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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3回木古内町議会定例会を開会いたします。

ただいまの出席議員は10名でございます。

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

した。

ただちに本日の会議を開きます。

本日の議事日程及び説明員は、別紙配付のとおりであります。

会 議 録 署 名 議 員 の 指 名

○議長（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。

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28年6月14日に開かれました、平成28年第2回木古内町議会定例会において調査の申し

出がありました、議会運営に関する件についての報告を求めます。

議会運営委員会 委員長 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9月14日 木古内町議会 議長 又地信也様。木古内町議会運営委員会委員長

新井田昭男。

議会運営委員会報告書。

平成28年第3回木古内町議会定例会開催にあたり、本委員会に付託された議会運営に関す

る件について、会議規則第41条第1項の規定により報告いたします。

記 1. 会議開催状況。

会議開催状況につきましては、9月9日に開催し、欠席委員はおりませんでした。

2.平成28年第3回木古内町議会定例会における議会運営について。

(1)今定例会の会期については、9月14日から23日までの10日間としたい。

14日は本会議を開催し、行政報告、一般質問、補正予算等の議案審議、平成27年度各会計

決算認定の上程を行う。

9月15日、17日、18日、19日、22日は休会日とする。（実質5日間）

(2)議事日程については、別紙配付のとおりである。

議事日程番号11から15、議事日程番号25から33までは一括議題とする。
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なお、重要な案件については議会運営委員会を開催することとし、議事日程の追加や変更

は議長に一任する。

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

案3件である。

(4)一般質問者は5名であり、通告順により質問者ごとに行うこととする。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、報告を終了いたします。

会 期 の 決 定

○議長（又地信也君） 日程第3 会期の決定を議題といたします。

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

から9月23日までの10日間といたしたいと存じますが、これにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 異議ないものと認めます。

よって、本定例会の会期につきましては、本日から9月23日までの10日間と決定をいたし

ました。

議 長 諸 報 告

○議長（又地信也君） 日程第4 議長諸報告。

議長諸報告につきましては、別紙配付のとおりであります。

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28年6月14日に開かれました、平成28年第2回木古内町議会定例会において調査の申し

出がありました、総務・経済常任委員会所管事務調査についての報告を求めます。

総務・経済常任委員会 委員長 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9月14日 木古内町議会議長 又地信也様。木古内町議会総務・経済常任委員会

委員長 平野武志。

総務・経済常任委員会所管事務調査報告書。

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

いたします。
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記 1.の会議開催状況につきましては、下記記載のとおりです。

2.所管事務調査項目。

（1）の町民課から（5）の病院事業まで、内容についても記載のとおりでございます。

3.調査報告については、読み上げます。

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）放課後児童健全育成事業（学童保育）について。

7月4日に委員会を開催し、現地調査を含め協議を行った結果、当委員会として7項目の要

点を付し「小学校を学童保育として有効活用をするべき」という意見にまとまりました。

その後、7月11日に教育委員会を含む関係部局で再協議を行い、7月21日開催の委員会で「現

在の木古内小学校コンピューター室を改修し開設する」との報告を受けました。

開設場所について、新設で取り組む方針から小学校との諸課題を調整する中で、方針変更

を行ったことは当委員会の意見と合致したところでございます。

行政・教育現場・当委員会として子ども達の安心・安全と健やかかつ質の高い教育環境を

整えたい思いは一致するところでございます。

今後、放課後児童健全育成事業の改修工事については、上記の方針を踏まえ、他自治体の

参考例を活かしながら関係部局との十分な協議を行い、調整をお願いしたいところです。

（2）観光事業（観光交流センター・広域）の現況についてでございます。

観光交流センターの現況として、6月末現在の利用者数は27万人を超え、運営状況につい

ても順調であり夏場の繁忙期に向けて、営業時間の延長やレジの増設にも取り組んでいると

の報告を受けました。なお、9月4日現在の利用者数は、40万8,000人まで伸びております。

観光交流センターは、我が町にとって北海道新幹線の開業効果を実感できる象徴的な施設

であり、予想を遥かに超える利用者数で活気に満ち溢れております。これもオープン前から

準備を進めてきた担当課、指定管理団体の木古内公益振興社、また関係する商工業者や1次

産業事業者の協力と努力の賜であり、町民各位も喜んでおります。

さらに、開業効果を継続し、交流人口の増加やリピーター確保のため、利用者の休憩スペ

ースの増設や各種イベントの企画、旅行業者との連携によるツアー客の受け入れ等に取り組

んでいるとの報告も受けました。

今後も観光交流センターを中心に、木古内町全体が活性化していけるよう努力をお願いし

たい。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、報告を終了いたします。

行 政 報 告

○議長（又地信也君） 日程第6 行政報告。
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町長諸報告並びに教育長諸報告につきましては、別紙配付のとおりであります。

なお、町長から行政報告の申し出がありますので、これを許します。

町長。

○町長（大森伊佐緒君） 皆様、おはようございます。

平成28年第3回定例会の開催に、何かとご多忙のところご出席を賜り、心から厚く御礼を

申し上げます。

行政報告が1件ございますので、ご報告を申し上げます。

平成28年台風第10号通過による被害についてでございます。

8月30日夕方から夜にかけて、強い勢力を保った平成28年台風第10号が、道南に接近・通

過いたしました。

事前の予報から、夕方以降天候の悪化が予想されましたので、当日午前9時30分に平成28

年台風第10号木古内町災害対策本部を立ち上げたところでございます。

事前の準備といたしまして、避難所の開設準備のほか、止水対策として土のう袋の作成を

消防署員の協力を得て行っております。

17時30分に、自主避難者用の避難所を7箇所開設し、18時過ぎから自主避難者が訪れ、22

時の時点で男性7名、女性18名の計25名が、最大の避難者数でありました。

被害の状況につきましては、主に暴風に伴う家屋・車庫・物置の屋根やシャッターの損壊

の報告が多数寄せられております。

また、農業被害では、ビニールハウスの損壊40棟など、被害額は約2,065万円で、漁業被

害では、船捲倉庫などの被害額が、約110万円となっております。

このほかに、町内全域で1,000本以上の倒木がありましたが、人的被害はございませんで

した。

被害の詳細につきましては、現段階での状況は添付の被害状況報告中間のとおりですが、

現在も継続して調査を進めております。

なお、当日の出動人員につきましては、消防署員22名、消防団員42名、町職員は、職員・

特別職を合わせて68名でございます。

また、災害時協力体制の協定を結んでおります木古内町建設業協会、さらに木古内建築協

会の皆様方のご協力をいただいております。

以上で、行政報告を終わります。

○議長（又地信也君） 以上をもちまして、行政報告を終了いたします。

一 般 質 問

○議長（又地信也君） 日程第7 一般質問。

これより一般質問を行います。

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

はじめに、2番 新井田昭男君。

○2番（新井田昭男君） 平成28年第3回木古内町議会定例会開催にあたり、一般質問をさせ

ていただきます。
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質問は一問でございます。

防災体制と被災者へのフォローについて。

この度の台風10号は、東北、北海道各地に多大な被害を及ぼし、尊い命が奪われました。

当町では、台風の道南接近・通過に伴う中で、人的被害がなく安堵をしているところであ

ります。当町の被害状況も行政報告の中に記載されていますが、被害に遭われました農・林

・水産業、並びに住民の皆様には、改めましてお見舞いを申し上げます。

さて、この度の台風10号の接近・通過に関わる行政の防災対策に関し、防災無線を活用し

た早々の避難所の開設等の案内や事前の止水対策など適切な災害予知活動を行ったと感じて

おります。

8月30日午前9時30分に「平成28年台風10号木古内町災害対策本部」を立ち上げ、午後9時

頃に各消防団員も招集がかかり、第3分団員として出動した団員7名の一員として、当地区の

暴風による一般住宅の窓の破損・屋根の損壊に対し応急措置に従事しました。そこで、暴風

作業の中で不備な点や安全面等に対する下記内容について町長の見解を伺います。

（1）窓・屋根損壊での処置の中で、適切な木材等の資材がないのが現状でございます。

考えられる角材を含む木材・コンパネ・ロープ・インパクトドライバー・手ノコ・ブルーシ

ート等の適切な各地区分遣所の配置の予定はありますか。

（2）暴風雨での損壊に対する対応の中で、人的二次災害を防ぐためのマニュアルを作成

していますか。

（3）避難所の開設で、避難をされた住民の皆様に対する物資的（防災グッズ）対応及び

被災者（事業所も含む）への行政対応はどのように考えているのか。以上の見解をお伺いし

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） 2番、新井田昭男議員のお尋ねにお答えをいたします。

はじめに、新井田議員におかれましては、この度の台風10号において、消防団員としての

お立場で、強烈な暴風雨の中で防災活動に当たられ、被害を最小限に防ぐ多大なご貢献をさ

れました。心から謹んで、感謝とお礼を申し上げます。

それでは、お尋ねにお答えをいたします。

まず、この度の台風10号においては、短時間に多くの建物に対応しなければなりませんで

した。

このため、応急措置に使用する資材に不足が生じたことや、保管場所が消防署に集中して

おりましたので、資材が現地に行き渡るのに時間を要するなど、幾つかの課題が残る結果と

なりました。

これらの反省を踏まえ、早急に資材の種類や必要数、また、適正な保管場所などにつきま

して、消防署・消防団との協議を行うこととしたところでございます。

次に、木古内消防団の活動マニュアルには、木古内消防団震災活動要領が明記されており

ますが、暴風雨等に関する活動マニュアルはございません。

また、木古内消防署の消防計画では、風水害計画が記載されておりますが、内容は職員・

団員の出動体制などの計画で、活動マニュアルではございません。

災害対応に当たられます方々の二次災害を防止することは、極めて重要でありますので、

消防署との協議を進め、早急にマニュアルを策定し、安全対策を確立してまいります。
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この度の台風10号では、避難所において、アルファ米による五目ごはんと、飲料水、さら

に毛布の支給を行っております。

避難所を利用する規模にもよりますが、早めの準備による的確な対応に心がけてまいりま

す。

また、被災者の対応につきましては、木古内町り災者救護条例、また災害弔慰金の支給等

に関する条例、さらに税の減免規定がございますので、これらの条例等に基づき、対応をし

てまいります。

さらに、民間の損害保険に加入しているかたが、保険金を請求する時に必要とする、町が

発行するり災証明書の提出を求められることがありますので、り災証明書の申請に対し、速

やかに現地を確認し、発行できるよう努めてまいります。以上でございます。

○議長（又地信也君） 2番 新井田昭男君。

○2番（新井田昭男君） ただいまの町長の答弁に関しては、本当にありがたく思っていると

ころでございます。

ご案内のように、きのうの新聞もこういう形で道新で全道の被害状況が報道されましたけ

れども、いかにこの台風10号が大きな被害をもたらしたかそういうことがもう明解にわかっ

たと思いますけれども、私も今回の活動の中で先ほど町長が一問目の答弁の中で、署の管理

の中に集中していたというお話をいただきましたけれども、これに関してはやはり前にも何

年前でしょうか。私も団員として1回出た、私も現職で従事したところなのですけれども、

その時も大変風が強くて倒木、いわゆる町並みの木も倒れた経緯もあったのですけれども、

その時も非常に風が強くて、目の前の一般住宅の屋根が結構ふわふわ浮いた記憶があるので

す。その時もやはり資材関係というのは、もう全部現地にお任せなのですよ。だから、今回

も改めて思ったのですけれども、特に窓の崩壊何てのはやはり風が強いと一気に被害が大き

くなるという形になるものですから、適切な木材がないとブルーシートだけじゃ当然対応が

しきれないのですね。やはりそれに合う板だとか角材とかないと、何も手を加えて見ている

しかないわけですよ。こんな状況がありましたものですから、これはおそらく各分遣所には

そんな状況にはなっていないと。これは、予算組とかいろんなその部分に関しては、広域議

員の中で議会の中で揉まなければならない部分もあるでしょうけれども、これはいま言った

ように早急にまだまだ10月にかけて台風シーズンでございますので、いろんな想定外のこと

が起きられるということも踏まえながら、早急に対応していただきたいと。

二つ目の二次的災害を防ぐマニュアルということも、やはり出動すると団員というのはご

承知のとおり、やはり何とかしなければならないという思いがものすごく強いのですね。そ

ういう中で、やはり暴風でも屋根に登ったり非常な危険な行為が当然伴うわけです。ただ、

やはり感じたのはたまたま7人の私どもの団員が出た中で、若手の団員さんもいたものです

から、そういうかたには大変救われた。あるいは、手当てを早急にやれたというような状況

はあったのですけれども、こういう状況の中、やはり二次災害というのは大変重要なことで

ありますし、思いだけでいけいけどんどんでというのは非常にやはり考えるべきことがある

わけですよ。だから、そういう少なくても私が思ったのは、やはり署員が1人付いてもらう

のだと。そして、適切なアドバイスをしていただくと。これも一つの手だと思うのです。だ

から、こういうことも踏まえて協議をしていただいて、やはり団員だけですと当然そういう

思いが強いということですから、待ったがきかないというかとにかくやらなければだめだと
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いうような思いがあるので、その中で署員がきちんとそういうマニュアルに沿った中での適

切なアドバイスをしていただくと。これが非常に大事じゃないかと思うのです。

そういうことで今後、台風10号の中で非常にそういう部分を痛切に感じたものですから、

とにかく。たまさか資材に関しては、私は思い付きで羅列したことなので、これは協議の中

でまた必要な部分はあると思うのです。だから、そういう部分はプロの目できちんと見定め

ていただいて、適切な配置をお願いしたい。

そういうことで町長からは、大変前向きな検討をいただいたので、大変ありがたく思って

います。

また、3番目の避難所の開設でのいまの住民の皆さんに対する資材物資も含めて、ご説明

をいただきました。私もちょっと聞きとりはしていなかったのですけれども、一つは当然こ

こで署員が避難解除になるまでの間、署員の皆さんがおそらく付いたと思うのですけれども、

これは1点お聞きしたい。

それと、被害の確認の中で今回、私も実は地元のお寺とか神社の倒木がありまして、招集

がかかりましてその対策で行ったのですけれども、その時にいち早く職員の皆さんが車で住

宅の被害とか確認にあたられていましたので、非常にそういう部分では迅速な対応をされて

いるなという思いはありました。

ただ1点、それから一週間ほど経ちまして、ある事業所から「議員さん、行政のほうから

も何もどうだったというようなことが全然連絡がないのだよ」と、「なぜなのだろう」とい

うようなお話をいただいた経緯があるのです。だから、まず住民の被害状況という形の中で、

巡回をされたとは思うのですけれども、やはりある程度基幹産業である部分の事業所に関し

ては、早々な電話一本なりそういう部分の対応というのは必要でないかと思うのです。そう

いう部分が1点あったものですから、この辺はおそらくそのあと確認はされたとは聞いてい

ますけれども、やはりそういう状況に遭った時は、少しでも早く確認をするなりそういう部

分をやはりしていかないとなかなか、ひんしゅくと言ったらちょっと言葉は悪いですけれど

も、そういう話が出るということは行政としても仕方がないと思いますので、この辺の対応

を構築していただければなとそんなふうに思っています。

また、いま被害に遭われたかたの状況、減税だとかいろんな優遇態勢の中で、あるという

ことは確認をしましたので、これについては非常に安堵しているところです。

いずれにしても、そういう要望があった住民なり、あるいは事業所に関しては、適切な処

置をお願いできればなと思っております。

3の避難所の部分で、職員さんが最後まで付いていたのかどうか、その辺1点お聞きしたい

と思います。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君） お尋ねは、当日避難されていたかたに対して職員の対応というこ

とだと思いますが、お泊まりになったのが二つの避難所でございましたので、それぞれ2名

ずつを配備し、朝皆様方が起床されてお家に戻るまで対応をさせていただいたところでござ

います。

また、被害調査でございますが、被害が遭ったあとに全ての住民に対しての被害調査は進

めておりましたが、新井田議員のほうにお話があったところがどこかということはわかりま

せんが、そういったことがあったとすれば順番的に遅かったのかもしれませんし、そのあと
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での調査が行われたかもしれませんが、皆様方にしっかりと対応できなかったことについて

は深く反省をし、しっかりとした被害調査を今後とも継続してまいりたいと考えております。

○議長（又地信也君） 2番 新井田昭男君。

○2番（新井田昭男君） わかりました。やはり今回、避難するということが皆さん慣れてい

ない部分も当然ありますし、はじめてじゃないかと思うのです。私、こういう防災での避難

というのは。当然、我が地区泉沢もたまたま停電に遭いまして、おそらく1名もちょっとな

かったと思うのですけれども、当然避難をすることが慣れていないこともありますよね。そ

ういう中で、やはりそのケアというかそういう部分が非常に大事だというような認識をして

おったものですから、いま町長からの答弁では2人ずつ付いて、いろんな手当てをさせたと

いうことで、非常にそういう部分に関しては、対応もすごく良い感じであっというふうに認

識しました。

いずれにしても、たまさか報道の中で北海道の今後50年の雨量のシミュレーションの番組

があったのです。その時に3パターンぐらいあったのですけれども、その1パターンではいま

の九州地方に匹敵するぐらいの雨量の降る可能性があると。そういう部分の中でいくと、今

回の防災に関する部分をきちんと見定めながら、やはり先ほど言ったように想定外はあり得

るのだということをきちんと頭の中に置きながら、この木古内地区を少なくとも人定期被害

を今後出さないという思いで、防災に携わっていただければとそんなふうに思っていますの

で、今後ともよろしくお願いします。以上で、質問を終わります。

○議長（又地信也君） 一般質問を続けます。

次に、5番 相澤 巧君。

○5番（相澤 巧君） 5番 相澤 巧です。

木古内町乳幼児等の医療費助成に関する条例の適用拡大について、一般質問をさせていた

だきます。

表題の条例については、乳幼児から中学生が対象となっております。

私は、もう一歩進めて高校卒業までの医療費の助成を実施すべきと考えております。

いまの若い世帯の収入の伸びがあまりない中で、実際に小学生、中学生よりも体が大きく

なる高校生のほうが生活費が多くかかってきます。

「安心して生み育てられる社会を目指す」と町長の所信表明にもありますが、このような

世帯を支援することは、町政にとって決してマイナスになることはないと考えております。

町長の考え方をお伺いいたします。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君） 5番、相澤 巧議員のお尋ねにお答えをいたします。

当町では、平成24年8月より乳幼児等医療費の助成対象を中学生までに引き上げ、入院・

外来ともに一部負担金の全額助成を行っております。

このほかに、ひとり親家庭等医療費の無料化や保育料の独自軽減、学校給食費の全額助成、

さらには指定高校への通学支援など、子どもを安心して産み育てられる子育て支援を実施し

ているところでございます。

お尋ねの高校卒業までの医療費助成の実施につきましては、庁舎内の人口減少対策検討会

議の中でも議論をされており、実現すべき課題であると認識をしております。

一方、町では限られた財源の中で優先順位を決め、子育て支援の充実に努めており、次年
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度から新たに町営での学童保育施設の開設を進めておりますので、当面はそちらを優先し、

現状の中学生までの助成を継続してまいりたいと考えております。

○議長（又地信也君） 5番 相澤 巧君。

○5番（相澤 巧君） ほかにもいろいろ助成しているということで、優先順位があとだとい

うようなことのようです。しかし、高校生の時期が一番成長期にあたります。病気、怪我の

時に我慢をすることなく、早期に治療を受け、重篤な状態になる前に早く治すことが丈夫に

育つことになるものと考えております。丈夫に元気に成長するということは、将来の医療費

の抑制にもつながってくるものじゃないかなと考えておるところです。

全国的にはまだ2015年の4月現在で、16.5％ほどの実施に留まっておりますが、他町村に

先駆けてぜひ進めていただきたい施策と考えております。

町長、もう一度ご意見を伺います。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君） 相澤議員がお尋ねのとおり、極めて重要な施策だと考えておりま

す。

その一方で、財源の問題がございますので、一つひとつ確実に進めるという観点から、現

在は新年度に予定しております学童保育に資金を投入していくということになりますので、

順位としてはそれ以降になりますことをご理解いただきたいと思います。

○議長（又地信也君） 5番 相澤 巧君。

○5番（相澤 巧君） 児童福祉法では、18歳未満を児童としてその第2条で、「国及び地方公

共団体は児童の保護者とともに、児童心身ともに健やかに育成する責任を負う」と規定して

います。本来18歳までの医療費は、国の責任で無料化すべきものと考えるところでございま

すが、国でそこまで至っておりません。国でやらないのであれば、我が町でやるというよう

な気概を持っていただきたい。少子高齢化の時代、高校卒業までの医療費無料化はやらなけ

ればならないものと思っております。

もう一度、町長のご意見をお伺いしまして、私の一般質問を終わらせていただきます。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君） 確かに国の責任において実施するということが原則になっている

わけでございますが、国ができないものが町がやるというのは、それぞれ案件によって違う

かと思います。

本件につきましては、極めて重要なことは理解はしつつも、優先的に学童保育をまずスタ

ートさせるというところからはじめてまいりますので、ご理解をいただきたいと思います。

○議長（又地信也君） 次に、4番 竹田 努君。

○4番（竹田 努君） 4番 竹田 努です。

今回の台風関連で、3名の同僚議員から関連の質問が出ておりますし、それぞれ重複、関

連する部分もございますので、自分の考えている部分で町長の考え方をお伺いしたいとこの

ように思っております。

町の台風対策、特に大雨の場合の対策について、お伺いをしたいとこのように思っており

ます。

当町は、比較的災害の少ない町、そのことを移住定住の政策に適していると。こういう考

えで我々も思っていたところであります。今回のトリプル台風と言いますか台風によって道
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内の各地では、大きなこの被害状況からも冒頭に申し上げたように、木古内町は災害のない

町、適地だというこの考えを改めてまた見直さなければならないものと思っているところで

あります。

8月に入って、道内に上陸、接近した台風が5号から6回、過去にはなかった数ではないか

と思っております。道内各地の記録的な大雨によって、土砂災害、河川の氾濫による大きな

被害が発生。人災も伴う大災害になっております。

当町は、台風10号による強風、高波等によっての一次産業をはじめ家屋等の損壊・被害が

出ておりますが、雨量が少なかったのでそのことが幸いしたのではないかと思うところであ

ります。

道内各地の大雨状況からも50年に一度、過去には例がない大雨が発生している。このこと

を踏まえて、特に木古内町は海に面した地形からの高波による越波対策、大雨に対するこの

ことの事前策が必要だと考えております。このことについて、町長の考えをお伺いしたいと

思います。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をいたします。

この度の台風10号による当町の被害状況につきましては、行政報告をさせていただいたと

おり、町内での大きな被害はございませんでしたが、国内における近年の災害発生状況を見

ますと、日本中どこでも大災害が発生することを、改めて認識をしたところでございます。

したがいまして、これまで以上に、住民の防災意識を高めることに努めることや、しっか

りとした防災体制の構築が重要であります。

大雨に対する事前の準備では、当町を流れる木古内川・佐女川につきましては、50年に一

度の大雨にも耐える河川として整備をしておりますが、それに安心することなく、早めの避

難態勢の充実や、排水路がその機能をはたせるよう、落ち葉やゴミなどの清掃・見回りを強

化してまいりたいと考えております。

また、高波による越波対策では、海岸からの景観などに配慮をしつつ、人工リーフの早期

整備に対して、北海道に引き続き要望をしてまいりたいと考えております。以上です。

○議長（又地信也君） 4番 竹田 努君。

○4番（竹田 努君） 木古内川・佐女川河川については、50年に一度の大雨にも耐えられる

と。それはそれでいいのです。これは、町が管理している部分、あるいは北海道が管理する

道河川の管理の管轄が違いますからそれはそれでいいのですけれども。ただ、木古内川・佐

女川河川についても中州の流木。例えば、木古内の大橋から見ると鉄筋までの間の流木、そ

のことに町民のかたも大雨が来たらそのことによって通常中州の流木、立木がなければすん

なり川の流れも済むことなのですけれども、その流木によって護岸が決壊するだとかそうい

う心配をしているのです。特に病院周辺の朝日団地の辺り、あの辺は町長も知っているとお

り、埋立地なのですよね。旧木古内川の河川がそこに通っていたところを河川改修で築堤を

築いて埋め立てして、住宅・病院だとかが建っている。やはりそのことを北海道に対して、

木古内町とすれば50年に一度の大雨でも耐えられる河川と言うけれども、住民がなかなか理

解してくれないのですよね。やはり特に木古内川もそうですし、木古内川から見れば小さな

河川、佐女川についてもみそぎ橋から上流のほうの流木。それと、ヨシというか草もものす

ごく伸びて、そのことが今回の大雨でもかなり氾濫はしなかったのですけれども、すごい川
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の状況を見ればあちこちがやはり掘れてるという状況があるのです。このことを道管理の河

川であれば北海道に対して強力にやはり要望を言ったり、単なる口頭だけではなく裏付け。

例えば、写真だとか災害地の水の出ている時の状況だとかも現地の確認をした上で、こうだ

からぜひやはり改善してもらわないとだめだと。こういうふうに訴えるべきだろうというふ

うに思うのですよね。ただ、木古内川はまだいま現在河川改修の途中と言いますかなかなか

町民にも木古内川の河川改修をどうするという部分が見えないのですよね。毎年やっている

のかどうかはわからないのですけれども、ことし何か見ればあまり工事が入っていないよう

な気がするのですけれども、いつまでの期間で何年にはここの築堤の整備をするだとか。そ

れと、川底の佐女川何か特になのですが、川底が浅くなっているのですよね。川の氾濫を防

止するための浚渫の要望もぜひやはり北海道のほうには投げかけていただきたいというふう

に思うのですよね。やはり、中州が町民目線に一番見えるところなのですよね。町長は「50

年に一度の大雨でも大丈夫だ」と言いますし、それと20年にあれした木古内町の洪水ハザー

ドマップ。この中でも縷々、危険氾濫水位だとかこの水位を確認する場所が鉄橋の上のとこ

ろにありますよね。そこを超えなければ大丈夫だと。それについてもこの計画を立ててから

も10年余り経っているわけですから、その辺も含めて見直しをする必要がないのか。それと、

10年前に配布した洪水に対するハザードマップ、すごくやはり町民が見れば「木古内町はこ

ういう取り組みをしているな」というのがわかりますし、ここにも書いているように「災害

はいつ発生するかわかりません。あなたの備えは大丈夫ですか。」とこういう呼びかけまで

している。木古内町はこういうこともしていますよと。場合によっては再度、そのことに対

する大雨に対する洪水ハザードマップのミニ版と言いますかそういうものをプリントして住

民に配布するだとかそういうことも必要ではないかというふうに感じます。

それともう一つ、大雨で先ほど同僚議員も質問をしていた倒木の関係もそういう被害も発

生しております。大雨が降りますと山林も木の地滑り等を合わせた木の倒木、そのことの流

木。流れるほうの木が河川に行って、そのことが中州の流木とリンクして例えば橋だとかと

木古内町唯一の鉄橋がありますから、あの鉄橋だってどうなのだろうという。その木によっ

て場合によっては防災ダムのチェック、そして木古内町はそんな大雨がないですから、ただ

河川の大きいところは川の中に流木防止の鉄の流木がそこで止まるようなそういうしている

河川もあるのですけれども、そこまで至らなくてもやはり中州の問題が大雨で一番心配され

るところだと思いますので、その辺について町長が今後、道に対しての行動を含めて、町長

の考えを確認したいと思います。

それと、高波越波の関係ですけれども町長、例えば各地域からは消波ブロックを嵩上げし

てくれ、あるいはないところに消波ブロックをと要望も町政懇談会等でもよく出ております

し、その部分と本町地区の駅下の海岸にある離岸堤が入っていますよね。これについてもい

ま一度、ちょっとした台風でなくても低気圧によって風が伴いますとあそこも越波がすごい

のですよね。たまたまもう通行止めにしてもいいのかなと思うような状況もこれあり、今回

は通行止めになりましたけれども、それはもう少し改善策がないのかなというふうに。我々

は素人ですからやはり専門家の意見を聞いて、いまの離岸堤の感覚・高さ、あれが低いがた

めに寒中みそぎ等の影響を与えないということで、離岸堤を海面に出していないということ

だったのですけれども、これは災害のことも考えるとそういうことも言っていられないとい

うふうに思うのですよね。だからそういうものも含めて、やはり北海道あるいは国に対して
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その辺の要望手立てをすべきだろうというふうに考えるものですからその辺町長、どういう

ふうに考えるか答弁をお願いします。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君） お尋ねは、大雨とそしてまた高波という2点に分けられるかと思い

ますが、この度の台風10号。報道を見ておりますと、南富良野町で空知川が決壊したことに

よって、非常に大きな水害が発生したと。あれを見ていましたら、木古内町の木古内川が氾

濫したら同じような状況が起こるのではないかということを感じ取ったところでございま

す。議員のお尋ねにもありましたように、本当に海面より低いと言ってもいい状況になって

おりますし、埋め立てをして今日に至っているということでございますので、そのようなこ

とを感じたところでございまして、当町もしっかりとした対応をしなければならないと改め

て感じたところでございます。

この木古内川でございますが、平成5年から木古内川の改修工事というのが行われており

ます。最終年限については、いま承知をしておりませんが、順次上流のほうへ整備が進んで

おりまして、もう既に20年以上経過しているところでございます。道道にかかる橋の付近に

おいては、ご質問にありましたように、中州の土砂が堆積しておりまして、非常に住民の皆

さんも心配する声が多いわけでございますが、ここにつきましては改修工事の継続と合わせ

まして、この土砂撤去についてしっかりとした要望をこれからも行っていかなければならな

いというふうに思っております。これまでも随分、要望はしてまいりましたが、この度の台

風10号を受けまして、さらに根拠となるものもございますので、要望を強めたいと思ってお

ります。

また、「50年に一度の大雨でも大丈夫だ、木古内川」とこれは私が言った言葉ではありま

せん。これは、北海道が建設当時に住民説明会で話した内容でございますので、その点お間

違えのないように。

また、ハザードマップでございますが、これはこうしたいつでも大雨あるいは台風が来る

ような時代になってまいりましたので、再度見直しをし、またなくしているかたもいらっし

ゃるかもしれません。こういった対応は、これから検討をしてまいりたいと思っております。

次に、高波でございますが、当初をご承知のように海に面した地域性がありますので、越

波被害というのはおきやすい状況にございます。この対策としまして、まずハード面におい

ては、越波防止の効果のあるみそぎ浜の前にあるような人工リーフです。これを引き続き、

今回は三基目の事業着手ということになりますが、従前から要望を続けております。再度、

要望をしてまいりたいと思います。

因みに、平成7年度からスタートした事業でございまして、平成18年度にかけて沖合100ｍ

地点に人工リーフを二基、いままで整備をしておりましたので、引き続き三基目の要望をす

るということにしております。

なかなか漁業者との時期の問題もありますので、進捗状況等がどうしても遅くなるわけで

ございますが、そういう中でも早期に事業に着手していただくよう要望していくところでご

ざいます。

ソフト面におきましては、今回の台風10号において道路管理者であります函館開発建設部

が早くに国道228号バイパスを通行止めにするなど、機敏な対応をしていただきました。こ

のため、越波による大きな被害というのは防止されたわけでございまして、町としましても
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随時関係機関と連携を図りながら、情報の共有を図っていく。そして、大きな被害を未然に

防ぐよう努力してまいりたいと思っております。

なお現在、本町地区の海岸においてウニ・アワビなどの造成が行われておりますが、この

水産基盤を行うことによりまして、福利的な効果として越波の要望が図られるということも

ございますので、この事業につきましても引き続き整備を続けていきたいと考えております。

○議長（又地信也君） 4番 竹田 努君。

○4番（竹田 努君） いまの町長の答弁で、わかりました。町長が50年に一度の大雨でも大

丈夫だと思っているのかなというふうに最初の答弁を聞いて、その程度の認識しかなかった

のかなと一瞬思ったのです。だけれども中富良野、向こうのやはり河川の氾濫と木古内町も

そういう大雨になれば、同様の考えを持っていると。そのために北海道に対して強く要望を

するのだと。それで要望は町長だけでいいのか、議会と一緒になってやはり強く行動をする

だとか、そういうこともこれからいろんなテクニックを使ってやっていかなければないのか

なと。

離岸堤の関係は、人工リーフを三基目の着手するのだというこれはまだ時期は明示になっ

ていないのですけれども、その時点で離岸堤の高さを含めて、十分木古内町のこの越波の関

係はこういう状況だということを訴えて、やはり改善策をしていただきたいというふうに思

います。

それともう一つは、当然町長が台風後のチェックで歩いている中で、大平の海岸護岸。犬

猫病院の辺りから札苅に向けて、海岸護岸がないのですよね。そのことによる越波と土砂と

言いますかそれが道路まで上がってくる。あの時、車が通れば雨でなく砂と波が被るという

そういう状況も含めて、この道なり国に対する要望の時に、ここもやはり強く訴えていかな

ければない事項かなというふうに思っております。町長の今後、北海道に対しての行動の一

端を確認しましたので、私の台風についての一般質問を終えたいと思います。このあと、台

風は次の同僚議員にバトンタッチをしたいと思います。

それでは、もう1点は平成35年度以降の町の財政の見通しについて、町長の考えを伺いた

いと思います。

先の総務・経済常任委員会で、平成28年7月修正の木古内町の財政収支計画が示されまし

た。この中で、平成19年度から財政健全化の取り組みをしたそのことの成果と言いますか、

その効果が平成27年度推計決算でありますけれども、そこに大きな黒字、基金の残高も19億

円余りとなり、財政の健全化効果と思っております。

特に、少子高齢化が著しい我が町にとって、上記の残高を維持できればと願うところでも

あります。

今回の収支計画で7年後、平成35年度推計決算での基金の残高が3億7,000万円まで減少、

このままでは安心して木古内町が維持存続できるのか、数字を見るからにはとても心細い心

境にならざるを得ないのではないでしょうか。

今日まで、財政担当からは毎年収支計画の修正をし、歳入の主たる地方交付税についても

厳しい査定の中で収支のバランスを保ってきましたけれども、この35年度以降の財政の見通

しについて、町長の考えをお伺いしたいとこのように思います。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君） 財政の課題でございますが、はじめに木古内町財政収支計画につ
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きましては、平成26年度作成の第6次木古内町振興計画に搭載した事業を実施した場合にお

ける、平成35年度末の町財政への影響額を算出しております。一遍に平成35年度が訪れるわ

けではなく、これから7年かけて35年度に向かっていく。そしていま、全ての事業をやった

場合にこういう数字になるということでございますので、ご理解いただきたいと思います。

本計画では、毎年度の決算実績を反映させるとともに、その時々で国や北海道が打ち出す

施策、町の現況に見合った事業等を随時追加していくことで、より現実に即した計画となる

ように更新を進めております。

また、本計画の進捗状況につきましては、決算実績と計画の対比により、現時点では、計

画を上回る収支の改善が図られており、今後も引き続き、適切な財政運営を継続してまいり

ますので、お尋ねの平成35年度以降において、町財政が維持存続困難という事態になること

はなく、健全な運営を維持してまいります。

一方、当町の財政基盤が地方交付税に大きく依存している状況は変わりませんので、将来

における人口減少等を見据えた時、現在進めている企業誘致や、経済活性化・移住定住対策

等により、町税の自主財源を確保していくことが、健全な財政運営における最も重要な施策

と考えております。

平成35年度以降の財政の見通しにつきましては、決算実績を反映させた収支計画を基に、

今後策定される第7次木古内町振興計画を踏まえ、平成36年度以降の財政収支計画を策定し、

議会にお示しした上で、協議を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） 4番 竹田 努君。

○4番（竹田 努君） 当町もようやく、北海道新幹線関連事業にいままでは財源を投入して

きたわけであります。これからは第6次の振興計画、北の大地の福祉都市に向かっていかな

ければない。ただ、いまの町長の冒頭の答弁からしますと、6次の振興計画を実施した場合

にはこうなりますよ。逆に取れば、6次の振興計画は計画したけれども、この分はやらない

のだというふうにもちょっと受け取れたものですから、そうではないのではないのかなとい

うふうに思っています。

私は、やはり毎年の町政懇談会の中でも町の財政状況はこうだという決算を踏まえた今年

度は何年続けての黒字決算で終わりました、基金もこれだけなりましたという報告は町民に

対してしているのですけれども、7年後の財政見通しを町民にそういう資料を含めて出して

いない。ただ、そのことが町民の目線から見たら「どうしてこんなに基金が急激に、5年・7

年の中で減るのだろう」とそういうふうに見えるのではないかなというふうに思うのです。

その辺やはり財政収支計画を作る中で、その辺はもう少しシビアにやはり数字を見るべきで

はないのかなというふうに思っています。町長、やはり町民に「財政については心配ない、

大丈夫だ」、一つこういうことをいま言いましたけれども、その例えば要因はこういうこと

をするから財政は大丈夫なのだということをやはり示すべきだろうというふうに思うので

す。確かに、地方交付税に依存している町とすれば人口は減ってくる、税収は減る、当然で

すよね。そうすれば出る歳出をいかに抑えるか、それしかないと思うのです。やはりそうい

う感覚を持っていただかないと町長が「大丈夫だ」と言うからには、「こういうことをする

から町は安定した財政を保てる、安心してください」というものをこの収支計画の中でもや

はり出すべきだろうというふうに私は思うのですけれども、その辺はどうですか。

○議長（又地信也君） 町長。
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○町長（大森伊佐緒君） 7年後の財政状況を見通すというのは、かなり厳しい話でございま

す。時々の施策の変更、道・国の事業の見直し、様々なことに対応していかなければならな

いので、このことは町議会議員であられますが、かつては行政のプロでありますし、現在は

町議会を代表する監査委員でございますから、私から一つひとつご説明をする必要は全くな

いと思います。まさに竹田議員がおっしゃるとおりでございまして、これからいかに事業を

押さえて必要なことを進めていくか、このことに尽きるかと思います。

○議長（又地信也君） 4番 竹田 努君。

○4番（竹田 努君） 町長の考え、自分自身もただやはりこの計画が先ほども言いましたよ

うに、町民目線というか町民に行き渡った時に、「木古内町、大丈夫か」とそういうふうに

ならないようにすべきだろうということを私は求めているわけですし、その辺が改善できな

いということであれば、確かに大変なことでしょうけれども、そのことを振興計画の財源を

そのまま投入するという計画のほうが逆に難しいのではないかというような気もするのです

けれども、町長が答弁をしたように、これから財政計画についてはシビアに今後実行すると

いうことですから、これを持って一般質問を終えたいと思います。

○議長（又地信也君） 暫時、休憩をいたします。

休憩 午前11時20分

再開 午前11時28分

○議長（又地信也君） 休憩を解き、会議を再開いたします。

ただいま、4番 竹田 努君の一般質問が終わりましたが、一般質問の中で「人災」とい

う文言がありましたので、訂正をしたい旨の申し出がありましたので、これを許します。

4番 竹田 努君。

○4番（竹田 努君） 一般質問の冒頭の中で、「人災を伴う大災害」というそういうふうに

言いましたけれども、「人的被害も伴う」ということで訂正をお願いしたいと思います。

○議長（又地信也君） ただいま、竹田 努君より文言の訂正の申出がありましたが、これ

を許す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） 異議なしと認めます。

一般質問を続けます。

8番 鈴木慎也君。

○8番（鈴木慎也君） 8番 鈴木慎也です。

台風関連の一般質問は私で3人目になりますので、なるべく重複しないように整理をする

ことを心がけて、よろしくお願いいたします。

それでは、通告どおり質問をさせていただきます。

1.防災行政について。

台風10号は8月30日の夜、暴風域を伴ったまま、渡島半島の南端をかすめ、津軽海峡の西

側に抜けました。その時の最大瞬間風速は、30ｍを超え倒木や屋根、外壁の剥離など道南各

地で相次いで被害は発生しました。被害に遭われた皆様には、心よりお見舞いを申し上げま

す。
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木古内町では町職員、消防、協力団体との迅速且つ正確な対応により、大きな混乱や人的

被害はなかったとの報告を受けております。

当日、私も町内の被害状況を確認しましたが、避難場所の公民館や札苅みらい館では、町

職員の丁寧な対応に避難された方々は、安心して休んでいる様に私にはそう見えました。

しかし、家屋をはじめ農家や漁家、商業施設等一部被害を受けております。31日のスピー

ド感ある被害の現地調査は、非常に評価すべきでありますが、今後も何らかの対応が必要と

考えております。今回の台風を良き教訓とし、より安心安全な災害に強い木古内町を目指す

べきだと考えております。

そこで、下記について町長に伺います。

（1）通行止めになった国道228号線の「消波ブロック強化」の対応策を今後どのように考

えていますか。（2）より安心できる「高齢者の避難方法」について、どのように考えていま

すか。

（3）被災にあったかたへの支援は必要かと思いますが、「災害見舞金支給」の考えはあり

ますか。（4）災害対策本部と現場の「連絡方法、情報の共有方法」について、確認させてく

ださい。（5）「空き家、危険家屋」への対策は、今後どのように考えていますか。（6）「町

民の防災意識のさらなる向上」が重要なことだと思いますが、どのように考えていますか。

その中で、（1）こちら消波ブロックの件で、先ほどの竹田議員の答弁がありました。私は、

違う角度で三つの理由がございます。1が、まずは生活環境の整備の部分でございます。近

隣の住民の高齢化も進んでおりますので、大変不安だったと。今回の風・波が非常に不安だ

ったという生活環境の部分から見た消波ブロックの強化視点。二つ目、北海道新幹線開通を

したことによりまして、車の通行量も増えました。また、3年後には高規格道路、こちらも

完成いたしますので、国道としての役割がいままで以上に必要になると考えております。国

道の保護の観点からも通行止めにするわけにはいかないのではないかという国道保護の観点

からです。3点目、先ほどの答弁にもありましたが、道への要望がいままで以上に必要であ

ると。こちらは理解できます。もちろんスピード感を持ってこの問題は対応していただきた

いと思っておりますが、この要望を出していると。ただ、それまでに何年かかるかわからな

い。要するに、優先順位があるわけでございまして、なかなか町のほうで一生懸命要望をし

たとしても、結果となって出てこないと。そういった部分を判断すべきポイントといたしま

して、まず近隣の皆さんにアンケートをしてみて、道路が海の中がだめならそうしましたら

次どう住宅、家の近くに例えばフェンスを設けるですとか、別の町独自でできること判断し

て考えなければならないと思っていますので、そちらの3点の観点から消波ブロックの対応

策としてちょっと町長の答弁をいただきたいです。

あと3番、新井田議員への答弁でありましたように、「関係条例と民間の保険、また罹災証

明の申請を速やかに対応する」とそのような町長の答弁でありましたが、関係条例。こちら

少しでも上乗せができるような被害状況によって可能性があるのかという部分と、もう2週

間経っておりますので、もう少し柔軟なもしかしていますぐ補助的なものを必要としている

町民のかたもいるかもしれませんので、先ほどの答弁の再質問という形になるのですけれど

も、少しでも上乗せする形で被害状況によっては考えているのか、もう2週間経っているの

で、もう少し柔軟な対応はできないのかということでございます。以上です。

○議長（又地信也君） 町長。
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○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。

急遽、質問の趣旨が変わっていますので、それに対応した回答をしたいと思います。

また、3点目のお尋ねは、前任者の再質問というのは控えていただきたいと思います。し

っかりと質問をした上で、再質問をすべきだと私は思いますので、ぜひよろしくお願いを申

し上げます。

まず、防災行政についてのお尋ねでございますが、まず国道228号の消波ブロック強化に

つきましては、海岸からの景観などに配慮し、人工リーフの早期整備を北海道に引き続いて

要望しているというのは、先ほどもお答えしておりますが、近隣の住民の皆様に不安のない

ような対応というのは、どの地域でどういうかたが不安を覚えるのかをしっかりと調査した

上で、またお答えをすることになるかと思います。

また、質問の趣旨が十分理解できなかったのですが、新幹線高規格の時代を向けて国道の

役割がますます深まるというような内容だったと思いますが、高規格は国道に継ぐ二つ目の

国道でございますので、こちらのほうは早期に開業を目指すということで、引き続き要望を

してまいりたいと思っております。

道の要望につきまして、道の優先順位というのは、こちらで判断をするものではありませ

んので、例え道での優先順位があったとしても、それは様々な要望活動を続けて、当町の被

害を最小限に防げるように要請活動を続けてまいりたいと思っております。

次に、高齢者の避難方法につきましては、今回の台風10号では、高齢など自主的な避難が

困難なかたにつきましては、職員が公用車で避難所へ送迎する対応をとりました。

今後も避難が困難なかたがスムーズに避難できるよう、早めの避難所開設など、適切な対

応に努めてまいりたいと考えております。

次に、被害見舞金の関係でございますが、現時点ではその対象となるかたがおりませんの

で、全ての条例等につきましては、その執行については行っておりません。

このあと、支給要件に該当するかたが出た場合につきましては、罹災見舞金の支給などに

ついて、考えていかなければならないと考えております。

次に、連絡方法につきましては、対策本部と町民の情報共有につきましては、主に防災行

政無線による周知を行っております。

また、避難勧告・避難指示が発令された場合には、北海道防災情報システムにより、各テ

レビ局や携帯電話会社へ伝達され、テレビでのデータ放送や携帯電話メールへの配信が行わ

れております。

災害現場と災害対策本部との情報共有につきましては、町の公用車16台に移動系防災無線

を搭載しており、携帯電話やスマートフォンも併用しながら連絡に使用したところでござい

ます。

次に、空き屋・危険家屋の対策につきましては、老朽化が進み、近隣へ被害を及ぼすよう

な危険家屋は、その都度トタンなどの近隣への飛散防止や、倒壊防止の緊急安全措置を講じ

ており、このたびの台風10号が接近した際にも、損壊などの恐れのある空き家について、事

前にロープで固定するなどの対応を行っております。

また、台風10号通過後には、町が把握している危険家屋を全て再調査をし、その状態に変

化がないか確認を行っております。

今後は、危険家屋の所有者等に対して、「木古内町空き家等の適正管理に関する条例」に
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基づき、助言、指導などを行っていきたいと考えております。

次に、町民の防災意識の向上につきましては、町では毎年、木古内町防災避難訓練を実施

し、町民の皆様と実際に訓練を通した防災意識向上の取り組みを行っており、今後も訓練の

充実を図り、さらなる防災意識の向上に向けて施策を進めてまいります。

なお、各町内会等で行われる訓練に対し、町への要望がある場合には、これまで通り迅速

に対応してまいります。以上でございます。

○議長（又地信也君） 8番 鈴木慎也君。

○8番（鈴木慎也君） 1の私の先ほどの質問の趣旨が上手く伝わらなかったということで、

大変申し訳ございませんでした。

228のいわゆる通行止めになった場所は、まず一つ目が北海道新幹線が開通したことによ

りまして、車の通行量が増えたと。さらに、3年後に高規格道路も開通するので、さらに増

えるであろう国道なわけです。ですので、いまのままでよろしいのでしょうかという意味の

質問の仕方だったのですけれども。

あと、2番の高齢者の避難方法、今回は避難困難なかたに対して、職員のかたがスムーズ

に対応していただいたということは、声も聞いております。その中で、ほかの例えば知内・

白糠とか、いわゆるデーターベース化をしている町があったり、中には川崎なのですけれど

も災害時の要援者へ避難支援制度のご案内という形で、事前に災害時に自主避難が難しいと

思われるかたが事前に登録をしていただいて、今回もスムーズに対応していただいて特に問

題点はなかったとは思うのですけれども、さらに精度を上げていただくためには、災害避難

用としてのまた別にリストを作ったり対応をするのはいかがでしょうかと。これも様々な自

治体でアイディアがあるのですけれども、玄関にそういう自主避難が難しいですよというマ

ークがあったり、様々な工夫がありますので、幅広い今回の対応していただいたものをベー

スにしまして、より町民のかたが安心したり作業をするかたが職員・消防団を含めて、作業

をするかたがしやすい環境作りというのをますます進めていただければなと思います。

3番の災害見舞金については、理解できました。

4番、対策方法の連絡方法と情報の共有方法は主に防災無線、そしてテレビであったりと

いうことなのですけれども、今回こちらのほうで次なる課題というのはちょっと見つかった

のかどうかということももし把握している点があれば、教えていただきたく思います。やは

り今回、泉沢から釜谷に抜けて一部停電になっておりますので、その時の対応として車の公

用車16台が停電時にも能力を発揮できると思うのですけれども、今後停電ですとかそういう

場合も考えた時に、本当にはたしていまのままで大丈夫でしょうかという部分で再質問をさ

せていただきます。

5番の空き家対策です。町長の答弁どおり、「飛散防止、損壊の恐れがあるものは事前にロ

ープで対応された」と言う答弁どおり、もちろん何も被害がなければ良かったのですけれど

も、その中で新井田議員が質問をした備品関係というのが関連で出てくるのと、あともう一

つ。隣の家と思われる例えば、隣の家のものと思われるものが家に飛んできて、車に傷が付

いたとか家にあたって家の壁が傷ついたとか、そのような町民の声も聞いております。町長

もご存じだと思うのですけれども、土地の工作物の責任、民法の717条。よく昔、家のコン

クリートブロックがきちんと保存の安全性を欠いていて、所有者のほうがいわゆる責任を問

われるケースがございます。ですので今回、空き家、危険家屋で例えば怪我をされたかたで
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あったりとか、ものを破損したという報告がないから良かったのですが、もしあった場合土

地の工作物責任というものが出てきてしまうと私はいまそのようにいろいろ考えておりま

す。その中で、現在の空き家、危険家屋をもう一度きちんと見直して考えるべきじゃないの

かなと思っております。

6番、町長がおっしゃるように、町民のかたの防災意識のさらなる向上というのはもちろ

ん必要なことだと思うのですけれども、その中でハザードマップの作成の部分で、住民主体

のハザードマップの作成を私はより進めていただきたいなと思っております。現在のハザー

ドマップは、もちろん基本的な機能ははたされているとは思うのですけれども、ただそれぞ

れそこに長年住んでいるかたが地域で発生した過去の災害であったり、前兆現象であったり、

そういう災害に対する記憶を伝承と言いますか一度整理をすることが必要なのじゃないのか

なと思っております。もっと細かく言うと私の家、今回の例えば町の行政報告には載ってい

ないけれども、雨が降ったら道路の水が溜まりやすいとか、家の側溝が水が溢れてしまうで

すとか、そういった細かい部分の住民目線のハザードマップもぜひ作っていただきたいなと。

それが住民一人ひとりの防災意識のさらなる向上につながる一つのツールとして、町民と行

政が一緒に作るべきマップ。というのを私はぜひともお願いしたく思っております。以上で

す。

○議長（又地信也君） 答弁を求めます。

多岐にわたっております。

町長。

○町長（大森伊佐緒君） 何点かにわたりますので、一つずつお答えいたします。

まず、将来車両の増加に伴い、道路の確保というのは極めて必要になるということは、こ

れは認識しております。今回の台風10号では、バイパスの通行止めを函館開発建設部が実施

しました。迂回路がありますから特段、大きな混乱はなかったのではありますが、そうでは

ない場所の通行止めも予期しなければなりませんので、十分に考えた対応は必要だと思って

おります。

次に、自主避難が困難なかたということになりますが、町では現在虚弱、要支援、要介護、

あるいは1人暮らし、障害者、こちらの全ての名簿について情報を得ております。現在、町

内では799名のかたがおられます。この中で、簡単に公表をできるかというと個人情報の問

題がございますので、全てにお知らせすることができないので、有事の際に町がそれを活用

した行動をしているというのが現状でございますので、ご理解をいただきたいと思います。

災害時の連絡方法等に関して停電が起きたらどうするのだということでございますが、極

めて難しい問題でございます。自家発電が用意されているところもあれば、またそうではな

いところは極めて多いわけでございますし、その程度にもよります。全てのかたが避難所に

移れるとそれも結構なことなのですが、今回のように地域ごとに大きな停電となりますとそ

うもいかない。また、停電というのはこれまでもすぐ点くだろうという安心感もあるもので

すから、函館や森町で起きたような2日も3日も停電ということになりますと対応がまた変わ

ってまいりますが、一時的な停電の場合はしばし懐中電灯、あるいは電池のラジオなどでし

のぐということが必要ではないかと思います。あくまでも個々に災害に対する準備というも

のが必要でありますので、町としても住民の皆さんにしっかりとその準備をしていただくよ

うに努めなければならないと考えております。
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次に、個々の被害につきまして、何件かご紹介がございましたが、法的問題だとか一軒一

軒の住宅で置いているものについて、町が指導するという立場にもございませんので、極め

て難しい問題かと思いますが、いずれにいたしましても当町の空き家等適正管理に関する条

例がございますので、この条例に基づきまして引き続き助言・指導をしっかりと行っていく

ことが必要だと考えております。

また、今後発生する空き家なども想定しておりまして、転出・転居の際には担当部署にお

きまして、そのかたにその所有の適正管理について要請を行っていきたいというふうに考え

ております。

次に、ハザードマップでございますが、こちらにつきましては見直す方針でおりますが、

住民目線とか住民主体とか個々の対応に関する部分について、はたしてそれに盛り込めるか

どうかというのは極めて難しい問題があります。一軒一軒の住宅について、ハザードマップ

に記入するというわけにはいきませんので、これは個々の対応ということで、それぞれ個々

の皆さんが大きな台風等に対して、また大雨に対して不安をお持ちでありましたら、個々に

対応をさせていただくことが必要かと思っております。以上でございます。

○議長（又地信也君） 8番 鈴木慎也君。

○8番（鈴木慎也君） ハザードマップの件は、町長のいまのお考えを理解できました。私の

一つの先ほども説明をさせていただきましたが、大きな目標の一つとして「住民のかたの防

災意識の向上を共に」という大きいキーワードがございますので、今後もぜひとも防災の件

に関しては、行政と住民のかたがしっかりと声を聞きながら対応をしていただければなと思

います。

それで、行政としましては何かあった時に、情報を知らせるというのが一番の役割で、住

民のかたはその行政の情報をしっかりと聞く態勢作りというのが大切だと思っておりますの

で、今後とも木古内町が防災がない町だと、安心して住めるような防災体制をしっかりと作

っていっていただければなと思います。以上で、私の質問を終わります。

○議長（又地信也君） 昼食のため、1時まで休憩をいたします。

休憩 午前11時59分

再開 午後 1時00分

○議長（又地信也君） 休憩を解き、会議を再開いたします。

一般質問を続けます。

3番 平野武志君。

○3番（平野武志君） 3番 平野武志です。

「ボランティア活動（団体）」と記載がありますが、ボランティア活動への支援体制の再

構築について、お伺いいたします。

様々なボランティア活動と行政とは、それぞれが独自の役割を持ち､連携・協力していく

関係を保たなければいけません。現状もボランティア団体の主体性を尊重しながら間接的や

側面的な支援をしているというふうな認識をしております。

時代背景も変わり、人口減少が進む今後の将来を見据えた時、「環境美化」「教育・文化」

「災害時の対応」「地域包括ケアシステムの構築」などなど、まちづくりを形成していくた
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めには、ボランティア活動が必要不可欠であります。

当然ながらボランティア活動とは、強制されるものではなく自発的な活動ではありますが、

行政として社会福祉協議会（ボランティアセンター事業）と連動し、積極的に推進していく

べきだと私は考えます。

支援体制やボランティア活動に係わる事業について、下記事項について、町長の見解を伺

います。5項目に分けておりますので、読み上げます。

（1）ボランティア団体及び活動募集の現状について。（2）分野別のボランティア必要人

数の一覧化の作成予定と新規ボランティア団体結成や現団体の活動拡充への協議や要請。こ

の（2）番では、特に社会福祉、地域包括ケアの構築には必要と考えております。（3）ボラ

ンティア団体への経費支援の拡充、また加入促進と町民アンケートの実施。（3）番について

は、町職員や町民への意識向上を図るため必要だと考えます。（4）行政とボランティア団体

との連携の構築。こちらにつきましては、特に災害救助等の際には必要だと考えております。

（5）番、町内会や各種団体へ要請する活動。要請する活動と言いますのは、行政が町内

会に要請するという意味です。それと、ボランティア活動の差異について、町長はどのよう

に考えているのかをお伺いいたします。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君） 3番、平野武志議員のお尋ねにお答えをいたします。

ボランティア活動への支援体制についてのお尋ねでございますが、災害時の対応や、現在

進めております地域包括ケアシステムの構築などには、ボランティアが必要不可欠であると

認識をしており、母体となる木古内町社会福祉協議会との連携強化は、極めて重要でありま

す。

お尋ねのボランティア団体、並びに活動募集の状況につきましては、当町のボランティア

団体は4団体76名で、主な活動内容は、独居老人世帯の屋根の雪下ろし、介護施設等への慰

問、町民文化祭への協力などでございます。

また、募集の現状では、木古内町社会福祉協議会においては、社協だよりを活用したボラ

ンティアの募集を行っており、各団体におきましては、知人、友人などへの声がけによって

行っております。この募集に対する応募は少なく、会員数は減少しているのが現状でござい

ます。

次に、分野別のボランティアの必要人数の一覧作成につきましては、現状では必要人数な

どの把握はしておりませんが、今後のまちづくりや、地域包括ケアシステムの構築を進める

中で必要となってまいりますので、必要人数の推計、及びボランティア団体への支援などに

ついて、新規の結成なども含め、木古内町社会福祉協議会と連携を図り、検討をしてまいり

たいと考えております。

次に、町民アンケートにつきましては、実施する予定はございませんが、町民のボランテ

ィア意識の向上を図るために、社協だよりや広報誌において活動内容を取り上げ、意識啓発

の機会が得られるよう、社会福祉協議会と連携を図ってまいりたいと考えております。

次に、行政とボランティア団体との連携の構築につきましては、災害救助に関しては、消

防団がその役割を担っております。

また、救助等以外の災害時におけるボランティアとの連携につきましては、木古内町地域

防災計画に定めており、情報収集、炊き出し、清掃などの協力をお願いすることとしており
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ます。

次に、町内会や各種団体へ要請する活動とボランティア活動の差異についての考えでござ

いますが、町内会などはその団体の目的を設定しておりますので、その目的に合致した活動

をすると認識しております。

また、ボランティアにつきましては、自発的に活動するとこのように認識しております。

以上でございます。

○議長（又地信也君） 3番 平野武志君。

○3番（平野武志君） 議長、町長答弁の中の言葉を資料で確認をしたいものですから、ちょ

っとだけ休憩をいただけますか。

○議長（又地信也君） 暫時、休憩をいたします。

休憩 午後1時07分

再開 午後1時08分

○議長（又地信也君） 休憩を解き、会議を再開いたします。

3番 平野武志君。

○3番（平野武志君） 休憩をいただき、すみませんでした。

町長の考え等をお伺いしまして、私の質問した意味と言いますか思いとほぼほぼ合致する

部分は多く見受けられました。ボランティアの必要性が今後増大し、関係団体との連携の強

化を図っていく。且つ、必要人数の推計や支援の拡大についても検討をしていくという考え

は理解しました。

質問の意味に合致するところではありますが、しかしながら町長のお言葉にも出てきまし

たが、現状はボランティアに登録しているかたの減少が進んでいるという中で、今後、ボラ

ンティアが将来的に必要だと思う以上、町として抜本的な改革が必要なのではないかという

思いから、この項目を質問させていただきました。

前向きな発言でありつつも現状の募集については、社協だよりや広報誌等々の周知で町民

の意識を上げていくということで、さほど新しい進みがなかったようにも感じました。

そこで、（5）番の質問に関連しますが、町内会とボランティアは全然別ものだというよう

な趣旨の答弁に聞こえたわけでございますが、町内会の現状を見ますと町長の言うとおり、

地域住民の福祉増進を図るということを主な目的としていますが、行政から様々な依頼等も

多く、今回みたいな災害時も含めて、活動内容は非常に多面化して膨大になっています。そ

のほかにもいろいろ内容はあって省略いたしますが、そのような観点から町内会活動とボラ

ンティアは私自身はイコールだと思っております。ただ現状、町内会の役員さんの高齢化が

進み、若年層の参加意識も大変乏しく今後、町内会活動は危ういと感じております。

そこで、特になのですけれども、ボランティアがこれから将来必要だと思う一つは冒頭、

小澤管理者からの話もあったように、地域包括ケアを進めるのが任務だという。ただ現状、

進みづらくなっていると、上手く進まない部分もあるというお言葉がありましたが、私自身

昨年も議会の研修会で地域包括ケアの研修会を行いました。その際にも中身を聞いていると、

先進地と言いますか我が木古内より進んでいる事例を紹介してもらった際に、地域町内会あ

るいはボランティアが必要不可欠であると。この木古内町の人口を見た時に、ボランティア
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の数を確保をはたしてできるのかと。いま現状おっしゃられたように、ボランティアの人数

が減っていく中で、地域包括ケアを構築するのは非常に難しいと思います。ですので、この

ボランティアの態勢や人数の構築を当然社会福祉協議会と連携を取るのはもちろんなのです

が、町としてもっと力添えをするべきではないのかと思うわけです。

そこで、先ほど防災の関係で防災計画の中に、「ボランティアとの連携の計画」というお

言葉がありましたけれども、この中を見てみますと当然ながら、「活動するボランティア団

体の支援をする」という記載もあるのですが、合わせて「ボランティア活動の調整を行う態

勢、ボランティア活動の拠点の確保等に努める」という文言もあるのです。これは、取りよ

うによっては、町が取り組むという記載に私は見えるのです。ですので、いままでも当然側

面的な支援はしていますが今後、町がある程度主体となってボランティアの拡大に努めてい

かなければならないと私は思っています。当然ながらボランティアは強制的ではなくて、自

主的であるということには変わりはありませんが、その中でも何とか町がお願いをしてボラ

ンティア活動に参加してくださいという促進を進めるべきだと思います。

そこで今後、先ほどの当然は福祉協議会と連携し側面的なという部分が聞こえたのですが、

もっともっと将来的に町が主となって、ボランティアの組織の構築に努めていくお気持ちが

あるのか。合わせて今後、気持ちを強めるためにも町民はもちろんなのですけれども職員も

含めて、意識を向上させるためにボランティアの条例の作成。これについては、意識を向上

するのに最適ではないかと私は思いますので、その条例についても町長としてどのように考

えているのかお伺いいたします。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君） まずはじめに、ボランティアの全体の人員が減っているというこ

とでございまして、これに社会福祉協議会と連携をし、増強策を図っていくということで、

これは何も変わっておりません。主体がどちらかというと、母体になるのは社会福祉協議会

でございますので、私どもも一緒に歩んでいくということでございます。

次に、町内会とボランティアの違いということで、先ほどもお話を申し上げましたが、町

内会というのはあくまでもそれぞれの目的に合致した事業を進めております。ボランティア

活動とは、また異なる性格を有していると考えております。しかし、町内会がボランティア

活動をしないかと言えば決してそうではなく、必要に応じてボランティアの事業についても

実施をするということは、これまでも随分あることでございます。したがいまして、全てが

違うということではなく、一方で合致する部分もありますので、これを大きく二つに分ける

ということは難しく考えております。少なくともこれまでもボランティア団体だけではなく、

町内会の皆さんにもボランティアという活動は行っていただいているわけでございます。

3点目の地域包括ケアシステムの構築を推進していく中では、これから地域サロンの展開

ですとか、認知症の対策などが必要になってまいります。これを地域単位で構築していくこ

とになりますと、ボランティアだけではなく、町内会という組織の中でもボランティアが必

要になってくると考えております。

町内会とボランティアの次が、ボランティアに関する条例ということでございますが、必

要性があるとした場合には、条例の制定ということになるわけですが、これは現段階では言

及できませんので、検討をさせていただきたいと思います。

○議長（又地信也君） 町長、もう1点答弁漏れで、町が主体となってボランティア参加をし
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てくれる人を町が力を入れるべきではないのかというのがあります。

町長。

○町長（大森伊佐緒君） 答弁に1点、漏れがございまして、大変失礼いたしました。

現在、社会福祉協議会に登録をしておりますボランティア団体、先ほど申し上げましたよ

うに4団体ございます。名称を申し上げますと、木古内つくしんぼの会、木古内新舞踊愛好

会、木古内女性会、木古内更生保護女性会の4団体でございます。あくまでもボランティア

ということになりますと、町が強制的にボランティアを募るということは非常に難しいわけ

でございまして、現在個人でボランティア登録をしているかた12名いらっしゃいますが、あ

くまでも団体あるいは個人の考えの中で、ボランティアに従事していただいているというこ

とでございます。しかし、状況も随分変化をしてまいっております。こうした中では、社会

福祉協議会にただただお願いをするということではなく、一緒に協議をした中で、会員募集

についても考えていかなければならない。したがいまして、社協だよりあるいは広報誌など

も活用する中で、ボランティアの増員策を図っていかなければならないと考えております。

○議長（又地信也君） 3番 平野武志君。

○3番（平野武志君） まず1個ずつ整理をして話しますと、町内会活動はボランティアでは

ないとこれは先ほどと何回も行き来するのですけれども、私が言ったのは今後、町内会も高

齢化が進み、ましてや若年層がなかなか入ってこないという中で、町内会自体が衰退してな

くなってしまうのではないかという心配があるわけです、将来的に。その際に、地域包括ケ

アを進めるにあたって、当然地域の町内会やボランティア団体にお願いしていくことに必ず

なるわけです。そうした際に、町内会が「無理です」と言ったら地域包括ケアの構築は、そ

の町内会がないところは進まないわけです、いつまでも。ですので、町内会を守るという観

点とプラス町内会が衰退していった時に、各地域に地域包括ケアの後押し、手伝ってくれる

ボランティア団体がいなければ進まないので、それを町として取り組んでいかなければない

のじゃないでしょうかという趣旨でございます。いま現在の答弁としては、先ほどので一応

了解はしまして、私の意図としましては今後、いま町内会が崩壊しているわけじゃないです

から、こういうことを言うと町内会さんに失礼ですので、今後将来についてそのような心配

がありますので、各地域にボランティアの所属と言いますか配置と言いますか、地域ごとの

そういうボランティアの組織を作らなければいけないという思いでございます。

そこで、町がどこまで力入れをするかと、私はそこが一番重要だと思うのです。いま2回

目の答弁の中でもやはり社会福祉協議会に頼ったような「ともに」という言葉を使っていま

すけれども、主はあくまで社会福祉協議会だという部分の頭を私は替えなければいけないと

いう質問なのです。町としてどこまでボランティアに対する思いがあるのか。これは、本当

にこれから地域包括ケアを進めていくとわかると思いますけれども、本当に必要不可欠なの

です。これは、社会福祉協議会の限られた人数の中で、ボランティアに対しての構築を進め

ていけるのかといったら非常に難しいと私は思います。ですので、町が先ほど例で言いまし

たが、条例を作るというのも職員、そして町民一同が今後の将来ボランティアが必ず必要な

のだよと、もう木古内町はボランティアの町としてまちづくりをしましょう。その結果、地

域包括ケアの構築にも進んでいくという進みになると思います。その考えについては先ほど

の再答弁でしょうか、そこである程度町長のきょう現在の考えはわかりましたので追求しま

せんが、今後ボランティアが現在足りないという中で、もちろん自主的がボランティアとい
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うイコールなのですけれども、よその自治体の例を見ると、有償ボランティア等々の制度が

構築されて、有償がはたしてボランティアなのかという原点の話もありますけれども、実際

ボランティアが人数が集まらなくて、有償ボランティアという制度を作って、ボランティア

の人員を確保しているという町もございます。それは、確か定かじゃないのですけれども、

行政が主体になってやっていると把握しています、私自身。今後、木古内町が現状のこれか

ら人数を把握していった中で、どうしても確保できないのだと。社会福祉協議会からそれを

受けた中で、じゃあ町として取り組む中の選択肢として有償ボランティアの制度についての

構築は考えているかどうか伺って終えたいと思います。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君） 社会福祉協議会の定款の中に、ボランティア活動の振興というの

があります。したがいまして、社協といたしましては、しっかりとしたボランティアに対す

る取り組みを進めようということで、現在も進んでおります。当町が社会福祉協議会と連携

をするというのは、少なくともこれは必然的な流れでありまして、どちらかが先行してやる

ということではないというのはご理解いただけたかと思います。

先ほど来、地域包括ケアシステムの構築にあたっては、ボランティアの必要性というのは、

これは共通認識でございますので深く申し上げませんが、ボランティアの中の大きな組織が

町内会でありますので、これは町内会のお力添えも必要になってきますが、そのほかに包括

ケアシステムの中でどのようなボランティアが必要かということは、システムの構築にあた

って協議を進める項目になるかと思います。

また、先ほど来、「条例、条例」ということでのお話がございますが、どういう趣旨でど

のような体制で条例を図るかというのは、現在お話を伺ったばかりなものですから、また当

初から考えはなかったわけでございますので、これは検討をさせていただくということでご

ざいます。その中で、有償ボランティアというのもこれは様々な地域で行われておりますの

で、大事になってくるかと思います。全て無償ということで、現在の町内会あるいはボラン

ティア団体にお願いすることが難しくなってきているというのも認識をしているところでご

ざいます。

そういったことで社会福祉協議会と切り離して考えるということは、現段階ではございま

せんので、しっかりと社会福祉協議会との連携を図って、ボランティアの増強策を含め、こ

れから様々な事業にボランティア団体がしっかりと協力できる体制になるように努めていき

たいと思っております。

○議長（又地信也君） 以上をもちまして、一般質問を終了いたします。

承認第1号 専決処分の承認を求めることについて

○議長（又地信也君） 日程第8 承認第1号 専決処分の承認を求めることについてを議題

といたします。

提案理由の説明を求めます。

副町長。

○副町長（大野 泰君） ただいま上程になりました、承認第1号 専決処分の承認を求める
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ことについて、提案理由をご説明申し上げます。

地方自治法第179条第1項の規定により、平成28年度木古内町一般会計補正予算（第3号）

の専決処分を行い、歳入歳出予算の総額を45億8,154万1,000円とするものです。

補正の内容は、第61回北海道吹奏楽コンクールと第18回北海道ジュニア陸上競技選手権大

会兼第47回ジュニアオリンピック陸上競技大会北海道選手選考会出場に係る補正です。

それでは、歳出の詳細についてご説明いたします。7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4の17ページから19ページをお開き願います。

10款 教育費、3項 中学校費、2目 教育振興費、8節 報償費 28万5,000円の増額につ

きまして、7月30日に開催された、第61回北海道吹奏楽コンクール函館地区大会中学校Ｃ編

成の部で、木古内中学校吹奏楽部が見事金賞を受賞し、函館地区代表として9月2日開催の第

61回北海道吹奏楽コンクールに出場するための費用と、9月4日開催の第18回北海道ジュニア

陸上競技選手権大会兼第47回ジュニアオリンピック陸上競技大会北海道選手選考会に出場す

るための費用及び、今後大会参加が予想される部活動等に係る不足額を追加するものです。

この二つの大会に要する費用は、72万3,000円と15万5,000円の計87万8,000円ですが、当

初予算額に対し、執行済額と今後の報償費見込額により、不足する28万5,000円を追加する

ものです。

続きまして、歳入のご説明をいたします。6ページをお開き願います。

17款 繰入金、1項 基金繰入金、1目 財政調整基金繰入金 28万5,000円の追加は、こ

の度の補正に係る財源を財政調整基金から繰り入れるものです。

なお、9月2日に開催された北海道吹奏楽コンクールで、木古内中学校吹奏楽部は見事、金

賞を受賞しており、9月4日開催の陸上競技大会では1名、3年生男子、ジャベリックスローで、

6位入賞をはたしております。

説明は以上です。よろしくご審議願います。

○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。

承認第1号 専決処分の承認を求めることについては、原案のとおり承認することにご異

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、本案については原案のとおり承認されました。
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報告第1号 健全化判断比率及び資金不足比率について

○議長（又地信也君） 日程第9 報告第1号 健全化判断比率及び資金不足比率についてを

議題といたします。

報告内容の説明を求めます。

副町長。

○副町長（大野 泰君） ただいま上程になりました、報告第1号 健全化判断比率及び資金

不足比率につきまして、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第

1項の規定によりご報告申し上げます。

お手元に配付しております議案の後ろのほうにあります別紙 監査委員意見書の19ページ

から20ページまでと、議案説明資料 資料番号4の27ページから32ページを合わせてご覧い

ただきたいと思います。

はじめに、当町における実質赤字比率と連結実質赤字比率は、赤字額が生じていないこと

から、比率は算出されておりません。

次に、実質公債費比率は6.4％で、前年度より0.1ポイントの減となっており、早期健全化

基準の25％を大きく下回っております。

次に、将来負担比率は89.5％で、前年度より1.0ポイントの増となっており、早期健全化

基準の350％を大きく下回っております。

前年度から数値が増加した要因としましては、平成27年度末の町債未償還残高が7億1,600

万円程度増加したことが主な要因となりますが、一方で町債未償還残高に対する過疎対策事

業債残高の割合が増加したことに伴い、普通交付税に算入される基準財政需要額の公債費算

入見込額も併せて増加していることから、最終的に1ポイント程度の増加にとどまっていま

す。

以上、提案といたします。

○議長（又地信也君） 報告が終わりました。質疑があればこれを許します。

質疑ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 質疑がないようですので、質疑を終了いたします。

以上をもちまして、報告を終了いたします。

報告第2号 平成27年度木古内町一般会計継続費の精算報告について

○議長（又地信也君） 日程第10 報告第2号 平成27年度木古内町一般会計継続費の精算報

告についてを議題といたします。

報告内容の説明を求めます。

副町長。

○副町長（大野 泰君） ただいま上程となりました、報告第2号 平成27年度木古内町一般

会計継続費の精算報告につきまして、地方自治法施行令第145条第2項の規定によりご報告申

し上げます。
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事業名は、町道南北線木古内駅自由通路改修事業で、事業は平成25年度から平成27年度の

3か年にわたって行われ、全体計画3億8,603万6,000円に対し、実績額が3億7,219万2,857円

で、1,384万3,143円減少しております。減少の要因につきましては、入札減及び事業内容を

精査したことによる事業費の減となっております。

また、事業に対する財源内訳は記載のとおりで、その他財源は全額鉄道・運輸機構からの

道路事業受託収入となっております。

以上で、報告を終わります。よろしくご審議をお願いいたします。

○議長（又地信也君） 報告が終わりました。質疑があればこれを許します。

質疑ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） ないようですので、以上をもちまして報告を終了いたします。

議案第10号 木古内町企業振興促進条例の全部を改正する条例制定について

議案第8号 木古内町企業振興促進基金条例制定について

議案第9号 木古内町福祉灯油等支給条例の一部を改正する条例制定について

議案第1号 平成28年度木古内町一般会計補正予算（第4号）

議案第5号 平成28年度木古内町介護老人保健施設事業会計補正予算（第2号）

○議長（又地信也君） 日程第11 議案第10号 木古内町企業振興促進条例の全部を改正す

る条例制定について、日程第12 議案第8号 木古内町企業振興促進基金条例制定について、

日程第13 議案第9号 木古内町福祉灯油等支給条例の一部を改正する条例制定について、

日程第14 議案第1号 平成28年度木古内町一般会計補正予算（第4号）、日程第15 議案第5

号 平成28年度木古内町介護老人保健施設事業会計補正予算（第2号）については、関連が

ありますので一括議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

町長。

○町長（大森伊佐緒君） ただいま上程となりました議案第10号、議案第8号、議案第9号、

議案第1号、議案第5号につきましては、一括して上程になりましたので、議案ごとに提案理

由の説明を申し上げます。

なお、議案第1号、議案第5号につきましては、副町長より説明をいたします。

はじめに、議案第10号 木古内町企業振興促進条例の全部を改正する条例制定について、

ご説明いたします。

この度の条例改正につきましては、現在の条例では助成の対象とならなかった町内事業者

が、事業規模を拡大する場合や、改築、改修を行う場合においても、対象とするものでござ

います。

また、助成の内容につきましては、金額の定めがありませんでしたが、改正条例では固定

資産税の免除を廃止し、一方で用地取得、事業所建設等における助成の額などを定めており

ます。

議案説明資料 資料番号4の26ページに、条例改正に伴う助成金の算定基礎・要件・助成
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率を記載しておりますのご参照を願います。

附則といたしまして、この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用すると

しております。

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。

次に、議案第8号 木古内町企業振興促進基金条例制定について、ご説明いたします。

本条例につきましては、議案第10号に基づき、木古内町における企業の新規立地、設備投

資等を促進するために必要な経費の財源に充てるため、基金を設置するものでございます。

附則といたしまして、この条例は、公布の日から施行するとしております。

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。

次に、議案第9号 木古内町福祉灯油等支給条例の一部を改正する条例制定について、ご

説明いたします。

この度の条例改正では、当町において実施している福祉灯油等支給事業について、支給対

象者の範囲の拡大と、支給内容の変更を行い、今年度からの実施に向け、条例の一部を改正

するものでございます。

改正内容につきましては、議案説明資料でご説明をさせていただきますので、資料番号4

の23ページをお開き願います。

第2条では、支給の対象世帯として、「収入金額が95万円以下の単身世帯、及び世帯の収入

金額の合計が140万円以下の単身ではない世帯」とし、収入要件の緩和を行い、また第4条で

は、「支給する額」として「1世帯当たり1万2,000円」と支給額を定めております。

附則といたしまして、この条例は、公布の日から施行するとしております。

なお、詳細につきましては、町民課長より説明させます。よろしくご審議をお願いいたし

ます。

それでは、副町長に代わります。

○議長（又地信也君） 副町長。

○副町長（大野 泰君） 続きまして、議案第1号及び議案第5号につきまして、提案理由を

ご説明申し上げます。

最初に、議案第1号 平成28年度木古内町一般会計補正予算(第4号）から説明いたします。

1ページをお願いします。

歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ、3億988万6,000円を追加し、歳入歳出予算の

総額を48億9,142万7,000円とするものです。

補正の主な内容ですが、4ページの第4表「地方債補正」は、この度の補正事業費による起

債額の変更となっております。起債の目的の1項目目の臨時財政対策債として1,090万円の減

額、4項目目の公共施設整備事業債として1,070万円、道路整備事業債として20万円、橋梁整

備事業債として540万円、消防施設整備債として180万円をそれぞれ追加し、補正後の限度額

を5億4,240万円とするものです。

歳出の主な補正内容ですが、2款 総務費は、社会保障・税番号制度総合運用テスト実施

委託料、鶴岡多目的集会施設備品購入、ホームページ改修整備業務委託料、ＩＣカード導入

事業負担金、企業誘致用地購入費、企業振興基金積立金、観光交流センター広場整備事業実
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施設計業務委託料及び用地購入費の追加補正と、渡島･檜山地方税滞納整理機構負担金の減

額です。

3款 民生費は、福祉灯油等支給費、介護ロボット等導入支援事業補助金と、放課後児童

健全育成事業（学童保育）に係る施設改修費用の追加補正です。

4款 衛生費は、予防接種委託料、安行苑における掃除機購入費用の追加補正と、渡島西

部広域事務組合負担金の減額です。

6款 農林水産業費は、ハウス栽培拡大事業助成金、全道乳牛共進会参加報償費と水産物

供給基盤機能保全事業に係る負担金の追加補正です。

7款 商工費は、木古内町観光協会事務所移転等に係る工事費用の追加補正です。

8款 土木費は、樋門樋管管理人報償費、公営住宅入居者移転料の追加補正と財源振替で

す。

9款 消防費は、渡島西部広域事務組合負担金の減額補正です。

10款 教育費は、学童保育施設運営に伴う物置購入費用と各部活動･大会参加報償費の追

加です。

14款 職員給与費は、退職手当組合負担金の追加補正です。

なお、詳細につきましては、総務課長より説明をさせますので、よろしくご審議をお願い

いたします。

次に、議案第5号 平成28年度木古内町介護老人保健施設事業会計補正予算(第2号)につい

て、説明いたします。

1ページをお願いします。

第2条は、平成28年度予算の第4条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正

するものです。

収入の部では、資本的収入の既決予定額 6,627万2,000円に92万7,000円を追加し、その

予定額を6,719万9,000円にするものです。

支出の部では、第1款 資本的支出の既決予定額 1億1,797万4,000円に、同じく92万7,00

0円を追加し、その予定額を1億1,890万1,000円にするものです。

補正の主な内容ですが、一般会計補正予算案の第3款 民生費でも説明しました、介護ロ

ボット購入に係る補正です。

それでは詳細につきまして、ご説明いたします。

7ページをお開き願います。

1款 資本的支出、1項 建設改良費、1目 有形固定資産購入費、節 備品購入費 92万7,

000円の追加は、資料番号4の9ページをご参照願います。

介護従事者の負担を軽減することを目的に費用の全額を国が負担し、非装着型の介護ロボ

ット1台を購入する費用の追加です。

6ページをお開き願います。

1款 資本的収入、3項・1目・節 国庫補助金 92万7,000円の追加は、この度の介護ロボ

ット導入に対する国からの地域介護・福祉空間整備推進交付金です。

以上で、提案理由の説明を終わります。よろしくご審議をお願いいたします。

○議長（又地信也君） 詳細説明をいたします。
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議案第10号について、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） それでは、私からは木古内町企業振興促進条例の全部

を改正する条例制定について、ご説明を申し上げます。

全部改正の理由でございますが、現在の条例では、町内事業者は新たな事業分野に進出す

る場合でなければ事業所の新設、移転、増設に関しては助成の対象とすることができません

でしたが、改正条例ではこれをなくし、町内事業者が事業規模を拡大する場合や、改築、改

修を行う場合も対象とするものでございます。

また、助成の内容につきましては、現在の条例では、3年間固定資産税を免除することと、

助成及び協力につきましては金額の定めがございませんでしたが、改正条例では固定資産税

の免除を廃止する代わりに、用地取得、事業所建設等における助成の額等を定めてございま

す。

条例の内容について、ご説明をいたします。

第1条は、本条例の目的を、第2条では事業者、中小企業者、事業所、新設、移転、増設、

更新、投資額、外国人技能実習生、常用雇用者についての定義を定めてございます。

第3条では、5項目の助成措置並びに町有地の無償貸し付けについて定めており、第3項で

は、町長が特に認める時は、別表に定める範囲を超えて助成をすることができることを定め

てございます。

第4条では事業者の指定、第5条では指定の変更、第6条では助成の承継の申請、第7条では

助成の承継の決定、第8条では指定及び助成の取り消し等、第9条では調査報告、第10条では

規則への委任について定めてございます。

附則といたしまして、この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用するこ

ととしてございます。

次に、助成金の内容についてご説明を申し上げます。資料番号4の26ページをご覧くださ

い。

第3条の助成措置の内容でございます。

事業所用地取得助成金は、事業所を新設、増設、移転後、事業を行うために常用雇用者を

3人以上新規に雇用した事業所の用地の取得にかかる投資額が対象でございまして、投資額

は最低500万円としてございます。

投資額の20％で、1,000万円を限度としており、土地取得費が500万円の場合は100万円、5,

000万円以上の場合は1,000万円が助成額で、交付回数は1回限りとしてございます。

事業所建設助成金は、事業所を新設、増設、移転後、事業を行うために常用雇用者を3人

以上新規に雇用した事業所の建設にかかる投資額が対象でございまして、投資額は最低2,00

0万円としてございます。

投資額の10％で、5,000万円を限度としており、建設費が2,000万円の場合は200万円、5億

円以上の場合は5,000万円が助成額となり、交付回数は1回限りでございます。

事業所更新助成金は、事業所を更新後、事業を行うために常用雇用者を新規雇用した事業

所の更新にかかる投資額が対象でございまして、投資額は最低100万円でございます。

投資額の10％に相当する額とし、ただし、常用雇用者を新規雇用した人数が2名以下の場

合は200万円で、3名以上の場合は1,000万円を限度としてございます。

投資額が100万円の場合は10万円、2,000万円かつ新規雇用者2名以下の場合は200万円、1
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億円以上かつ新規雇用者3名以上の場合は1,000万円が助成額で、交付回数は1回限りでござ

います。

次に、事業所賃貸支援助成金は事業所を借用後、事業を行うために常用雇用者を3人以上

新規に雇用した事業所の賃借料が対象でございまして、賃借料は最低年額60万円としてござ

います。

賃借料の50％で、年額120万円を限度としておりまして、賃借料が60万円の場合は30万円

を、240万円以上の場合は120万円が助成額で、交付期間は3年間としてございます。

雇用奨励助成金は、新規雇用に伴い助成を受けようとする年の前年度と前々年度の平均常

用雇用者数を比較して増加した事業所が対象で、条例施行日以降、一度でも新設された事業

所、または町内の中小企業者が運営をする事業所としてございます。

増加した常用雇用者人数1名につき月額5万円を助成いたしまして、10名を限度としており、

交付期間は3年間でございます。

1名につき年間60万円、10名で600万円を限度としまして、交付期間は3年間としてござい

ます。

外国人技能実習生受入助成金は、新たな外国人技能実習生を受け入れた事業所が対象でご

ざいまして、1名につき年額15万円を助成し、5名を限度としており、交付期間は3年間でご

ざいます。

1名につき年間で15万円、5名で75万円を限度としまして、交付期間は3年間でございます。

最後に、町有地無償貸付でございますが、事業所を新設、増設、移転後、事業を行うため

に常用雇用者を3人以上新規に雇用した事業所で、そのための用地を必要としている事業所

を対象としてございます。貸付期間は10年間としてございます。

説明は以上でございます。よろしくご審議をお願い申し上げます。

○議長（又地信也君） 次に、議案第8号の詳細説明を求めます。

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） それでは、木古内町企業振興促進基金条例制定につい

て、ご説明を申し上げます。

本条例は、木古内町企業振興促進条例の適用を受け交付する助成金の財源とするため、基

金を設置するもので、このことにより、対外的にも町の企業誘致に取り組む姿勢をアピール

することができるとともに、事業者の投資意欲を引き出すことができるものとこのように考

えてございます。

第1条では、設置の目的を定めてございます。

この条例は、木古内町における企業の新規立地、設備投資等を促進するために必要な経費

の財源に充てるため、木古内町企業振興促進基金を設置する。

第2条では、積立を、第3条では管理を、第4条では運用益の処理を定めてございます。

第5条では、基金の処分を定めてございます。

基金は、木古内町における企業の新規立地、設備投資等を促進するために要する経費に充

当する場合に、その全部または一部を一般会計歳入歳出予算に計上して処分するものとする。

第6条では、繰替運用を、第7条では委任規定を定めてございます。

附則といたしまして、この条例は、公布の日から施行することとしてございます。

説明は以上でございます。よろしくご審議をお願い申し上げます。



- 43 -

○議長（又地信也君） 次に、議案第9号。

町民課長。

○町民課長（吉田 宏君） それでは、議案第9号の詳細につきましてご説明いたします。

この度の条例改正は、主に福祉灯油の支給方法と支給量を変更するとともに、対象世帯の

収入要件を緩和することにより、支給対象範囲の拡大を行うものでございます。

改正内容の詳細につきましては、議案説明資料の新旧対照表でご説明させていただきます。

先ほどの町長からの提案理由の説明と一部重複する部分がございますが、ご容赦願います。

それでは、資料番号4の23ページをお開き願います。

第2条では、これまで「支給の対象世帯」を「世帯の収入金額の合計が85万円を超えない

世帯」としておりましたが、これを「収入金額が95万円以下の単身世帯及び世帯の収入金額

の合計が140万円以下の単身でない世帯」とし、収入要件の緩和を行うものでございます。

第4条では、これまで「支給する量」を「灯油の場合は1世帯当たり90リットル、灯油以外

の場合は灯油90リットル相当の金額」としておりましたが、これを「支給する額」として「1

世帯当たり1万2,000円」と支給額を定めるものでございます。

第8条では、これまで「支給の方法」を「福祉灯油券または相当金額での支給」としてお

りましたが、福祉灯油券の交付をやめ、「口座振込または現金での支給」とするものでござ

います。

第9条では、これまで「福祉灯油取扱業者」を「町内に事業所を有する灯油販売業者」と

し、町内業者のみで使用できる福祉灯油券を交付しておりましたが、金額での支給に変更す

るため、これを「使用の制限」としてこれまでの福祉灯油券と同様に町内業者から購入して

いただくため、「支給された暖房用燃料費は、町内で購入できない燃料を使用している場合

を除き、町内での燃料購入に使用しなければならない」こととするものでございます。

議案に戻りまして、附則といたしまして、この条例は公布の日から施行するものでござい

ます。

説明は以上です。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1号の詳細説明を求めます。

総務課長。

○総務課長（若山 忍君） 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。

10ページをお開き願います。

2款 総務費、1項 総務管理費、1目 一般管理費、13節 委託料 770万2,000円の追加

は、社会保障・税番号制度、通称マイナンバー制度の総合運用テスト等実施委託料です。

本制度につきましては、昨年10月、全国民への付番が終了し、本年1月より利用開始され

ております。来年、平成29年7月から自治体間の情報連携が開始されますが、その連携に向

けた運用テストの実施に要する経費の補正です。

19節 負担金補助及び交付金 1万1,000円の追加は、北海道自治体情報セキュリティクラ

ウド構築費負担金で、この事業は、国が進める情報セキュリティ強化対策に対応するため、

北海道が主体となり構築するもので、当町の負担分が確定したことによる補正です。

3目 施設管理費、18節 備品購入費 30万円の追加は、鶴岡多目的集会施設に配置して

いる冷蔵庫が故障し、修理も不可能のため新たに購入する費用で、現在の業務用から、容量
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は同程度の家庭用冷蔵庫を予定しております。

5目 企画振興費、13節 委託料 500万円の追加は、当町の情報発信のツールである、ホ

ームページを改修するための補正です。議案説明資料 資料番号4の1ページから2ページに

目的・効果を記載しておりますので、ご参照を願います。

19節 負担金補助及び交付金 122万5,000円の追加は、路線バス事業者である函館バス株

式会社が実施する、ＩＣカード導入事業の負担金で、渡島・檜山全域にわたり公共交通の利

便性や、広域観光の促進を図るため導入費用の一部を関係市町で財政支援するものです。資

料番号4の3ページに、目的・効果を記載しておりますので、ご参照を願います。

6目 新幹線推進費、11節 需用費 4万円、13節 委託料 33万円、17節 公有財産購入

費 3,010万円の追加は、企業誘致を推進するため、木古内中央駐車場に隣接する民有地を

取得する費用及び用地内立木伐採等の委託料です。資料番号4の4ページに、購入予定箇所図

を記載しておりますので、ご参照を願います。

25節 積立金 2億1,000円は、先ほど議案第8号で提案いたしました、木古内町企業振興

促進条例に基づく、企業からの交付申請に迅速に対応するため基金化し、交付運用体制を整

備するものです。

7目 広域観光推進費、11節 需用費 2,000円、13節 委託料 300万円、17節 公有財

産購入費 770万円の追加は、本年1月のオープン以来、40万人以上の方々に利用されている、

木古内町観光交流センターみそぎの郷きこないについて、さらなる利便性・快適性の向上と、

広域観光拠点としての魅力向上を図るため、屋内休憩スペースやテラスと連動した広場を屋

外に整備するための補正です。議案説明資料 資料番号4の5ページに、整備の目的・事業内

容等を、6ページには整備のイメージ図を記載しておりますので、ご参照を願います。

次に、11ページをお開き願います。

2項 徴税費、1目 税務総務費、19節 負担金補助及び交付金 113万7,000円は、渡島・

檜山地方税滞納整理機構に対する国保会計負担分が確定したことから、一般会計分を減額補

正するものです。

次に、12ページをお開き願います。

3款 民生費、1項 社会福祉費、1目 社会福祉総務費、20節 扶助費 73万2,000円は、

先ほど議案第9号で提案いたしました、福祉灯油等支給事業の見直しに係る追加補正です。

資料番号4の23ページから25ページに、改正内容等を記載しておりますので、ご参照を願い

ます。

3目 老人福祉費、19節 負担金補助及び交付金 278万1,000円は、介護従事者の負担軽

減に資する介護ロボット導入促進事業として、町内の3事業所に補助金を支出する補正です。

資料番号4の9ページに、導入予定機器のイメージ図及び導入予定事業所を記載しております

ので、ご参照を願います。

次に、13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、13節 委託料 30万円、15節 工事請負費 960万

円、18節 備品購入費 256万円は、放課後児童健全育成事業実施に伴う施設改修等費用の

補正です。資料番号4の10ページに、施設改修工事の平面図と主な施設備品の内容を記載し

ておりますので、ご参照を願います。

次に、14ページをお開き願います。
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4款 衛生費、1項 保健衛生費、2目 予防費、13節 委託料 20万7,000円は、本年10月

1日から、Ｂ型肝炎ワクチン予防接種が定期接種化されることに伴う、予防接種委託料の補

正です。

3目 環境衛生費、18節 備品購入費 6万円は、火葬場・安行苑の残骨灰の処理に使用し

ている掃除機が故障し、修理も困難のため、購入するための補正となります。

次に、15ページをお開き願います。

2項 清掃費、1目 清掃総務費、19節 負担金補助及び交付金 284万1,000円は、衛生費

関係の按分率変更による増減や、共済費率確定による共済費の減などによる減額補正となっ

ております。

次に、16ページをお開き願います。

6款 農林水産業費、1項 農業費、4目 農業振興費、19節 負担金補助及び交付金 7万

円は、ハウス栽培拡大事業助成金で、農業栽培の安定化、高収益な施設園芸作物の栽培を推

進するために、施設事業費の一部を助成するための補正です。

5目 畜産業費、8節 報償費 3万円は、道南畜産共進会において、当町の生産者2名が出

陳した2頭の乳牛が各部門において1等を受賞し、全道共進会に出陳することとなったことか

ら、事業費の3分の1を助成するための補正です。

次に、17ページをお開き願います。

3項 水産業費、1目 水産業総務費、19節 負担金補助及び交付金 53万4,000円は、木

古内漁港の計画的な補修・改善を図るための水産物供給基盤機能保全計画を策定するにあた

り、事業主体の北海道に対し、事業費の一部を負担するための補正です。資料番号4の12ペ

ージに、計画策定箇所の平面図を記載しておりますので、ご参照を願います。

次に、18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、15節 工事請負費 350万円は、町内観光情報の発

信拠点である、木古内町観光協会事務所をいさりび鉄道木古内駅舎待合室の旧キヨスク跡地

へ移転するための補正です。資料番号4の13ページに、移転工事の平面図等を記載しており

ますので、ご参照を願います。

次に、19ページをお開き願います。

8款 土木費、1項 土木管理費、1目 土木総務費、8節 報償費 8,000円は、北海道か

ら受託している、樋門樋管の点検操作に要する費用が増額となったことによる補正です。

次に、20ページをお開き願います。

2項 道路橋梁費、1目 道路維持費の財源振替は、起債申請額の増によるものです。

次に、21ページをお開き願います。

4項 都市計画費、2目 街路新設改良費の財源振替についても、起債申請額の増によるも

のです。

次に、22ページをお開き願います。

5項 住宅費、1目 住宅管理費、22節 補償補填及び賠償金 13万円は、現在行われてい

る中野団地屋根補修工事において、当初工事を予定していた住棟に入居している入居者を、

ほかの住棟に移転させるための移転料の補正です。資料番号4の14ページに、現入居者の移

転により、14号棟の補修工事が不要となる図面を記載しておりますので、ご参照を願います。

次に、23ページをお開き願います。



- 46 -

9款・1項・1目消防費、19節 負担金補助及び交付金ですが、按分率の変更や共済費率の

確定に伴う増減で、あわせまして8万3,000円の減額補正です。

次に、24ページをお開き願います。

10款 教育費、2項 小学校費、1目 学校管理費、18節 備品購入費 45万円は、民生費

の補正で説明しました、放課後児童健全育成事業に伴う小学校備品等の保管のためのプレハ

ブ物置を購入するための補正で、学童保育事業の一巻として、補助対象となってございます。

資料番号4の11ページに購入予定の物置図面を記載しておりますので、ご参照願います。

2目 教育振興費、8節 報償費 53万9,000円は、木古内小学校吹奏楽部が函館地区吹奏

楽連盟の推薦を受け、9月24日に苫小牧市で開催される、第35回北海道小学校バンドフェス

ティバル出場に伴う費用と、今後大会参加が予想される部活動等に係る不足額を補正するも

のです。資料番号4の15ページに今後の参加見込みを、16ページにバンドフェスティバル参

加者名簿を記載しておりますので、ご参照を願います。

25ページをお開き願います。

14款・1項・1目 職員給与費、4節 共済費 3,703万5,000円は、3年に一度清算となる退

職手当組合負担金の不足分の追加となります。

次に、歳入について説明させていただきます。

7ページをお開き願います。

9款・1項・1目・1節 地方交付税 1億4,516万4,000円の追加補正は、今年度の普通交付

税が確定したことによる増額補正です。

13款 国庫支出金、2項 国庫補助金、1目・1節 総務費補助金 531万7,000円の追加は、

歳出で説明いたしました、社会保障・税番号制度システム整備費補助金で、事業費の70%程

度を見込んでおります。

2目 民生費補助金、2節 児童福祉費補助金 430万3,000円の追加は、放課後児童健全育

成事業にかかる国からの交付金として、事業費の3分の1が交付されるものです。全体事業費

は、歳出で説明しました児童福祉費の1,246万円と、小学校費の45万円をあわせた、1,291万

円となってございます。

3節 地域介護・福祉空間整備推進交付金 278万1,000円の追加は、介護ロボット等導入

支援事業が採択されたことによるものです。

14款 道支出金、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 26

万7,000円の追加は、福祉灯油等支給要件の見直しに伴う道補助金の増額分を見込んでおり

ます。

2目 民生費補助金、7節 児童福祉費補助金 430万3,000円の追加は、放課後児童健全育

成事業にかかる北海道からの交付金として、事業費の3分の1が交付されるものです。

次に、8ページをお開き願います。

3項 道委託金、5目 土木費委託金、1節 河川費委託金 2万8,000円の追加は、労務単

価増による委託金の増額補正です。

15款 財産収入、1項 財産運用収入、2目・1節 利子及び配当金 1,000円は、企業振興

促進基金積立金の利子収入を見込んだものです。

17款 繰入金、1項 基金繰入金、1目・1節 財政調整基金繰入金 9,145万3,000円の減

額補正は、平成28年度普通交付税及び平成27年度繰越金の決定等による財源調整となってお
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ります。

18款・1項・1目・1節 繰越金 2億2,891万1,000円の追加補正は、平成27年度決算の確定

によるものでございます。

次に、9ページをお開き願います。

19款 諸収入、5項・1目・4節 雑入 306万4,000円の追加補正は、北海道観光振興機構

助成金として、観光スポット看板設置に係る助成金50万円及び平成27年度生きがい活動支援

通所事業委託料確定に伴う返還金256万4,000円の追加でございます。

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） ここで、2時30分まで休憩いたします。

休憩 午後2時17分

再開 午後2時30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 平野です。

まず1点について、お伺いいたします。

日程番号11番 議案の第10号 企業振興促進条例の全部改正についてですが、私以前より

企業誘致をするにあたって、このような条例の改正を求めてきた立場でございます。その中

で、様々な数字を提案して大いに企業誘致に促進するべきだという提案をしてまいりました

ので、このような改正がされることを非常に前向きだなと思っております。

ただし、条件がございまして、当然ながら大きな町として支出をするわけですので、この

企業に対して助成をする金額によって、どのような町にとっての効果があるのか。当然なが

ら、算出した上での上程だと思いますので、もちろん目に見えない町内のかたが新規で雇用

の場ができただとか、数字に表れない部分はあるかと思いますが、最低限数字で出てくるプ

ラスの面です。この助成を例えば5,000万円することによって、企業ができることによって、

何年で町にとってはどのようなプラスが出てきたのかという算出根拠と言いますか説明もそ

うですし、もしそのような算出をされた中で資料等ができていれば、そちらの資料も拝見し

たいなと思いますがいかがでしょうか。

○議長（又地信也君） まちづくり新幹線課長。

○まちづくり新幹線課長（福田伸一君） 企業振興促進条例の全部改正、これに伴う町に対する

経済効果というお尋ねでございます。

これにつきましては、試算はしておりまして、固定資産税についてでございますが、ホテ

ルの建物の建築に伴いまして、事業費が5億円で概ね1,000㎡未満のホテルを建設した場合、

年の固定資産税額は約440万円程度と見込んでございます。

また、用地につきましても約3,000㎡程度を要するものと過程いたしますと、用地費は約5,

000万円程度かかるのかなと。この場合、土地の固定資産税は約年額65万円程度になるもの

というふうに考えてございます。
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また、これが倍の建設費が10億となった場合には、いまご説明をいたしました固定資産税

が倍の880万円、あるいは土地につきましては同額ですが、建物につきましては倍の880万に

なるものというふうな想定はしてございます。

また、町外から移住されて従事される雇用者のかたがいた場合、これにつきましては町の

財政ルールの中で、地方交付税と町民税これを合わせまして、20万円を超える程度が見込ま

れるのではないかというふうな試算はしてございます。

また、1人あたりの食料品等の町内消費でございますが、こういったものも統計資料から

推察しますと約100万円程度、こういった効果は生まれてくるものというふうに考えてござ

います。

○議長（又地信也君） 3番 平野武志君。

○3番（平野武志君） ですので、まず後頭の説明はわかりました。そのような算出を一覧と

言いますか見積もった資料等の確認というのは可能でしょうか。作成していなければないで

よろしいですが。

○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） あくまで私どもの想定条件の中の試算でございますけ

れども、資料として提出させていただきます。

○議長（又地信也君） 3番 平野武志君。

○3番（平野武志君） わかりました。では、後ほど資料のほうをよろしくお願いします。

それから、この条例を適用するにあたって、資料の26ページの一番下です。町有地の無償

貸付ということで、この中にも出てきた現在の警察通りの向かいの土地がメインとなること

だと考えているのでしょうけれども、先日の常任委員会の中でも質問をしましたが、仮にそ

の場所に適していない企業ですとか、あるいは場所に入らないだけの溢れんばかりの企業さ

んが来た際に、町としてあの場所以外の貸付の町有地の案内できる場所があるのか。なけれ

ば今後、どのように検討をしていくのか考えをお聞かせ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長。

○まちづくり新幹線課長（福田伸一君） 現在、提供できる町有地についてのお尋ねでございま

すけれども、小さい土地であれば一定程度の宅地ということであればございます。

また、現在利用している町有地、これを利用後活用するということも選択肢の中にはある

と思いますので、そういったものはトータルで今後考えていかなければならない課題だとい

うこのように認識をしてございます。

また、具体的には旧中学校跡地、校舎は残っておりますが、グラウンドにつきましては現

在、北電さんが北本連係にかかるプレハブを設置してございます。これの賃借が終了後、こ

の後利用、これについても検討をしなければならない。以上でございます。

○議長（又地信也君） ほかに。

4番 竹田 努君。

○4番（竹田 努君） 4番 竹田です。

何点かありますけれども、1点ずつ確認をしたいと思います。

まず10ページの新幹線推進費、まず企業誘致の関連を新幹線推進費で予算計上をした意図

と言いますか、私は企画振興のほうが町の企業誘致、条例関係からすれば適当なのかなとい

うふうに思っていたものですから、そこがまず1点。
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同僚議員同様、やはり26年の人口減少対策の中で、この企業誘致の関係の二つほど提示が

ありましたし、その後27年には企業振興促進条例。これ一部改正をして、そして今回全部改

正に至ったと。26年の人口減少の時も同僚議員同様、我々もやはり政策として本当にやる気

があるのだったら、大胆なやはり数字、具体的な数字を提示をして、条例整備すべきでない

かということは訴えてきた。そのことが今回、全部改正でこのような基金まで作って、やは

り私は今回の基金を含めた企業誘致に関わる部分として2億3,500万、これを投資するわけで

すから、やはり先ほど同僚議員が言った町のメリット。それとやはり、町有地の利活用も含

めた計画をきちんと立てるべきだというふうに、この部分は我々が訴えてきたことですから

異論はないのですけれども。ただやはりここの土地の用途、あそこのちょうど土地の中心に

警察から来ている排水路があるのです。大きな建物を建設するとなったら用水路の変更だと

か伴うわけですし、その辺はこの企業を誘致する中で、先ほど課長が説明をした建物で1,00

0㎡未満を想定しているのか。例えば3,000㎡規模のそういう建物を建てたいと来た場合に、

そういう問題等もこれ有りで、いまこの部分で今回予算計上2億3,500万円を投資した部分プ

ラスの財源がこれからかかるのかなと。それは、企業が進出をした企業負担をさせるという

ことなのか。特に排水路を町は知っているわけですから、その辺をどういう扱いにするのか

という部分がちょっと心配なものですから確認をしたいと思います。

それから委託料の33万円、先ほど課長からの説明の中で、流木処理だというふうに説明を

されましたけれども、これは例えば流木を何本処理をして33万円になったのかという部分を

ちょっと教えて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長。

○まちづくり新幹線課長（福田伸一君） まず、企業誘致にかかる費用でございますが、なぜ新

幹線推進費で計上をしているかというお尋ねでございます。

これにつきましては、事務分掌上企業誘致については、新幹線振興室の業務ということに

区分されてございます。これに基づきまして、新幹線推進費に計上しているというものでご

ざいます。

また、排水路の扱いでございますが、これについては先方相手方もあることで、建物の位

置・配置こういった条件、これによりましてこの排水路の切り回し・切り替え、こういった

ことを町のほうで実施することと考えてございます。

それから、委託料の33万円でございますが、これにつきましては庭木、倉庫が1棟ござい

ます。物置でございますが、こういったものも移設でございまして、庭木につきましては14

本ございます。これの処理費用ということでございます。以上でございます。

○議長（又地信也君） 4番 竹田 努君。

○4番（竹田 努君） 今回の用地購入費3,000万円、これについて面積からあれすれば、だ

いたい平米単価7万1,000円くらいなのかなと。442㎡でしょう。前に総務の委員会でもらっ

たこれと同様の図面に、町有地の面積が入っているのですよ、422㎡。ですから、購入単価

からすればそのくらいになるのかなというふうに。これは、例えば最近の近傍等でこういう

単価を設定したのかどうなのかという部分について、確認をしたいと思います。

○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） この単価の算定につきましては、北海道用地対策連絡

協議会が定めます公共事業における土地評価の客観的な算出方法、これに基づきまして中央



- 50 -

通等の売買実例等もございます。こういったものも踏まえた上で、決定をしたところでござ

います。

それから、平米単価につきましては約2万円、坪で約6万6,000円程度になります。面積に

つきましては、約1,500㎡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） 議長、休憩をしてもらえませんか。

○議長（又地信也君） 暫時、休憩をいたします。

休憩 午後2時45分

再開 午後2時52分

○議長（又地信也君） 休憩を解き、会議を再開いたします。

ほかに。

2番 新井田昭男君。

○2番（新井田昭男君） 私は13ページになるのですけれども、放課後児童健全育成事業施設

改修工事、資料として平面図が載っています。一応金額でいくと工事負担費で960万円、備

品購入で256万円ということで、合わせて1,216万円という形になっておりますが、この資料

でいくと黄色い部分が学童保育施設と。赤でふさいでいるのがパーティションということで、

一部引き戸だとか出入り口の改修もあるような形になっていますけれども、この960万円と

いう工事請負費のこれをみるといろいろ根拠はあると思うのですけれども、非常に高いとい

うイメージがあるのです。なぜこんな、かかるのでしょうけれども、この状況でいくとパー

ティション工事、あるいはいろいろ付随する工事も多少あるとは思うのだけれども、躯体工

事はまず絡んでこないのに、結構金額が大きいですよね。約1,000万円近い金額というのは、

この資料というのは何かないのでしょうか。この辺をちょっと聞きたいです。

○議長（又地信也君） 町民課長。

○町民課長（吉田 宏君） この度の学童保育施設の改修工事の工事費が高いのではないか

というお尋ねです。それで、この度の学童保育施設の工事につきましては、ここの黄色の部

分につきましては、学校の中とは言いながらも独立した部分という形での工事になるという

ことです。それで、例えばこの整備のここに載っていない部分の説明をしますと、例えば元

々コンピュータ室であったがために電気がコンピュータ用の電気ということで、その照明部

分の設備を全部新たなものに取り替えるだとか、あるいはそこの中に学童保育用のミニキッ

チンだとか給排水、あるいは湯沸かし器の設置。あと、例えば消防用設備もここはまた別な

形になりますので、ここにも消防用設備も新たに増設しなければないといった部分で、経費

が当初想定していたよりも大幅にかかっているというようなことでございます。

○議長（又地信也君） 2番 新井田昭男君。

○2番（新井田昭男君） 口頭で言われるのもそういう意味合いで当然言っているのでしょう

けれども、我々の立場からみるとやはり資料として、先ほども同僚議員からほかの資料の件

の話も出ましたけれども、やはりちょっとその辺の注釈を含めて、添付資料というのが足り

ないのかなというイメージがあるのです。こういうふうな状況の中で、やはりいまいろいろ

行政のほうの取り組みの部分に関してはわからないわけではないですけれども、やはりこう
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いうのは明確にしながら、こうなのだけれども逆にこうしたら経費も削減できるとかといろ

んなそういう方向性も含めながら、考えるべき部分がないわけでもないと思うのです。そう

いう中では、やはり資料のもうちょっと充実的な部分を今後望みたいです。そういう資料に

関しては、どうなのでしょうか。現在、あるのかないのか。あれば提出ができるのかという

部分をちょっと確認したいです。

○議長（又地信也君） 副町長。

○副町長（大野 泰君） ただいまの新井田議員のご質問でございます。

13ページのほうに委託料ということで、設計委託をこれからかけて、精査した内容のもの

が工事費ということで出てまいります。概算ということで職員による積算、この部分を改修

しようということでの概算費用については出しておりますが、正式には設計委託をした後に

出てくるものが設計書ということになりますので、この度の提案につきましては、職員の概

算による工事費を補正をさせていただいて、工事のほうについてはなるべく冬休みにかかり

たいとい事情もございましたので、12月の確定を待ってやるのではなくて、概算額で予算計

上をさせてもらったと。概算ということで本当に参考資料になってしまいますけれども、そ

ういったものであればお出しすることは可能です。

○議長（又地信也君） 2番 新井田昭男君。

○2番（新井田昭男君） わかりました。今後、当然委託の中ではっきりした資料的なものは

当然出るのでしょうけれども、それはそれでまた提出をできればお願いしたい。

それともう1点、介護ロボットの件なのですけれども、今回278万1,000円計上されていま

すけれども、非常にやはり第一線で携わっているヘルパーの皆さんに関しては、非常に頼も

しい形じゃないかなとそんなふうに思っているのですけれども。これは、いわゆる今回の補

正は単年度というか1回ぽっきりの予算組なのでしょうか。この辺をちょっと聞きたいので

すけれども。

（「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） いまの介護ロボットの件で、きょうは病院管理者もおりますので、老

健にも同様、介護施設へということでグループホーム、特養、老健、この3施設に配属され

るということなのですけれども、はたして老健。事業者として確かに1台は国から補助があ

って導入ができる、だけれどもやはり介護従事者の負担軽減を図るという意味で、はたして

1台で老健事業を運営する中でいいのだろうか。やはりせっかくの機会ですから、国からは1

台補助を受けました、単費でやはりもう1台導入しようというそういう考え・検討まで至ら

なかったのかどうなのかということについて、答弁を願います。

○議長（又地信也君） 保健福祉課長。

○保健福祉課長（羽沢裕一君） 介護ロボットの補助金の1回限りかというお尋ねですけれど

も、これにつきましては国の交付金を活用しての事業ということで、この1回限りというふ

うに今回は考えております。

○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） 今回、補正で計上しております1台について、3台なり4

台なりというようなご意見をいただきましたけれども、当初27年度の国の予算の中では1施

設あたり3台というような中での補助要綱があったのですけれども、その後全国の施設を取
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りまとめたところ、3台まであたらないということで、今回1台というようなことで補正をし

ております。

今回、補正をするにあたって、国の補助金が100％入りますので、まず導入してみましょ

うと。その導入をした中で、使い勝手が良ければ新年度予算等に向けて検討していきたいと

いうようなことで、今回は国の補正の予算を活用して1台というような上程になっておりま

す。

○議長（又地信也君） 病院事業管理者。

○病院事業管理者（小澤正則君） いま事務のほうからご報告のとおりでありますけれども、

機械というのは以外に使いにくいということがございます。確かに労力の点では軽減されま

すが、使い勝手の面でかえって時間を食うということもありますので、その使い勝手につい

ては、やはり使ってみなければわからないということがありますので、後々また必要であれ

ば予算に組み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） 一度、この補助の部分に関しては国ということで、これに記載され

ているとおりなのですけれども、先ほど関連で同僚議員から言われましたけれども、やはり

我々見ていると非常にヘルパーさんも若くないかたが多いという中で、やはりこういうロボ

ット。いま話題になっていますので、そういうものをやはりイメージとすれば、今後どんど

んいろんな形のものが当然あるわけで、第一歩としては非常に良いことではないかなとそん

な思いもありましたけれども。やはり1台でいいのかなという実は思いもあって、いま事務

局のほうからその状況を見ながら、あるいは小澤先生のほうから状況を見ながらというよう

なお話もありましたのですけれども、当然時間がかかるとかなかなか使いづらいというよう

な面もないわけでないと思うのですけれども、その辺はやはりきちんとご指導をしていただ

いて、誰でもいろいろ事故的な部分もたまに聞きますけれども、そういう部分は一応管理の

中で徹底していくと解消される部分もないわけでないので、ぜひ個人的には今後やはり導入

の考えでいっていただければなとそんなふうにちょっと思っているのですけれども、いまい

まの状況はわかりました。

○議長（又地信也君） ほかに。

4番 竹田 努君。

○4番（竹田 努君） それでは、10ページの広域観光推進費関連でちょっと何点か質問をさ

せていただきます。

この資料の5ページを見ますと、オープン以来のこういう賑わいの部分が。それで、屋内

のスペースが狭くなったから屋外にテラス等の増設をしたいとこういう考え方ですから、考

え方とすれば当然これからは必要になってくるのかなというふうに思います。

町長、我々が心配するのは、交流センターを含めて駅前に集中したやはり財源の投入をす

る。来年度の事業費を含めれば、約5,000万円近い事業です。交流センターに投資をすると

いうふうになるわけなのです。それで、屋外のテラスが狭くなった。その要因というのは、

例えば観光交流センターのいまのテラスに増設をしたキッチンキーコ、あのプレハブの部分

がそのことが狭くなってこういう事業に至ったのかどうなのかという部分。この町と交流セ

ンターの協定書を見ても私は当初、キッチンキーコの整備についても町がどこかで補正を上

げてああいう施設整備をするのかなというふうに思っていたのですけれども、つい今日まで
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そういうものがなくもう既に営業をされています。ということは、指定管理をしている公益

振興社が自前でやったということになるのでしょうけれども、その辺のいきさつを含めた部

分というのはどうなのでしょう。心配するのは、やはり指定管理料に今後影響してくるので

はないだろうかというそういう部分も危惧するのですよね。その辺町長、どういう考えの基

でこういうキッチンキーコを含めて、今回の補正に至ったのかどうなのかという部分につい

て、説明を願いたいと思います。

○議長（又地信也君） 4番 竹田 努君、あとはないですか。これ1点で終わりになります

か。あればずっと続けてほしいのですが。

4番 竹田 努君。

○4番（竹田 努君） 1点ずつやったほうがいいのではないですか。わかりやすくて。

○議長（又地信也君） 皆さんがそうであれば。

答弁を求めます。

町長。

○町長（大森伊佐緒君） 竹田議員のお尋ねにお答えをしますが、キッチンキーコとそれか

ら観光交流センターとの関係がどちらをお聞きしているのかがちょっと詳しくわからないの

ですが、まずキッチンキーコにつきましては、指定管理者が独自の判断でお客様にご不便を

おかけしないようにという目的で、自らが計画し設置をしております。その途中では行政側

との協議がございましたが、資金面につきましては全て自賄いと。これによってお客様の利

便性が図られ、これまでテイクアウトをしていた商品を買わずに帰ったお客様がいまは確実

に買っていただけると。こういったことで、これからもお客様の増強に寄与するものと安心

しているところでございます。

また、この度お願いをしております広場でございますが、これは基本的にこれまでは物珍

しさとかあるいは話題性、こういったことで当町の道の駅をご利用するかたが増加しており

ます。5月の時期は、松前の花見という要因がございました。また、8月はお盆での帰省とい

うこともありました。しかし、これから秋、冬、来年に向けて落ち着いた人数になってくる

ことが予想されます。道の駅では、前に入口にお客様の声というお客様からご意見を聞くボ

ックスを置いております。また、私も道の駅に立って様々なお客様との会話の中で、お客様

がいま何を求めているのか、このことを伺っているところでございますが、とりわけボック

スの中には子ども達が「遊ぶ場所が欲しいね」とこういう意見が多数寄せられております。

現在、子ども達が遊ぶ場所はボールプール1箇所でございます。当初は、それで十分だろ

うというふうな判断で進めてまいりました。しかし、これだけ予想以上のお客様がお見えに

なって、子ども達がもっと遊べる場所が欲しいという要望には、すぐさま対応することが大

事だというふうに考えております。道の駅に人が集まることがすなわち、町内をお客様が周

遊することにつながりますので、何としても道の駅のお客様を減らすわけにはいきません。

その中には、そのためには、こうしたお客様の声を一つひとつ聞いて、そしてお客様をたく

さんお出でいただけるようなこういう道の駅に作っていきたいと。このことからいま用地の

購入を含め、またどういう施設がいいのか、こういったことを検討して今回の予算の計上と

いう形になりましたので、ぜひご理解をお願いいたします。

○議長（又地信也君） ほかに。

4番 竹田 努君。
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○4番（竹田 努君） 町長、目的だとか出資の関係は、我々も理解できないわけでない。で

きる。だけれども、もう少しそういう例えば利用者の声があって、「こういう施設が欲しい

ね、じゃあ何がいいだろう」ということで検討をした結果、こうだとわかる。ただ、私達は

ここで見る例えばテラスが不足しているだとかそういう部分だけのことを考えれば、以前キ

ッチンキーコを置いたあそこのテラス、どれだけ活用しましたという逆に今度聞きたくなり

ます。あそこにオープンデッキで、飲み食いした人が私達が行く限りではそんなに見たこと

がない。それで、キッチンキーコを設置したために狭くなったからこういうふうなテラスを

増設しなければないのかなというふうに私達はそう取ったのですよ。だから、いま町長から

子どもの遊び場が欲しいねとかそこに応えるため、それだったらもっとお金をかけて屋外で

なく屋内に整備をすべきでないか、やはりやるのだったら。だって、寒くなったらこれから

11月になったら屋外で活動できないでしょう。半年冬期間があるわけだから、それを考えれ

ば簡易の例えばドームでもできるだけお金をかけないで、やはり上屋を設置するという考え

にはならないのですか。今回は、用地購入と実施設計ですからこれはこれとしても、新年度

工事費の予算計上になる時に、その辺も含めたやはり事業としての取り組みを検討していた

だきたいことを申し添えて終わります。

○議長（又地信也君） ほかに。

8番 鈴木慎也君。

○8番（鈴木慎也君） 3点ほどあるのですけれども、よろしいでしょうか。

まず1点目、ただいま竹田議員からあった広場の整備事業についてなのですけれども、そ

れぞれの議員でそれぞれの思いはあると思うのですけれども、まずをもって観光交流センタ

ーが本来の目的は何なのかと。そこだけしっかりと道を逸れないで進んでいくところを議会

も行政も責任を持って、道の駅の動きを見守りながら見ていかなければいけないのかなと。

やはり町民のかたからは、「随分、路線がずれてきているのじゃないか」とそういう指摘

もございますので、「そのようなことはない」と。あそこを中心に町内飲食店を回って、観

光も4町・9町を回るのだと。その当時の方向性は変わっていないということだと思うのです

けれども、そう思われていない町民のかたもいますので、説明だけきちんと事前にしていた

だければと思います。こちら答弁は入りません。

2点目が、資料番号の4の26ページです。外国人技能実習生受入助成金についてです。こち

らの当町の人口減少で、労働力がやはり募集をしてもなかなか雇用が見つからないとかそう

いう声もある中で、非常に柔軟な対応をしていただいたのかなと思っております。

その中で、5人の理由の部分と4月1日から適用されているということなのですけれども、

現時点で何社、入った時期ですとか国ですとか性別ですとか、もしわかる範囲で構いません

ので、報告をしていただければと思います。

3点目が、資料の4の1ページ、ホームページの改修整備事業の件です。これも非常にいま

まで木古内町のホームページは見づらかったという声もある中で、大変私も嬉しく思います

し期待しておるところでございます。

こちら、自治体のホームページの役割という中で、住んでいるかたが自分の自治体のホー

ムページがあることをだいたい90％から100％のかたが知っているのですけれども、実際に

活用したことありますかという調べの中で、活用したことがあるかたが20％、実際使ってい

ないかたが80％ぐらいと言われております。
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ですので今回、ホームページを新たに500万円の費用をかけてやりますので、今後町民の

かたに少しでも活用してもらえるような工夫と言いますかそのような構想をちょっといま考

えているのかどうか。

先ほどの防災の関連の話にもなりますが、対策本部から各避難場所へのすぐに情報交換が

できるような停電になったとしてもバックアップ機能、ＵＰＳというものを使えば停電をし

てもある程度使えると。パソコンが機能できるという方法もありますので、対町内の活用方

法について現時点での考えと言いますか課題を押していただければと思います。以上、3点

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） はじめに、資料番号4の26ページの外国人技能実習生

受入助成ということでの5名の基準についてのお尋ねでございます。

これにつきましては、他の自治体の状況等も調べまして製造業、また水産加工業等様々業

種もある中で、また当町の事業所の状況等も勘案いたしまして、5名を上限とすることが妥

当という判断をしたところでございます。

また、4月1日以降ということで、該当事業所があるかというお尋ねでございますが、現在

私ども町内におきましては、4月1日以降であれば2事業所が対象になるものというふうな認

識は持ってございます。

それから、資料4ページのホームページでございますが、町民の皆様に対する周知につき

ましては、町政広報、その他共用開始にあたりまして、周知をさせていただきます。

このホームページにつきましては、まずはパソコンを所持してインターネットにつないで

いなければ見られないと。スマートフォン等ございますけれども、高齢者のかたはなかなか

見られないかたもいらっしゃるのかなと。

この目的でございますが、やはり木古内町を知りたくていまのこの時代背景の中、木古内

町を訪問するかた、また移住定住等に興味を持たれているかた、こういった町外のかたが木

古内町の情報を取得するために、ホームページを活用するという側面のほうが多いのかなと

いうふうに私ども考えてございます。そのために、この度現在のホームページは画面も見づ

らい、操作しづらい、また目的の情報に到達するまで時間もかかる、手間取る、こういう状

況がございます。また、セキュリティもしっかりしていない、こういったものを解消して木

古内町の情報をすぐに取得できるように使いやすいホームページを町外・町内問わず、情報

発信をしていきたいというのが私どもの考えございます。

○議長（又地信也君） 8番 鈴木慎也君。

○8番（鈴木慎也君） 外国人技能実習生の5名ということで、理解はいたしました。

こちらの事業所賃貸支援助成金、外国人の技能実習生を受け入れている事業者で、こちら

を上手く活用していると言いますか関連性はどのように判断をすればよろしいでしょうか。

外国人のかたが木古内に住むということは、もちろん住む場所が必要なわけでございます。

その住まいの部分でどのようにということで、説明のほう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） この事業所賃貸支援助成金ですが、これはオフィス・

事務所として借用する賃貸するということでございまして、居住スペース・居宅として住宅

に居住するという目的のものではございません。
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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） わかりました。それでは、いま来ている外国人のかたは、一応町の助

成でいわゆる家を用意するという段階にはないということでよろしいですね。わかりました。

一応、今後おそらく5名以上になってほしいですとか、町の人口減少も進む中で外国人労

働者の力を必要とする場面がまた近づいてきていると思いますので、まずは住む場所も次の

ステップとして課題として検討していただければと思いますのでよろしくお願いします。以

上です。

○議長（又地信也君） ほかに。

4番 竹田 努君。

○4番（竹田 努君） 最後になりますけれども17ページ、水産業総務費の中で水産物供給基

盤機能保全事業の負担金で53万4,000円計上になっていますけれども、この根拠というのは

例えば資料の12ページを見て、護岸等のこの延長で53万4,000円の負担金が出たのか。

それと、ここを木古内町としてどう整備に対して求めているのか。修復なのか護岸の嵩上

げなのかどうなのかという部分がこの資料で。たぶん今回は負担金ですから、工事内容とは

別だと思うのですけれども、負担金を出すからには当然木古内町では漁港の整備としてこう

してほしいという部分を出していると思うのですけれども、その辺もしわかる範囲内で説明

をお願いしたいと思います。

○議長（又地信也君） 産業経済課長。

○産業経済課長（木村春樹君） まず、この負担金額の積算は、今回は計画を策定するため

の費用がおよそ400万円ということで、そのうち6割が国のお金になります。残り4割が北海

道が負担するということで、北海道としてはそのうちの北海道負担分の3分の1を自治体とし

て負担していただきたいということで、積算で53万4,000円になるものです。

この木古内漁港についてですけれども、これの事業要望につきましては、北防波堤の嵩上

げや東防波堤の更新、あるいは東防波堤の突端部へのブロック配置、南防波堤の更新などを

想定しています。また、北護岸についても更新を要望しているところです。などが今後、事

業としてしていただきたいということで、それぞれ出しているものです。その前段としてこ

の機能保全計画がなければ、事業着手に至らないということですので、この負担金について

支出を同意いたしました。もちろんここで一歩前進というふうに私どもは考えておりますの

で、さらに要望なり協議を進めていきたいと思います。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。

ここで、確認をいたします。

3番 平野武志君より資料請求がありました。提出日の確認をしたいと思います。

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） それでは、提出資料については、あさって9月16日の

朝に提出をさせていただきます。

○議長（又地信也君） ということでございます。

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。
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（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。

採決を行います。

お諮りいたします。

議案第10号 木古内町企業振興促進条例の全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。

次に、議案第8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8号 木古内町企業振興促進基金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9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9号 木古内町福祉灯油等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。

次に、議案第1号について討論を行います。

討論ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。

採決を行います。

お諮りいたします。

議案第1号 平成28年度木古内町一般会計補正予算（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）



- 58 -

○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5号について討論を行います。

討論ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。

採決を行います。

お諮りいたします。

議案第5号 平成28年度木古内町介護老人保健施設事業会計補正予算（第2号）については、

原案のとおり可決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決することに決定をいたし

ました。

議案第2号 平成28年度木古内町国民健康保険特別会計補正予算（第2号）

○議長（又地信也君） 日程第16 議案第2号 平成28年度木古内町国民健康保険特別会計補

正予算（第2号）についてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

副町長。

○副町長（大野 泰君） ただいま上程となりました、議案第2号 平成28年度木古内町国民

健康保険特別会計補正予算(第2号)につきまして、提案理由をご説明申し上げます。

1ページをお願いします。

歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ、7,369万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総

額を、9億6,835万8,000円とするものです。

補正の主な内容は、平成27年度決算による繰越金及び療養給付費等の返還金を補正するも

のです。

それでは、補正の内容につきまして、歳出からご説明いたします。7ページをお開き願い

ます。

1款 総務費、1項 総務管理費、1目 一般管理費、13節 委託料 153万4,000円は、平

成30年度からの都道府県単位化に向けた国保事業費納付金や標準保険料率を算定するために

必要な情報を当町のシステムから抽出の上、国保連合会へ反映するためのシステム改修費用

として追加補正するものです。

8ページをお開き願います。

2項 徴税費、1目 賦課徴収費、19節 負担金補助及び交付金 113万7,000円は、渡島・

檜山地方税滞納整理機構負担金を追加補正するものです。

9ページをお開き願います。

3款 後期高齢者支援金等、1項 後期高齢者支援金等、1目 後期高齢者支援金、19節

負担金補助及び交付金 4万6,000円は、後期高齢者支援金の確定により、不足分を追加補正
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するものです。

10ページをお開き願います。

4款 前期高齢者納付金等、1項 前期高齢者交付金等、1目 前期高齢者納付金、19節

負担金補助及び交付金 1万6,000円は、前期高齢者納付金の確定により、同じく不足分を追

加補正するものです。

11ページをお開き願います。

6款・1項・1目 介護納付金、19節 負担金補助及び交付金 295万3,000円の減額は、介

護納付金の確定により、減額補正するものです。

12ページをお開き願います。

10款 諸支出金、1項 償還金及び還付加算金、3目 償還金、23節 償還金利子及び割引

料 1,255万6,000円は、平成27年度療養給付費等負担金、特定健診負担金及び療養給付費交

付金の確定により、償還金を追加補正するものです。

13ページをお開き願います。

11款・1項・1目・節 予備費 6,136万3,000円は、平成27年度繰越金のうち、この額を予

備費として追加補正をするものです。

次に、歳入をご説明をします。

6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、2目・1節 国民健康保険制度関係業務準備事業費補

助金 153万4,000円の追加は、歳出でご説明した、平成30年度からの保険者都道府県単位化

に向けたシステム改修費用分として国から受け入れる補正です。

9款・1項・1目・1節 繰越金 7,216万5,000円は、平成27年度決算による追加補正です。

以上で、提案理由の説明を終わります。よろしくご審議をお願いいたします。

○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。

4番 竹田 努君。

○4番（竹田 努君） 7ページの委託料なのですが、今回30年度連合会への移行に伴うシス

テム改修だと。これはわかりました。その財源は、国のほうで補てんをするということで、

それで理解はできます。

それで、今年度単年度今回の補正で、来年以降またのシステム改修だとかそういうふうな

ことが出てこない。これでもう、あとは30年の道移行を待つだけという考えでいいのかどう

なのかという部分について見解を。

○議長（又地信也君） 町民課長。

○町民課長（吉田 宏君） ただいまの委託料の補正の関係につきましては、今年度この国

保事業費の納付金算定標準システムの改修ということで、この部分の改修につきましては、

この度改修するだけで次年度以降は、改修費用は発生をしないということになります。

これ以外の部分につきましては、まだ詳細についてはわかっておりませんので、ただいず

れにしても補助金等で措置されるものと思われます。

○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。
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討論ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。

採決を行います。

お諮りいたします。

議案第2号 平成28年度木古内町国民健康保険特別会計補正予算（第2号）については、原

案のとおり可決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） ご異議なしと認め、本案は原案のとおり可決することに決定をいた

しました。

議案第3号 平成28年度木古内町後期高齢者医療特別会計補正予算（第1号）

○議長（又地信也君） 日程第17 議案第3号 平成28年度木古内町後期高齢者医療特別会計

補正予算（第1号）についてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

副町長。

○副町長（大野 泰君） ただいま上程になりました、議案第3号 平成28年度木古内町後期

高齢者医療特別会計補正予算(第1号)につきまして、提案理由をご説明申し上げます。

1ページをお願いします。

歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ、9万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を、

1億6,676万9,000円とするものです。

補正の内容につきましては、平成27年度決算により繰越金を補正するものです。

それでは、歳出からご説明いたします。

7ページをお開き願います。

5款・1項・1目・節 予備費 9万4,000円は、平成27年度繰越金を予備費に充当・追加補

正をするものです。

次に、歳入についてご説明いたします。

6ページをお開き願います。

5款・1項・1目・1節 繰越金 9万4,000円は、平成27年度繰越金を追加補正するものです。

以上で、提案理由の説明を終わります。よろしくご審議をお願いいたします。

○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。



- 61 -

採決を行います。

お諮りいたします。

議案第3号 平成28年度木古内町後期高齢者医療特別会計補正予算（第1号）については、

原案のとおり可決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○議長（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4号 平成28年度木古内町国民健康保険病院事業会計補正予算（第1号）

○議長（又地信也君） 日程第18 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

計補正予算（第1号）についてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

副町長。

○副町長（大野 泰君） ただいま上程となりました、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補正予算（第1号）につきまして、提案理由をご説明申し上げます。

1ページをお願いします。

第2条は、平成28年度予算の第3条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正するもの

です。

収益的支出の第1款 病院事業費用の既決予定額 15億6,683万2,000円を908万1,000円減

額し、その予定額を15億5,775万1,000円とするものです。

第3条は、平成28年度予算の第7条に定めた議会の議決を経なければ流用することができな

い経費のうち、給与費を9億7,150万9,000円に改めるものです。

補正の主な内容は、当初予算に計上している採用見込みの医師1名分の上半期分人件費の

減額と看護師採用に要する費用、並びに患者確保のため、福島町までの患者送迎バスの運行

調査費用を追加補正するものです。

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。

○議長（又地信也君） 病院事務局長。

○病院事業事務局長（平野弘輝君） それでは、議案第4号 平成28年度木古内町国民健康保

険病院事業会計補正予算（第1号）について、ご説明申し上げます。

資料は、議案番号4の20ページをお開き願います。

先に、運行調査を実施します木古内・福島間の患者送迎バスの概要について、ご説明いた

します。

運行調査は、10月1日から12月30日までの3か月間で、送迎バスの運行日数は土曜日、日曜

日、祝祭日を除く61日間です。

この間、利用者数を調査し、費用対効果を見極め、定期運行を検討いたします。

運行区間及び運行ダイヤ、車種選定の経過、そして道路運送法への対応については、資料

に記載のとおりですのでご参照ください。
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それでは、支出をご説明いたします。

議案は、7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、1目 給与費 節の給料 596万4,000円、そして手

当 440万6,000円の減額は、採用を見込み、当初予算へ計上していた医師1名の人件費につ

いて、現時点で確保できなかったことから半期分を減額し、今回追加補正した費用へ充当す

るものです。

次ページ、8ページをお開きください。

賃金 44万円は、患者送迎バスの運転手にかかる人件費です。法定福利費 338万5,000円

減額の内訳は、医師の共済組合等負担金として345万2,000円を減額し、バス運転手の社会保

険加入保険料等としまして6万7,000円を追加するものです。

3目 経費の報償費 330万円は、退職等により不足している看護師を紹介会社を通じて確

保する際に生じる紹介手数料として、3名分を追加補正するものです。賃借料 61万と車両

費 32万4,000円は、運行調査する患者送迎バスに要する費用でございます。

なお、収入の補正はございません。よろしくご審議願います。

○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、病院事業として初の試みというかバスの運行というふうになり

まして、大変良かったなというふうに思っています。

ただ、12月まで調査期間、これを3か月間の状況を見て費用対効果、そのバランスを見て

今後、バス運行に踏み切るかどうかという部分を選択する。それはそれで考え方はわかるの

ですけれども、どこの町もやはり高齢者が増えているということになりますと、やはり車で

の輸送と言いますか移送が一番ネックなのですよね、足がないということが。そういうこと

からしますと、調査期間が12月までやって、そこでもうバス運行がないと。その結果、新年

度から調査結果を踏まえて、新年度本格的に予算計上をしようとなった場合に、3か月間そ

こに穴が開く。この部分をやはりどうにかしなければならないのかな、もうちょっと準備期

間として1月から3月まで運行をして、本格実施は例えば新年度からということで、切れ間が

ないそういう計画にしなければないのかなというふうに思うのですよね。その辺、確かに今

回はあくまでも調査ですから、3か月間の試行をして見た。結果を踏まえて踏み切るという

それも一つの考え方とすればいいのですが、やはり利用者の立場からすれば、12月までせっ

かく来てくれたのに、3か月通ったらもうそこでプッツン。1月からはなかった。やはりそれ

ならだめだわという患者離れというかそういうことにつながるのではないのかなというふう

に思うのです。ですから、1月から3か月の期間をどういう形で準備運行にするのか、やはり

継続することが一番の患者にとっては、有利な戦法でないかなというふうに思うのですよね。

その辺については、どういう見解を持っているのか。

○議長（又地信也君） 病院事務局長。

○病院事業事務局長（平野弘輝君） 大変前向きなアドバイスをいただき、ありがとうござ

います。

今回の調査につきましては、3か月間という期間限定で行いますが、この状況について費

用対効果もそうですけれども、先行投資の意味合いもあって調査をいたしますので、1月以
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降バスの運行はしないというものでもございません。当然、需要がありましたら1月以降に

つきましても、12月定例会で調査結果を説明した上で、補正をさせていただきたいというふ

うに考えております。

また、利用者数が多くて大型のバス・中型のバスで運行をしなければならないというよう

な事態になった場合については、新年度予算4月からということであれば、バスの手配が現

状で購入をしたとしても半年程度かかるというようなことになりますから、この調査で患者

数が多数見込めるというような場合になった時については、12月での28年度導入に向けたバ

スの購入費用というのも念頭に置きながら、今後検討をしていきたいというふうに思ってお

ります。

○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4号 平成28年度木古内町国民健康保険病院事業会計補正予算（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。

ここで、説明員の病院事業管理者が公務のため、退席することを許します。

4時まで、暫時、休憩をいたします。

休憩 午後3時50分

再開 午後4時00分

議案第6号 平成28年度木古内町介護保険事業特別会計補正予算（第1号）

○議長（又地信也君） 休憩を解き、会議を再開いたします。

日程第19 議案第6号 平成28年度木古内町介護保険事業特別会計補正予算（第1号）につ

いてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

副町長。

○副町長（大野 泰君） ただいま上程となりました、議案第6号 平成28年度木古内町介護

保険事業特別会計補正予算（第1号）につきまして、提案理由をご説明申し上げます。

1ページをお願いします。
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歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ、846万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額

を、6億9,420万3,000円とするものです。

補正の主な内容は、平成27年度介護給付費、地域支援事業、繰越金の確定等による補正で

す。

それでは、補正の内容につきまして、歳出からご説明いたします。

7ページをお開き願います。

5款 諸支出金、1項 償還金及び還付加算金、2目 償還金、23節 償還金利子及び割引

料 306万4,000円は、国庫支出金等過年度分返還金を追加補正するものです。

8ページをお開き願います。

6款・1項・1目・節 予備費 540万3,000円は、平成27年度繰越金のうち、この額を予備

費として追加補正するものです。

次に、歳入のご説明をします。

6ページをお開き願います。

5款・1項 支払基金交付金、1目 介護給付費交付金、2節 過年度分 介護給付費交付金

精算分 73万6,000円は、平成27年度分の支払基金からの介護給付費交付金が、追加交付予

定となったため、また、2目 地域支援事業交付金、2節 過年度分介護予防・日常生活支援

総合事業交付金精算分 65万3,000円は、平成27年度分の支払基金からの介護予防・日常生

活支援総合事業交付金が、追加交付予定となったため、追加補正をするもです。

6款 道支出金、1項 道負担金、1目 介護給付費負担金、2節 過年度分 介護給付費負

担金精算分 15万6,000円は、同じく平成27年度分の北海道からの介護給付費交付金が、追

加交付予定となったため、追加補正するものです。

8款・1項・1目・1節 繰越金 692万2,000円は、平成27年度分の繰越金の確定に伴い追加

補正をするものです。

以上で、提案理由の説明を終わります。よろしくご審議をお願いいたします。

○議長（又地信也君） 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

4番 竹田 努君。

○4番（竹田 努君） 6ページの歳入の繰越金、随分繰越金が少なくなったというそういう

印象を受けるのですけれども、今期の介護保険の期間の中でこの繰入金で何とか乗り越える

という状況なのか、厳しい状況なのかという部分。現段階の見解でいいですから、わかる範

囲内で。

○議長（又地信也君） 保健福祉課長。

○保健福祉課長（羽沢裕一君） この繰越金でございますけれども、これにつきましてはま

ず27年度第6期の介護保険事業計画の1年目ということで、この繰越金となっております。

第6期につきましては、残り2年目、3年目とあります。その中では、財政安定化基金とい

うものを借り入れしての運営をしてございまして、残り2年、償還を残しての繰り越しとい

う形になってございますので、決して安定的な財政運営とは言えないという状況にございま

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。
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これより討論を行います。

討論ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。

採決を行います。

お諮りいたします。

議案第6号 平成28年度木古内町介護保険事業特別会計補正予算（第1号）については、原

案のとおり可決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 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7号 釜谷多目的活性化施設設置条例制定について

○議長（又地信也君） 日程第20 議案第7号 釜谷多目的活性化施設設置条例制定について

を議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

町長。

○町長（大森伊佐緒君） ただいま上程になりました、議案第7号 釜谷多目的活性化施設設

置条例制定について、提案理由の説明を申し上げます。

本条例につきましては、現在、釜谷漁港内に建設を進めています釜谷多目的活性化施設の

建物の名称、及び位置を定めるとともに、施設管理にあたり必要な事項を定めるために制定

するものでございます。

附則といたしまして、この条例は、平成28年11月1日から施行するとしております。

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。

○議長（又地信也君） 詳細説明を求めます。

建設水道課長。

○建設水道課長（構口 学君） それでは、私のほうから釜谷多目的活性化施設設置条例の

制定について、ご説明いたします。

今回、釜谷生活改善センターの建て替えにあたりまして、新しい会館を「釜谷多目的活性

化施設」として管理するための条例となります。

まず第1条では、本条例の「目的」について、第2条では「名称及び位置」として、名称を

「釜谷多目的活性化施設」、愛称を「釜谷ゆうなぎ館」とし、位置については、木古内町字

釜谷42番地1地先の釜谷漁港敷地内に設置するものであります。

第3条から第10条においては、管理・使用等について定めており、後段に別表として各研

修室の「使用料」についても記載しております。

以上で、説明を終わらせていただきます。よろしくご審議願います。

○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。
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質疑ございませんか。

3番 平野武志君。

○3番（平野武志君） 釜谷の施設について、新築で地元のかたには釜谷については、お通夜

も含めて利用価値のある会館が造られているなと実感しております。

そこで、施設の使用料についてなのですけれども、条例を見るとおそらく現在ある他の施

設と同等に時間・全日合わせて金額設定をしたと思うのですが、これは使用料が発生する対

象のかたの定めについては、例えば釜谷地区のお通夜あるいは地域の行事の敬老会、お祭り。

あるいは、これから地域の福祉のピンコロ会等の高齢者に対する福祉事業等々様々あると思

いますが、これはどの使用についてもこの金額が必ず発生するという認識でよろしいでしょ

うか。

また、せっかくですからこの使用料が設置されるにあたりまして、他の施設についても同

様の使用料が記載されておりますが、他の施設についても同様の観点で認識してよろしいで

しょうか。お伺いします。

○議長（又地信也君） 建設水道課長。

○建設水道課長（構口 学君） まず、使用料に対する各研修室の金額については、このほ

かに札苅みらい館などと同じような施設がありますが、それとまず同様な金額となっており

ます。使用料については、第7条2項のほうにも減免するということで、明記はしております。

あと、使用者に対することに関しては特段、町民のかたということの決めはないのですが、

全般のかたが利用できるということで考えております。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7号 釜谷多目的活性化施設設置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11号 財産の取得について

○議長（又地信也君） 日程第21 議案第11号 財産の取得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。
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○町長（大森伊佐緒君） ただいま上程になりました、議案第11号 財産の取得につきまし

て、提案理由の説明を申し上げます。

この度、取得する財産につきましては、取得価格が700万円を超えることから、議会の議

決に付すべき契約、及び財産の取得、または処分に関する条例第3条の規定に基づき、議会

の議決を求めるものでございます。

次のページに、資料を添付しておりますのでご参照を願います。

取得する財産は、平成28年度木古内町スクールバス。取得価格は、2,350万円。取得の相

手方は、函館市昭和3丁目32番26号の函館三菱ふそう自動車販売株式会社。納期限は、平成2

9年3月30日でございます。

以上で、提案理由の説明を終わります。よろしくご審議をお願い申し上げます。

○議長（又地信也君） 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

質疑ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 質疑がないようですので、質疑を終了いたします。

これより討論を行います。

討論ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。

採決を行います。

お諮りいたします。

議案第11号 財産の取得については、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。

同意案第1号 木古内町教育委員会教育長の任命について

○議長（又地信也君） 日程第22 同意案第1号 木古内町教育委員会教育長の任命について

を議題といたします。

教育長 野村広章さんの退席を求めます。

（野村広章君 退場）

○議長（又地信也君） 提案理由の説明を求めます。

町長。

○町長（大森伊佐緒君） ただいま上程になりました、同意案第1号 木古内町教育委員会教

育長の任命について、提案理由の説明を申し上げます。

次のページに、資料を添付しておりますので、ご参照をいただきたいと思います。

地方教育行政の組織、及び運営に関する法律が平成26年6月に改正され、昨年4月から施行
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されており、現在は、この改正法の経過措置によりまして、現教育長の教育委員としての任

期満了である9月30日までは、旧制度の体制を継続しております。

このため、10月1日からは新制度に移行することに伴い、教育委員長と教育長を一本化し

た「新教育長」を首長が直接任命することになり、この度の提案とさせていただくものでご

ざいます。

改めまして、木古内町教育委員会教育長の任命について、地方教育行政の組織、及び運営

に関する法律第4条第1項の規定により、議会の同意を求める野村広章氏は、昭和55年に木古

内町役場に勤務され、平成16年に社会教育課長、平成17年に学校教育課長を歴任されるなど、

その多くを当町の教育行政に力を注いでこられました。

平成20年10月からは、木古内町教育委員会教育長として、様々な諸課題に正面から向き合

い、その業績は教育関係者はもとより、町民の皆様が認めるところでございます。

勤勉実直で、ユーモアに溢れ、統率力に優れているかたでもあり、教育長として適任者と

判断しており、引き続き、当町の教育推進に貢献していただけるものと確信をしております。

なお、新制度移行により教育長の任期は3年間で、平成28年10月1日から平成31年9月30日

まででございます。

以上で、提案理由の説明を終わります。ご審議の上、満場一致でのご同意を賜りますよう

お願いを申し上げます。

○議長（又地信也君） 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

3番 平野武志君。

○3番（平野武志君） 3番 平野です。

ただいまの同意案の任命者 野村広章さんにつきましては、人望または実績については、

私も申し分ないと思っております。

ただ、皆さんご存じのとおり、町民のかたからも伺う場面があるのですが、佐女川神社の

宮司さんという職業と言いますか家業と言いますかそれも持ち合わせておりまして、教育委

員長との公務と重複することがあるのではないかという心配の声があります。そのような重

複した場合に、任命をこれからただいました町長としては、どのように考えているのかとい

う部分をお聞かせいただきたいと思います。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君） 教育長と宮司という二つのお仕事ということで、住民からのどの

ような声かというのは、具体的にお聞きしていませんので、よくわかりません。しかし、二

つの業務につきまして、これまでも同様、十分こなしていけるものと確信しております。

○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。
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同意案第1号 木古内町教育委員会教育長の任命について、原案のとおり同意することに

賛成のかたは、ご起立をお願いいたします。

（賛成者起立）

○議長（又地信也君） 全員起立。

よって、本案は原案のとおり同意することに決定をいたしました。

野村広章さんの復席を求めます。

暫時、休憩をいたします。

休憩 午後4時20分

再開 午後4時21分

○議長（又地信也君） 休憩を解き、会議を再開いたします。

（野村広章君 入場）

○議長（又地信也君） 教育長 野村広章さんが復席されましたので、ご報告いたします。

ただいま木古内町教育委員会教育長の任命につきましては、満場一致で同意されましたの

で、ご報告いたします。

野村広章さんからご挨拶をお願いいたします。

教育長 野村広章さん。

○教育長（野村広章君） 議長のお許しをいただきましたので、一言ご挨拶を申し上げたい

と思います。

ただいま議員各位のご同意をいただきまして、教育長の任命を賜りますことは、大変光栄

であり、同時に重責を痛感しつつ、身の引き締まる思いでございます。

今日、教育に関わる様々な課題がございますけれども、教育行政の代表として教育委員を

はじめ、学校、地域の方々、関係機関、皆様と連携しながら木古内町の教育の充実発展のた

め力を尽くし、誠心誠意、努めてまいりたいと思っております。

議員各位におかれましては、どうか今後とも変わらぬご指導・ご助言を賜りますようお願

いを申し上げ、ご挨拶とさせていただきたいと思います。どうぞ、よろしくお願い申し上げ

ます。

同意案第2号 木古内町教育委員会委員の任命について

○議長（又地信也君） 日程第23 同意案第2号 木古内町教育委員会委員の任命についてを

議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

町長。

○町長（大森伊佐緒君） ただいま上程になりました、同意案第2号 木古内町教育委員会委

員の任命について、提案理由の説明を申し上げます。
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次のページに、資料を添付しておりますので、ご参照をいただきたいと思います。

この度、木古内町教育委員会委員の任命について、地方教育行政の組織、及び、運営に関

する法律第4条第2項の規定により、議会の同意を求める竹田光伸氏は、昭和62年に日本菓子

専門学校を卒業された後、本州での製菓店勤務を経て、現在は、有限会社末広庵の代表取締

役社長を務められております。

平成11年4月より13年6か月間にわたり、木古内町公民館運営審議会委員、並びに木古内町

社会教育委員を歴任され、平成24年10月からは木古内町教育委員会委員として、当町の教育

推進に貢献されております。

また、中学校に通う生徒の保護者として、ＰＴＡ活動を中心に、大変教育熱心なかたでご

ざいます。

地域では、木古内商工会青年部副部長や、木古内町青年団体連絡協議会副会長を務めるな

ど、人望の厚いかたであるほか、人格高潔でありますことからも、教育委員の適任者であり、

今後における、当町の教育推進に貢献していただけるものと確信をしております。

なお、委員の任期はこれまで通り4年間で、平成28年10月1日から平成32年9月30日までで

ございます。

以上で、提案理由の説明を終わります。ご審議の上、満場一致でのご同意を賜りますよう

お願いを申し上げます。

○議長（又地信也君） 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

質疑ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 質疑がないようですので、質疑を終了いたします。

これより討論を行います。

討論ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。

採決を行います。

お諮りいたします。

同意案第2号 木古内町教育委員会委員の任命について、原案のとおり同意することに賛

成のかたは、ご起立をお願いいたします。

（賛成者起立）

○議長（又地信也君） 全員起立。

よって、本案は原案のとおり同意することに決定をいたしました。

同意案第3号 木古内町固定資産評価審査委員会委員の選任について

○議長（又地信也君） 日程第24 同意案第3号 木古内町固定資産評価審査委員会委員の選

任についてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

町長。



- 71 -

○町長（大森伊佐緒君） ただいま上程になりました、同意案第3号 木古内町固定資産評価

審査委員会委員の選任について、提案理由の説明を申し上げます。

次のページに、資料を添付しておりますので、ご参照を願います。

この度、木古内町固定資産評価審査委員会委員の選任について、地方税法第423条第3項の

規定により、議会の同意を求める東出洋一氏は、昭和47年に北海道木古内高等学校を卒業さ

れ、同年4月から町内の企業や、現在の北斗市内の企業に勤務された後、平成3年4月に木古

内町議会議員に初当選されております。

議会におきましては、平成19年より2期8年間は、副議長の要職を務められるなど、存在感

のある議員としてご活躍されおり、平成27年4月に惜しまれつつ退任され、現在は農業を営

んでおられます。

6期24年間の議員活動において、平成18年には全道議長会永年勤続表彰、平成19年には全

国議長会自治功労者議員表彰を受賞されるなど、当町の自治行政の振興発展に、多大な貢献

をされました。

これまでの豊富な経験と知識をもって、委員の職責をはたしていただけるものと確信をし

ております。

なお、委員の任期は、平成28年10月1日から、平成31年9月30日までの3年間でございます。

以上で、提案理由の説明を終わります。ご審議の上、満場一致でのご同意を賜りますよう

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。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 質疑がないようですので、質疑を終了いたします。

これより討論を行います。

討論ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。

採決を行います。

お諮りいたします。

同意案第3号 木古内町固定資産評価審査委員会委員の選任について、原案のとおり同意

することに賛成のかたは、ご起立をお願いいたします。

（賛成者起立）

○議長（又地信也君） 全員起立。

よって、本案は原案のとおり同意することに決定をいたしました。

時 間 の 延 長 に つ い て

○議長（又地信也君） 皆さんに、時間の延長についてをお諮りいたします。

本日、提案されております議事が全て終わるまで、時間を延長したいと思いますが、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） 異議ないものと認め、時間延長することに決定をいたしました。

認定第1号から認定第9号（平成27年度各会計決算）

○議長（又地信也君） 日程第25から日程第33については、決算認定一括議題となりますの

で、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25 認定第1号 平成27年度木古内町一般会計決算認定について、日程第26 認定

第2号 平成27年度木古内町国民健康保険特別会計決算認定について、日程第27 認定第3号

平成27年度木古内町後期高齢者医療特別会計決算認定について、日程第28 認定第4号

平成27年度木古内町国民健康保険病院事業会計決算認定について、日程第29 認定第5号

平成27年度木古内町水道事業会計決算認定について、日程第30 認定第6号 平成27年度木

古内町介護老人保健施設事業会計決算認定について、日程第31 認定第7号 平成27年度木

古内町介護保険事業特別会計決算認定について、日程第32 認定第8号 平成27年度木古内

町介護サービス事業特別会計決算認定について、日程第33 認定第9号 平成27年度木古内

町下水道事業特別会計決算認定について。以上です。

○議長（又地信也君） 以上、認定第1号 平成27年度木古内町一般会計決算認定についてほ

か8件については関連がありますので、一括議題といたします。

お諮りいたします。

ただいま一括議題としました9件の案件につきましては、本会議における提案理由の説明

及び質疑を省略し、平成27年度木古内町決算審査特別委員会を設置するとともに、議長及び

監査委員の竹田議員を除く8名の全議員を委員に選任し、これに付託する上、審査すること

にいたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 異議ないものと認め、ただいま一括議題としました9件の案件につき

ましては、本会議における提案理由の説明及び質疑を省略し、平成27年度木古内町決算審査

特別委員会を設置し、議長及び監査委員の竹田議員を除く8名の全議員を委員に選任し、こ

れに付託の上、審査することに決定をいたしました。

次に、ただいま設置されました、平成27年度木古内町決算審査特別委員会に対し、本議会

から地方自治法第98条第1項の規定に基づく検査権を付与し委任したいと思いますが、ご異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 異議ないものと認め、平成27年度木古内町決算審査特別委員会に対

し、本議会から地方自治法第98条第1項の規定に基づく検査権を付与し委任することに決定

をいたしました。

これより、木古内町議会委員会条例第9条第1項の規定による、委員長及び副委員長の互選

を行うため、特別委員会の開催をお願いいたします。
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暫時、休憩をいたします。

休憩 午後4時35分

再開 午後4時45分

諸 般 の 報 告

○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27年度木古内町決算審査特別委員会が開催され、委員長及び副委員

長の互選が行われましたのでご報告いたします。

平成27年度木古内町決算審査特別委員会委員長に2番 新井田昭男君、副委員長に5番 相

澤 巧君、以上のとおり互選された旨の報告がありました。

休 会 の 宣 告

○議長（又地信也君） お諮りいたします。

ただいま設置されました、平成27年度木古内町決算審査特別委員会の審査が終了するまで、

本会議を休会といたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 異議なしと認めます。

よって、平成27年度木古内町決算審査特別委員会の審査が終了するまで、本会議を休会す

ることに決定をいたしました。

長時間にわたり、ご審議をいただき、ありがとうございました。時間延長をすることなく、

終了することができました。大変、ありがとうございます。

以上をもちまして、本日の会議を終了いたします。

大変、どうもご苦労様でした。

（ 午後４時４７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9月14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３回木古内町議会定例会議事日程

第２号 平成２８年９月２３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 議会運営委員会報告

４ 平成27年度木古内町決算審査特別委員会報告

５ 議案 第12号 平成28年度木古内町一般会計補正予算（第5号）

６ 発議案 第１号 議会閉会中の所管事務調査について

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

８ 意見書案第２号 「新たな高校教育に関する指針」の見直しを求める意見書

９ 意見書案第３号 義務教育費国庫負担制度堅持・負担率1/2への復元、子どもの貧困解
消などの教育予算確保・拡充と就学保障の充実、「30人以下学級」の
実現をめざす教職員定数改善に向けた意見書

10 議会閉会中の正・副議長及び議員の出張・派遣承認について
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（ 午後３時１０分 開会 ）

開 会 ・ 開 議 の 宣 告

○議長（又地信也君） ただいまから9月14日に引き続き、会議を開会いたします。

ただいまの出席議員は10名でございます。

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

した。

ただちに本日の会議を開きます。

本日の議事日程及び説明員については、別紙配付のとおりでありますが、小澤病院事業管

理者につきましては、本日公務のため欠席となっています。

会 議 録 署 名 議 員 の 指 名

○議長（又地信也君） 日程第1 会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第118条の規定により議長から指名いたします。

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、これを省略します。

議 会 運 営 委 員 会 報 告

○議長（又地信也君） 日程第3 議会運営委員会報告。

議会運営委員会委員長より、議会運営に関する件について報告を求めます。

議会運営委員会 委員長 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9月23日 木古内町議会 議長 又地信也様。木古内町議会運営委員会委員長

新井田昭男。

議会運営委員会報告書。

平成28年第3回木古内町議会定例会開催にあたり、本委員会に付託された議会運営に関す

る件について、会議規則第41条第1項の規定により報告いたします。

記 1.会議開催状況。

会議開催状況につきましては、9月23日に開催し、欠席委員はおりませんでした。

2.平成28年第3回木古内町議会定例会における追加議案について。
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(1)議案第12号 平成28年度木古内町一般会計補正予算（第5号）。以上、1件を今定例会の

案件として追加することとする。以上でございます。

○議長（又地信也君） 議会運営委員長の報告が終わりました。質疑はございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 質疑がないようですので、報告を終了いたします。

平成27年度木古内町決算審査特別委員会報告

○議長（又地信也君） 日程第4 平成27年度木古内町決算審査特別委員会報告。

平成28年9月14日開催の平成28年第3回木古内町議会定例会において設置されました、平成

27年度木古内町決算審査特別委員会の報告を求めます。

平成27年度木古内町決算審査特別委員会 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9月23日 木古内町議会議長 又地信也様。平成27年度木古内町決算審査特別委

員会委員長 新井田昭男。

平成27年度木古内町決算審査特別委員会審査報告書。

平成28年第3回木古内町議会定例会において、本委員会に付託された事件については、次

のとおり審査を終了したので、会議規則第41条第1項の規定により報告をいたします。

記 1.会議開催状況。

会議開催状況につきましては、記載のとおりであります。

2.審査事項。

認定第1号 平成27年度木古内町一般会計決算認定について、認定第2号 平成27年

度木古内町国民健康保険特別会計決算認定について、認定第3号 平成27年度木古内

町後期高齢者医療特別会計決算認定について、認定第4号 平成27年度木古内町国民

健康保険病院事業会計決算認定について、認定第5号 平成27年度木古内町水道事業

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

決算認定について、認定第7号 平成27年度木古内町介護保険事業特別会計決算認定

について、認定第8号 平成27年度木古内町介護サービス事業特別会計決算認定につ

いて、認定第9号 平成27年度木古内町下水道事業特別会計決算認定について。

3.審査結果。

認定第1号 平成27年度木古内町一般会計決算認定のほか8件について慎重に審査を行った

結果、当委員会としていずれも認定すべきと決定した。

4.審査所見。

平成27年度各会計決算では、病院事業会計が会計制度の改正により今年度も赤字決算とな

っているが、他の会計では全て黒字決算となっている。

その中で、国保税を含む町税については、全体の調定額が減少しているが法人町民税を除

き、現年課税分及び滞納繰越分を合わせた収納率が前年を上回っている。過去5年間で一番

高い収納率になったことは、評価に値するものである。また、税を除く使用料等の収納率に

ついては、現年度分は前年より向上している項目もあるが、過年度分は伸び悩んでいる。今
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後、徴収・収納事務に係わる担当課は、引き続き滞納額等が増とならないようにさらなる努

力と住民目線に立った不公平感のない事務の執行を図られたい。

また、教育委員会部局では各種委員会の未開催により報酬の支出額がゼロとなっている項

目があった。各種委員会の中には、委員が共通認識を持つため年に一度は会議を開催しなけ

ればならない委員会もあると思われるので、そのような委員会については今年度の開催に配

慮願いたい。

木古内町財政収支計画が示され、将来においては厳しい財政運営や財政調整基金残高の減

少が予測される。今後も健全な財政運営に向けた経費の節減はもとより、職員一人ひとりが

町民の付託に応える使命感を持って邁進することを強く要望する。以上であります。

○議長（又地信也君） 平成27年度木古内町決算審査特別委員会委員長の報告が終わりまし

たが、この委員会は議長及び監査委員の竹田議員を除く8名の全議員による委員会でありま

すので、質疑、討論を省略することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 異議ないものと認めます。

お諮りいたします。

認定第1号 平成27年度木古内町一般会計決算認定についてほか8件につきましては、平成

27年度木古内町決算審査特別委員会委員長報告のとおり認定することにご異議ございません

か。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 異議ないもの認めます。

よって、認定第1号 平成27年度木古内町一般会計決算認定についてほか8件につきまして

は、平成27年度木古内町決算審査特別委員会委員長報告のとおり認定することに決定をいた

しました。

議案第12号 平成28年度木古内町一般会計補正予算（第5号）

○議長（又地信也君） 日程第5 議案第12号 平成28年度木古内町一般会計補正予算（第5

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12号 平成28年度木古内町一

般会計補正予算（第5号）の提案理由をご説明申し上げます。

1ページをお願いします。

歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ、1,194万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総

額を、49億337万6,000円とするものです。

補正の主な内容は、8月30日の台風10号及び9月8日の台風13号からの温帯低気圧により、

町内の土木施設、林道・町有林施設、文教施設及びその他公共施設が被害を受けたことによ

る、復旧に要する費用の補正と災害対策に従事した職員・臨時職員等の人件費の補正となっ

ております。
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それでは、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。

7ページをお開き願います。

9款・1項 消防費、2目 災害対策費、7節 賃金 5万円の補正は、8月30日発生の台風10

号の災害対策で出動した臨時職員等の割増賃金分を補正するものです。

次に、8ページをお開き願います。

11款 災害復旧費、1項 土木施設災害復旧費、1目 河川災害復旧費、11節 需用費 42

0万円の補正は、この度の台風10号及び台風13号からの温帯低気圧の影響で、町管理の普通

河川が、洗掘や倒木等により、河川機能が阻害された箇所の修復を行うものです。

14節 使用料及び賃借料 8万7,000円の補正は、木古内川の水位上昇により、木古内川に

流れ出る塩辛川の増水が懸念されたことから、ポンプによるくみ上げを行った際に使用した

機械の借上に要した経費です。

次に、2目 道路橋りょう災害復旧費、11節 需用費 390万円の補正は、台風10号の影響

で、倒木や法面の崩壊等により、通行に支障が生じた町道等において修繕を行うものです。

14節 使用料及び賃借料 11万9,000円の補正は、河川の増水により、各排水路のオーバ

ーフローに備え、ポンプ機器の借上に要した経費でございます。

議案説明資料 資料番号7の1ページに主な災害の箇所図として、区分・事象内容・概算の

復旧費用を記載しておりますので、ご参照を願います。

次に戻りまして、9ページをお開き願います。

2項 農林水産業施設災害復旧費、1目 林業施設災害復旧費、11節 需用費 34万5,000

円の補正は、台風10号により林道や薬師山散策路における、風倒木の処理に要した費用です。

次に、2目 町有林災害復旧費、13節 委託料 65万円の補正は、釜谷地区の町有林で風

倒木があり、隣接の民有林の幼齢木に倒れ込んでいることから、これを処理するものです。

資料番号7の2ページに、林道・町有林の災害箇所図として、区分・事象内容を記載してお

りますので、ご参照を願います。

戻りまして、10ページをお開き願います。

3項 文教施設災害復旧費、1目 学校施設災害復旧費、18節 備品購入費 79万3,000円

の補正は、この度の台風10号で、教員住宅のプレハブ物置2棟と、木古内中学校プレハブ2棟

が倒壊し、使用できなくなったため、新しく購入するための費用を補正するものです。なお、

木古内中学校プレハブは、1棟での集約が可能なため、購入は合わせて3棟の予定です。

次に、2目 保健体育施設災害復旧費、11節 需用費 12万5,000円の補正は、台風10号の

強風により、スポーツセンター玄関扉が破損したため補修するための費用でございます。

資料番号7の1ページの中ほどから左下側に、被災状況を記載しておりますので、ご参照を

願います。

次に、11ページをお開き願います。

4項・1目 その他公共施設災害復旧費、11節 需用費 68万円の補正は、こちらも、台風

10号の強風により、破損した各施設の補修費用です。

資料番号7の1ページの中ほどに、被災状況を記載しておりますので、ご参照を願います。

なお、資料の真ん中付近に、「薬師山あずまや倒壊、復旧費10万円」とありますが、これ

は飛散したあずまやの屋根及び壁面などを整理、集積するための費用です。この修復につい
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ては、今後、散策路の補修、更新などとともに、従来からの展望機能を損なわないよう、形

状や時期、財源なども含め検討の上、整備していくこととしています。

次に、12ページをお開き願います。

14款・1項・1目 職員給与費、3節 職員手当等 100万円の追加は、既存の職員手当の予

算内に、災害対策費分として50万円を計上しておりましたが、この度の台風10号に伴う職員

の出動について、不足する職員62名分の時間外勤務手当の補正をお願いするものです。

次に、歳入について説明いたします。

6ページをお開き願います。

17款 繰入金、1項 基金繰入金、1目・1節 財政調整基金繰入金 1,194万9,000円の追

加補正は、この度の補正に伴う財源を、財政調整基金から繰り入れるものです。

以上、提案としますので、よろしくご審議をお願いいたします。

○議長（又地信也君） 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。

4番 竹田 努君。

○4番（竹田 努君） 今回の台風についてのいろんな工事を含めた部分の予算計上でありま

す。

いま、副町長の説明であった薬師山のあずまやの件ですけれども、これは財源と工法を含

めた部分で検討をしたいということなのですけれども。ただ、いまこの時期にはっきりしな

いと、春になればあそこは芝桜へ観光客が殺到するというふうに思っています。やはりこの

辺は、このあととなれば臨時会なのか、あとは本会議だとすれば12月計上。そうした場合に

工事等がはたしてどうなのだろうというそういう心配をするものですから、早くその辺の財

源を含めた部分の工法も含めて、早くやはり町のほうで方向性を出して予算化し、そして整

備をするべきではないかというふうに思います。それが1点と、先ほど風倒木の処理につい

ては、ほとんど町有林、林道、あるいは町道等に障害になった部分の撤去ということでの業

務処理委託料なのですが、確か町が台風後に被災の状況をチェックに歩いた時に、釜谷の町

民からも国道の緑川さんから農道までの道路。あそこが町内のかたが畑を含めて、しょっち

ゅう頻繁に歩く道路だそうです。道路には、風倒木は障害は処理してないのですけれども、

左右の風倒木が通常の山林であれば木が立って隙間から見えるのですけれども、風倒木が重

なっているものですから、いま熊騒ぎ等が多い中、釜谷のこの辺の地区も熊が出ている状況

なのですけれども、陰に熊がいてもわからないという状況の中で、たぶんここは民地だと思

うのですけれども、これはやはり町としても所有者の確認を取って、適切なやはり処理をす

べきではないかと。やはり釜谷の町民が畑に行くのもそこに熊が出そうな気がして、なかな

か通れないというそういう声も聞くものですから、そういう民地の場合の風倒木をどういう

ふうにすればいいのかということをまず町民にもきちんとやはり説明をしなければならない

のかなというふうに思うものですから、その辺の考えがもしありましたら、この2点をお願

いいたします。

○議長（又地信也君） 産業経済課長。

○産業経済課長（木村春樹君） 2点のお尋ねがありました。

1点目の薬師山あずまやにつきましては、災害復旧と言いますか修復の手法が幾つかござ

います。一つは、災害復旧債を使って行う方法です。それは、現状機能の回復ということで、

早急に行う場合に対応可能なものです。
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一方で、以前から薬師山あずまやにつきましては、老朽化しているところもありましたの

で、この際ですから維持管理をしやすいような形状での復旧というのはどうかという声も庁

舎内外を含めて、上がってきております。その際は、先ほど言いました4月から5月にかけて

の芝桜の時期もあるのですが、一方で早急に行うとなるといまと同じような形状でしかでき

ないというようなこともありますので、その辺も含めてさらに検討をしていきたいというふ

うに思っています。

それと、釜谷の民有林の倒木でございますが、議員ご承知のとおり基本は民有林でありま

すから、所有者の判断でございます。もし支障があるということであれば、役場も様々な面

で対応をしていった中で、その支障を取り除くというようなことをしていきたいと思います。

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12号 平成28年度木古内町一般会計補正予算（第5号）については、原案のとおり

可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。

発議案第1号 議会閉会中の所管事務調査について

○議長（又地信也君） 日程第6 発議案第1号 議会閉会中の所管事務調査についてを議題

といたします。

議会閉会中の所管事務調査について、会議規則第75条の規定により総務・経済常任委員会

及び議会運営委員会の各委員長より別紙のとおり、その所管に属する事務調査の申し出があ

りました。

お諮りいたします。

議会閉会中の所管事務調査について、各委員長より申し出のとおり、これを承認したいと

思いますが、ご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 異議なしと認め、本案については原案のとおり承認することに決定

をいたしました。
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意見書案第1号 森林・木材産業の成長産業化に向けた施策の充実・強化を求める意見書

○議長（又地信也君） 日程第7 意見書案第1号 森林・木材産業の成長産業化に向けた施

策の充実・強化を求める意見書についてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

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。

意見書案第1号 平成28年9月23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 平野武志、同じく

竹田 努。

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

案について、会議規則第14条第1項及び第2項の規定により別紙のとおり提出します。

本道の森林は全国の森林面積の約4分の1を占め、地球温暖化防止など多面的機能の発揮が

期待されており、これらの機能を十分に発揮させるために森林資源の循環利用を進める必要

があります。

また、林業・木材産業の成長産業化を図ることは、雇用・所得の拡大による地方創生にも

大きく貢献するものです。

このような中、道では、森林整備事業等を活用し、植林・間伐や路網の整備など、様々な

取り組みを進めてきています。

今後、こうした取り組みをさらに加速し、森林資源の循環利用による林業・木材産業の成

長産業化を実現するための施策の充実・強化を図ることが必要です。

よって、記載しております以下の3点について、衆参両院議長、内閣総理大臣及び各関係

大臣に提出するものです。

以上、提案理由としますので、議員の皆様方のご賛同をよろしくお願い申し上げます。

○議長（又地信也君） 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

質疑ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 質疑がないようですので、質疑を終了いたします。

これより討論を行います。

討論ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。

採決を行います。

お諮りいたします。

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

については、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○議長（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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意見書案第2号 「新たな高校教育に関する指針」の見直しを求める意見書

○議長（又地信也君） 日程第8 意見書案第2号 「新たな高校教育に関する指針」の見直

しを求める意見書についてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

5番 相澤 巧君。

○5番（相澤 巧君） 5番 相澤 巧です。

意見書案第2号 平成28年9月23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 相澤 巧、賛成者 木古内町議会議員 福嶋克彦、同じく

鈴木慎也。

意見書案第2号 「新たな高校教育に関する指針」の見直しを求める意見書案について、

会議規則第14条第1項及び第2項の規定により別紙のとおり提出します。

道教委は、2006年度から新たな高校教育に関する指針を発表し、2008年度から近隣高校と

の再編を進めています。

こうして「高校配置計画」を進めた結果、この10年で道立高校36校が閉校となり、そのう

ち18校は地域で唯一の高校でした。高校のない地域に住む生徒は通学負担を強いられ、教育

機会均等を侵かす状況です。

地域の実情に合わせて、学校づくりを進めていくことが大切であり、北海道の喫緊の課題

である地方創生にもつながっていきます。

いま求められるのは、「指針」を見直し、地域の高校が高校としての機能をはたせる施策

の実現であり、子どもの学ぶ権利の保障です。

よって、記載しております以下の2点について、北海道議会議長、北海道知事、北海道教

育委員会教育長に提出するものであります。

以上、提案理由としますので、議員の皆様方のご賛同をよろしくお願いいたします。

○議長（又地信也君） 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

質疑ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 質疑がないようですので、質疑を終了いたします。

これより討論を行います。

討論ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。

採決を行います。

お諮りいたします。

意見書案第2号 「新たな高校教育に関する指針」の見直しを求める意見書については、

原案のとおり可決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決することに決定をいたし
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ました。

意見書案第3号 義務教育費国庫負担制度堅持・負担率1／2への復元、子どもの貧

困解消などの教育予算確保・拡充と就学保障の充実、「30人以下学級」の実現をめざす

教職員定数改善に向けた意見書

○議長（又地信也君） 日程第9 意見書案第3号 義務教育費国庫負担制度堅持・負担率1/2

への復元、子どもの貧困解消などの教育予算確保・拡充と就学保障の充実、「30人以下学級」

の実現をめざす教職員定数改善に向けた意見書についてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

6番 手塚昌宏君。

○6番（手塚昌宏君） 6番 手塚昌宏です。

意見書案第3号 平成28年9月23日、木古内町議会議長 又地信也様。

提出者 木古内町議会議員 手塚昌宏、賛成者 木古内町議会議員 吉田裕幸、同じく

佐藤 悟。

意見書案第3号 義務教育費国庫負担制度堅持・負担率1/2への復元、子ども貧困解消など

の教育予算確保・拡充と就学保障の充実、「30人以下学級」の実現をめざす教職員定数改善

に向けた意見書案について、会議規則第14条第1項及び第2項の規定により別紙のとおり提出

します。

日本の教育にかかわる公財政教育支出は、対ＧＤＰ比においてＯＥＣＤ加盟国では、最下

位となっております。その一方で、子ども一人当たり教育支出の私費負担率は依然として高

い水準にあります。このような状況の中、子どもの「貧困と格差」は一層拡大し、経済的理

由で進学を断念するなど、子ども達の人権も保障されない状況となっています。

また、義務教育費国庫負担率が1/2から1/3になったことで、教職員定数の未充足などの状

況も顕著になっています。

これらのことから、義務教育費無償、義務教育費国庫負担制度の堅持、当面負担率1/2へ

の復元など、教育予算の確保・拡充、就学保障の充実をはかるよう衆参両院議長、内閣総理

大臣及び各関係大臣に要望するものです。

以上、提案理由といたしますので、議員の皆様方のご賛同をよろしくお願いいたします。

○議長（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。
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意見書案第3号 義務教育費国庫負担制度堅持・負担率1/2への復元、子どもの貧困解消な

どの教育予算確保・拡充と就学保障の充実、「30人以下学級」の実現をめざす教職員定数改

善に向けた意見書については、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決することに決定をいたし

ました。

議会閉会中の正・副議長及び議員の出張・派遣承認について

○議長（又地信也君） 日程第10 議会閉会中の正・副議長及び議員の出張・派遣承認につ

いてを議題といたします。

お諮りいたします。

議会閉会中、出張または派遣を要する各種の行事、慶弔、会議、研修、陳情等について、

正・副議長及び議員を出張・派遣させたいと思いますが、ご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 異議なしと認め、承認することに決定をいたしました。

なお、現在予定されている出張または派遣につきましては、別紙配付のとおりであります

が、今後の出張または派遣する議員につきましては、その都度、議長において指名すること

にいたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） ご異議なしと認め、承認することに決定をいたしました。

閉 会 の 宣 告

○議長（又地信也君） 以上をもちまして、本定例会に付議されました案件は全て審議を終

了いたしましたので、会議を閉じます。

これをもちまして、平成28年第3回木古内町議会定例会を閉会いたします。

長丁場、どうもご苦労様でございました。

（ 午後３時５２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9月23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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