副町長なのかわ

かりませんけれども、その辺の議会と議論してどうのこうのということになるのかどうかと

いうことをはっきりしてくれませんか。

○議長（又地信也君） 4番 竹田 努君。

○4番（竹田 努君） いま議長が言ったように、この計画の策定についての今回上程ですか

ら、それは何も異論はないのです。

ただ、この計画書の中に年次計画が入っているでしょう。そうしたら当然、見るわけです。

そこをどうなのですかということです。全く別個ということにはならないでしょう。当然、

これこれをこういう計画でやります、そのための裏付けという根拠は年次の中でこういう貼

り付けをしていますというふうにこの計画書の中に盛り込んでいるわけだから。だから、先

ほども言ったように別途協議というかそういう詳しいいろんな情報を得る場が出てくるの

か、それとも我々はできれば比較表みたいなのがあれば大変助かるなということを言ってい

るのですよ。

○議長（又地信也君） 暫時、休憩をいたします。

休憩 午後6時23分

再開 午後6時24分
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○議長（又地信也君） 休憩を解き、会議を再開いたします。

副町長。

○副町長（大野 泰君） このたびの過疎地域自立促進市町村計画につきましては、木古内

町第6次振興計画に基づいた計画の策定となっております。

既に平成26年度から平成35年度までの振興計画というのはできあがっておりますので、そ

の内容をこの過疎自立市町村計画に反映をしております。

なぜそうするかということについては、議員の皆様がご存じのとおり、過疎債の適用を受

けるわけですので、この過疎債の適用を受けるためには登載をしておかなければならない。

登載をするにあたっては、振興計画は既にできあがっておりますので、振興計画の内容をそ

のまま登載をしているという状況でございますので、前回の過疎計画と現在の過疎計画につ

いて、終わった事業と今回入れた事業ということでの対比はできますが、議員がおっしゃら

れるように新規事業が何だとかという話ではなくて、これは振興計画に載っている事業を移

している、この中に反映をしているということでご理解をいただきたいというふうに思いま

す。

○議長（又地信也君） ほかに。

3番 平野武志君。

○3番（平野武志君） 関連質問になるのですけれども、同様の観点から。今回これは、予算

審査委員会に本来であれば付託する案件だったのを別件にするということで、私もその意見

に賛同した1人なので細かい数字については申し述べるつもりもございません。

当然、いま副町長がおっしゃったように過疎債の適用に際し、当然必要な計画だというこ

とも理解しております。

福田課長から説明があった中で、6次振興計画の文章をそのまま記載している部分も丁寧

に説明がありましたので、私も質問はしないかなと思ったのですけれどもあえてさせていた

だきますと、やはり振興計画にもちろん基づいていることはわかります。

振興計画が出た際に、10か年計画・3か年計画ということで数字を載せたと思うのですけ

れども、その際に私は「当然、年次ごとに変わっていくので、改訂版は出されますか」とい

う質問をした際に、「当然、変わってきた順次に改訂版を出していく」という答えをいただ

いたと思うのですけれども、現在のところ27年・28年経過していますが、まだ改訂版は出さ

れておりません。それで、実際のところこの計画書を見てもちょっと担当課と打ち合わせが

行き届いていないのかちょっと確認不足なのか、実際終わっている事業が記載されてあった

り、今年度やらなければないことが決まってある部分が反映されていないという数字が実際

あるのですね。それで今後、この計画書を元に再度振興計画の10か年計画について、いつ正

確な数字として既に変わっている部分も含めて、再度計画書を出していただけるのかそうい

う予定があるのかをお伺いします。

○議長（又地信也君） まちづくり新幹線課長。

○まちづくり新幹線課長（福田伸一君） 今回の参考資料として付けております事業計画、これ

は振興計画からの抜粋ということで、振興計画の実施計画の見直し。これについては、毎年

毎年度行っておりますので、常任委員会等でご説明ということになればご説明をさせていた

だきます。

○議長（又地信也君） 3番 平野武志君。
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○3番（平野武志君） 毎年度変わっているというお話ですけれども、今回の計画が既に実施

されているものが載っていたりしているのはどういう具合なのですか。こういう不適切と言

いますか28年度例えば例を言いますと、スキー場リフトの更新事業が既に昨年度終わってい

るのに、28年度の計画に載っている。スクールバスについても今年度に繰り上がったのにそ

れが反映されていない、等々不正確だと思うのです。これをこの不正確な資料がはたして過

疎債の適用として正式に申請してどうなのかと思いもありますし、実際毎年度計画を変えて

いるのであれば、当然それもここに反映されているべきではないのかなと感じるのですが、

いかがですか。

○議長（又地信也君） 暫時、休憩をいたします。

休憩 午後6時30分

再開 午後6時32分

○議長（又地信也君） 休憩を解き、会議を再開いたします。

副町長。

○副町長（大野 泰君） ただいま第6次振興計画に合致する事業ということで、私のほうで

説明をいたしましたが、内容を精査しますと特に事業計画です。28年度から32年度までの詳

細について、既に終わっている事業等もございますので、そこについてはいまご指摘のとお

り確認をさせていただきましたので、再度精査をさせていただいて差し替え等をしてまいり

たいというふうに思っております。

また、事業の計画の目的等についての内容については変更はございませんので、年次別計

画書等の見直しをかけてまいりたいというふうに思っております。よろしくお願いいたしま

す。

○議長（又地信也君） ほかに。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 質疑がないようですので、質疑を終了いたします。

これより討論を行います。

討論ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。

採決を行います。

お諮りいたします。

議案第26号 木古内町過疎地域自立促進市町村計画の策定については、原案のとおり可決

することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決することに決定をいたし

ました。
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発議案第1号 木古内町議会会議規則の一部を改正する規則制定について

発議案第2号 議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する支給条例の一部を

改正する条例制定について

○議長（又地信也君） 日程第25 発議案第1号 木古内町議会会議規則の一部を改正する規

則制定について、日程第26 発議案第2号 議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する支給

条例の一部を改正する条例制定については、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。

2番 新井田昭男君。

○2番（新井田昭男君） 2番 新井田昭男です。

発議案第1号 平成28年3月4日 木古内町議会 議長 又地信也様。提出者 木古内町議

会議員 新井田昭男、賛成者 木古内町議会議員 竹田 努、賛成者 木古内町議会議員

相澤 巧。

木古内町議会会議規則の一部を改正する規則制定について。

上記の議案を地方自治法第112条の規定により、別紙のとおり提出する。

木古内町議会会議規則の一部を改正する規則。

木古内町議会会議規則（昭和62年規則第1号）の一部を次のように改正する。

第2条に次の1項を加える。

議員が出産のため出席できないときは、産前6週産後8週を基準とし、日数を定めて、あら

かじめ議長に欠席届を提出することができる。

附則といたしまして、この規則は、公布の日から施行する。

この規則改正は、「標準」町村議会会議規則の中で、議会における欠席の届出の取扱いに

関し、出産の場合の欠席の届出について新たに規定されたため、木古内町議会会議規則第2

条の一部を改正するものでございます。

以上、提案理由といたしますので、よろしくご審議をお願いいたします。

続きまして、発議案第2号 平成28年3月4日 木古内町議会 議長 又地信也様。提出者

木古内町議会議員 新井田昭男、賛成者 木古内町議会議員 手塚昌宏、賛成者 木古内

町議会議員 福嶋克彦。

議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する支給条例の一部を改正する条例制定について。

上記の議案を地方自治法第112条の規定により、別紙のとおり提出する。

議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する支給条例の一部を改正する条例。

議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する支給条例（昭和31年条例第20号）の一部を次の

ように改正する。

第2条第5項中「事由が」の次に「出産及び」を加える。

附則としまして、この規則は、公布の日から施行する。

この条例改正は、発議案第1号の木古内町議会会議規則第2条の一部を改正することに伴い、

出産による欠席については、議員報酬を減額せず全額支給とするため、議会議員の議員報酬

及び費用弁償に関する支給条例の第2条の一部を改正するものでございます。

以上、提案理由といたしますので、よろしくご審議をお願いいたします。
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○議長（又地信也君） 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

質疑ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 質疑がないようですので、質疑を終了いたします。

最初に、発議案第1号について討論を行います。

討論ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。

採決を行います。

お諮りいたします。

発議案第1号 木古内町議会会議規則の一部を改正する規則制定については、原案のとお

り可決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決することに決定をいたし

ました。

次に、発議案第2号について討論を行います。

討論ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。

採決を行います。

お諮りいたします。

発議案第2号 議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する支給条例の一部を改正する条例

制定については、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決することに決定をいたし

ました。

予算・関連議案一括議題

議案第24号 佐女川農村公園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例制定について

議案第1号～議案第9号（平成28年度各会計予算）

○議長（又地信也君） 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（吉田廣之君） それでは、朗読いたします。

日程第27 議案第24号 佐女川農村公園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条

例制定について、日程第28 議案第1号 平成28年度木古内町一般会計予算、日程第29 議

案第2号 平成28年度木古内町国民健康保険特別会計予算、日程第30 議案第3号 平成28年
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度木古内町後期高齢者医療特別会計予算、日程第31 議案第4号 平成28年度木古内町国民

健康保険病院事業会計予算、日程第32 議案第5号 平成28年度木古内町水道事業会計予算、

日程第33 議案第6号 平成28年度木古内町介護老人保健施設事業会計予算、日程第34 議

案第7号 平成28年度木古内町介護保険事業特別会計予算、日程第35 議案第8号 平成28年

度木古内町介護サービス事業特別会計予算、日程第36 議案第9号 平成28年度木古内町下

水道事業特別会計予算。以上です。

○議長（又地信也君） 日程第27 議案第24号ほか9件については、平成28年度各会計予算と

関連がありますので一括議題といたします。

お諮りいたします。

ただいま一括議題としました10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28年度木古内町予算等審査特別委員会」を設置するとともに、議

長を除く全議員を委員に選任し、これに付託の上、審査することにいたしたいと思いますが、

ご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 異議ないものと認め、ただいま一括議題としました10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28年度木古内町予算

等審査特別委員会」を設置するとともに、議長を除く全議員を委員に選任し、これに付託の

上、審査することに決定をいたしました。

次に、ただいま設置されました、「平成28年度木古内町予算等審査特別委員会」に対し、

本議会から地方自治法第98条第1項の規定に基づく検査権を付与し委任したいと思いますが、

ご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 異議ないものと認め、「平成28年度木古内町予算等審査特別委員会」

に対し、本議会から地方自治法第98条第1項の規定に基づく検査権を付与し委任することに

決定いたしました。

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します。

暫時、休憩いたします。

休憩 午後6時45分

再開 午後6時51分

○議長（又地信也君） 休憩を解き、会議を再開いたします。

諸般の報告をいたします。

休憩中に、第1回平成28年度木古内町予算等審査特別委員会を開催し、委員長及び副委員

長の互選が行われましたので報告いたします。

平成28年度木古内町予算等審査特別委員会、委員長に3番 平野武志君、副委員長に8番

鈴木慎也君。以上のとおり互選された旨の報告がありました。



- 98 -

休 会 の 宣 告

○議長（又地信也君） お諮りいたします。

ただいま設置されました、平成28年度木古内町予算等審査特別委員会の審査が終了するま

で、本会議を休会といたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 異議ないものと認めます。

よって、平成28年度木古内町予算等審査特別委員会の審査が終了するまで、本会議を休会

とすることに決定いたしました。

どうも、ご苦労様でございました。

（ 午後６時５３分 休会 ）
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地方自治法第123条第2項の規定により署名する。

平成28年 3月 4日

木古内町議会議長 又 地 信 也

署 名 議 員 竹 田 努

署 名 議 員 相 澤 巧
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平成２８年第１回木古内町議会定例会議事日程

第２号 平成２８年３月１１日（金） 午後３時１０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 平成28年度木古内町予算等審査特別委員会報告

４ 発議案 第３号 議会閉会中の所管事務調査について

５ 議会閉会中の正・副議長及び議員の出張・派遣承認について
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（ 午後３時１０分 開会 ）

開 会 ・ 開 議 の 宣 告

○議長（又地信也君） 定刻になりましたので、ただいまから3月4日に引き続き、会議を開

会いたします。

ただいまの出席議員は10名でございます。

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

した。

ただちに本日の会議を開きます。

本日の議事日程及び説明員は、別紙配付のとおりであります。

会 議 録 署 名 議 員 の 指 名

○議長（又地信也君） 日程第1 会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第118条の規定により議長から指名いたします。

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。

6番 手塚昌宏君、7番 福嶋克彦君。以上、2名を指名いたします。

議 長 諸 報 告

○議長（又地信也君） 日程第2 議長諸報告。

議長諸報告につきましては、別紙配付のとおりでありますので、これを省略いたします。

平成28年度木古内町予算等審査特別委員会報告

○議長（又地信也君） 日程第3 平成28年度木古内町予算等審査特別委員会報告。

平成28年3月4日開催の平成28年第1回木古内町議会定例会において設置されました、平成2

8年度木古内町予算等審査特別委員会の報告を求めます。

平成28年度木古内町予算等審査特別委員会委員長 3番 平野武志君。

○3番（平野武志君） 3番 平野武志です。

平成28年3月11日 木古内町議会議長 又地信也様。平成28年度木古内町予算等審査特別

委員会委員長 平野武志。

平成28年度木古内町予算等審査特別委員会報告書。

平成28年第1回木古内町議会定例会において、本委員会に付託された下記案件は、審査の

結果、別記のとおり意見を付して決定したので、会議規則第41条第1項の規定により報告い
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たします。

記 1 会議開催状況。

会議開催状況については、3月4日から3月11日まで5回にわたり開催しており、欠席委員は

おりませんでした。

2.付託案件。

付託案件につきましては、予算関連議案として、議案第24号 佐女川農村公園の設置及び

管理に関する条例の一部を改正する条例制定についてと、議案第1号 平成28年度木古内町

一般会計予算ほか8会計の合わせて10件であり、いずれも原案どおり可決すべきものと決定

しました。

3.審査所見。

平成28年度各会計予算9件並びに予算関連議案1件について、3月7日から11日までの日程で

慎重に審議を行った。

一般会計予算額については歳入歳出それぞれ約44億4,100万円となっており、町長選挙を

控えた骨格予算編成となっている。また、特別会計と公営事業会計を合わせた全会計当初予

算額は、約88億8,581万円であり前年度比7.3％の減となっている。

最重要課題である人口減少対策等の具体的政策予算については、補正予算編成となること

が想定されるため、各種委員会での議論を踏まえた施策に期待する。

まもなく開通する夢の北海道新幹線の関連事業も計画通りに進んでいる。平成28年度は福

祉や子育て、第一次産業、観光推進等様々な事業が枠を超え連携を深めるよう創意工夫をし、

木古内町らしい町づくりを強く要望する。また、引き続き国や道の地方への財政支援策を有

効活用し、当町のかかえる諸課題の解決に向け鋭意努力されたい。

以下、2点について意見を付す。

（1）学童保育等教育環境整備について。

平成28年度予算では学童保育への助成が組み込まれ、平成29年度からは運営形態が公設公

営となる報告がされた。今後の開設場所や運営方針等については、保護者・関係機関・関係

団体等と連携のうえ十分に協議・検討されたい。

また、少子化が進む中、全ての木古内町の子どもたちにより良い教育環境の整備が積極的

に図られることを強く要望する。

（2）公共施設等総合管理計画の作成について。

公共施設等総合管理計画については、公共施設の新設、修繕等はもとより少子高齢化によ

る人口減少等の様々な影響を考慮した計画の作成を要望する。

特に老朽化による耐震構造が懸念される施設やボイラー等の重要な設備については、早い

年度へ組み込み、改築や修繕等を行うことを要望する。以上です。

○議長（又地信也君） 平成28年度木古内町予算等審査特別委員会委員長の報告が終わりま

したが、この特別委員会は議長を除く全議員による委員会でありますので、質疑、討論を省

略することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 異議ないものと認めます。

ただいま、委員長から報告がありましたとおり、平成28年度木古内町予算等審査特別委員

会に付託した案件は、全て原案のとおり可決です。
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お諮りいたします。

平成28年度木古内町予算等審査特別委員会に付託いたしました、議案10件につきましては、

委員長報告のとおり、可決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 異議なしと認め、委員長報告のとおり可決することに決定をいたし

ました。

発議案第3号 議会閉会中の所管事務調査について

○議長（又地信也君） 日程第4 発議案第3号 議会閉会中の所管事務調査についてを議題

といたします。

議会閉会中の所管事務調査について、会議規則第75条の規定により、総務・経済常任委員

会及び議会運営委員会の各委員長より、下記のとおりその所管に属する事務調査の申し出が

ありました。

お諮りいたします。

議会閉会中の所管事務調査について、各委員長から申し出のとおり、これを承認したいと

思いますが、ご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり承認することに決定をいたし

ました。

議会閉会中の正・副議長及び議員の出張・派遣承認について

○議長（又地信也君） 日程第5 議会閉会中の正・副議長及び議員の出張・派遣承認につい

てを議題といたします。

お諮りいたします。

議会閉会中、出張または派遣を要する各種の行事、慶弔、会議、研修、陳情等について、

正・副議長及び議員を出張・派遣させたいと思いますが、ご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 異議なしと認め、承認することに決定いたしました。

なお、現在予定されている出張または派遣につきましては、下記のとおりでありますが、

今後の出張または派遣する議員につきましては、その都度、議長において指名することにい

たしたいと思いますが、ご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 異議なしと認め、承認することに決定をいたしました。
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閉 会 の 宣 告

○議長（又地信也君） 以上をもちまして、今定例会に付議されました案件は全て審議を終

了いたしましたので、会議を閉じます。

これをもちまして、平成28年第1回木古内町議会定例会を閉会いたします。

皆様、どうもご苦労さまでした。

（ 午後３時２１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28年3月11日

木古 内町議会議長 又 地 信 也

署 名 議 員 手 塚 昌 宏

署 名 議 員 福 嶋 克 彦
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