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各 位

会議録の作成にあたっては、誤りのないように留意しておりますが、万が一、誤字、

脱字等がありましたら深くお詫びいたします。

なお、重要と思われる誤りがありましたら、事務局までご一報いただきますよう、よ

ろしくお願い申し上げます。

木古内町議会議長 又 地 信 也
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平成２８年第４回定例会　提出案件及び議決結果表

議件番号 議　　　件　　　名 議決月日 議決結果

議案第１号 平成28年度木古内町一般会計補正予算（第7号） 28.12.15 原案可決

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3号）

28.12.15 原案可決

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2号）

28.12.15 原案可決

議案第４号
平成28年度木古内町水道事業会計補正予算（第1
号）

28.12.15 原案可決

議案第５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2号）

28.12.15 原案可決

議案第６号
平成28年度木古内町下水道事業特別会計補正予算
（第1号）

28.12.15 原案可決

議案第７号
木古内町動物の愛護及び管理に関する条例制定に
ついて

28.12.15 原案可決

議案第８号
木古内町農業委員会の委員の定数に関する条例制
定について

28.12.15 原案可決

議案第９号
木古内町嘱託員の設置に関する条例の一部を改正
する条例制定について

28.12.15 原案可決

議案第10号
職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改
正する条例制定について

28.12.15 原案可決

議案第11号
職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する
条例制定について

28.12.15 原案可決

議案第12号
職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制
定について

28.12.15 原案可決

議案第13号
木古内町税条例の一部を改正する条例制定につい
て

28.12.15 原案可決

議案第14号
木古内町国民健康保険税条例の一部を改正する条
例制定について

28.12.15 原案可決

議案第15号
木古内町中小企業振興融資条例の一部を改正する
条例制定について

28.12.15 原案可決

同意案第1号 被表彰者の決定について 28.12.15 原案同意

同意案第2号 被表彰者の決定について 28.12.15 原案同意

同意案第2号 被表彰者の決定について 28.12.15 原案同意



－2－

発議案第１号 議会閉会中の所管事務調査について 28.12.15 原案承認

意見書案第１号
地方議会議員の厚生年金制度への加入を求める意
見書

28.12.15 原案可決

意見書案第２号 大雨災害に関する意見書 28.12.15 原案可決

意見書案第３号 ＪＲ北海道への経営支援を求める意見書 28.12.15 原案可決

意見書案第４号
「全国規模の総合的なアイヌ政策の根拠となる新
たな法律」の早期制定を求める意見書

28.12.15 原案可決

意見書案第５号
国による子ども医療費無料制度の創設を求める意
見書

28.12.15 原案可決

意見書案第６号
国民健康保険療養費国庫負担金の調整（減額）廃
止を求める意見書

28.12.15 原案可決

意見書案第７号
「高額療養費」「後期高齢者の窓口負担」の見直
しにあたり、現行制度の継続を求める意見書

28.12.15 原案可決

議会閉会中の正副議長及び議員の出張・派遣承認
について

28.12.15 承認



- 3 -

平成２８年 第４回木古内町議会定例会議事日程

第１号 平成２８年１２月１５日（木） 午前１０時００分開議

日程
議 件 番 号 議 件 名

番号

１ 会議録署名議員の指名

２ 議会運営委員会報告

３ 会期の決定

４ 議長諸報告

５ 総務・経済常任委員会所管事務調査報告

６ 町長及び教育長諸報告

７ 一般質問

８ 同意案第１号 被表彰者の決定について

９ 同意案第２号 被表彰者の決定について

10 同意案第３号 被表彰者の決定について

11 議案 第12号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定について

12 議案 第９号 木古内町嘱託員の設置に関する条例の一部を改正する条例制定につ
いて

13 議案 第１号 平成28年度木古内町一般会計補正予算（第7号）

14 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3号）

15 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2号）

16 議案 第４号 平成28年度木古内町水道事業会計補正予算（第1号）

17 議案 第５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2号）

18 議案 第６号 平成28年度木古内町下水道事業特別会計補正予算（第1号）

19 議案 第７号 木古内町動物の愛護及び管理に関する条例制定について

20 議案 第８号 木古内町農業委員会の委員の定数に関する条例制定について

21 議案 第10号 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例制定に
ついて
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22 議案 第11号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例制定について

23 議案 第13号 木古内町税条例の一部を改正する条例制定について

24 議案 第14号 木古内町国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定について

25 議案 第15号 木古内町中小企業振興融資条例の一部を改正する条例制定について

26 発議案第１号 議会閉会中の所管事務調査について

27 意見書案第１号 地方議会議員の厚生年金制度への加入を求める意見書

28 意見書案第２号 大雨災害に関する意見書

29 意見書案第３号 ＪＲ北海道への経営支援を求める意見書

30 意見書案第４号 「全国規模の総合的なアイヌ政策の根拠となる新たな法律」の早期
制定を求める意見書

31 意見書案第５号 国による子ども医療費無料制度の創設を求める意見書

32 意見書案第６号 国民健康保険療養費国庫負担金の調整（減額）廃止を求める意見書

33 意見書案第７号 「高額療養費」「後期高齢者の窓口負担」の見直しにあたり、現行
制度の継続を求める意見書

34 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4回木古内町議会定例会を開会いたします。

ただいまの出席議員は10名でございます。

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

した。

ただちに本日の会議を開きます。

本日の議事日程及び説明員は、別紙配付のとおりであります。

会 議 録 署 名 議 員 の 指 名

○議長（又地信也君） 日程第1 会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第118条の規定により議長から指名をいたします。

1番 佐藤 悟君、2番 新井田昭男君。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9月23日に開かれました、平成28年第3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12月15日 木古内町議会 議長 又地信也様。木古内町議会議会運営委員会 委

員長 新井田昭男。

議会運営委員会報告書。

平成28年第4回木古内町議会定例会開催にあたり、本委員会に付託された議会運営に関す

る件について、会議規則第41条第1項の規定により報告いたします。

記 1.会議開催状況。

会議開催状況につきましては、12月12日に開催しており、欠席委員はおりませんでした。

2.平成28年第4回木古内町議会定例会における議会運営について。

(1)今定例会の会期については、12月15日から12月16日までの2日間としたい。

15日は本会議を開催し、一般質問、補正予算等の議案審議を行う。

(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18までは一括議題とする。

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

は議長に一任する。
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(3)付議案件は、議案15件、同意案3件、発議案1件、意見書案7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し、試験的に時間制（2

0分）で実施するものとする。以上でございます。

○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。

4番 竹田 努君。

○4番（竹田 努君） ただいま議運の委員長から今回の議会の会期について、15日・16日の

2日間としたいと。ただ、議事日程を見れば1日で評価できるような議事日程。2日間とした

いのであれば、議事日程も2日に分ければいいのではないかなと思うのですよね。その辺は

どうなのですか。

○議長（又地信也君） 2番 新井田昭男君。

○2番（新井田昭男君） いまの竹田議員の質問ですけれども、慣例という部分もないわけで

もないですけれども、今回一般質問もある程度20分という中で、概ねの時間配分は予測はで

きるのですけれども、議会というのはやはり生き物ですので、その辺の部分を勘案しながら、

1日余分な一応会期の日程を組んだということで、ご理解いただければと思うのですけれど

も。以上です。

○議長（又地信也君） 4番 竹田 努君。

○4番（竹田 努君） 今回ばかりではなくて、前回もその前もこういう議運の中での会期の

部分については、2日間を見て1日で消化をしている。それが結果として良いという評価をす

べきなのか、もう少しゆっくり時間をかけて議論をするということ等も含めれば、2日間会

期を見込んだのであれば、2日間で日程を消化すべきだろうと思います。特に答弁等はいり

ませんけれども、今後の議会運営委員会の中で十分、協議・検討をしていただきたいという

ことを申し添えて終わります。

○議長（又地信也君） 暫時、休憩をいたします。

休憩 午前10時06分

再開 午前10時07分

会 期 の 決 定

○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12月16日までの2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、会期は本日から12月16日までの2日間と決定いたしました。
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議 長 諸 報 告

○議長（又地信也君） 日程第4 議長諸報告。

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

総務・経済常任委員会所管事務調査報告

○議長（又地信也君） 日程第5 総務・経済常任委員会所管事務調査報告。

平成28年9月23日に開かれました、平成28年第3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12月15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。

記 1．会議開催状況。

会議開催状況につきましては、記載のとおりでございます。

2．所管事務調査項目。

（1）建設水道課、（2）産業経済課、（3）病院事業、調査項目につきましては、記載のと

おりでございます。

3.調査報告。

総務・経済常任委員会所管の事務について調査を行った結果、当委員会として次のとおり

報告いたします。

（1）発注工事の現地調査について。

町の発注済工事、計6箇所の現地調査を行いました。その中で、地域住民が長年切望して

いた釜谷多目的集会施設、名称は釜谷ゆうなぎ館と名付けられましたが、皆さんに喜ばれる

施設として完成いたしました。施設を見る中で、机・イス収納場所の壁へのキズ防止策とし

て板の貼付など、何点か追加施工すべき点はあるものの、改善は可能であるとそのような報

告も受けております。

今後の施設の有効活用につきましては、町内会活動はもとより、地域の声を取り入れた様

々な福祉活動等に利用されることを期待いたします。

（2）番、水道事業会計及び下水道事業特別会計の上半期収支状況について。

水道事業会計については、給水件数、有収水量どちらも減少しています。ここ数年上昇し

ていました有収率についても漏水等の増加で減少するなど課題も多い。

企業債償還のピークは平成32年で、今後も厳しい収支状況が予想されるため、簡易水道事

業移行についての調査・研究に取り組み、早期に今後の方針を作成し報告をお願いしたい。

下水道事業特別会計については、下水道事業の柱とも言える公共下水道事業全体計画を今
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年度中に見直しし、新たな計画が示されます。町の方針も含め、町民が納得できる計画書が

できあがることを期待いたします。

（3）国民健康保険病院事業会計及び介護老人保健施設事業会計の上半期収支状況につい

て。

国民健康保険病院事業会計については、患者数の伸び悩み・新規看護師の確保など、課題

は山積となっているが、上半期の収支状況は黒字を維持し、経営努力が伺えます。福島方面

の医療バス継続や在宅医療の充実などを考慮した新改革プランに添って、今後も安定した事

業運営に取り組んでいただきたいです。

介護老人保健施設事業会計におきましては、入所者数の減少による収入減が経営を圧迫し

ており、病院事業同様に改革プランを作成する中で、運営形態の変更も検討されているとそ

のような報告を受けました。

今後の収支状況につきましても、企業債の償還もあり資金不足が予想されるため、改革プ

ランを早期に作成し新たな運営形態により、健全かつ安定した運営での再出発を期待いたし

ます。

両施設とも今後の地域包括ケア構築には、必要不可欠な施設であり、木古内町の福祉にお

いて最重要施設であることを念頭に置き、改革プランの策定に努めていただきたい。

以上でございます。

○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。

町 長 及 び 教 育 長 諸 報 告

○議長（又地信也君） 日程第6 町長及び教育長諸報告。

町長及び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ので、これを省略い

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によって行うことにいたします。

はじめに4番 竹田 努君。

○4番（竹田 努君） 4番 竹田 努です。

自主防災組織について、一般質問をさせていただきます。

ことしは、いままでになかったような台風が本道に上陸、接近をし、道内各地では大きな
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被害が発生しております。このような事態に対処するため、各地域に自主防災組織等の必要

性を感じており、組織化するべきと考えます。

町では、年1回地域を分けて防災訓練を実施をしておりますし、防災意識の高揚に努めて

おりますが、効果等も含めどのように分析・評価をしているのか伺いたいと思います。

また、防災備蓄品の分散化についても必要と考えています。

以上、この3点について町長の見解を伺います。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君) 4番、竹田努 議員のお尋ねにお答えいたします。

自主防災組織についてのお尋ねでございますが、自主防災組織につきましては、災害対策

基本法第2条の2・第二号に規定されております、「住民の隣保共同の精神に基づく自発的な

防災組織」であり、木古内町防災計画の第4章第3節に「自主防災組織指導育成計画」が明記

されております。

当町におきましては、担い手の不足などから、自主防災組織を立ち上げた地域は1町内会

でございますが、今後も各町内会へ制度の説明等を行い、組織化に向けて支援をしてまいり

ます。

防災訓練の効果と分析につきましては、本年度の木古内町防災避難訓練は、11月8日に港

町地区と大平地区を対象に行っておりますが、職員・関係団体を含め71名が参加をしていた

だきました。

参加者は、避難や消火器の取り扱い訓練、簡易担架作製など、積極的に行動されており、

防災や素早い避難などに対する、認識の高まりを感じたところでございます。

今後につきましても、防災意識の高揚を図るため、訓練の実施を継続してまいりたいと考

えております。

また、防災備蓄品の分散につきましては、現在、木古内中学校と木古内中央公民館の2箇

所を長期間の避難生活を行う場所と位置付けておりまして、食料品や飲料水などを備蓄して

おります。

お尋ねにあります、各避難所への配備につきましては、今後、順次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） まず町長、地域の自主防災組織を支援していくという。これは、我々

には伝わってこないのが、これからは年1回のいま町が行っている防災訓練で十分だという

ことでの考えなのかどうなのか。私は、このことを言ったのは、こういういろんな防災訓練

があると思うのですけれども、やはり地域ごとにいろんな事情がある。例えば、高齢化率45

％のこの町として高齢者をどうする。障害のあるかた、歩行に不自由を感じているかたをど

うするというのは、やはり地域の支えがなかったら、いざそういう惨事になった時に、なか

なか移動も大変になる。いま計画的に町がやっている防災訓練、それはそれでいろんな防災

計画の元で行っていることですから、それはだめだということではないのですが、やはり他

の町ではこういう形が自主防災組織を各町内会あるいは地域ごとの括りの中で立ち上げをし

て、地域の中でどういう世帯構成というかそういうのを地域の人だったら把握ができるので

すよね。なかなか町がやってもやはり福祉の連携だとかいろんな角度から全町挙げての部分

ですからそれはそれでいいとしても、私は地域ごとの防災訓練というかそういう自主防災を
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立ち上げて、その中でやるのが一番効果があるだろうというふうに思っているのですよね。

ですから、ただ町内会というふうに決めてしまいますと大小の町内会の組織の実態が違いま

すから、必ずしも町内会。大きなところは、例えば釜谷・泉沢・札苅等については町内会単

位だとか、ただ本町に入りますと小さな町内もありますから、これは例えば駅前周辺だとか

そういう括りの中で、やはり地域の実態を把握しながら行うというやり方が一番ベターだろ

ういうふうに思うのですよね。そういうことで、支援とか何かではなくて、町としてもこう

いう形で持っていたほうがいいのかどうなのかということを十分検討をして進めるべきだ

と。

それと今回、備蓄品の部分であっても釜谷にせっかく立派な施設ができたわけですし、中

学校と公民館だけでなくそういう施設にも備蓄品をおいて、やはり食料品だって有効期限が

あるわけですから、やはりそれを年次の防災訓練だとかそういう中で順次評価をしていく。

そして、新しいものを補充して5年間の有効をあれする。そういう活用も必要だろうという

ふうに思っています。だから、こういう部分について地域の自主防災組織の立ち上げ、これ

について町長、再度答弁。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君) 2点のお尋ねがございました。

まずはじめに、地域での防災組織の必要性でございますが、竹田議員がお尋ねのとおり、

私も極めて大事な組織と認識しております。

訓練と組織化では、全く事が違っておりまして、まず訓練におきましては、町では定期的

に年1回地域を決めて実施をしておりますが、そのほかに地域からの要請に基づいて、一緒

に訓練を行うということで、年間複数回の訓練ができる態勢を取っております。

一方で、組織につきましては、有事の際には極めて地域を知っている地域のかたの組織と

いうのは、大切だというふうに理解をしております。こうした中で、行政も地域の状況につ

きましては、把握はしているものもございますが、それが全て有事の時には行政がすぐ動け

るという態勢とは限りませんので、地域の組織については今後、組織を増やしていくという

ことを実践してまいりたいと思っております。

ただ、地域というのは独立をした組織でございますから、行政が進んで積極的に作りまし

ょうということではなく、あくまでもサポーターとして前向きに進むために支援をしていく

ということで、行政の範囲の中でしっかりと対応していきたいと思っております。

2点目の防災備蓄品の分散でございますが、これは長期的に滞在を計画している場所をい

ま2箇所ご説明申し上げましたが、これを地域の施設に分散するということは行ってはまい

りますが、こと食料品に限りますと保管する場所等によりまして、温度が一定でないとか特

に小さな施設では、温度管理などが非常に難しくなりますので、これは大きい施設のほうが

より保管もしっかりできるのではないかというふうには判断しております。したがいまして、

食べ物以外の毛布ですとかこういったものについては、それぞれの地域に分散をするという

ことはできるのではないかと思っております。順次、進めていくというふうに先ほどお答え

を申し上げましたとおり、それぞれの地域がどういうものが必要かということを地域と協議

をして、逐次進めていくということでご理解をいただきたいと思います。

○議長（又地信也君） 4番 竹田 努君。

○4番（竹田 努君） まず備蓄品の関係ですけれども、そうすればいまある中学校・公民館、
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ここは保管場所として適切だと。そうすれば、公民館・中学校に例えば食べ物であれば、保

管庫。俗に言う冷蔵庫を設置をして、保管をして管理をしているということなのですね。

私は、乾パンと言いますかパン類の部分だとか水なんかでもコンビニにも売っていますけ

れども、その期間を見ますと5か年と書いています。それは、常温と書いているのです。保

冷しなくてもいい。そうなれば、例えば釜谷の施設がそこに保管するのにふさわしくない施

設なのかなというふうにも思うのです。そうではなく、やはり分散化が必要だ、道路が災害

で寸断されたら困る。それは、住民が満度に行き渡るだけの部分はないけれども、当面例え

ば100食だとかそういうもののキットをやはり地域ごとに配置すべきだろうという一つの考

えなのですよ。もしそういう保管場所が温度管理等が難しいということであれば、それに対

応できるようなものを配置すればいいじゃないですか。やはり緊急時、即対応できるという

態勢にならなければ、あとは公民館と中学校にはたぶん大きな冷蔵庫が配置になっていると

思いますけれども、それは我々もまだ現地を見ていませんからそういう確認をしたいという

ふうに思います。

それと、自主防災の関係。確かに地域の主催性というかそうなりますけれども、町は積極

的な指導というか後押しはできるけれども、町が例えば積極的になってたぶん自主防災を作

ろうということはしないと。それであれば、どこかの団体というか組織に自主防災を立ち上

げの委託をするだとか、やり方にすればいろいろあるのかなというふうに思っています。そ

の辺については、どうなのですか。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君) 2点のお尋ねでございますが、まず備蓄品の考え方がそもそも理解

を十分されていないということ。私の説明が悪かったと。これは、常温で保管するというの

が竹田議員のおっしゃるとおりでございます。私は別に常温とか冷蔵庫という話はしていま

せんので、これは常温で保管をすると。ただ、小さな施設というのはどこの家でのそうです

が、お日様が入ったりすると赤くなったり、また常に暖房が効いていませんので、寒くなっ

たりと寒暖の激しいところに置くよりも、常に常温が保たれる大きな組織のところに保管す

るべきだろうと食べ物については、そう思っております。ただ、これも地域としっかりと協

議をして進めてまいりますので、ご心配していただかなくても大丈夫ということで理解して

いただきたいと思います。

それから、自主防災組織でございますが、「自主」というのは自らが行うということでご

ざいますので、行政が先頭に走るのであれば、自主組織ではないわけです。この辺のことで

先ほど冒頭申し上げましたこの組織につきましては、災害対策基本法にも載っており、また

町の防災計画にも載っております。さらには、自主防災組織指導育成計画ということで明記

しておりますので、しっかりそれに則って組織を充実させていくように努めてまいりたいと。

現在は、一つよりないこの組織でございますが、各地域にその組織ができることを望んで、

私どもも支援をしてまいりたいとこのように思っております。

○議長（又地信也君） 4番 竹田 努君。

○4番（竹田 努君） 町長、備蓄品の部分も何かいま町長の答弁を聞くと言い訳というか屁

理屈的に取られるのですよね。大きな施設でなければだめだと。何かそういうふうに聞こえ

るのですよね。「長期に至って」と。町長、そうしたら例えば備蓄品の例えば水であっても5

年間の期限があったら5年までただそこに置くということですか。私が言ったのは、そうで
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はない。5年間あったら3年位で例えば地域のいろんな部分でそれを評価をして、やはり地域

の人にも認識をしてもらわなければだめだと。こういう水であっても災害時、こういう緊急

対応できるのですよと。これを何年間使えるものですよということをやはり住民にもそうい

う一つの指導というか、そうすべきだろうというふうに思っています。やはり町長の答弁か

らすれば、地域に分散したくないみたいな言い方に聞こえるものですから、そうではなくそ

れが必要だということであれば、即やはり実践すべきだろうと。だんだん時間もなくなりま

したので、自主防災わかります。ただ、防災訓練については、やはり他の町でやっているレ

スキューキッチンというセットもありますから、炊き出しだってそういうものを実践するよ

うに一つ考えていただきたいとそういうことを要望して1点目は終わります。

○議長（又地信也君） それでは、大項目の2番目に入ってください。

4番 竹田 努君。

○4番（竹田 努君） 2点目につきましては、「いきいきサロン」と「空き家を活用した地域

会館」の整備についてであります。

福祉都市「きこない」にあっては、地域包括ケアシステムをいち早く確立しなければなら

ない、このように思っております。ただ、いまの示されている地域包括ケアシステム、この

ことについては必ずしも国の方針等にこだわることなく、高齢化率45％の町として今後、各

地域に住民主体の「いきいきサロン」を立ち上げるべきと考えております。

そのためには、集う場所、集まる場所が必要になり、会館のない地域には、「空き家を活

用した地域会館」の整備が急務と思っております。

この2点について、町長の見解を伺います。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君) はじめに、仮称いきいきサロンについてのお尋ねでございますが、

当町におきましては現在、サロンの実施は5地域で、また全地域を対象とした集いの場は、3

教室でそれぞれ実施をしております。

町内各地域におけるサロンの設置につきましては、地域包括ケアシステムの構築において

も必要性が高く、今後、町内会や老人クラブとの連携を図り、町内の各地域においてサロン

が展開できるよう、支援を続けてまいりたいと考えております。

次に、空き家を活用した地域会館につきましては、当町の本町地区には、地域会館のない

町内会が存在していること、また地域の皆様が気軽に集える場所のその必要性につきまして

も、十分理解をしております。

現在、地域会館の存在していない町内会の皆様には、産業会館あるいは中央公民館などの

活用をお願いしておりますが、これらの公共施設から距離がある、離れている、遠い。こう

いったことで、高齢者の皆様が気軽に集まることが難しいと。この地域の皆様につきまして

は、議員のお尋ねのとおり、空き家の活用について支援を行ってまいりたいと思っておりま

す。

○議長（又地信也君） 4番 竹田 努君。

○4番（竹田 努君） 町長、このいきいきサロン。これは、やはりいま町長の答弁でもあっ

たように、地域包括ケアシステムの構築の中では大変重要な位置を示していると自分も思っ

ているのです。私が先ほど質問をした国の地域包括支援システムの例えば絵柄、図案等。自

宅があっていろんな施設・病院、そこと連携をすると。一番望ましい形だろうと。ですけれ
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ども、この田舎というか木古内町に必ずしもこの部分。連携する部分は同じなのですけれど

も、あてはまらない部分があるとすれば何なのかという部分についてもオリジナルのやはり

こういうケアシステムの構築、流れを作るべきだろうというふうに思います。そこで大事な

のがやはりこのいきいきサロン。確かに会館のない町内においては、「産業会館を使いなさ

い、公民館を使いなさい」と言うけれども、ここで求めているいきいきサロンというのは、

町長。産業会館に集まって、ただ昼からアルコールは別にしても、カラオケをやって踊りを

やって、ドンドンみんなで騒げますかという。そういう部分で集えるお茶のみサロン。私は、

やはり町が何箇所かピンコロだとか各地域に出向いてのサロンをやっていますけれども、や

はりこれはなぜ盛り上がらない集まらないとなれば、運動だとか講話だとかそういう部分か

ら入っているのです。そうではなくて言い方は悪いけれども、お食事会、カラオケ会、そう

いう部分でみんなが集まって、自宅で閉じこもりにならないようにしようという。それは、

やはり地域の支えなのですよ。そういうことがサロン。これをやはり行政がもっと積極的に

指導というかリーダーシップを取ってもいいのかなと思うのですよ、こういう部分。これは、

例えば予算を含めてですよ。やはりやるべきだろうというふうに思っています。ただ、やは

り会館のない地域、確かに我々も住んでいるこの辺の地域についても会館。ここは、産業会

館が近いですから何か総会等があれば使用はできる。だけれども、はたしていきいきサロン

でどうだろうという。確かにこの地域では、空き家を活用した地域の会館として使えないか

ということも地域内でもいま物色をしております。本町の中央を含めた部分であっても同様

だと思うのです。これはやはり町長、私は会館を新しく建てると言いません。これから公共

施設のインフラ整備等にやはり莫大な費用がかかるわけですから、できればできるだけ安く

賃貸等の中で、こういう会館整備をするというのが必要だろうというふうに思っています。

それと町長、具体的に例えば空き家を活用する会館の支援、どのように考えているのでし

ょう。例えば、若干の内装の改修費等も含めた部分を考えているのかどうなのか。それは、

あくまでも地域でやってくださいということなのかという部分も含めて、その辺の考えをお

願いしたいと思います。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君) サロンの重要性につきましては、そんなに認識の違いはないと思い

ます。あくまでも当町が目指すこのサロンの目的というのは、地域の皆さんが交流の場とし

て高齢者がまた閉じこもりがないように、生きがいをもって健康増進を図るということが大

きな目的になっておりますから、これについては大きな差はないと。

進め方です。どうしても行政が主体になるとこれまでのやり方は、いま竹田議員がおっし

ゃるように、講演を開いたりとかというちょっと堅苦しいところからスタートしているのか

もしれません。そういったのが参加者に影響しているのかもしれませんが、これまでは集い

の場などでは運動を楽しむ会ですとか、あるいは生きがい教室、こつこつ貯筋教室などこう

いったところには、30名くらいの皆さんが常に参加をしていただいておりますし、またそれ

ぞれのサロンがいま5地区ありますが、ここにおきましても10名から20名の参加をいただい

ているということの報告は受けております。こういうことで、進め方でカラオケだとか踊り

だとかこういう皆さんが楽しめるようなものもこの中に加えていくということは、組織とし

ては大変大切なことだと思っております。

では、この組織をあまり費用をかけないで空き家を使うのだということになりますと、こ
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れは私どものほうで費用の負担が伴うことになりますので、新築ではなくて空き家の改修と

いうことは大事かと思います。

現在も特定の町内会との交渉はしております。町内会からの希望がございますので、町内

会のかたには「こういう場所がいいということを教えてください」と。私どもが提案してい

る場所と町内会が希望する場所が違うものですから、町内会の希望に沿ってその場所との交

渉ですとかあるいは改修、こうしたものが私どもの仕事だというふうに理解をしております。

○議長（又地信也君） 4番 竹田 努君。

○4番（竹田 努君） 町長、若干意図するところが違いはちょっとあるのですけれども、や

はりいきいきサロンの必要性。これについては、町長もいま述べたように必要だと。ただや

はり、やり方。行政主導でいいと思うのです。その変わり、そのために財政支援をすると。

サロンを1回開催について、いくらいくら。当然、住民参加。振興計画でも言っている、町

長が強調している行政と住民の協働というか支え合うという。そのことを考えれば、やはり

本来であれば自主的に地域でそういうものが立ち上がれば一番いいのですけれども、なかな

かそうは至っていないだろうと。ということは、そういういきいきサロンをやることによっ

て、町が例えば1回、金額は大小いろいろな予算もありますから金額は別にして支援をし、

そして参加をする人はお昼を食べましょうということで、参加をしてやはりいくらともらう

わけですから、そういうきちんと地域との連携を含めて、先ほども言いました1人暮らしに

なっても閉じこもりにならないようにするためのこういう部分。そのため福祉の町として、

そういう支援をしながらみんなが楽しく木古内町に住んでいて良かったと。そういうまちづ

くりをしなければないだろうと思います。いま予算編成の時期でありますから、そういう部

分も十分検討して、予算編成に望んでいただきたい。

それと、会館の整備については一つ確認ですけれども、町が若干の改修費は支援しますよ

ということでいいのですね。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君) まず、サロンの運営にあたっては、行政が主導的に行うということ

が望ましいのではないかということでございます。現在も主体は住民なのですが、そこでの

様々な取り組みにつきましては、私どもが主導して行っておりますので、これはこれからも

続けていきたいと思っております。そうした中で、楽しい種目と言うのですか、ゲームだと

か間違い探しだとか脳トレゲームだとかいろんなことをやっているのですけれども、こうい

ったことも含めて楽しい催し物ができるように、私のほうで主体となって進めていきたいと

思っております。

また、サロンの運営にあたりましては現在、運営費ということで支援をさせていただいて

おります。これが十分なものでないのかもしれませんが、担当とも意見を聞きまして、この

運営費が十分なのかどうかも考えながら進めなければならないと思います。

また、空き家ということを限定しますと、これは町のほうで費用を負担するということに

しております。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） もし空き家を活用した会館等については、行政が責任を持って改修の

費用負担をしますよということですから、それはそれでよろしくお願いしたいと思います。

それとやはり、いきいきサロンの関係ですけれども、これは早く極端なことを言いますと、
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隣町の知内町ではほとんどの町内会でこのいきいきサロンをやっているのですよね。ただ今

年度は、三つかそのくらいの町内がまだ立ち上げていないということで、来年以降は全町内

会がこういういきいきサロンを実施をすると。これは、やはり当初の指導はいろんなやり方

がありまして、社会福祉協議会の委託事業なのか何なのかちょっとはっきりわかりません。

そういう形を単を発して、いまでは地域が自らいきいきサロンを各いろんなボランティア組

織等の支援をいただきながら実施をしているということで、延べかなりの回数を町内の中で

はやっているというふうに聞き及んでいます。知内がやっているからいいのだではなくて、

木古内版もやはりいきいきサロンを内部検討をして、いち早く立ち上げていただきたいとい

うふうに思います。この辺についての検討を含めて、町長もう一度。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君) それぞれの町内会の皆さんとしっかりと協議を進めて、地域に合っ

たサロン作りに努めてまいりたいと思っております。

○議長（又地信也君） 以上で、4番 竹田 努君の一般質問を終了します。

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。

小学校、中学校の就学援助について、一般質問をさせていただきます。

この制度については、義務教育は無償とした憲法第26条などの関係法に基づいて、児童生

徒が安心して勉学に励めるように、学用品や修学旅行費などを補助するということで、大変

有意義な制度だと考えております。

当町でも小学校費、中学校費の扶助費として計上されています。

しかし、この支給にあたっては、入学後に申請し、実際に受け取るのは、5月・6月頃とな

っています。扶助費が本当に必要なのは、入学前ではないでしょうか。

予算決定前の支給支出となるので難しい面があるものと思いますが、先進地の例などを参

考に、何とか入学前支給ができるようにしていただきたいと思います。

教育長の見解を伺います。

○議長（又地信也君） 答弁を求めます。

教育長。

○教育長（野村広章君) 5番、相澤 巧議員のお尋ねにお答えいたします。

就学援助につきましては、平成28年度の小学校、中学校における就学援助費給付の現状に

ついてでございますけれども、要保護、準要保護として認定した児童生徒の人数は21人で、

そのうち小学校1年生は2人、中学校1年生については3人の合わせて、5人となっております。

また、就学援助費の申請手続きにつきましては、毎年2月下旬から3月にかけて就学援助費

交付申請の受付を行い、審査により対象者を認定し、5月中旬から支給を開始しているとこ

ろでございます。

お尋ねの入学前の支給については、保護者の負担軽減を図る観点から、一定の理解はでき

ますことから、平成30年度以降の入学者を対象に、検討し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） 再質問。

5番 相澤 巧君。
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○5番（相澤 巧君） 平成30年度に検討したいということで、大変有りがたく思っています。

ただ、入学準備金の早期支給については、2015年8月24日付けで平成27年度要保護児童生

徒援助費補助金の事務処理について、通知が厚生省から出されております。

それの5番目で、留意事項として、要保護者への支給は年度の当初から開始し、各費目に

ついて児童生徒が援助を必要とする時期に、速やかに支給できるよう十分配慮すること。（特

に新入学学用品等について）というふうになっております。

また、先進地の例として規模は違いますが日光市では、入学準備金貸付制度というのを行

っておりまして、入学前に支給、これを貸し付けるという扱いでやっております。そして、

入学支援金が認定された時点で、相殺すると。そういう方法でやっております。

また、似たような方法をほかの自治体でもやっておられるようです。平成30年度からと言

わずに、来年度からでもできれば有りがたいなと思うのですが、いかがでしょうか。

○議長（又地信也君） 教育長。

○教育長（野村広章君) 30年度と言わずに、来年からというようなことでございますけれど

も、予算措置の関係もございますし、それから制度の変更というようなこともございます。

そういう観点から言いますと、役場関係機関との事務調整というようなこともございます。

29年度で予算措置し、そして30年の1月・2月に申請を受けるというような方向でいきたい

というふうに考えております。

○議長（又地信也君） 再質問はございますか。

5番 相澤 巧君。

○5番（相澤 巧君） できるだけ早く支給できるような形を取っていただきたいと思いま

す。できるだけぜひ、29年度できるように努めていただきますようにお願いいたしまして、

今回の質問を終わりたいと思います。よろしくお願いします。

○議長（又地信也君） 5番 相澤 巧君の一般質問が終わりました。

暫時、休憩をいたします。

休憩 午前11時04分

再開 午前11時15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。

町主催イベントの開催企画案について、お伺いいたします。

平成28年は「新幹線開業記念」の冠を付け、様々なイベントを実施してきました。その効

果もあり、交流人口の増加や町のＰＲなど町全体の経済効果も含めて、大きく飛躍した1年

になったと感じております。

この開業効果を継続するために、毎年積極的に新規のイベントを企画そして開催すること

が必要だと考えます。

そこで、記載のとおりのイベントを提案いたしますので、町長から見解を教育長も合わせ

て見解を伺いたいと思います。
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1番、新幹線開業1周年事業。開業日3月26日に、開業日に開いたようなイベントを道の駅

会場を中心として企画をしたらどうでしょうかという1点目でございます。

2点目につきましては、はこだて和牛祭。木古内町は、はこだて和牛のＰＲを一生懸命し

ておりますが、まだまだ町内外への知名度は不足していると私自身は感じております。さら

なるＰＲとして、「食べてもらうこと」をメインとしたイベント。米印といたしましては、

全国最優秀牛、丸々1頭食べ尽くし企画等々、このような企画を打って出てはいかがでしょ

うかということが2番目でございます。

3番目といたしましては、2項目に分けておりますが、木古内町の歴史・文化のイベントで

ございます。歴史文化の周知徹底やＰＲを目的とした歴史年表・文化などを記載した冊子・

絵本等を作り、その完成に合わせまして、「いかりん館」でイベントを企画してはいかがで

しょうか。それが①でございます。

②番、「寒中みそぎ」を北海道や国の無形文化財指定を目指して、それを取ることによっ

てさらなるイベントの拡大を取り組んではいかがでしょうかということが項目として3番目

でございます

4番目、町主催の婚活イベント。移住定住やＵIターンの施策と連動した町主催の企画。イ

ベントの成果は人口減少対策に直結することから、いままでも同僚議員も質問をしている中

では、民間主催に町が応援するよという答弁をしてくれているわけですが、やはり町主催に

考えを変えるべきではないのかということで、この町主催の婚活イベントを企画していただ

きたいというのが4番目でございます。

5番目、海・山、木古内町は自然が溢れておりますので、そのような自然を活用した新し

いイベントを考えてはどうかと。例といたしましては、自然の磯場を利用した貝類取り放題

でしたり、以前は薬師山に登ったイベントがあったと思うのですけれども、それをまた復活

させた登山イベント等を企画してはいかがでしょうかと。以上5点について、町長、教育長

の考え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。

イベント開催についてのお尋ねでございますが、木古内町の歴史・文化イベントの中で、

いかりん館でのイベントにつきましては、野村教育長からお答えをいたしますので、ご了承

願いたいと思います。

はじめに、新幹線開業1周年記念事業につきましては、今月中に北海道や沿線自治体、経

済界など官民一体による実行委員会が設立され、開業1周年となる3月26日に、記念セレモニ

ーや記念イベントが実施される予定となっております。

実行委員会のメンバーとなる予定の当町におきましても、木古内駅での到着列車歓迎セレ

モニーの実施を検討するとともに、道の駅みそぎの郷きこないにおいて、指定管理者である、

一般社団法人木古内公益振興社との連携による開業1周年記念イベントの開催を検討してお

ります。

次に、はこだて和牛の広報につきましては、町では現在、はこだて和牛を実際に食べてい

ただき、その魅力を知ってもらうことを目的に、寒中みそぎフェスティバルのはこだて和牛

魅了フェア、木古内・道の駅まつりにおけるはこだて和牛まつり、産業まつりにおけるＪＡ

ブースでの和牛商品提供などを行っております。
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これらに加え、はこだて和牛をモチーフとしたキーコによる、町内外での幅広い活動効果

や、道の駅みそぎの郷きこない正面玄関前のキーコポストの設置や、公用車への導入などの

効果もあり、知名度は一定程度向上していると認識しておりますが、さらなるＰＲは必要と

認識しております。

お尋ねのはこだて和牛をメインとしたイベント開催につきましては、提供する和牛の数量

確保、会場や駐車スペースを考慮した場所の選定、財源を含めた事業対効果などを考慮しま

すと、実施にあたっては相当難しいと思われますが、今後も既存のイベントの中で、より魅

力をＰＲできる企画について検討、実施してまいりたいと。

次に、木古内町の歴史・文化イベントの中で、寒中みそぎの無形文化財指定を目指すとい

うことにつきましては、まず北海道の無形民俗文化財の指定基準を定めた「北海道文化財保

護条例施行規則・別表第6」では、当町の寒中みそぎは基準に該当しておりません。

また、国においても同様で、山車・鉾・屋台や、神楽など舞踊の要素を含んだもので、伝

統工芸や民俗舞踊の要素が色濃いもとなっております。

したがいまして、現時点では北海道、国の指定は難しいと判断しております。

一方、木古内町で生まれ育った人達に取りましては、みそぎ祭は宗教を越えたふるさとの

大切な行事であることには変わりはありません。

したがいまして、冬の奇祭として広く知られるようになりました、このみそぎ祭を伝統行

事として続けることは大変重要でございますので、みそぎ祭をさらに広く多くの方々に周知

するためにも、町といたしましては、寒中みそぎフェスティバルのさらなる内容充実に向け

た支援をしてまいりたいと思います。

次に、婚活イベントにつきましては、普段コミュニケーションをとる機会が少ない男女に

対して、飲食あるいはゲームなどをとおして出会いの場を設けることが目的と理解しており

ます。

取り組みを進めるにあたりましては、行政と民間がそれぞれの役割を果たすということが

重要と考えますので、民間の役割を尊重すると共に、行政といたしましては、婚姻後の住宅

や出産、子育て、教育などの施策をしっかりと行い、民間の取り組みに対しましては人的支

援を含めた支援を行ってまいります。

基本的には、これまでの考えに変わりはございません。

次に、自然を活用したイベントにつきましては、今年度新たに、サラキ岬チューリップ公

園、札苅芝桜園、薬師山の芝桜を周遊する花と歴史のスタンプラリーを実施すると共に、期

間中、薬師山の麓に薬師山カフェをオープンし、観光客へのおもてなしを行ったところでご

ざいます。

また、薬師山では、民間寺院の山開きイベントなどが開催されております。

一方、磯場を活用したイベントにつきましては、漁業者の理解を得ることが困難と認識し

ておりますことから、平成29年度より、釜谷漁港を活用した新たな水産関係事業を展開する

予定であり、将来的には、体験観光などに組み込むことができないかについて、検討をして

まいります。

今後とも、関係機関と連携を図りながら既存のイベントにおいて、集客効果が高い企画を

検討、実施してまいります。教育長に代わります。

○議長（又地信也君） 教育長。
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○教育長（野村広章君) 3番、平野武志議員のお尋ねの3点目、木古内町の歴史・文化イベン

ト、①についてお答えいたしたいと思います。

お尋ねの木古内町の歴史・文化でございますけれども、歴史年表については、ふるさと教

育を進めるため、町を学ぶ資料として、児童の社会科副読本に略式年表が掲載されておりま

すが、今後、木古内町の歴史を後世に伝え残すため、充実した歴史年表の作成に取り組むこ

ととしております。

また、絵本作りについてでございますが、現在、木古内町に所縁のあるかたが、町内のご

高齢のかたに昔のお話を伺い、絵本作りを進めております。

この絵本は、町の歴史や生活文化の資料として大変貴重なものであることから、教育委員

会といたしましても、活動を支援しております。

次に、いかりん館での事業の企画についてでございますが、現在、町民はもとより北海道

内外からの観光客など多くの方々に入館していただいておりますが、木古内町の産業や生活

文化などの歴史に関心を持っていただくよう利用者数を拡大するためには、事業内容の工夫

が大切だと考えております。

したがいまして今後、いかりん館におきましては、常設展示の充実はもとより、歴史関連

分野に限ることなく、広い分野での文化講演会や資料展示会を開催するなど、事業の充実に

努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） 再質問。

3番 平野武志君。

○3番（平野武志君） 思いのほか時間が経過してしまいました。残り7分の中で、テキパキ

と再質問を進めていきたいと思います。

今回から回数撤廃になりましたので、順次1点ずつ質問をさせていただきます。

まず、1点目の新幹線開業1周年事業については、当初の計画でもそのような事業が記載さ

れておりませんでしたので、やらないのかなという心配があったわけですが、いま町長のお

話を聞きますと、実行委員会を結成して既に考えているということで、一安心しました。昨

年の開業イベントでもそのイベントがあったお陰で、より開業の盛り上がりをできたという

ことから、イベントは非常に重要だと思っております。

そこで、いま町の期待以上に観光客と言いますか来観客が訪れているみそぎの郷、振興社

と連携するというお話も伺いましたが、既に公社のかたとの連携と言いますかそういうお話

は既にされていますか。どうですか。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君) 既に、協議に入っております。

○議長（又地信也君） 3番 平野武志君。

○3番（平野武志君） 私も公社の社員でもあるのですが、まだそのような話が流れていませ

んでしたので、まだ公社との詰めはしていないなと思っておりましたが、既に協議をされて

いるということで、そこの部分も安心しました。

残り3か月になりますので、これからスケジュールを考えますと、そのイベント内容をよ

り盛り上げるためには、時間的にはもう厳しいと思いますので、残りの3か月の間にいかに

この1周年のイベントを盛り上げるか、公社と連携しながら実行委員会の中でも町長もお力

を発揮していただきたいと思います。
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2点目について、進みます。

まず2点目でございますが、いま現在も寒中みそぎや道の駅、産業まつりでも食せるイベ

ントをやっているというお話でした。私もそれぞれのイベントに顔を出して、100円一皿で

すごい安い値段で食べられるという実際の取り組みを行っていますが、どうもインパクトが

足りないのです。私にとってはそう感じるのです。味もその牛の等級様々あると思うのです

が、美味しいというインパクトが伝わるまでじゃないなと思っているわけでおります。なぜ

そう感じたかと言いますと、町長、先週またことしおめでたいことに木古内の赤牛が北海道

で最優秀賞を取ったという嬉しいニュースが入りました。先日、報告会の中で、最優秀賞を

取った牛を町長も食されたと思うのですけれども、私もたまたまお呼びいただいて、食べる

機会がありました。あの最優秀賞の肉を食べた町長の感想をちょっとお聞きしたいのですが、

どうでしたか。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君) 焼き肉については、厚みがあるにも関わらず柔らかいということで、

大変美味しくいただきました。すき焼きにつきましては、本来、元々薄い肉ですので、はこ

だて和牛の柔らかさ、こういったものが実感できて、非常に美味しくいただくことができま

した。

○議長（又地信也君） 3番 平野武志君。

○3番（平野武志君） いままで食べてきたお肉と比べてどうですか。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君) いろんな肉を食べていますので、それと比較するというのは非常に

難しいのではありますが。

○議長（又地信也君） 3番 平野武志君。

○3番（平野武志君） はこだて和牛の。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君) どこで食べても様々なイベントで食べても、美味しくいただいてお

ります。特に、平野議員が先ほど100円のサイコロステーキの話をされておりましたが、こ

れなどはやはり屋台で食べるというところもまた美味しさを増すのかもしれませんが、大変

美味しくいただいております。

○議長（又地信也君） 3番 平野武志君。

○3番（平野武志君） 町長としてはプラスで、どれも美味しいというお答えをいただきまし

たが、私自身はこの間食べたＡ4の最優秀。いままで食べたはこだて和牛の中でも食べたこ

とのない美味しさだと感じたのです。町民が現在も「まだ食べたことがないよ」と言う人も

様々いる中で、一部食べた人も「それほどのインパクトじゃないね」と言う声もあるのです。

なぜかというと、本当に良いはこだて和牛を食べたことがないからだと思うのです。ですの

で、町民は一生懸命はこだて和牛を木古内町は推奨しておりますが、なかなかこれについて

きていないというのが現状だと思うのです。それでいま現在、町の施策としてはこだて和牛

を飲食店が安く買えるということで、100万円の施策を半額補助の施策を行っていますが、

その効果について町長、どのように考えていますか。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君) はこだて和牛につきましては、農協サイドの仕組みが生産者から農
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協にいって、そのあとホクレンにいって、さらにホクレン商事にいって、ホクレンショップ

から皆さんがお買い求めになると。こういう仕組みになっておりまして、生産者から一般消

費者までの時間が長いのと、高くなる要素がそこにはあるということで、実際に食する機会

というのが非常に少なかった。これで、当町においては、飲食店に限り補助をして、ことし

は牛の数を増やしましたので、200万に増えましたが、支援をしてその中でたくさんのかた

が住民のかたが口に入るという施策をとっておりますので、大きく変わっていると思います。

○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。常任委員会の中でも常に町民がどれだけ口に入ってい

るのか、いまの半額補助の効果がどこまであるのかという議論を様々しておりまして、まだ

まだ足りないと。その中身について足りないという話がこれまでも出てきておりますので、

そのことを町長も理解していただいて、私個人としては先ほども申し上げたように、本当に

美味しいＡ3でもＡ2でも美味しいのですけれども、本当のＡ4の素晴らしい味を食べた以上、

町民の皆様にもそれを知ってほしいという気持ちがありますので、ぜひこのような町民が食

べられる企画を作ってほしいなという希望であります。これからもまた提案していきたいと

思います。

残り20秒となりまして、3番・4番・5番の再質問が全然追いつかないような状況になって

しまいまして、今回この20分という議会改革提案を私自身したのですけれども、その内容に

私の質問がついていけず、大変反省しております。きょうは時間ですので、終わります。

○議長（又地信也君） 以上をもちまして、3番 平野武志君の一般質問を終わります。

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。

通告とおり、一般質問をさせていただきます。

1.戦略的支援策で「ベッドタウン木古内」の新しい可能性について、質問をさせていただ

きます。

本年は、「新幹線元年」として記念すべき年となりました。

数年にわたり行政と民間が一体となり、一生懸命に取り組まれた結果、道の駅みそぎの郷

きこないにおいては、予想を超え、50万人以上の来館者を達成するなど、素晴らしい成果を

あげ大変嬉しく思います。

しかしながら、人口減少は相変わらず進んでおり、特に若者の我が町に対する将来不安は

ぬぐいきれません。

本年度から企業誘致やちょっと暮らしの準備が進んでおりますが、雇用面からの人口増だ

けでは経済状況が未だ厳しい中、大変難しいものであります。

ここで、並行して新たな戦略的支援策を展開し、住む木古内町として選択する際のきっか

けを創出すべきであると考えます。

地域性や交通の利便性、優位性を活かし、住む木古内としての環境整備を進め、「ベッド

タウン木古内」としての新しい役割こそが「明るく希望溢れるまち木古内」に、これからは

必要な施策であると考えております。

現時点での人口減少対策委員会等の進捗状況、評価、成果をお知らせください。

また、下記3点の提言について町長の見解を伺います。
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①求人求職者マッチング支援策。地元事業者やハローワーク等関係機関との連携をさらに

強化し、地元ならではのタイムリーな新しい情報の提供。子育て世代の女性求職者や定年退

職後の高齢者に対する就業相談の実施を展開し、さらなる求人、求職率のマッチングを促進。

②大学生の転入促進。函館市など近隣の大学等に入学、在学する学生に対し、家賃補助や

通学バスを導入した転入促進策です。また、仕掛けとして「学習支援教室」の講師としての

活用や人手不足に悩む地域のボランティア活動への参加を促進するものであります。

③町外通勤者への通勤費支援。新幹線、道南いさりび鉄道、高規格道路、平成31年開通予

定を含み、積極的に活用した通勤者への支援策をするものであります。以上です。

○議長（又地信也君） 答弁を求めます。

町長。

○町長（大森伊佐緒君) 8番、鈴木慎也議員のお尋ねにお答えをいたします。

戦略的支援策のお尋ねでございますが、はじめに求人情報につきましては、ハローワーク

との連携により、毎週1回、最新のものを庁舎1階に掲示しており、町内事業者から寄せられ

た求人募集につきましても、合わせて掲示をしているところでございます。

引き続き、掲示を有効活用していただけるよう、周知ＰＲに努めてまいります。

また、就業相談や求職のマッチングにつきましては、とりわけ季節限定の求人などに対応

するため必要と考えておりますが、職業斡旋は無料職業紹介事業ということになりますので、

専門の講習を受けた職業紹介責任者の配置が必須となっておりますので、今後、職員の受講

も含めまして検討してまいりたいと考えております。

次に、大学生の転入促進、並びに、通勤費支援につきましては、平成31年度に予定される、

高規格幹線道路函館・江差自動車道木古内インターチェンジ開通は、函館方面へのアクセス

が格段に向上し、交通の要衝である当町においては居住環境、あるいは利便性が一層高まる

ものと考えております。

町といたしましては、庁舎内における検討会議を予定しておりますので、この会議の中で、

町内居住を促進するための施策検討や、お尋ねの大学生の転入促進策、町外通勤者への通勤

費支援など、調査・研究を進め、インターチェンジ開業までに、施策を取りまとめたいと考

えております。

また、人口減少対策検討会議の状況につきましては、一次産業後継者支援事業、さらに学

校給食費の無料化など、着実に施策が具現化されており、一定の成果を得ていると認識して

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） 回数は撤廃されましたので、一つずつ再質問をさせていただきます。

まず、①の求人求職のマッチングの支援策についてです。こちら町長がおっしゃるとおり、

必要な資格が必要であれば積極的にやっていただきたいというふうに思っております。

町民からは、現時点でも担当課から親切丁寧な対応をしていただいているという割と感謝

の声が多いのが事実です。ですが、まだまだ周知不足、改善の余地がおっしゃるとおりある

と思いますので、地元事業者や働き手にとってさらにお互いが良くなるような改善を惜しま

なくしていただきたいなと思うのですけれども、町内のいわゆる求人就職率と言いますかそ

れをもし把握している数字がわかればお教えいただきたいと思います。

○議長（又地信也君） 産業経済課長。
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○産業経済課長（木村春樹君） 産業経済課の木村です。

残念ながら、ハローワークにおいても各自治体ごとの求人求職率というのは出しておりま

せんので、木古内町としても把握しておりません。以上です。

○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。木古内のみならず、基本的には把握していないという

ことですね。

それと、今後改善する中で、木古内町独自でも構いませんので、どれぐらいの希望があっ

て、どれぐらいの募集があるのかと。そのようなデータもとっていただければと思います。

こちらの質問は、以上です。

次の大学生の転入促進と町外通勤者への通勤費の支援という部分では、こちらは開業3年

後までに検討をして実施するという答弁でよろしかったですよね。

確か新幹線開通の時もあと何年という部分で、あっという間に開通しまして、あっという

間にまもなく1年が経とうとしておりますので、もう3年しかないのだと。そういう認識で、

ぜひとも積極的にいまのうちから準備をしていただきたいと思っています。

その中で、現時点でもしわかればいいのですけれども、町内から町外に働いている人。若

しくは、町外から町内に働きに来ている人。もしそれがわかれば教えてください。

○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） これは、国勢調査数値に基づく数でございますけれど

も、現在公表されているものは、平成22年度の国勢調査数値でございます。木古内町から函

館市へは151人、北斗市へは112人、知内町へ165人、その他が94人の合計で522名というふう

になってございます。

また、町外から木古内町へ通勤しているという数については、公表された数値というもの

はございません。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） 町内から町外へ通勤されているかたが522名ということですね。わか

りました。いま課長の答弁でございました逆に町内に来ているかたの人数のほうがおそらく

私のこの③番の提言、そして新しい木古内のベッドタウン可能性と考えた時に、大切な数字

になると思いますので、先ほどの再質問と同じように、町独自でも構いません。各事業者さ

んに協力を得ながら、数字を3年間ありますが、早め早めに数字を出していただいて、分析

調査をしていただいて、やるべき施策に有効な数字として活かしていただければと思います。

続いて、②番の大学生の転入促進の部分なのですけれども、こちらいま木古内にはもちろ

ん高校はございません。もちろん大学もいままで一度もありません。私が今回大学生という

キーワードを入れさせていただいたのは、いまの木古内、高齢化率45％・46％に上がってき

ている中で、やはり好奇心溢れる若いパワーの大学生がこの町に必要なのではないかなと思

っている部分があります。この議場の中でも私は37歳と一番の若輩者ではございますが、私

もやはり若い大学生の力、活動力には大変勉強をさせてもらった思いがあります。というの

は、ことしの3月26日の新幹線開通日に「キーコ紀行」というアプリが開始されたのをご存

じでしょうか。未来大学の学生が「キーコ紀行」という観光アプリを開発されたのですけれ

ども、それについて町長、どのように思っておりますか。

○議長（又地信也君） 町長。
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○町長（大森伊佐緒君) 新聞紙面で紹介されていたのは存じ上げておりますが、実際に使用

はしておりません。

○議長（又地信也君） 8番 鈴木慎也君。

○8番（鈴木慎也君） ありがとうございます。大学生が開発されたものですので、もちろん

無料で使えて、ただシンプルでもちろん改善の余地があるものの、非常に一生懸命作られた

なという印象が私は受けました。

その中で、大学生が一生懸命やられたと。そういった部分で、私なりにいろいろと調べた

ところ、総務省の人材力活性化・連携交流室というその中で、大学生による地域への良い影

響をこのように書き記しております。

大学生が地域に入り、視野を拡大すると。大学生本人が地域に入って、そこで奮闘する。

現場の皆様、本物と触れ合うことで、視野が広がって地域への誇り、問題意識が生まれてき

ます。これは、学ぶ場所である大学はもちろんなのですけれども、現場として選んでいただ

いた木古内町、私は非常に逆に得るものがあるのじゃないかと思っております。

その中で、やはり若く行動力もありますので、地域の活性化に役割は非常に大きいという

ふうに考えておりますし、行政事業者ではなかなか飛び越えにくい壁も学生ならではの観点

とフットワークの良さで、どんどん学生ならではの積極的にどんどんやりはじめていると。

すごい良いスパイラルなのですけれども、ですのでぜひとも。ただ、ベッドタウンとしての

大学生に住んでほしいというわけではなくて、人口の増加以上に木古内町にもたらす明るい

元気なパワーであったり、郷土を古い木古内を勉強してもらいながら、木古内のためにもな

りますし、学生のためにもなりますしということで、ぜひとも力を入れていただきたいので

すけれども、以上の私のいま再質問をさせてもらった中で、もう一度それも踏まえて大学へ

の転入促進の答弁をもう一度いただければと思います。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君) 先ほど申し上げましたように、いま会議を開催をしまして、一定の

期間の中で方向性を示すわけですが、とりわけ大学生が当町に住んでいただけるということ

になりますと、大学との距離というものがあります。あるいは、大学生ですとアルバイトな

ども行っているかたもおられるということなどから、その大学は函館市内なのか青森市内な

のかこういったことを考えますと、本当にそれが当町で受入体制をしっかり調えて、それを

ＰＲして、実際に大学生が木古内に住むというところまでもっていくには、どうすべきなの

かということが早急には思い付かなかったこともあります。会議の中でしっかりと進めてい

かなければならないと思います。

鈴木議員がお尋ねの中にあります大学生の若い力というのは、本当に大事だと思いますし、

認識は一緒でございますので、ぜひ実現にできるように会議の中でも進められればいいなと

いうふうに思っております。

○議長（又地信也君） 8番 鈴木慎也君。

○8番（鈴木慎也君） それでは、最後の質問をさせていただきます。

現在、人口減少対策検討会議で今回の答弁では、私の一般質問の文章もあまりよろしくな

かったかもしれませんが、できれば総合戦略のほうも進捗状況のほうを報告していただきた

かったのですけれども、一般質問の文章が至らなかったという部分で、私のほうで理解いた

します。
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今後、人口減少の問題の中で、いま給食費無料でありましたり、町長の答弁の中で言われ

たことは実際にいまやられているというのは、私も理解しております。

ただ、私も含めて一部の町民の中では、本当に我が町が10年後・20年後人口が減った時に

考えると、まだまだやる気が伝わらないと。実際やられているのですけれども、それがまだ

伝わり切れていないという部分がありますので、ぜひとももちろん総合戦略だったり検討委

員会というのは、上がってきた意見をというのはもちろんわかりますけれども、町長自らが

リーダーシップを持って「こういう方向で木古内はいくんだ」とそれぐらいの強い意志とリ

ーダーシップをぜひとも私は町長に求めたいと思っているのですけれども。それが最後の質

問といたします。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君) こうした事業が一つずつ行っていくということを広報不足なのかも

しれませんが、これは実際に広報をしたから皆さんが多く理解するかというと決してそうで

はない。どちらかというと私は、いま自然に人口が減っていくという全国の同じ悩みがあり

ますので、ここは交流人口を増やして、そしてその中から定住人口につなげていくというこ

とで。その一つには、北海道新幹線を景気とした道の駅の建設があったわけでございますが、

こうしたことを実感として取り上げていただければ大変有りがたいと思います。こんなこと

をやっているよということのＰＲは、これはもう大事ですので、これからも広報をしてまい

りますが、まずは実践でどんな形に木古内は変化していくか。それによって人口の減少を少

しでも緩やかにしていくという方法も大事かと思います。

○議長（又地信也君） 8番 鈴木慎也君の一般質問を終わります。

一般質問を続けます。

6番 手塚昌宏君。

○6番（手塚昌宏君） 6番 手塚昌宏です。

町河川の管理について、お伺いいたします。

町河川については、河川敷に雑木が生い茂り、かなり太くなっており、流域が狭くなって

おります。大雨時には河川の氾濫が予想されますし、災害のない町づくりのためにも定期的

な処理が必要だと思います。

また、町開催の鳥獣害対策講習会の中でもお話がありましたが、熊や鹿などの移動経路や

身を隠す場所になっているとの説明でございました。

ことしは、住宅街の家庭菜園にも被害があり、先の議員懇談会の中でも農業者から河川敷

周辺の被害が近年多くなっているとの意見をいただきました。これらのことも含め、河川の

雑木の処理が必要と思いますが、町長の見解を伺います。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君) 6番、手塚昌宏議員のお尋ねにお答えいたします。

河川管理のお尋ねでございますが、町が管理する河川の多くが、未改修の原始河川である

ことや、河川敷の所々に太い雑木が生息しております。

こうした雑木処理を定期的に行うことは、災害防止からも極めて大切だと認識しておりま

すが、定期的に行うためには、多額の財政負担が伴うことも事実でございます。

一方で、大雨の時には、太い雑木が川の流れを阻害し、河川氾濫の原因となることも考え

られますので、河川阻害が懸念される箇所をまず限定するところからはじめ、そして特定し、
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局所的な伐採を行っていきたいと考えております。

また、局所的な伐採を行うことにより、近年増加しております鳥獣等の畑被害などの対策

としての効果にも期待ができると考えておりますので、今後も適正な河川管理に努めて、予

防的措置が最大限にできるように努めてまいりたいと考えております。

○議長（又地信也君） 6番 手塚昌宏君。

○6番（手塚昌宏君） 町長のおっしゃるとおり、部分的な改修ということでございますが、

町内には先ほど町長がおっしゃられたとおり、多数の河川がございます。

これらの河川について、日頃の点検管理はどのようになっているのか伺いたいと思います。

○議長（又地信也君） 建設水道課長。

○建設水道課長（構口 学君） 河川のパトロールについてのご質問かと思うのですが、ま

ず河川のパトロールなのですが、春先の融雪時に一度現地の確認をしております。

ただ、河川に関しては広範囲にわたりますので、その中で地域のかたからも情報もいただ

きながら、パトロールを行っております。

また、大雨時にもそれぞれ増水状況を確認し、その都度決壊等があれば維持管理というこ

とで、対応させていただいております。以上です。

○議長（又地信也君） 6番 手塚昌宏君。

○6番（手塚昌宏君） 先日、大平の川の写真をちょっと撮ってきたのですけれども、町長が

言われますように、川の岸には大変太い木も生えておりますので、夏場はこれらの木が青々

茂ると見通しも悪くなり、先ほどの鳥獣害の住み家になったり、移動の場所になると思いま

すので、大きな災害や被害が出る前に、防災という意味合いも含めまして、これらの対応が

できるように要望いたしまして、一般質問に代えさせていただきます。どうもありがとうご

ざいました。

○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。

なお、午後からの議案審議につきましては、説明員であります小澤管理者が公務のため欠

席になりますので、お知らせいたします。

昼食のため、暫時、休憩をいたします。

休憩 午後12時02分

再開 午後 1時00分

同意案第1号 被表彰者の決定について

○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8 同意案第1号 被表彰者の決定についてを議題といたします。

地方自治法第117条の規定により、1番 佐藤 悟君の退席を求めます。

（佐藤 悟君 退場）

○議長（又地信也君） 提案理由の説明を求めます。
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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号について提案理由の説明

を申し上げます。

同意案第1号 被表彰者の決定について。

木古内町表彰条例に基づき、平成28年度被表彰候補者について表彰審査委員会に附し、審

査の結果、下記のとおり決定しましたので、木古内町表彰条例第5条ただし書きの規定によ

り議会の同意を求めるものでございます。

自治功労者 佐藤 悟。昭和11年4月22日生まれ、満80歳。上磯郡木古内町字中野186番地。

佐藤 悟氏の功績概要につきましては、次のページに記載しております。ご参照願いたい

と思います。

平成7年に木古内町議会議員に当選以来、6期21年以上にわたり、議員活動を続けられ、こ

の間、産業経済常任委員長、渡島西部広域事務組合議会議員を歴任されております。

現在は、総務・経済常任委員会副委員長として、地方自治の振興と住民自治の推進に尽力

されております。

どうかご審議をいただきまして、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。

4番 竹田 努君。

○4番（竹田 努君） この表彰規定によっての同意案なのですが、この提案については特に

異論はないのですけれども、我々と一緒に議員の現職という立場の部分で、ここに功績概要

に謳っている6期21年というこのちょっと言い方は悪いのですけれども、年数で表彰という

ことに至ったのか。単にいろいろ歴任している部分もございますけれども、その辺の考えで

す。年数であれば例えば古い人もいるというふうに思うのですけれども、そうした場合に1

名だけではなくて、場合によっては複数の表彰になるのかなというふうに思うものですから、

その辺の考えをちょっと。

○議長（又地信也君） 総務課長。

○総務課長（若山 忍君） この表彰条例の規定の中に、公職選挙法によって選ばれた者20

年以上というその規定に則って、今回の表彰委員会に附したということでございます。

○議長（又地信也君） 4番 竹田 努君。

○4番（竹田 努君） そうすれば20年以上のかたについては、全員こういう表彰の該当者だ

という捉え方。いまの現職の中では、あと20年以上はいないですか。

○議長（又地信也君） 総務課長。

○総務課長（若山 忍君） 議長におかれましては、既に表彰を受けておりまして、今回の

お二人のあとは年数に達しているかたはいらっしゃいません。

○議長（又地信也君） ほかに質疑はありませんか。

（「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。
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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。

同意案第1号 被表彰者の決定について、原案のとおり同意することに賛成のかたはご起

立をお願いします。

（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。

1番 佐藤 悟君の復席を求めます。

暫時、休憩をいたします。

（佐藤 悟君 入場）

休憩 午後1時06分

再開 午後1時07分

同意案第2号 被表彰者の決定について

○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9 同意案第2号 被表彰者の決定についてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

町長。

○町長（大森伊佐緒君) ただいま上程になりました、同意案第2号について提案理由の説明

を申し上げます。

同意案第2号 被表彰者の決定について。

木古内町表彰条例に基づき、平成28年度被表彰候補者について表彰審査委員会に附し、審

査の結果、下記のとおり決定しましたので、木古内町表彰条例第5条ただし書きの規定によ

り議会の同意を求めるものでございます。

自治功労者 笠井敬吾。昭和19年1月18日生まれ、満72歳。上磯郡木古内町字本町229番地

3。

笠井敬吾氏の功績概要につきましては、次のページに記載しております。ご参照願います。

平成7年に木古内町議会議員に当選以来、5期20年にわたり、議員活動を続けておられ、こ

の間、議会運営委員、農業委員会委員等を歴任されております。

現在は、任期満了により議員を退任されておりますが、地方自治の振興と住民自治の推進

に尽力された功績は誠に大でございます。

どうかご審議をいただきまして、満場一致で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。
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（「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 被表彰者の決定について、原案のとおり同意することに賛成のかたはご起

立をお願いします。

（賛成者起立）

○議長（又地信也君） 全員起立です。

よって、本案は原案のとおり同意することに決定をいたしました。

同意案第3号 被表彰者の決定について

○議長（又地信也君） 日程第10 同意案第3号 被表彰者の決定についてを議題といたしま

す。

提案理由の説明を求めます。

町長。

○町長（大森伊佐緒君) ただいま上程になりました、同意案第3号について提案理由の説明

を申し上げます。

同意案第3号 被表彰者の決定について。

木古内町表彰条例に基づき、平成28年度被表彰候補者について表彰審査委員会に附し、審

査の結果、下記のとおり決定いたしましたので、木古内町表彰条例第5条ただし書きの規定

により議会の同意を求めるものでございます。

教育文化功労者 西村範明。昭和19年5月14日生まれ、満72歳。札幌市厚別区厚別東2条5

丁目20番地37号。

西村範明氏の功績概要につきましては、次のページに記載をしておりますので、ご参照を

願います。

木古内町の歴史を手軽に知ることはできないかとの思いで、昭和53年に「わがふるさと

木古内の歴史」を自費出版され、本年7月には、「北国のかたすみで 木古内の歴史」を新た

に自費出版されております。

どちらの著書も、社会科の副読本として、町内の学校へ寄贈するなど、木古内町の教育文

化の振興発展に貢献され、その功績は誠に顕著でございます。

どうかご審議を賜りまして、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。

○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。

同意案第3号 被表彰者の決定について、原案のとおり同意することに賛成のかたはご起

立をお願いします。

（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。

議案第12号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定について

議案第9号 木古内町嘱託員の設置に関する条例の一部を改正する条例制定について

議案第1号 平成28年度木古内町一般会計補正予算（第7号）

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3号）

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2号）

議案第4号 平成28年度木古内町水道事業会計補正予算（第1号）

議案第5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2号）

議案第6号 平成28年度木古内町下水道事業特別会計補正予算（第1号）

○議長（又地信也君） 一括議題の議案については、議会事務局長から朗読をさせます。

議会事務局長。

○議会事務局長（吉田廣之君） それでは朗読いたします。

日程第11 議案第12号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定について、日

程第12 議案第9号 木古内町嘱託員の設置に関する条例の一部を改正する条例制定につい

て、日程第13 議案第1号 平成28年度木古内町一般会計補正予算（第7号）、日程第14 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3号）、日程第15 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2号）、日程第16 議案第4号

平成28年度木古内町水道事業会計補正予算（第1号）、日程第17 議案第5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2号）、日程第18 議案第6号 平成28年度木古

内町下水道事業特別会計補正予算（第1号）。以上です。

○議長（又地信也君） 以上、日程第11 議案第12号ほか7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。

提案理由の説明を求めます。

はじめに、町長。

○町長（大森伊佐緒君) ただいま一括して上程となりました、議案第12号 職員の給与に関

する条例の一部を改正する条例制定について、並びに議案第9号 木古内町嘱託員の設置に

関する条例の一部を改正する条例制定につきましては、私から提案理由の説明を申し上げま
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す。

はじめに、議案第12号について、ご説明を申し上げます。

このたびの条例改正につきましては、平成28年度の人事院勧告に基づく国家公務員給与法

の改正案成立を受け、職員の給与に関する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、基本給を平均で0.2％、勤勉手当の支給月数を0.1か月分を、そ

れぞれ引き上げ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し、平成28年4月1日から適用して遡及

分を支給することとしております。

次に、議案第9号につきまして、提案理由の説明を申し上げます。

議案第9号につきましては、平成28年度の人事院勧告に基づく職員給与の改定に伴い、嘱

託員の給料表の改正が必要となりますことから、条例改正をお願いするものでございます。

以上で、提案理由の説明を終わります。

詳細につきましては、総務課長より後ほど説明をさせていただきますので、ご審議を賜り

ますようお願い申し上げます。

なお、各補正予算に関する議案につきましては、副町長より説明をいたします。

副町長に代わります。

○議長（又地信也君） 次に、副町長。

○副町長（大野 泰君） ただいま一括上程となりました、議案第1号 平成28年度木古内町

一般会計補正予算（第7号）及び議案第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3号）、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2号）、

議案第4号 平成28年度木古内町水道事業会計補正予算（第1号）、議案第5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2号）、並びに議案第6号 平成28年度木古内町下

水道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。

はじめに、議案第1号からご説明いたします。

歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ1,677万円を減額し、歳入歳出予算の総額を4

9億2,290万9,000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、起債の目的の上から7段目にな

りますが、駐車場整備事業債として840万円を追加し、補正後の限度額を2,760万円とし、補

正後の限度額の総額を、5億5,410万円とするものです。

5ページの第5表 繰越明許費ですが、3款 民生費、1項 社会福祉費、事業名「臨時福祉

給付金支給事業」として、990万1,000円を繰越明許費としてお願いをするものです。

歳出の主な補正内容は、2款 総務費は、煙突にアスベストの使用が疑われる町の施設に

ついて、空気測定を行う調査費、及び木古内町企業振興促進条例に基づく外国人技能実習生

受入に伴う助成金の補正です。

3款 民生費は、国民健康保険特別会計繰出金、及び乳幼児医療費等、臨時福祉給付金支

給事業、並びに私立保育所運営委託料等に係る補正です。

4款 衛生費は、水道事業会計負担金、及び渡島西部広域事務組合負担金の補正です。

6款 農林水産業費は、北海道指導農業士の認定を受けた農業者への称号贈呈式参加報償

費、及び8月下旬からの台風による被災農業者経営体、育成支援事業補助金の補正です。
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7款 商工費は、木古内町観光協会事務所移転等工事に伴い、観光案内所等を設置するた

めの補助金の財源振替です。

8款 土木費は、下水道事業特別会計繰出金の追加補正、及び木古内駅西側駐車場整備工

事において、整備計画見直しによる補正です。

9款 消防費は、渡島西部広域事務組合負担金の補正です。

10款 教育費は、ＡＬＴ招聘事業で、前任のＡＬＴの帰国に伴い、共済費、賃金の補正と

新任のＡＬＴの渡航に伴う負担金の補正です。また、中学校費では、各部活動・大会参加報

償費の補正です。

13款 諸支出金は、町税等還付金の補正です。

14款 職員給与費は、人事院勧告に伴う影響分の増額と、異動等に伴う影響分の減額合わ

せての減額補正です。

歳入では、15款 財産収入は、道道江差木古内線改良工事に伴う町有地の売り払い収入、

及び旧江差線レール等金属くず売却代金の実績による補正です。

なお、詳細につきましては、総務課長より説明をさせます。

次に、議案第2号につきまして、ご説明申し上げます。

歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ537万8,000円を減額し、歳入歳出予算の総額

を9億6,298万円とするものです。

それでは、歳出からご説明をいたします。7ページをお開き願います。

1款 総務費、1項 総務管理費、1目 一般管理費、2節 給料 35万円と3節 職員手当

等 16万5,000円は、人事院勧告及び人事異動に伴う追加で、4節 共済費 15万8,000円の

減額は、共済費率の確定に伴う減額補正です。

次に、8ぺージです。

3款・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

27万円は、10月1日から短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大が施行されたことに

伴い、短時間労働者を加味して再算定されたことによる減額補正です。

次に、9ページです。

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 1,000円は、同じく短時間労働者を加味して再算定されたことによ

る追加補正です。

次に、10ページです。

6款・1項・1目 介護納付金、19節 負担金補助及び交付金 14万5,000円は、10月1日か

ら被用者保険等保険者に係る納付金の額の算定方法の特例等が設けられたことに伴い、減額

補正するものです。

次に、11ページです。

8款 保健事業費、3項 特別総合保健施設事業費、1目 保健指導事業費、2節 給料 13

1万4,000円及び手当等 2万8,000円、並びに4節 共済費 115万1,000円は、人事院勧告及

び人事異動等に伴う減額補正です。

次に、12ページです。

11款・1項・1目・節 予備費 282万8,000円は、歳入減に伴い、予備費を減額補正するも
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のです。

続きまして、歳入をご説明をいたします。6ページをお開き願います。

8款 繰入金、1項 一般会計繰入金、1目・1節 保険基盤安定繰入金 257万5,000円は、

保険基盤安定繰入金の確定に伴い減額補正するものです。

2目・1節 一般会計繰入金 280万3,000円は、人事院勧告及び人事異動等の精査による人

件費の減及び財政安定化支援事業費の確定による減により減額補正をするものです。

続きまして、議案第3号につきまして、ご説明申し上げます。

歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ67万1,000円を減額し、歳入歳出予算の総額

を1億6,609万8,000円とするものです。

それでは、歳出からご説明をいたします。7ページをお開き願います。

3款・1項・1目 後期高齢者医療広域連合納付金、19節 負担金補助及び交付金 67万1,0

00円は、保険料の決定による増、保険基盤安定繰入金の確定に伴う減、平成27年度実績確定

に伴う事務費及び療養給付費負担金の減により、減額補正をするものです。

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。

1款・1項 後期高齢者医療保険料、1目 特別徴収保険料、1節 特別徴収保険料現年度分

147万円、及び2目 普通徴収保険料、1節 普通徴収保険料現年度分 216万円は、保険料

の決定により追加補正するものです。

4款 繰入金、1項 一般会計繰入金、1目・1節 事務費繰入金 46万8,000円、2目・1節

保険基盤安定繰入金 15万7,000円、及び3目・1節 療養給付費負担金繰入金 367万6,00

0円は、歳出でご説明した保険基盤安定繰入金の確定等に伴い、減額補正するものです。

次に、議案第4号につきまして、ご説明申し上げます。

1ページをお開き願います。

第2条は、平成28年度予算の第3条に定めた収益的収入及び収益的支出の予定額を次のとお

り補正するものです。

収益的収入の第1款 水道事業収益、第2項 営業外収益に35万7,000円を追加し、収入合

計を1億5,798万4,000円とするものです。

次に、収益的支出の第1款 水道事業費用、第1項 営業費用を137万4,000円減額し、支出

合計を1億5,618万7,000円とするものです。

第3条 議会の議決を経なければ流用することのできない経費、予算第7条に定めた職員給

与費 3,551万2,000円を、3,413万8,000円に改めるものでございます。

それでは、収益的支出からご説明をいたします。7ページをお開き願います。

1款 水道事業費用、1項 営業費用、2目 配水及び給水費 14万円の減額は、職員1名分

に係る節 給料で4,000円、手当は期末・勤勉手当として4万1,000円の追加補正、及び法定

福利費 18万5,000円の減額で、人事院勧告及び共済組合負担金等の率の確定に伴う減額補

正となっております。

次に、7ページから8ページです。

4目 総係費 123万4,000円の減額は、職員3名分に係る節 給料で61万円の減額、手当は

25万2,000円の追加、及び法定福利費 87万6,000円の減額で、人事異動・人事院勧告及び共
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済組合負担金等の率の確定に伴う減額補正となっております。

次に、収益的収入をご説明をいたします。6ページをお開き願います。

1款 水道事業収益、2項 営業外収益、2目及び節 他会計負担金は、人件費按分等に係

る負担金として35万7,000円を追加補正するものです。

次に、議案第5号につきまして、ご説明申し上げます。

歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ65万円を減額し、歳入歳出予算の総額を6億9,

355万3,000円とするものです。

このたびの補正の内容は、人事院勧告等に伴う補正となっております。

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。

1款 総務費、1項 総務管理費、1目 一般管理費、3節 職員手当等 8万9,000円の追加、

4節 共済費 46万2,000円の減額は、人事院勧告及び共済組合負担金等の率の確定に伴う補

正となっております。

次に、8ページをお開き願います。

3款・1項 地域支援事業、1目 介護予防・生活支援サービス事業費、2節 給料 7,000

円、3節 職員手当等 3万6,000円の追加、4節 共済費 19万2,000円の減額は、同じく人

事院勧告及び共済組合負担金等の率の確定に伴う減額補正となっております。

2目 包括的支援事業・任意事業費、2節 給料 1万1,000円、3節 職員手当等 3万3,00

0円の追加、4節 共済費 17万2,000円の減額は、同じく人事院勧告及び共済組合負担金等

の率の確定に伴う減額補正となっております。

次に、歳入の説明をいたします。6ページをお開き願います。

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

65万円の減額は、歳出に伴い、一般会計からの繰入金を減額補正するものです。

次に、議案第6号につきまして、ご説明申し上げます。

歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ28万3,000円を減額し、歳入歳出予算の総額

を2億568万8,000円とするものです。

それでは、歳出についてご説明申し上げます。8ページをお開き願います。

1款 総務費、1項 総務管理費、1目 一般管理費 28万3,000円の減額補正は、2節 給

料 1万円の追加、3節 職員手当等 5万3,000円の追加、4節 共済費 34万6,000円の減額

で、人事院勧告及び共済組合負担金等の率の確定に伴う減額補正となっております。

9ページをお開き願います。

3款・1項 公債費、1目 元金ですが、これは下水道事業資本費平準化債の減額に伴う財

源振替です。

次に、歳入についてご説明します。7ページをお開き願います。

4款・1項 繰入金、1目 他会計繰入金、1節 一般会計繰入金 3万8,000円の減額は、歳

入の調整を一般会計からの繰入金で行うものです。

5款・1項・1目・1節 繰越金 255万5,000円の追加補正は、平成27年度決算に伴う繰越金

の追加です。

7款・1項 町債、1目・1節 下水道事業債 280万円の減額補正は、繰越金による増額及
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び歳出の減額分を下水道事業資本費平準化債から減額するものです。

以上、提案理由といたしますので、よろしくご審議くださいますようお願いいたします。

○議長（又地信也君） 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12号並びに議案第9号につきましてご説明いた

します。そのあと補正予算のほうの説明をさせていただきます。

はじめに、議案第12号についてですけれども、議案説明資料 資料番号1でご説明をいた

します。

29ページをお開き願います。

29ページは、改正に係る新旧対照表となっております。

平成28年度の人事院勧告が平成28年8月8日に出されまして、その後、国家公務員に関する

給与法が11月16日に成立・改正されたことに伴いまして、本条例の一部を改正するものでご

ざいます。

主な改正内容につきましては、先ほど町長から説明を申し上げたとおり、月額給料を平均

で0.2％引き上げ、また勤勉手当を0.1か月分を引き上げるという内容になっております。

改正につきましては、このたびの人事院勧告により平成28年4月1日を適用日として遡及し

て支給するために改正するもので、第16条の4、第2項、第1号は、一般職員につきましては

このたびの引き上げ分について、100分の90と100分の10を引き上げるというものでございま

す。

また、第2号につきましては、再任用職員につきましても、100分の42.5と100分の5を引き

上げるという改正内容となっております。

次に、附則の第32条ですが、給与月額から1.5％の減額が適用されております管理職職員

につきまして、支給する勤勉手当減額対象額にかかる乗ずる率を100分の1.35と100分の0.15

を引き上げるための改正となっております。

なお、最低号俸に達しない場合にあっては、12月支給分に係る勤勉手当減額基礎額の率を

100分の90と、100分の10を引き上げるという改正内容となっております。

議案に戻りまして、附則の第1項では、この条例は公布の日から施行することとし、第2項

では、改正後の職員の給与に関する条例の規定は、平成28年4月1日から適用するとしており

ます。

第3項では、改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関す

る条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす

としております。

第4項では、前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定め

るとしております。

次に、議案第9号についてですけれども、議案説明資料の資料番号1の21ページをお開き願

いたいと思います。

議案第9号につきましては、平成28年度の人事院勧告に基づく職員給与の増額改定により、

嘱託員の報酬表の改正を行うものでございます。

嘱託員の報酬表につきましては、職員の給料表及び期末・勤勉手当等の支給基準を基に生



- 41 -

涯賃金を算出しておりますが、このたびの人事院勧告に基づく職員給与の増額改定により、

嘱託員の報酬表につきまして必要となりましたことから、新旧対照表の右側にありますとお

り改正することとなります。

なお、このたびの改正により、現在の当町嘱託員において、報酬月額に影響を受ける嘱託

員はおりません。

議案に戻りまして、附則といたしまして、第1項ではこの条例は公布の日から施行し、平

成28年4月1日から適用するもので、第2項では、この条例による改正後の木古内町嘱託員の

設置に関する条例の規定を適用する場合において、改正前の条例の規定に基づいて支給され

た報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす、としております。

説明は以上です。よろしくご審議をお願いいたします。

引き続きまして、議案第1号の詳細につきましてご説明いたします。

議案12ページをお開き願います。

2款 総務費、1項 総務管理費、3目 施設管理費、13節 委託料 72万円の追加は、煙

突にアスベストを含む材料の使用の可能性のある町の施設について、空気測定調査を行うた

めの費用を追加補正するものです。議案説明資料 資料番号1の1ページから3ページに、調

査を行う予定の施設の位置図、現況写真を添付しておりますので、ご参照願います。

6目 新幹線推進費、19節 負担金補助及び交付金 45万円の追加は、外国人技能実習生

の受入に伴い、企業振興促進助成金として追加補正するものです。

13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、28節 繰出金 537万8,000円は、

人事院勧告及び人事異動等の精査による人件費の減、及び国保会計財政安定化支援事業費並

びに基盤安定負担金の確定に伴う減額補正となっております。

3目 老人福祉費、28節 操出金 65万円は、人事院勧告に伴い、介護保険事業特別会計

への繰出金の減額補正となっております。

6目 心身障害者ひとり親家庭等医療費、20節 扶助費 450万円及び7目 乳幼児医療費、

20節 扶助費 250万円は、主に医科の外来受診及び入院件数の増に伴う医療費の追加補正

となっております。

11目 後期高齢者医療費、28節 繰出金 430万1,000円は、後期高齢者医療広域連合納付

金及び基盤安定負担金の確定に伴う減額補正となっております。

13目 年金生活者等支援臨時福祉給付金支給事業費、11節 需用費 19万8,000円、12節

役務費 30万2,000円、13節 委託料 69万2,000円、並びに19節 負担金補助及び交付金

1,950万円の追加は、このたびの経済対策分として実施されることとなった臨時福祉給付金

の支給にかかる事務費と給付費を追加補正するものです。

議案説明資料の4ページをお開きください。

この給付金の支給対象者は、平成28年度分の住民税が非課税で、且つ課税者の扶養親族に

なっていないかたで、現在受付を行っております一人当たり3,000円の臨時福祉給付金と同

じかたが支給対象となっております。支給額は、一人当たり1万5,000円となっております。

なお、広報来年2月号で町民の皆様に周知し、支給対象と見込まれるかたには、2月下旬頃

に申請書をお送りする予定となっております。
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○議長（又地信也君） 暫時、休憩をいたします。

休憩 午後1時46分

再開 午後1時48分

○議長（又地信也君） 休憩を解き、会議を再開いたします。

説明を続けます。

総務課長。

○総務課長（若山 忍君） 議案に戻りまして、14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 200万3,000円は、ことし4月に国か

ら示された保育所運営費の支弁単価の予定額が前年度より増額となったことに伴う追加補正

となっております。

次に、15ページをお開き願います。

4款 衛生費、1項 保健衛生費、1目 保健衛生総務費、19節 負担金補助及び交付金 3

5万7,000円は、人事院勧告に伴い水道事業会計負担金の追加補正を行うものです。

次に、16ページをお開き願います。

2項 清掃費、1目 清掃総務費、19節 負担金補助及び交付金 12万1,000円につきまし

ても、人事院勧告に伴い渡島西部広域事務組合負担金の追加補正を行うものです。

次に、17ページをお開き願います。

6款 農林水産業費、1項 農業費、3目 農業総務費 3万3,000円の追加は、このたび当

町鶴岡在住の岸 智美氏が、北海道指導農業士に認定され、明年2月16日開催の北海道指導

農業士称号贈呈式に参加するための補正です。

4目 農業振興費 53万7,000円の追加ですが、本年8月から9月までの間の暴風雨及び豪雨

により、農産物の生産に必要な施設等が損壊し、経営の安定化に支障をきたす事態となって

いることから、国では復旧に要する費用を支援する事業を発動し、被災農業者の農業経営の

維持を目的に緊急的に支援することとしております。このことから、当町においても、継続

した農業経営と経営の安定化を図るため、当事業を実施することとし、追加補正するもので

す。資料番号1の5ページに、詳細を記載しておりますのでご参照願います。

次に、18ページをお開き願います。

7款・1項 商工費、3目 観光推進費ですが、木古内町観光協会事務所移転等事業が、北

海道の空き店舗を活用したコミュニティビジネス創出加速事業において交付決定されたこと

に伴い、交付額 100万円を補正し、財源振替を行うものです。

次に、19ページをお開き願います。

8款 土木費、4項 都市計画費、1目 都市計画総務費、28節 繰出金 3万8,000円は、

人事院勧告に伴い下水道事業特別会計繰出金の減額補正を行うものです。

3目 都市計画整備費、15節 工事請負費 2,200万円の減額は、木古内駅西側駐車場整備

工事において、整備手法を再検討し、工事費のコストダウンを図ったことによる減額補正で

す。資料番号1の6ページに、既設路盤の再利用を図るなどの図面を添付しておりますのでご

参照をお願いします。

次に、20ページをお開き願います。
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9款・1項・1目 消防費、19節 負担金補助及び交付金 102万3,000円は、人事院勧告等

に伴う渡島西部広域事務組合負担金の追加補正です。

次に、21ページをお開き願います。

10款 教育費、1項 教育総務費、2目 事務局費 24万円の減額補正は、帰国したＡＬＴ

の社会保険料、賃金の11月分の減額と、このたび新たに着任するＡＬＴの渡航費用等の補正

です。

次に、22ページをお開き願います。

3項 中学校費、2目 教育振興費、8節 報償費 149万3,000円の追加は、木古内中学校

生徒が各部活動において、優秀な成績により、北海道大会や全国選抜大会に参加するための

費用を補正するものです。資料番号1の7ページから9ページに、大会名・日程・参加予定者

を記載しております。また、本日配付させていただきました、追加説明資料 資料番号5に

は、大会参加に係る費用の内訳を記載しておりますので、合わせてご参照願います。

次に、23ページをお開き願います。

13款 諸支出金、1項 還付金、1目 過誤納還付金、23節 償還金利子及び割引料 83万

8,000円の追加は、平成27年度の事業確定に伴い、臨時福祉給付金給付事業費補助金返納金、

同じく事務費補助金返納金、及び児童手当国庫負担金返納金の合わせまして、83万8,000円

の追加をお願いするものです。

次に、24ページをお開き願います。

14款・1項・1目 職員給与費 1,940万円の減額は、2節 給料 381万3,000円、3節 職

員手当等 325万5,000円、及び4節 共済費 1,236万2,000円の減額で、人事院勧告に伴う

影響分及び異動等による影響分、並びに共済組合負担金等の率の確定に伴う減額補正となっ

ております。

次に、歳入の説明を行います。8ページをお開き願います。

11款 分担金及び負担金、2項 負担金、1目 民生費負担金、2節 児童福祉負担金 118

万2,000円の減額補正は、子ども・子育て支援法施行令及び同法施行規則の一部改正により、

平成28年4月からの多子世帯及びひとり親世帯等の保育料負担軽減に伴う利用者負担金の減

によるものです。

資料番号1 議案説明資料の10ページをお開き願います。

改正内容は、一つ目としまして、町民税所得割額が5万7,700円未満、ひとり親世帯等は7

万7,101円未満の世帯の保育料の軽減判定の際のきょうだいの年齢制限を撤廃すること。さ

らに、町民税所得割額が7万7,101円未満のひとり親世帯等は、第1子を半額、第2子以降は無

料とするものです。

下段に、保育所の保育料の考え方の例を図で示しております。

この左側が、改正前の考え方となります。保育所における保育料の軽減判定にあたっては、

いままでですが小学生以上の子どもはカウントせず、入園している児童のみカウントし、保

育料は1人目が満額、2人目が半額、3人目以降は無料となっておりましたけれども、右側が

今回の改正後の考え方になります。生計を同じくする小学生以上の子どもも軽減判定の際の

人数にカウントし、この図の例では、第1子が小学生でも1人目としてカウントすることによ

り、保育料は第2子が半額、第3子は無料となります。

さらに、ひとり親世帯等は、第1子が半額、第2子以降は無料となることから、図の例では、
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この第2子、第3子とも無料となります。以上が、資料の説明となります。

議案の8ページに戻りまして、13款 国庫支出金、1項 国庫負担金、1目 民生費負担金、

2節 児童福祉費負担金 38万1,000円は、保育所運営にかかる支弁費の増に伴う追加補正と

なっております。

3節 国民健康保険事業負担金 5万9,000円は、国民健康保険事業に係る保険基盤安定制

度医療費保険者支援分として交付されるもので、平成28年度の額の確定に伴う減額補正とな

っております。

2項 国庫補助金、2目 民生費補助金、1節 社会福祉費補助金 2,069万2,000円の追加

は、経済対策分として実施される臨時福祉給付金の支給に係る財源として歳出と同額を補正

するものです。

5目 土木費補助金、1節 都市計画費交付金 3,038万8,000円の減額は、駐車場整備交付

金の交付額決定による減額補正です。

次に、9ページをお開き願います。

14款 道支出金、1項 道負担金、1目 民生費負担金、2節 児童福祉費負担金 19万1,0

00円は、保育所運営にかかる支弁費の増に伴う追加補正となっております。

3節 国民健康保険事業負担金 187万2,000円は、北海道からの国民健康保険事業に係る

保険基盤安定制度軽減保険料負担金及び医療費支援分負担金の額が確定したことに伴う減額

補正となっております。

4節 後期高齢者医療負担金 11万7,000円は、後期高齢者医療に係る保険基盤安定制度軽

減保険料負担金の額が確定したことに伴う減額補正となっております。

2項 道補助金、2目 民生費補助金、3節 重度心身障害者ひとり親家庭等医療費補助金

11万9,000円は、主に重度心身障害者医療費の高額療養費の増額に伴う補助対象額の減に

よる減額補正となっております。

5節 乳幼児医療費補助金 31万円は、乳幼児医療費の増に伴う補助金の追加補正となっ

ております。

4目 農林水産業費補助金、2節 農業費補助金 53万7,000円は、歳出で説明しました被

災農業者向け経営体、育成支援事業補助金です。

6目 商工費補助金、1節 観光推進費補助金 100万円は、木古内町観光協会事務所移転

等事業の財源として、北海道の空き店舗を活用したコミュニティビジネス創出加速事業が交

付決定されたことに伴う、補助金の追加となります。

次に、10ページをお開き願います。

15款 財産収入、2項 財産売払収入、1目 不動産売払収入、1節 土地売払収入 103万

円の追加は、道道江差木古内線改良工事に伴う町有地の売り払い収入です。資料番号1の11

ページから12ページに、売却する町有地の位置図及び内訳を記載しておりますのでご参照願

います。

3目・1節 物品売払収入 289万5,000円の追加は、旧江差線レール等撤去による金属くず

売却代金の追加補正で、当初の見込みに比べ発生量が増え、売り払い単価も上がったことに

よるものです。

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 1,884万4,000円の減

額は、このたびの補正に係る財源調整となってございます。
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3目・1節 旧江差線施設解体撤去事業準備基金繰入金 289万5,000円の減額は、先ほど説

明しました旧江差線レール等の売り払い収入の増額分と同額の繰入金を減額するものです。

5目・1節 企業振興促進基金繰入金 45万円の補正は、歳出で説明いたしました外国人技

能実習生の受入に伴い、企業振興促進助成金を支出するための補正となっております。

19款 諸収入、5項・1目・4節 雑入 282万円は、重度心身障害者医療費等の増に伴う高

額療養費繰替金の追加補正となっております。

次に、11ページをお開き願います。

20款・1項 町債、2目 土木債、3節 駐車場整備事業債 840万円の追加は、木古内駅西

側駐車場整備工事の補助金の確定に伴う補正です。

以上で、説明を終わらせていただきます。よろしくご審議をお願いいたします。

○議長（又地信也君） 説明が終わりました。多岐にわたっておりますので、2時10分まで休

憩いたします。

休憩 午後2時00分

再開 午後2時10分

○議長（又地信也君） 休憩を解き、会議を再開いたします。

提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

質疑ございませんか。

4番 竹田 努君。

○4番（竹田 努君） まず1点目は、議案12号の24ページ等々の部分でちょっと。今回は、

人勧の改定と人事異動による調整の補正だという説明を受けたのですけれども、これ例えば

人事異動で例年各会計間でのでこぼこはあるのですけれども、数字全体を見ても人勧改定で

アップしているのに、全体の中では減額になっているのではないかなと思うのですよね。で

すから、やはりそれをきちんとした資料だとか、この部分は例えば人事異動の中で給料の増

減があって下がりました、追加しなければない。人勧ベースではいくらアップになって、そ

の最終的にトータルとしてマイナスなのかプラスなのか追加なのかという部分のそういうも

のがなければ、ザッとそろばんで計算しても全体に減なのですよね。これが例えば職員が減

ったというなら別だけれども、中途退職があって少なくなったから全体にこれが圧縮という

か減額になったのだと言えばわかるのですけれども、そうでなければどう計算しても人勧が

アップになっても減額だというのがどうもいただけないところなのですよね。ですから、こ

れの裏付けになる、これに予算計上するためのベースがあると思うのですよね。そういうや

はり資料等の添付をして、だからこうなのだという部分の説明をすべきだろうと思うのです

けれども、その辺もし資料含めた部分でまずコメントを願います。

○議長（又地信也君） 総務課長。

○総務課長（若山 忍君） 説明が足りずに申し訳ございません。

今回のこの補正につきましては、まず人事院勧告による増額分としては301万円ほどあり

ます。また、人事異動等に伴う影響としては、2,240万円ほどの減額があります。この中に

は、28年度予算を計上した時に予定していましたが、28年度2月末と3月末で職員が2名退職

しておりますので、その分の余裕と言いますかその分が今回2,200万円ほど影響が出てきま
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す。

それと合わせまして、今回ほかの科目もそうなのですけれども、共済組合員の共済費率の

確定に伴って、この4節の共済費の分の影響額が大きくて、職員給与費の中でも1,230万円を

占めているということで、トータルでいきますとこの1,940万円の減額ということでご理解

いただきたいと思います。

それで、資料と言いますか25ページ以降に給与費の明細を一応載せていただかせておりま

すので、26ページに一般職であれば給与費、あるいは手当の内訳を記載しておりますので、

こちらでご理解をいただければなと思います。

○議長（又地信也君） 4番 竹田 努君。

○4番（竹田 努君） 実際この25ページ等の資料を見ても、ちょっと理解のできない部分も

ある。そういうことで、先ほどもし別な資料等があればと思っていたのですけれども、この

部分しかないとすればそれはそれで。毎年のように人勧の改定があればこういう部分が出て

きますから、もう少しやはり資料なりそういうものがわかるように。ただ当初、人件費の予

算計上から見て中途で2名の退職が出たとかとそういう部分を冒頭から認識をしていれば、

全体の中で下がるのだなというふうな思いもするのだけれども、そうではないあくまでも人

勧と人事異動だと言うから、それでなぜ減るかという部分の疑問で確認をしたのです。

それから、19ページの西側駐車場整備。これについては、資料の6ページにも添付してい

ますけれども、この理由からしますと既設の路盤が再利用できるということで、事業費が減

になったと。ただ、この部分はそれでいいのと言いたいのは、27年度で西側駐車場3,520万

円計上して、その前にこうだとコンサルをかけているわけでしょう。そして、28年に5,520

万円ここにある数字、これを予算計上しているわけだ。設計委託をしてこれだけここは例え

ば東側を含めて、線路に影響がするから駐車場の工事も整備も割高になると。私は工事費が

減額になるのは、だめだとは言っていない。コンサルをかけて設計委託、それで予算がとお

って、なぜそのとおり執行しないのですか。この既設路盤が使えるというのは誰、設計時に

全く現地も見ないで机上で設計をして、5,520万という金額がこの予算額が出たのかどうな

のか。単純に5,520万の工事をやれば、国から国庫補助金で3,000万の補助があるわけだ。起

債の持ち出しをこんなに増やさなくてもいいわけだ。起債というのは町長、借金なわけだか

ら。工事費は減るけれども起債が増える、一般財源の持ち出しが増えるという。なぜこうい

うふうになるのですか。私はこの部分が納得いかない。確かにここで説明資料の6ページに

書いているように、既設路盤が使える。例えば、アーケードも再利用できる。再利用できる

部分は再利用をしていいだろうというふうに思うのだけれども、ただ2年も3年も前から設計

コンサルにかけて設計して金額を積算して。ただ、よくわからないのは27年度の予算計上の

部分と今回28年度の当初5,520万、2,000万円増えたというのはどういうことで。それだけ必

要だということで計上をして、そして今度は2,200万円いりませんとまた元に戻しているの

だよね。27年度の予算の額に。コンサルから出てきたものは、どっちがどうなのか。この部

分は簡単に、「ああ、そうですか」と言うわけには私はいかないと思うのですよね。工事費

が全体減ることによって、国からもらえるお金も断るというかそれをあれして、逆に起債を

増やさなければない。一般の持ち出しが増えるという。こういうことというのは町長、どう

なのですか。たぶん今回補正にあたって、当然内部協議をする中で、当然これこれこうだか

らこうするというふうに上程したと思うのですけれども、その辺をまず。
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○議長（又地信也君） 副町長。

○副町長（大野 泰君） ただいま竹田議員からご指摘があった西側駐車場の整備、昨年度

予算を組み、そして今年度で増やしているという経過。さらに、補助金についても増額を見

込んで事業を進めたいということで、このような予算を計上しております。

ご理解をいただけるのではないかなということでお話をするのですが、補助金を少しでも

多く獲得するための手段・ツールというのがございますので、そこを今回は考えて予算化を

した。

社会資本整備総合交付金については、一昨年辺りから北海道に交付される額が減ってきて

いると。補助金の額を少し多めに木古内町も獲得したいがための手続きということで動いて

おりますので、そういったことでのご理解をいただきたいのですが、詳細についてはこのあ

と議長にお願いをして、休憩をいただきながら説明をしたいというふうに思うのですが、よ

ろしければそのようにお取り諮らいを願います。

○議長（又地信也君） 副町長の説明は、ということです。担当課のほうで当初、コンサル

に出す時点で路盤の再利用云々の部分があったかと思うのですが、設計委託する時にその辺

はどうだったのかという答弁を求めたいと思います。

建設水道課長。

○建設水道課長（構口 学君） 路盤の再利用についてですが当初、設計の時点では路盤の

入れ替えということで設計を組んでおりました。その後、工事費のコストダウンということ

を考えた中で、設計のほうは終わってはいたのですが、その後、路盤の調査をいたしまして、

路盤が使えるということの判断ができたことによって、今年度のこの設計値で計上したとこ

ろでございます。

コンサルの評価としては、路盤は流動的にも使えるということの判断の結果となっており

ます。

○議長（又地信也君） 4番 竹田 努君。

○4番（竹田 努君） コンサルでこの路盤が使えると。今回のこの提案している部分と同じ

見解であれば、なぜ5,520万の予算を減額しなかったのか、今日まで。コンサルに委託をし

ている部分は、もうだいぶ前に設計書が来ているわけだから。ということは、逆に返せばそ

ういう設計だけれどもちょっと言い方悪いけれども、業者の人に儲けらせよう、だから5,52

0万にしたのだというような捉え方をされても、どうですか。確かにいま副町長が言われた

ように、交付金をもらって事業をやりたいというその考えは我々も一緒ですからいいのです

けれども、たまたま北海道の全体枠の中でうちに例えば交付金が割当がなかったからという

なら別です。だから、そういう説明もなくて、単なる路盤がこのままの路盤で使える、アス

ファルトを剥離すればアスファルトの補修だけで済むのだというのであれば、当初からなぜ

そういうふうにしないのですか。交付金の交付がなるのだったら5,500万やらなくてもいい、

例えば路盤も入れ替えするという工事をやっていたのですよ。そう思わないですか。私は、

いまの説明を聞くとそういうふうに思うのですよね。どうもこの辺はちょっと理解に苦しむ。

○議長（又地信也君） 暫時、休憩をいたします。

休憩 午後2時26分

再開 午後2時33分
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○議長（又地信也君） 休憩を解き、会議を再開いたします。

8番 鈴木慎也君。

○8番（鈴木慎也君） 8番 鈴木です。

議案第1号関係、資料番号の10ページからお尋ねいたします。

保育料軽減について、大変今回ある程度の規制の中でも素晴らしい良いことだなというふ

うに、私個人も思っております。

実際に我が町において、何世帯、何人ぐらいが対象となるのか。そして、こちらの絵で描

いている変更前と変更後の資料、これもシンプルですごいわかりやすいのですが、同じ保育

園でなければならないのか、そういう細かい部分ももし説明ができるようでありましたら、

ご説明のほうをお願いいたします。

○議長（又地信也君） 町民課長。

○町民課長（吉田 宏君） ただいまのお尋ねですけれども、今回の多子軽減の対象になる

世帯数ということなのですけれども、いま手元にその資料がございません。申し訳ありませ

ん。

○議長（又地信也君） 資料が出てくるまで、暫時、休憩をいたします。

休憩 午後2時35分

再開 午後2時43分

○議長（又地信也君） 休憩を解き、会議を再開いたします。

町民課長。

○町民課長（吉田 宏君） 多子軽減の対象となる世帯につきましては、ことしの8月までに

つきましては平成27年度の課税状況を見ますので、そこまでにつきましては9世帯で11名、

それで9月以降につきましては、28年度の課税状況を見ますので、10世帯で12名が対象とな

っております。

保育園が違ってもいいのでしょうかというお話だったと思うのですけれども、これにつき

ましては例えば1人目と2人目が違う保育園に行っていても同じような考え方ですので、それ

ぞれの保育園で第2子は半額、第3子は無償ということで、変わりございません。以上です。

○議長（又地信也君） 8番 鈴木慎也君。

○8番（鈴木慎也君） 息を切らせてまで迅速に、対応の答弁をありがとうございます。わか

りました。

それでは、今後の課題としますか町民の子育て世代のかたからは、「保育料無料」という

声がたくさん未だにあります。その中で、私も議員活動をする中で、どういう理由でいま現

状だと難しいという、納得してもらえるデータと言いますかいまのところないわけでありま

す。ですので、例えばこの所得税の所得の金額があとどれぐらい金額別に挙げた場合、何世

帯、何名適用になるかと。そういうもしデータと言いますか表を作っていただけたなら、今

後の課題として大変有効な資料となるのではないかなと。それを元に、また逆に子育て世帯

の方々にきちんとした説明ができるものと私個人的には思うのですけれども、その辺りいか

がでしょうか。
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○議長（又地信也君） 副町長。

○副町長（大野 泰君） ただいま鈴木議員がおっしゃった内容がちょっとよくわからない

のですが、独自の軽減策を考えてほしいということなのか。制度に基づいてのいま軽減措置

が追加になったわけですけれども、これは多子世帯ということで、小学生以上該当という。

そのことについては、いま担当のほうからお答えをしました。

政策的な判断で町の独自削減ということになりますと、これは従来の考え方で進めており

ますので、それぞれの階層ごとの保育料の額については、条例で定めているとおりが現状の

姿ですので、そこで理解をしていただければというふうに思っております。

（「関連」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 3番 平野武志君。

○3番（平野武志君） いまの鈴木議員の多子世帯の軽減策についての資料をいま見ているの

ですけれども、ちょっとわかりづらいのがおそらく国の資料をそのまま貼り付けたものなの

かなと思うのですけれども、この右側の変更後。小学生以上もカウント対象となっていなが

ら、この言葉だけ見るとずっと上までいいと思うのですけれども、ここに小学校3年生と記

載があるのですけれども、これはどういう関連性があるのですか。

○議長（又地信也君） 町民課長。

○町民課長（吉田 宏君） この記載の小学校3年生というのは、その下に3歳児と2歳児とい

うことで、例ということで挙げております。

これは、小学生以上ということで、例えば小学校3年生じゃなくて例えば中学生でも高校

生でも生計が同じであれば、第1子として数えることになります。

○議長（又地信也君） ほかに。

4番 竹田 努君。

○4番（竹田 努君） 17ページの農業総務費で報償費、北海道指導農業士称号贈呈式の参加

報償、たぶんこれ旅費見合いの部分で計上をしているのかなと思うのですけれども。岸さん

は、一生懸命頑張っている農業者ですから我々もよく知っているのですけれども、町として

の農業士の称号を得てどういう位置付け。木古内町の農業のために此れ此れ然々、こういう

ものに関わらなければだめだとか何かなかったらやはり町だって予算計上をしなかったので

はないかなというふうに思うのですけれども、その辺の内容について教えてください。

それと10ページ、不動産売払と物品の売払で予算計上になっていますけれども、物品の売

払なのですが、これは江差線の線路等の撤去、それで不用品。たぶん線路の鉄くずだと思う

のですけれども、これはやはり土地の売払については、ここに図面が付いているのですよね。

例えば、線路についてどこからどこまでの区間、例えば何キロ、線路の重量まではいらな

いのですけれども、せめて今回支瓜橋の鉄橋の撤去等もなされていますから、あの辺なのか

どうなのか。せっかく町有地の売払の図面が付いて、線路の撤去のこことここの区間を合わ

せておよそ何キロでというものというのは。たぶんこれ200万を予算計上していますから、

それの掛ける線路1本が何トンだから、いまの鉄材の単価を掛けてたぶんこういう金額が出

ていると思うのですけれども、その辺の資料というのはもし。私は、重量どうこうより場所

・箇所がどことどこの箇所の線路を撤去したのかなという部分を知りたかったものですか

ら、そういうものがもしあれば添付していただきたいというのと、説明と資料要求を含めて

お願いしたいなと思っています。
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○議長（又地信也君） 産業経済課長。

○産業経済課長（木村春樹君） 指導農業士に関してのご質問でございます。

これについては、竹田議員がおっしゃったとおり、旅費相当額の報償費ということです。

この指導農業士の制度というのは、北海道独自のものでございまして、新規就農希望者の

研修の受け入れ及び新規就農者の定着の促進に関すること、女性農業者や青年農業者などへ

の活動支援及び資質向上に関することなどの農業の担い手の育成確保に関すること。及び、

地域農業の振興、農村生活の向上に関することを役割として担っていただいて、次代の農業

の担い手として積極的な意欲と能力を有する者の育成指導や地域農業の振興などに対する助

言・協力を行う優れた農業者に対して、称号を想定するものです。

地域で言えば新規就農とか若手の育成を担っていただくということで、これは町のほうか

ら北海道に対して推薦を行って認定をしていただくという制度ですので、このたび町として

予算計上させていただきました。

参考までに、指導農業士につきましては全道で816名、農業士につきましては1,550名おり

ます。渡島ではそれぞれ各44名、北海道の資料では存在しております。

木古内から松前まで、渡島西部地区の指導農業士農業士会というのを結成しておりまして、

その中では指導農業士が6名、農業士が9名いらっしゃいます。今回、木古内町から1名、知

内町から3名、指導農業士に昇格するということになっております。以上です。

○議長（又地信也君） 建設水道課長。

○建設水道課長（構口 学君） ＪＲ江差線に伴うレールの撤去の場所に関してなのですが、

まず場所をいま口頭で申し訳ないのですが、場所についてはまず鶴岡頭首工の近辺、あと道

道の上をまたぐ旧ＪＲ線をまたぐ箇所があるのですが、その部分の場所等を撤去しています。

なお、資料のほうなのですが当初、予算説明時の時に資料等があったかと思うのですが、

再度その辺の資料のほうを整理しまして提出したいと思います。

○議長（又地信也君） いまの答弁なのですけれども従来、江差線の廃止に伴って工事を発

注していますよね。それを整理するとすぐわかるかと思うのです。そうしたらそれは、整理

したものはもう既に発注済みでありますから、予算にももう出てあったわけですから、その

整理したものの資料をきょうで終わるわけだから、早い時期に資料を整理して提出いただき

たいと思いますので、よろしくお願いいたします。

○議長（又地信也君） 4番 竹田 努君。

○4番（竹田 努君） いま建設水道課長から鶴岡の頭首工、もう一つは支瓜の鉄橋のあの辺

の周辺だと場所はわかったのだけれども、およそのキロ数だとかというのは掴んでいないの

ですか。この予算計上の積算するトン数なのか、キロ数で押さえるのかどうなのかという部

分。

それと、先ほど産業経済課長から答弁があった指導農業士。これは、新規就農だとか担い

手育成のために関わってもらいますよと。ということは来年以降、この指導農業士に対して

の報償費が出てくるという捉え方でいいのですね。予算化されると。当然、指導にあたって

町からの指導で新規参入が出てきたと。そうした場合に、町が報償費なのか賃金なのかそう

いうものを計上すると。そういうことでいいのですね。

○議長（又地信也君） 産業経済課長。

○産業経済課長（木村春樹君） ただいまの質問にお答えいたします。
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指導農業士の制度自体は、ボランティア精神でやっていただくということになっておりま

す。

一方で、就農について要請をする際には、就農協議会というのを策定しておりまして、1

日いくらとか決まっておりますので、それに基づいて就農研修がある場合、予算計上をして

いくということです。以上です。

○議長（又地信也君） 建設水道課長。

○建設水道課長（構口 学君） レール撤去の延長等についてですが、申し訳ございません。

いま私の手元にございませんが、重量のほうは把握してはおりましたが、先ほども説明を

したとおり、発注予定の図面もありますので、そちらの資料の提示でご容赦願いたいと思い

ます。

○議長（又地信也君） ほかに。

9番 吉田裕幸君。

○9番（吉田裕幸君） 9番 吉田です。

いま竹田議員の最初の質問の指導農業士の関係なのですけれども、課長のほうから北海道

独自の制度だという答弁がありましたよね。これ全国組織なのです、正直な話。それで、名

前は違うのですけれども、経営農業士だとか青年農業士だとかあるのですが、いま北海道独

自ではありません。全国組織もきちんとありますので、その辺ちょっと訂正していただけま

すか。

○議長（又地信也君） 産業経済課長。

○産業経済課長（木村春樹君） 先ほどの答弁で指導農業士については、北海道独自と申し

ましたけれども、様々な形で全国であるということです。以上です。

○議長（又地信也君） ほかに。

5番 相澤 巧君。

○5番（相澤 巧君） 5番 相澤です。

アスベストの関係なのですが、今回はボイラーの煙突関係という形で、ここでアスベスト

が見つかりそうだからということで、予算計上をしているようなのですが、私の把握した範

囲では1975年に吹きつけのアスベストが禁止になったはずです。それからその後、2006年に

断熱材だとか建材だとかそれの使用もだめですよというふうに全面禁止になったはずなので

すが、この間の公的施設でアスベスト、煙突のほかに出るということはないのでしょうか。

その辺だけ確認をしたかったのですが。

○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、アスベストの件なのですが、いま相澤議員がおっし

ゃるように、アスベストが含まれる建築物というのは多数あるかと思われます。ただ、この

中でいまわかっている範囲のお話になるのですが、旧中学校の建物がそれに該当すると思わ

れます。

ただ、このアスベストの大気汚染防止法の関連でいきますと、解体する時に飛散防止をす

るということの決まり等はあるのですが、アスベスト自体はその建材に含まれているという

ことになりますので、取り壊さない限りは飛散はしないということになっておりますので、

そういった意味ではいま時点では、今回調査した建物以外に関しては、ないかなということ

で思っております。
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○議長（又地信也君） ほかに。

8番 鈴木慎也君。

○8番（鈴木慎也君） 8番 鈴木です。

ＡＬＴの補正予算について、お尋ねをいたします。

こちら38万円は確か1か月の賃金ということで、よろしかったでしょうか。もし、こちら

期間を予定どおり働かれたのか、それとも何らかの理由があって早めに帰国されたのか、詳

しい理由がもしありましたらよろしくお願いいたします。

○議長（又地信也君） 生涯学習課長。

○生涯学習課長（澁谷 勝君） まず、前任者の帰国理由ですけれども、子どもの養育に父

親が必要だということで、急遽10月末で帰国をされたということでございます。

それで、38万円の減額ですけれども、これは月30万円と11月分と、それと春までの分の差

額分で38万円の減額ということになっております。2万円の4か月です。

○議長（又地信也君） 8番 鈴木慎也君。

○8番（鈴木慎也君） お子様の養育という部分では、致し方がないのかなというふうに理解

はいたします。

その期間中、早めに帰国されたということでしょうから、授業の計画と言いますか影響の

ほうはいかがだったでしょうか。

○議長（又地信也君） 生涯学習課長。

○生涯学習課長（澁谷 勝君） 1か月ということで、最小限ということで、昨日新しいＡＬ

Ｔが来日されておりますので、あすから勤務することになっております。

○議長（又地信也君） 暫時、休憩をいたします。

休憩 午後3時03分

再開 午後3時03分

○議長（又地信也君） 休憩を解き、会議を再開いたします。

生涯学習課長。

○生涯学習課長（澁谷 勝君） 1か月間につきましては、中学校の英語の教諭のほうで対応

したということでございます。

○議長（又地信也君） 8番 鈴木慎也君。

○8番（鈴木慎也君） 中学校の英語の先生で急遽、柔軟に対応されたということで。わかり

ました。因みにですけれども、次のＡＬＴの先生なのですけれども、結婚をされているかた

でしょうか。ちょっと個人情報になるのか、いま聞いていいのかふさわしい問題なのかとい

うのもありますが、前回帰られた理由が子どもの養育という部分でおっしゃっておりました

ので、わかる範囲で構いません。

○議長（又地信也君） 生涯学習課長。

○生涯学習課長（澁谷 勝君） 独身で29歳ということで、アメリカのニューヨーク出身と

いうことでございます。男性です。

○議長（又地信也君） ほかに質疑はございませんか。

ないようですので、質疑を終了いたします。



- 53 -

最初に、議案第12号について討論を行います。

討論ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。

採決を行います。

お諮りいたします。

議案第12号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定については、原案のとお

り可決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決することに決定をいたし

ました。

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 木古内町嘱託員の設置に関する条例の一部を改正する条例制定については、

原案のとおり可決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決することに決定をいたし

ました。

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7号）については、原案のとおり可

決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決することに決定をいたし

ました。

次に、議案第2号について討論を行います。

討論ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。

採決を行います。

お諮りいたします。

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3号）については、原



- 54 -

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3号について討論を行います。

討論ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（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。

次に、議案第4号について討論を行います。

討論ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（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年度木古内町水道事業会計補正予算（第1号）については、原案のとお

り可決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○議長（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年度木古内町介護保険事業特別会計補正予算（第2号）については、原

案のとおり可決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○議長（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6号について討論を行います。

討論ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）
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○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年度木古内町下水道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） 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。

ここで、暫時、休憩をいたします。

休憩 午後3時09分

再開 午後3時20分

議案第7号 木古内町動物の愛護及び管理に関する条例制定について

○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7号 木古内町動物の愛護及び管理に関する条例制定についてを議題と

いたします。

提案理由の説明を求めます。

町長。

○町長（大森伊佐緒君) ただいま上程となりました、議案第7号 木古内町動物の愛護及び

管理に関する条例制定につきまして、提案理由の説明を申し上げます。

議案説明資料では、資料番号1の13ページと14ページに条例の概要を記載しておりますの

で、ご参照を願いたいと思います。

このたびの条例制定につきましては、近年、ペットの遺棄や糞の放置、飼い主のいない猫

への餌やりなどが社会問題となっていることから、動物を飼う際のルールを明確にすること

により、人に及ぼす迷惑等を防止し、人と動物が共生する社会の実現に寄与することを目的

と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、木古内町畜犬取締及

び野犬掃とう条例平成4年条例第4号は、廃止することとしております。

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） 詳細説明をお願いいたします。

町民課長。

○町民課長（吉田 宏君） それでは、議案第7号につきましてご説明いたします。

資料番号1の議案説明資料、13ページをお開きください。

木古内町動物の愛護及び管理に関する条例の概要について記載しておりますので、資料に

よりご説明いたします。

この条例の制定の目的についてですが、第1条で「町民の動物に対する愛護の意識の高揚
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を図り、動物の健康及び安全を保持し、動物の福祉の向上を推進するとともに、動物の取扱

いにより人に及ぼす迷惑及び動物による人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止し、も

って人と動物が共生する社会の実現に寄与すること」としております。

それでは、条例の主な制定内容につきまして、ご説明いたします。

第3条で「町の責務」を、動物の適正な飼養に関する知識の普及、啓蒙その他必要な施策

を実施するよう努めること、第4条では「町民の責務」を動物の愛護に努めるとともに、町

が実施する動物の愛護及び管理に関する施策に協力するよう努めるもの、としております。

第5条では、飼い主の遵守事項を動物の種類に関係なく規定しております。

主な遵守事項としましては、適正な飼養状況を確保すること、動物の健康状態に留意する

こと、動物のふんなどを適正に処理すること、動物の鳴き声や体臭など、周辺住民へ配慮す

ること、飼っている動物が逸走した場合には、自己責任により捜索することなどとし、「継

続して飼養することが困難となった場合は、譲渡先を自ら探し、その動物が終生飼養される

よう努めなければならない」としております。

第6条から第9条までは、犬の飼い主の遵守事項等を規定しております。

主な遵守事項としましては、飼い犬の散歩時における「ふん」を速やかに処理すること、

周辺へ危害を加えないよう配慮することなどとしております。

第10条では、猫の飼い主の遵守事項を規定しております。

主な遵守事項としましては、室内で飼うよう努めること、屋外に出す場合は、首輪などに

より飼い主がいることを明らかにするとともに、繁殖を防止する措置を講ずることなどとし

ております。

14ページをお開きください。

第11条では、飼い主のいない猫に繰り返し餌を与える者の遵守事項として、繁殖を防止す

る措置を講じ、周辺の生活環境の保全に努めることとしております。

第12条から第13条までは、野犬等の捕獲や駆除など「木古内町畜犬取締及び野犬掃とう条

例」の内容を引き継いで規定しております。

第18条では罰則について、その内容により10万円以下、5万円以下、3万円以下の3段階の

罰金または科料に処することを規定しております。

いずれも、「木古内町畜犬取締及び野犬掃とう条例」の内容を引き継いだ罰則となってお

り、新たに追加となる罰則はございません。

なお、「木古内町畜犬取締及び野犬掃とう条例」に規定しておりました罰則のうち、「動

物の愛護及び管理に関する法律」に同様の規定があるものにつきましては、本条例では規定

しないこととしております。

以上が主な条文についての説明となりますが、この条例案につきましては、事前に内容を

公表し、町民の意見を募集するパブリックコメントを実施しており、いただいた意見を参考

にしながら、その内容について再度協議し、一部修正を加えたものとなっております。

附則といたしまして、この条例は公布の日から施行することとし、本条例において、「木

古内町畜犬取締及び野犬掃とう条例」の内容を引き継いで規定することにより、同条例は本

条例の施行と同時に廃止することといたします。

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） 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。
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質疑ございませんか。

6番 手塚昌宏君。

○6番（手塚昌宏君） 6番 手塚です。

第10条の猫の飼い主の遵守事項という中身なのですけれども、「やむを得ず屋外に出す場

合、首輪などにより飼い主がいることを明らかにする」というような文面がありますけれど

も、なかなか私の猫を飼っていますけれども、なかなか首輪を慣れさせるのにちょっと時間

がかかったり、ややもすれば足を突っ込んでみたり、動けない状態になったりもすることが

あるのですけれども、それもきちんと守ってくれ。そして、さらには繁殖防止の措置もしな

ければだめだということで、これは全部セットになって一つの条例ということでよろしいで

しょうか。

○議長（又地信也君） 町民課長。

○町民課長（吉田 宏君） ただいまの第10条の関係についてですけれども、屋外に出す場

合に首輪等を付けるという部分につきましては、パブリックコメントの時にも同様に危険が

伴うのではないかということもありましたけれども、その危険防止ができるような首輪等も

市販されているということで伺っておりますので、慣れるまでしばらくかかるということは

あるかもしれませんけれども、それに努めていただきたいというふうに思います。

それで、繁殖防止の部分につきましても、やはり屋外に出ることによって繁殖がされると

いう可能性が増えますので、そういう措置も合わせてお願いしたいということです。

○議長（又地信也君） ほかに質疑はございませんか。

3番 平野武志君。

○3番（平野武志君） 3番 平野です。

畜犬取締及び、廃止した条例の中にも罰則の項目があったと思うのですけれども、過去に

罰則が適用された例はあるのかないのか、まず1点教えていただきたいです。

○議長（又地信也君） 町民課長。

○町民課長（吉田 宏君） これまでその罰則が適用された例はないということです。

○議長（又地信也君） 3番 平野武志君。

○3番（平野武志君） そこで、第18条で罰則の記載があるのですけれども、全ての項目に罰

則が設けられるわけじゃないのですけれども、ある一部の人的被害だとか。この罰則の基準

は、誰が審査して、誰がこの罰則を下すということの流れになるのでしょうか。それだけ確

認をします。

○議長（又地信也君） 町民課長。

○町民課長（吉田 宏君） 罰則の規定につきましては、これは条例に規定するということ

で、町とあと警察のほうも関連性が出てくると思いますので、そこにつきましては警察のほ

うともきちんと打合せを進めてまいりたいというふうに思います。

○議長（又地信也君） 暫時、休憩をいたします。

休憩 午後3時30分

再開 午後3時30分
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○議長（又地信也君） 休憩を解き、会議を再開いたします。

町民課長。

○町民課長（吉田 宏君） 申し訳ありません。訂正させていただきます。

条例の部分ですので、こちらのほうの判断は町長がするということになります。

○議長（又地信也君） ほかにございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） ないようですので、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 木古内町動物の愛護及び管理に関する条例制定については、原案のとおり可

決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決することに決定をいたし

ました。

議案第8号 木古内町農業委員会の委員の定数に関する条例制定について

○議長（又地信也君） 日程第20 議案第8号 木古内町農業委員会の委員の定数に関する条

例制定についてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

町長。

○町長（大森伊佐緒君) ただいま上程となりました、議案第8号 木古内町農業委員会の委

員の定数に関する条例制定について、提案理由のご説明を申し上げます。

このたびの条例制定につきましては、平成26年度からの農業委員会、農業協同組合、農業

生産法人の一体的見直しに伴い、平成28年4月に施行された改正農業委員会法、平成27年9月

4日法律第63号に基づき木古内町におきましても関係制度を改正・整備するものでございま

す。

従前は、農業委員会の選挙による委員、団体から推薦される委員、及び木古内町議会が推

薦する委員で構成されておりましたこの農業委員会ですが、法の改正に伴い、市町村長が議

会の同意を得て、任命することとなりましたことから、本条例を制定するものでございます。

第1条では目的を、第2条では委員の定数を定めております。

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、木古内町農業委員会の委員

定数に関する条例、平成17年条例第14号は廃止することとしております。

議案説明資料 資料番号1の15ページから20ページに、本条例に伴う「木古内町農業委員

会の委員の選任に関する規則（案）」及び「木古内町農業委員候補者評価委員会設置要綱（案）」
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を記載しておりますので、ご参照を願いたいと思います。

なお、詳細につきましては農業委員会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） 詳細説明を求めます。

農業委員会事務局長。

○農業委員会事務局長（木村春樹君） 農業委員会事務局の木村です。

町長が説明いたしました、農業委員会の委員の定数に関する条例制定について、資料を基

に説明をさせていただきます。

資料番号1 議案説明資料の15ページをご覧ください。

15ページから17ページにかけまして、木古内町農業委員会の委員の選任に関する規則案を

記載しております。

第1条では、目的として委員を選任するための手続きということを定めております。第2条

では推薦及び募集の方法、第3条では資格、第4条では推薦手続き等を定めておりまして、推

薦手続きにつきましては、推薦等について記載されております。第5条におきましては、募

集手続き等ということで広報誌や公告、ホームページによる募集と応募申込書について記載

しております。第6条では、推薦及び募集の期間等ということで期間では28日間、そして各

項目についての公表することを記載しております。第7条では候補者の評価ということで、

評価・選任するため候補者評価委員会を設置することついて記載しております。第8条、第9

条では、委員の選任及び補充について記載しております。附則として公布の日から施行する

こととしております。

18ページから19ページには、木古内町農業委員候補者評価委員会設置要綱案を記載してお

ります。

第1条では、委員候補者の評価を行うという目的を記載しております。第2条では委員会の

任務、第3条では評価委員会の構成を記載しております。その他条文では、任期、秘密保持

義務、農業委員会事務局が庶務担当となることなどを記載しております。附則として公布の

日から施行することとしております。

20ページでは、内規である農業委員候補者評価基準についての案を記載しております。

これについては、規則に基づいた評価基準を定めたものであります。法や国会付帯決議に

おいて決められた委員構成となるよう、認定農業者、中立公益性、年齢性別、信頼性、実績、

職務適正要件などを記載しております。これらの基準に対してポイントを付設し、数値によ

る評価を可能とするものです。

なお、この評価基準につきましては、評価委員会開催におきまして、正式に決定するもの

です。以上で、説明を終わらせていただきます。

○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。

9番 吉田裕幸君。

○9番（吉田裕幸君） このたびの法改正によりまして、長年親しみのあります農業委員会制

度が見直しになりました。

それで、今回のいま課長のほうから説明もありましたが、11月24日に常任委員会でも説明

をしていただきました。
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その中で、ちょっと参考までにお伺いしますが、いままで農業委員会というのは公職選挙

法に則った地位。いわば議員と同じような立場の中で、活動をしたというのが本来でありま

す。その点で、今回は議会の認証を受けて市町村長が指名をするという制度に変わりました。

このことで、いままでの農業委員の職務の地位的な立場がどういうふうになるのか。公職

選挙法から離れてしまうということから考えると、この辺についてどのようなものなのかが

正直はっきりわかりません。

それで、今回の定数につきましても、ただ単に10名、いま現在10名です。それで、この内

容を調べてみますと、はたして10名でいいのかなと。農業者が1名、特に一番目に付くのが

女性のかた、そして青年のかた、これを積極的に重用するという文言が農水省のホームペー

ジの中にもあるのですよね。こういうことを考えれば一人ひとりじゃなくて、たぶん複数考

えられるのかなと。10名でやっていった場合、そうしたら現実に農業者というのは何人にな

るのということになれば、半分ぐらいになってしまうのかなという感じがするのですよ。と

すれば、本当にこの10名でいいのかなという気も無きにしも非ずです。そのために、この10

名と決めた根拠もお伺いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

○議長（又地信也君） 農業委員会事務局長。

○農業委員会事務局長（木村春樹君） 吉田議員のお尋ねにお答えいたします。

まず、いままで公選法に則りということだったのですけれども、一定の手続きについては

公選法に基づいておりましたけれども、地位等につきましては、独自の法律に基づいて定め

ておりましたので、全てがそのようなことだということではありません。

今回の農業委員会改革の趣旨眼目なのですけれども、遊休農地が相変わらず全国でかなり

の面積があるということで、これを極力減らしていく。あるいは増やしていかないというこ

とと、それも含めた農地利用の適正化をきっちりと行っていきましょうということで、事務

事業の重点化です。任務の重点化を行っていったということでございます。

したがいまして、いままでとは大きく任務が変わるわけではございませんが、いままでの

業務をさらに地域ごとに地域性を持たせて、業務に邁進していっていただきたいということ

でございます。

この法律の中では、農地利用最適化推進委員を設けることとなっております。ただし、そ

の例外規定ということで、木古内町においては設けなくてもいいということでしたので、こ

れは農業委員会の総会の中で協議をした結果、設けないで農業委員がその任務もきちんとや

っていくということで、決定されたところでございます。

また、10名の人数につきましては、法定数ということでそれぞれ定められておりますけれ

ども、いままでやってきた任務も含めて、これをさらに進化させていくという中でも10名で

足りるのではないかということでございました。

なお、農業者か農業者でないかということでございますが、認定農業者が過半を超えなけ

ればならないということですので、木古内町の場合は6名以上ということでございます。

若者・女性の登用につきましては、これは農業者あるいは農業者に関わるかたでも構いま

せんので、その中で考えていきたいと思っています。

ただし、中立委員については1名以上、専任しなければならないということになっており

ますので、それらを踏まえて今後、事務を取り進めてまいります。以上です。

○議長（又地信也君） 9番 吉田裕幸君。
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○9番（吉田裕幸君） 丁寧な答弁をありがとうございます。

この件につきましては、議会の承認ということで、たぶん農業委員のかたがここに2名い

ますが、その人にはたぶん説明をされていると思うのですよね。今度、議会もやはりいま農

水省のホームページの中のいまの改革制度のやつ、それもある程度。たぶんこの日程表を見

ると、来年施行までの間に各団体の説明とあるので、一度議会にもその趣旨の説明をすべき

じゃないのかなと私は思います。そうでないと、議会の承認を得る時にもいろいろ参考にな

ると思いますので、その辺努力をお願いしたいなと思います。要望でお願いします。以上で

す。

○議長（又地信也君） ほかに質疑はございませんか。

（「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8号 木古内町農業委員会の委員の定数に関する条例制定については、原案のとお

り可決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決することに決定をいたし

ました。

議案第10号 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例制定について

○議長（又地信也君） 日程第21 議案第10号 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一

部を改正する条例制定についてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

町長。

○町長（大森伊佐緒君) ただいま上程となりました、議案第10号 職員の勤務時間、休暇等

に関する条例の一部を改正する条例制定につきまして、提案理由の説明を申し上げます。

このたびの条例改正につきましては、平成28年法律第95号の地方公務員の育児休業等に関

する法律、及び、育児休業、介護休業等育児、又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法

律の一部を改正する法律の施行に伴い、本条例の一部を改正するものでございます。

主な改正内容は、働きながら育児や介護がしやすい環境整備をさらに進めるため、育児支

援・介護支援に係る規定の改正を行うものでございます。

改正内容につきましては、議案説明資料でご説明をいたしますので、資料番号1の22ペー

ジと23ページをお開き願います。

第11条、及び第17条につきましては、休暇の種類に、「介護時間」を加えるものでござい
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ます。第15条では介護休暇について、文言の整理と、条件・範囲や期間などを改めるもので

ございます。第15条の2は、今回新設された介護時間の取得条件・範囲・期間のほか、休暇

に伴う給与の減額について、明示しております。

附則といたしまして、この条例は平成29年1月1日から施行するとしております。

以上で、提案理由の説明を終わります。よろしくご審議をお願いいたします。

○議長（又地信也君） 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

質疑ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 質疑がないようですので、質疑を終了いたします。

これより討論を行います

討論ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。

採決を行います。

お諮りいたします。

議案第10号 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例制定については、

原案のとおり可決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決することに決定をいたし

ました。

議案第11号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例制定について

○議長（又地信也君） 日程第22 議案第11号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改

正する条例制定についてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

町長。

○町長（大森伊佐緒君) ただいま上程となりました、議案第11号 職員の育児休業等に関す

る条例の一部を改正する条例制定につきまして、提案理由の説明を申し上げます。

このたびの条例制定につきましては、議案第10号と同じく、地方公務員の育児休業等に関

する法律、及び育児休業、介護休業等育児、又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

の一部を改正する法律の施行に伴い、本条例の一部を改正するものでございます。

主な改正内容につきましても、働きながら育児や介護がしやすい環境整備をさらに進める

ため、育児支援・介護支援に係る規定の改正を行うものでございます。

それでは、改正内容につきまして、議案説明資料でご説明いたしますので、資料番号1の2

4ページから28ページをお開きいただきたいと思います。

第2条第3号につきましては、非常勤職員の育児休業の取得要件には、雇用継続の見込みに

係る要件があります。

現行では、子が2歳になった日以降も、雇用されている必要がありましたが、その条件を6
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か月間緩和し、1歳6か月まで雇用されていれば、取得できるとするものでございます。

第2条の次に加える第2条の2では、養育する子の内、養子についての解釈を広げ、法律上

の親子関係に準ずる子も加えることに改めるものでございます。

現行の「第2条の2は、第2条の3」に、「第2条の3は第2条の4」にそれぞれ改め、一部文言

の整理も行うものでございます。

第3条は、今回の改正に伴い、育児休業等の取得について、除外規定を定めるものでござ

います。

第10条は、今回の改正に伴い、育児短時間勤務に関する特別の事情の要件を細分化するも

のでございます。

第21条については、部分休業の承認について、介護時間の新設に伴い、表現を改めるもの

でございます。

附則といたしまして、この条例は平成29年1月1日から施行するとしております。

以上で、提案理由の説明を終わります。よろしくご審議をお願いいたします。

○議長（又地信也君） 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

質疑ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 質疑がないようですので、質疑を終了いたします。

これより討論を行います。

討論ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。

採決を行います。

お諮りいたします。

議案第11号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例制定については、原案

のとおり可決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決することに決定をいたし

ました。

議案第13号 木古内町税条例の一部を改正する条例制定について

○議長（又地信也君） 日程第23 議案第13号 木古内町税条例の一部を改正する条例制定

についてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

町長。

○町長（大森伊佐緒君) ただいま上程となりました、議案第13号 木古内町税条例の一部を

改正する条例制定につきまして、提案理由の説明を申し上げます。

議案説明資料 資料番号1の30ページから38ページに、新旧対照表を添付しておりますの

で、ご参照をください。
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このたびの条例制定につきましては、所得税法の一部を改正する法律、平成28年法律第15

号及び、外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税の非課税に関する

法律施行令等の一部を改正する政令、平成28年政令第226号の施行に伴い、木古内町税条例

の一部を改正するものでございます。

なお、詳細につきましては税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。

○議長（又地信也君） 詳細説明を求めます。

税務課長。

○税務課長（高橋和夫君) それでは、議案第13号 木古内町税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。

今回の一部改正につきましては、日本と台湾の間で、日台民間租税取り決めが締結された

ことから、所得税法等の一部を改正する法律等の一部改正により、税条例を改正するもので

す。

資料番号1の木古内町税条例の一部を改正する条例の新旧対照表の説明資料により説明を

させていただきます。資料につきましては、30ページからになります。

今回の改正は、附則の改正となりまして、30ページから34ページにかけて特例適用利子等

及び特例定期用配当等に係る個人の町民税の課税の特例が創設され、台湾の金融機関・投資

事業組合等を通じて得た利子及び配当に係る個人町民税について、これまで源泉徴収されて

いたものが、日台民間租税の取り決めが適用され、源泉徴収等を通じた課税ができなくなり、

申告などに基づき分離課税することとなり、所得割の課税標準、所得控除などの町民税

の課税について追加になったものでございます。

34ページの中段、第20条の3 条約適用利子等及び条約適用配当等に係る個人の町民税の

課税の特例、これ以降につきましては、先ほどの条文が追加になったことによりまして、条

ずれによる措置及び文言の整理等により、改正をするものでございます。以上で、新旧対照

表の説明を終わらせていただきます。

議案に戻りまして、附則として平成29年1月1日から施行し、経過措置として平成30年度の

個人住民税の課税から適用することとなるものです。

なお、今回の改正で適用される国は台湾のみの指定ですので、いまのところ当町では該当

はないと考えております。

以上で、説明を終わらせていただきます。よろしくご審議くださいますようお願いいたし

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。
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お諮りいたします。

議案第13号 木古内町税条例の一部を改正する条例制定については、原案のとおり可決す

ることにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） ご異議なしと認め、本案は原案のとおり可決することに決定をいた

しました。

議案第14号 木古内町国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定について

○議長（又地信也君） 日程第24 議案第14号 木古内町国民健康保険税条例の一部を改正

する条例制定についてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

町長。

○町長（大森伊佐緒君) ただいま上程となりました、議案第14号 木古内町国民健康保険税

条例の一部を改正する条例制定につきまして、提案理由の説明を申し上げます。

議案説明資料は、1の39ページと40ページに新旧対照表を添付しておりますので、ご参照

を願いします。

このたびの条例改正につきましては、ただいまの議案第13号と同様でございます。所得税

法の一部を改正する法律及び、外国人等の国際運輸業に係る、所得に対する相互主義による

所得税等の非課税に関する法律施行令等の一部を改正する政令の施行に伴い、木古内町国民

健康保険税条例の一部を改正するものでございます。

なお、詳細につきましては税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。

○議長（又地信也君） 詳細説明を求めます。

税務課長。

○税務課長（高橋和夫君) それでは、議案第14号 木古内町国民健康保険税条例の一部を改

正する条例制定について、ご説明いたします。

今回の一部改正につきましては、議案第13号と同様に日本と台湾の間で、日台民間租税取

り決めが締結されたことから、所得税法の一部を改正する法律等が一部改正され、国民健康

保険税条例も改正するものでございます。

説明資料としまして、資料番号1の木古内町国民健康保険税条例の一部を改正する新旧対

照表の説明資料により、説明をさせていただきます。資料としましては、39ページと40ペー

ジになります。

先ほどの議案第13号と同じく、附則の改正となりまして、税条例の改正と同様に個人町民

税で課税される特例適用利子等及び特例適用配当等の額を国民健康保険税の所得割の算定及

び軽減判定での総所得金額に含めることとなるものでございます。

40ページの下段の12号、13号につきましては、先ほどの条文が追加になったことによりま

して、項ずれによる措置により改正するものでございます。以上で、新旧対照表の説明を終

わらせていただきます。
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議案に戻りまして、附則としまして平成29年1月1日から施行し、経過措置として平成30年

度の国民健康保険税の課税から適用することとなるものでございます。

以上で、説明を終わらせていただきます。

○議長（又地信也君） 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

質疑ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 質疑がないようですので、質疑を終了いたします。

これより討論を行います。

討論ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。

採決を行います。

お諮りいたします。

議案第14号 木古内町国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定については、原案の

とおり可決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） ご異議なしと認め、本案は原案のとおり可決することに決定をいた

しました。

議案第15号 木古内町中小企業振興融資条例の一部を改正する条例制定について

○議長（又地信也君） 日程第25 議案第15号 木古内町中小企業振興融資条例の一部を改

正する条例制定についてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

町長。

○町長（大森伊佐緒君) ただいま上程となりました、議案第15号 木古内町中小企業振興融

資条例の一部を改正する条例の制定につきまして、提案理由の説明を申し上げます。

議案説明資料は、資料番号1の41ページに一番最後のページでございます。新旧対照表を

添付しておりますので、ご参照を願いします。

函館信用金庫が、平成29年1月23日付けで江差信用金庫との合併により、金融機関名が「道

南うみ街信用金庫」に変更することに伴い、本条例の一部を改正するものでございます。

改正の内容につきましては、本条例第2条第2号中「函館信用金庫」を「道南うみ街信用金

庫」に改めるものでございます。

附則といたしまして、この条例は「道南うみ街信用金庫」としてスタートをする平成29年

1月23日から施行するとしております。

以上で、提案理由の説明を終わります。よろしくご審議をお願いいたします。

○議長（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）
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○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15号 木古内町中小企業振興融資条例の一部を改正する条例制定については、原案

のとおり可決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） ご異議なしと認め、本案は原案のとおり可決することに決定をいた

しました。

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26 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は、会議規則第75条の規定により、総務・経済常任委

員会及び議会運営委員会の各委員長より、下記のとおりその所管に属する事務調査の申し出

がありました。

お諮りいたします。

議会閉会中の所管事務調査について、各委員長から申し出のとおり、これを承認したいと

思いますが、ご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） ご異議なしと認め、本案は原案のとおり承認することに決定をいた

しました。

意見書案第1号 地方議会議員の厚生年金制度への加入を求める意見書

○議長（又地信也君） 日程第27 意見書案第1号 地方議会議員の厚生年金制度への加入を

求める意見書についてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

7番 福嶋克彦君。

○7番（福嶋克彦君） 7番 福嶋克彦です。

意見書案第1号 平成28年12月15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 福嶋克彦、賛成者 木古内町議会議員 佐藤 悟、同じく

新井田昭男。

意見書案第1号 地方議会議員の厚生年金制度への加入を求める意見書案について、会議
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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。

全国の地方議会が抱える問題の一つに、地方議会の果たす役割と責任が格段に重くなって

いる中、なり手不足が深刻化しています。

こうした状況で、地方議会議員の厚生年金制度加入のための法整備は、議員を志す新たな

人材確保につながっていくと考えています。

よって、早急に実現できるよう記載のとおり、衆参両院議長、内閣総理大臣及び官房長官、

各関係大臣に提出するものです。

以上、提案理由としますので、議員の皆様方のご賛同をよろしくお願いいたします。

○議長（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 地方議会議員の厚生年金制度への加入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） 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。

意見書案第2号 大雨災害に関する意見書

○議長（又地信也君） 日程第28 意見書案第2号 大雨災害に関する意見書についてを議題

といたします。

提案理由の説明を求めます。

8番 鈴木慎也君。

○8番（鈴木慎也君） 8番 鈴木慎也です。

意見書案第2号 平成28年12月15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 鈴木慎也、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2号 大雨災害に関す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。

北海道では本年8月に三つの台風が相次いで上陸し、さらに台風10号では河川の氾濫など

により、住宅や農地への浸水被害など大きな災害となりました。

この被害から迅速な復旧と防災対策に向け、記載しております以下の8点について、衆参
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両院議長、内閣総理大臣、各関係大臣に提出するものです。

以上、提案理由としますので、議員の皆様方のご賛同をよろしくお願いいたします。

○議長（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 大雨災害に関する意見書については、原案のとおり可決することにご異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○議長（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。

意見書案第3号 ＪＲ北海道への経営支援を求める意見書

○議長（又地信也君） 日程第29 意見書案第3号 ＪＲ北海道への経営支援を求める意見書

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。

9番 吉田裕幸君。

○9番（吉田裕幸君） 9番 吉田裕幸です。

意見書案第3号 平成28年12月15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 吉田裕幸、賛成者 木古内町議会議員 相澤 巧、同じく

手塚昌宏。

意見書案第3号 ＪＲ北海道への経営支援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。

11月18日、ＪＲ北海道は、現在の経営路線のおおよそ半分となる10路線13線区を単独では

維持が困難であると発表しました。

この路線が廃止となれば過疎化が促進され、公共交通機関の役割も損なわれます。よって、

ＪＲ北海道の経営が自立できるよう財政支援等要望を記載のとおり、衆参両院議長、内閣総

理大臣、各関係大臣に提出するものです。

以上、提案理由としますので、議員の皆様方のご賛同をよろしくお願いいたします。

○議長（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）
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○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3号 ＪＲ北海道への経営支援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） 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。

意見書案第4号 「全国規模の総合的なアイヌ政策の根拠となる新たな法律」の

早期制定を求める意見書

○議長（又地信也君） 日程第30 意見書案第4号 「全国規模の総合的なアイヌ政策の根拠

となる新たな法律」の早期制定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。

1番 佐藤 悟君。

○1番（佐藤 悟君） 1番 佐藤 悟です。

意見書案第4号 平成28年12月15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 佐藤 悟、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4号 「全国規模の総合的なアイヌ政策の根拠となる新たな法律」の早期制定

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。

アイヌ政策を具体化にするため、国が主体となった総合的なアイヌ政策を、本道のほか、

全国を対象に推進していく根拠となる法律の検討を進め、早期に制定するよう、衆参両院議

長、内閣総理大臣、各関係大臣に提出するものです。

以上、提案理由といたしますので、議員の皆様方のご賛同をよろしくお願いたします。以

上です。

○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）



- 71 -

○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4号 「全国規模の総合的なアイヌ政策の根拠となる新たな法律」の早期制定

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） 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。

意見書案第5号 国による子ども医療費無料制度の創設を求める意見書

○議長（又地信也君） 日程第31 意見書案第5号 国による子ども医療費無料制度の創設を

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5号 平成28年12月15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 吉田裕幸、同じく

佐藤 悟。

意見書案第5号 国による子ども医療費無料制度の創設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。

乳幼児・児童医療費助成制度を少子化対策として、全国で実施されていますが、地域にお

いて制度内容の格差が年々拡大しています。

子どもを安心して産み、育てることができる社会を実現させるためには、国による支援が

不可欠です。

よって、記載のとおり国による子ども医療費無料制度を早期に創設させるため、内閣総理

大臣、各関係大臣に提出するものです。

以上、提案理由といたしますので、議員の皆様方のご賛同をよろしくお願いします。以上

です。

○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5号 国による子ども医療費無料制度の創設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） 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。

意見書案第6号 国民健康保険療養費国庫負担金の調整（減額）廃止を求める意見書

○議長（又地信也君） 日程第32 意見書案第6号 国民健康保険療養費国庫負担金の調整（減

額）廃止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。

3番 平野武志君。

○3番（平野武志君） 3番 平野武志です。

意見書案第6号 平成28年12月15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 平野武志、賛成者 木古内町議会議員 新井田昭男、同じく

竹田 努。

意見書案第6号 国民健康保険療養費国庫負担金の調整（減額）廃止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。

子ども医療費助制度では、受診抑制を招かせないため、窓口での支払いが不要となる現物

給付方式をすることを求められています。

ところが、現物給付方式を採用する地方自治体は、国庫負担金の減額を余儀なくされ、財

政運営上支障をきたしております。

よって、国庫負担金の調整（減額）廃止を求めるため、内閣総理大臣、各関係大臣に提出

するものです。

以上、提案理由といたしますので、議員の皆様方のご賛同をよろしくお願いいたします。

○議長（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6号 国民健康保険療養費国庫負担金の調整（減額）廃止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） 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
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しました。

意見書案第7号 「高額療養費」「後期高齢者の窓口負担」の見直しにあたり、

現行制度の継続を求める意見書

○議長（又地信也君） 日程第33 意見書案第7号 「高額療養費」「後期高齢者の窓口負担」

の見直しにあたり、現行制度の継続を求める意見書についてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

4番 竹田 努君。

○4番（竹田 努君） 4番 竹田 努です。

意見書案第7号 平成28年12月15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 竹田 努、賛成者 木古内町議会議員 相澤 巧、同じく

手塚昌宏。

意見書案第7号 「高額療養費」「後期高齢者の窓口負担」の見直しにあたり、現行制度の

継続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

提出いたします。

経済的な理由で必要な受診をできないかたが増えている中、高額療養費の上限引き上げ、

後期高齢者の窓口負担の引き上げなど、患者負担増が提案されている。

負担の引き上げは、受診抑制につながり、必要な医療が受けられない事態が深刻してきて

います。

よって、現行の制度の継続を求めるため、内閣総理大臣、各関係大臣に提出するものです。

以上、提案理由といたしますので、議員の皆様方のご賛同をよろしくお願いいたします。

○議長（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7号 「高額療養費」「後期高齢者の窓口負担」の見直しにあたり、現行制度の

継続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） ご異議なしと認め、本案は原案のとおり可決することに決定をいた

しました。
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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34 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、下記のとおりでありますが、

今後の出張または派遣する議員につきましては、その都度、議長において指名することにい

たしたいと思いますが、ご異議ございませんか。

○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。

閉 会 の 宣 告

○議長（又地信也君） お諮りまします。

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。

会議規則第7条の規定により、本日で閉会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、これで本日の会議を閉じます。

以上をもちまして、平成28年第4回木古内町議会定例会を閉会いたします。

ご協力、どうもありがとうございました。

（ 午後４時４２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12月15日

木古 内町議会議長 又 地 信 也

署 名 議 員 佐 藤 悟

署 名 議 員 新井田 昭 男
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