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平成２８年 第２回 木古内町議会臨時会 議事日程

第１号 平成２８年４月２８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 行政報告

５ 所信表明

６ 議案 第１号 平成28年度木古内町一般会計補正予算（第1号）

７ 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1号）

８ 議案 第３号 木古内町税条例等の一部を改正する条例制定について

９ 議案 第４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

10 議案 第５号 固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例制定について

11 議案 第６号 木古内町放課後児童健全育成事業の設置及び運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例制定について

12 議案 第７号 木古内町釜谷多目的集会施設建設工事（建築主体）請負契約の締

結について
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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) 定刻になりましたのでただいまから、平成28年第2回木古内町議会臨

時会を開会いたします。

ただいまの出席議員は9名でございます。

吉田裕幸くんから欠席の届出がありました。

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。

8番 鈴木慎也君、1番 佐藤 悟君。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3月11日に開かれました、平成28年第1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4月28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2回木古内町議会臨時会開催にあたり、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、4月27日に開催し欠席委員はおりませんでした。

2．平成28年第2回木古内町議会臨時会における議会運営について。

(1)今臨時会の会期については、4月28日の1日限りとしたい。

(2)議事日程については、別紙配付のとおりである。
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議事日程番号6から7までの補正予算は一括議題とする。

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

は議長に一任する。

(3)付議案件は、議案7件である。

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。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長(又地信也君) 質疑がないようですので、報告済みといたします。

会 期 の 決 定

○議長(又地信也君) 日程第3 会期の決定を議題といたします。

お諮りいたします。

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

日1日限りといたしたいと存じますが、これにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○議長(又地信也君) 異議ないものと認めます。

よって、会期は本日1日限りと決定いたしました。

行 政 報 告

○議長(又地信也君) 日程第4 行政報告。

町長より行政報告がありますので、これを許します。

町長。

○町長(大森伊佐緒君) 皆様、おはようございます。

議員各位におかれましては、時節柄何かとご多用中のところ、わざわざ当議会にご参集を

いただきまして、心から厚くお礼を申し上げます。

平成28年第2回木古内町議会臨時会の開会あたりまして、行政報告が1件ございますので、

ご報告をさせていただきます。

1.火災の発生について。

3月28日月曜日、午後3時6分頃、「幸連地区の自宅の裏で、ゴミ焼きをしていたが火が周り

の枯草等に燃え移って広がっている」という通報があり、消防車を出動させました。

現場に到着した時は、すでに枯草に広く延焼している状態でしたので、ただちに消火活動

を行い、午後4時27分に鎮火いたしました。

出火原因につきましては、着火ライターで火を付けた紙くずの火の粉が飛散し、付近の枯

草等に広く燃え広がったものとされております。

焼損面積は2,505平方メートルで、損害額はありません。
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本火災による出動人員等は、消防車両4台、消防職員11名、消防団員5名でございます。

火災予防につきましては、日頃より広報や防災行政無線により周知に努めておりますが、

引き続き住民の皆様への注意喚起を徹底してまいります。

以上で、行政報告を終わります。

○議長(又地信也君) 行政報告に対する質疑はございますか。

3番 平野武志君。

○3番(平野武志君) このたびの行政報告につきましては、昨年平成27年の12月定例会でも

行政報告されました、火災の発生についてと同様の内容となっております。昨年12月の定例

会の際にも同様の質問と意見を述べたのですけれども、これは火災と言いますかゴミを野焼

きしている行為。いわゆる犯罪行為の元、火災につながったという内容であります。12月定

例会の際にも火災予防はもちろんなのですけれども、「野焼きは犯罪ですよ」と「その結果

このような重大な火災につながっていますよ」ということを「町民の皆様へ周知の徹底をし

てください」というお願いをいたしました。その12月の定例会からこの4か月の間で、町民

の方々にどのような周知の徹底をされたのかお伺いしたいと思います。

○議長(又地信也君) 副町長。

○副町長(大野 泰君) ただいま平野議員からご質問のありました、野焼き等に対する住民

への周知でございますが、昨年12月に行政報告をしましたあとに、広報を行っております。

広報につきましては、防災行政無線を使用した広報となっております。以上です。

○議長(又地信也君) 3番 平野武志君。

○3番(平野武志君) 防災無線で周知をしたということですが、実際4か月しか経っておらず、

同様の案件が発生してしまったということは、やはり町民への周知が足りないと言わざるを

得ません。

それで、行政報告の書き方もちょっと指摘したいのですが、今回については結果的には火

災になりましたが、犯罪の後の火災ということで、この野焼きが犯罪なのですよと。今回は

下から3行目になりますが、「火災予防につきましては、徹底します」ということですが、こ

れも12月の指摘からいくと、「野焼きは犯罪なので、その周知を徹底していきます」という

記載に変えて書いてほしかったなと。12月の意見を反映させるのであれば、そのように私個

人的には思います。

それで、ご存じのとおり、野焼きが犯罪で大きな罰則が与えられるわけでございますが、

この周知徹底がされていない現在、町内各地でも実際ゴミ焼きをしている町民の方々がいま

す。実際に町民からも苦情も入っています。その結果このような大きな重大な火災につなが

ることがありますので今後、いま副町長が言われた防災無線に留まらず、広報の中に大きく

記載するだとか、あるいは各町内会へきちんと周知して、町民の方々に「重大な犯罪ですよ」

ということを今後さらに徹底してください。以上です。

○議長(又地信也君) 町民課長。

○町民課長(吉田 宏君) すみません。実は、3月号の町政広報に「ゴミ焼きは犯罪です」

といった記事を掲載しております。

それでこの内容につきましては、「家庭ゴミなどを野外で焼却することは法律で禁止され

ております。違反した場合、5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金という重い罪に問わ

れます。ゴミ焼きは絶対にやめましょう。」という内容で、掲載してございます。
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今後も広報誌の掲載あるいは防災無線、さらには町内会等に周知してまいりたいと思いま

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) 以上をもちまして、行政報告を終了いたします。

所 信 表 明

○議長(又地信也君) 日程第5 所信表明。

町長から、所信表明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) 平成28年第2回木古内町議会臨時会の開催にあたり、町政に対する

私の所信を表明させていただく機会を賜りましたこと、心から感謝を申し上げます。

はじめに、今月14日から続いております平成28年熊本地震により、多くの方々が亡くなり、

けがをされたかたも多数出ております。被災された皆様方に、衷心よりお悔やみとお見舞い

を申し上げるところでございます。

地震活動の一日も早い終息と、被災した方々の生活の再建、地域の再生を切に願っており

ます。

さて、私は去る4月17日執行の木古内町長選挙におきまして、町民の皆様の温かいご支援

を賜り、5度目の町政を担当させていただくこととなりました。

このたびは、前回に続きまして無投票で当選でございましたので、改めてその責任の重さ

を感じているところでございます。

4期16年を振り返りますと、1期目から財政の健全化に取り組み、町民の皆様には公共料金

の値上げという形でご協力をいただきました。2期目には、財政収支計画の改定を行い、以

来、今日まで黒字決算を継続してまいりました。

こうした中、下水道整備や学校給食センター改築、介護老人保健施設と公営住宅の合築、

国保病院の改築など、住民生活の向上に力をそそいでくることができました。

また、3期目以降からは、北海道新幹線木古内駅の周辺整備に取り組み、観光交流センタ

ーや駐車場、アクセス道路などの整備を行い、無事に新幹線開業を迎えることができました。

ひとえに、町議会をはじめ、町民の皆様のご支援があったからこそであり、改めて感謝を

申し上げます。

今後とも、4,500人の町民の皆様が安全、安心に暮らせる木古内町の実現に向けて、決意

を新たにしているところでございます。

今回の選挙におきましては、多くの皆様から町政に対する貴重なご意見や要望をお伺いし

ております。

その中で、私が強く訴えてまいりましたのは、「継続こそ力なり」でございます。

これまでの4期16年間において取り組んできましたのは、行政の課題をしっかりと前進さ

せることや、どんなに小さな声にも耳を傾けること、そして誰もが発言することができ、お

互いに議論を重ね合って継続した町づくりを進めることでございます。
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これは、「町民一人ひとりが主役の町づくり」を推進することであり、確固たる政策と的

確な判断のもとに、町政を執行していくことが大切なことと考え、次の5つの基本理念を掲

げて、木古内町の限りない発展のために取り組んでまいります。

それは、思いやりと温もりのある町政、誠実な心をもった町政、広く町民の声に耳を傾け

る町政、時代に即応した判断と行動ができる町政、公正で透明性のある町政でございます。

この5つは、就任以来、変わらぬ私の基本理念でございます。

かつて、西南渡島の経済や交通の中心的役割をはたしてきた当町も、少子化や若年層の都

市流出、一次産業の高齢化・担い手不足等による生産性の低下、木材産業界の不況、郊外大

型店の影響による中央商店街の衰退、観光客の伸び悩みなど、多くの課題を抱えております。

こうした課題の改善に向け、第6次振興計画や過疎地域自立促進計画などの長期発展計画

を策定し、その推進に努めるとともに、財政の健全化への取り組みを進めてまいりました。

さらに、新たに策定した「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を着実に実行することで、

人口減少問題の克服と経済の好循環を目指してまいります。

基金残高は財政健全化の取り組みにより、平成18年度末の2億3,200万円が、平成27年度末

では19億700万円と増加しておりますが、今後も継続的に財政収支計画の改定を行い、適切

な収入見込みと経常経費の抑制で行財政の効率的な運営に努めてまいります。

行政には、優秀な人材や豊富な情報が蓄えられており、自主自律の財政運営を目指す今日、

求められるのは研修を通した職員の潜在能力の開発や、法令等の基礎知識の向上であります。

本年4月からは、人事評価制度の導入により、職員一人ひとりの長所を伸ばし短所を克服

していく人材育成型の運用を心がけ、町政へ反映してまいります。

引き続き、全ての職員が公務員としての自覚を持ち、住民から親しまれ信頼される組織づ

くりを進めてまいります。

町内におきましても、豊かな人材の発掘、育成は急務であり、特に各産業の活性化のため

には、後継者の育成に対して積極的な支援を進めてまいります。

また、教育面では、教育の根幹は「人づくり」であり、将来を担う人材を育むための重要

な基盤として、変わることのない未来への継続的な投資を進めてまいります。次代を担う子

ども達の創造力を育み、心身ともに健全に成長できる、ハードとソフト両面の充実を目指し

てまいります。

それでは、平成28年度の執行方針と重なりますが、早急に取り組む施策について申し述べ

ます。

1.人口減少問題への取り組みを進めてまいります。「まち・ひと・しごと創生総合戦略」

の基本目標1から4については、重要業績評価指標（ＫＰＩ）の実現に向け、具体的な施策・

事業の展開をしてまいります。

基本目標毎の数値目標及びＫＰＩにつきましては、1点目は、「地域の優位性をいかし、自

らの能力を発揮して安心して働くことのできる雇用機会の創出」でございます。

ヒジキの養殖技術導入や褐毛和種優良繁殖雌牛の導入、後継者に対する支援金、介護従事

者への一時金の給付などにより、最終目標の平成31年度には新たな雇用者を60人増加のうえ、

新規企業5件の増加を目指します。

2点目は、「交通利便性と地域産業の好循環による新しいひとの流れを創造」でございます。
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空き家を活用した移住促進や、自然、食、交通、防災、医療、福祉拠点など木古内町にお

ける魅力の情報発信や東京、仙台などのプロモーション活動などにより、目標年に移住・定

住世帯を50軒増加のうえ、転出超過人数を年間11人へ減少させることを目指します。

3点目は、「結婚から出産・子育てまで切れ目のない支援を実現し、元気で活力ある地域の

希望をかなえる」であります。

婚活イベントの開催支援や認定こども園の設置検討や子育てに関する経済的支援、学校給

食費無料化事業などにより、目標年に合計特殊出生率を1.40に上昇させ、年15組の婚姻数を

目指します。

4点目は、「地域内外の連携により交流人口を拡大するとともに安全で安心な地域社会の構

築」でございます。

周辺9町の連携による二次交通の充実や観光交流センターにおける情報発信や町内観光の

推進、体験型観光、自然景観をいかした交流人口の拡大、さらに「いさりび鉄道」の利用促

進による生活の足の確保などにより、観光入り込み客数を20万人まで増やすとともに、公共

交通の満足度70％を目指します。

なお、以上の数値目標を達成する事業として、平成27年度は、地方創生先行型事業として

6事業に着手しており、今後も継続した取り組みを進めてまいります。

二つ目は、本年は北海道新幹線開業元年であります。夢の新幹線から夢ある新幹線へと転

換する年であります。

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

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

ベントを実施してまいります。

また、新幹線木古内駅活用推進協議会を構成する9町の連携を強化し、多くの方々に木古

内駅を核として9町を周遊していただけるよう広域観光の魅力アップを図り、リピーターを

増やしていく取り組みを進めてまいります。

なお今後、増加が見込まれますインバウンド対策として、総務省の地域おこし協力隊制度

を活用し、多言語通訳ができる人材を2名採用のうえ、観光コンシェルジュとの連携を進め

てまいります。

三つ目は、当町のまちづくりの柱であります「第6次木古内町振興計画」は、3年目を迎え、

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

い、住み続けたいまち木古内」を目指して業務を進めております。

特に「北の大地の福祉都市きこない」の創造を目指し、保健・医療・福祉が一体となった

サービスを展開し、地域包括ケアシステムの構築を進めてまいります。

四つ目は、平成22年5月に移転改築となった国保病院は「保健・医療・福祉の町づくり」

の中心施設であり、安定した経営と良質な医療、患者サービスの提供を継続してまいります。

今年度は、新公立病院改革ガイドラインに基づき、北海道が策定する地域医療構想を踏ま

え、当町における病院の役割と経営の効率化の視点に立った「新病院改革プラン」を策定い

たします。また、介護老人保健施設におきましても、経営の安定化に向けた「改革プラン」
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を策定してまいります。

五つ目は、整備が進められている「中央通」、「江差木古内線」、及び「函館・江差自動車

道」、また、「松前半島道路」につきましては、早期完成・着工に向けた関係機関への要請

活動を引き続き行ってまいります。

六つ目は、青函トンネルを含む共用走行問題につきましては、「青函共用走行問題に関す

る当面の方針」の3案のうち、新幹線貨物専用列車導入案で検討されている「トレイン・オ

ン・トレイン」の基地誘致に向けた取り組みを進めてまいります。

七つ目は、基幹産業である農林水産業は、従事者の減少と高齢化、後継者不足等の課題が

明らかになっていることから、活力ある産業の育成と生産を高めるための経営環境づくりを

支援してまいります。

農業では、「ふっくりんこ」、「はこだて和牛」、「ほうれん草」や「ニラ」、「トマト」など、

当町の振興作物を中心に経営を支援してまいります。

漁業では、「ホタテ・コンブ・ワカメの養殖施設」の更新による、漁家の経営安定化を推

し進めてまいります。

林業では、「地域材の利用拡大」を進めるとともに、引き続き良質な道南スギなどの育成、

生産を図ってまいります。

8.町内消費活動の好循環を生み出すことを目的に、商工会による平成28年度プレミアム付

商品券発行事業への支援を進めてまいります。

また、地域経済活性化のために、当町が予算化する工事や事業は地元企業を中心に発注し

てまいります。

9.教育の充実につきましては、「教育行政執行方針」に基づき、「生きる力」を育成する

ため、子ども一人ひとりに確かな学力、豊かな心、健やかな身体をはぐくむ教育の推進を、

教育委員会と連携して進めてまいります。

また、長寿社会の中で、町民一人ひとりが生涯にわたり文化やスポーツに親しみ、生きが

いを持って生活できる生涯学習社会を目指し、個人の主体性に基づいて、いつでも、どこで

も、だれでも、自由に学ぶことができるよう、多様な学習活動を支援してまいります。

10.防災体制のさらなる強化を目的に、日常的な防災意識の啓発に努め、町内会と連携し

た防災訓練を実施してまいります。

また、本年も継続して防災備品の整備を進めてまいります。

11.町の重要施策の発展計画、大型プロジェクトの取り組みなどにつきましては、広く住

民の意見を求め、企画立案の過程から意見反映してまいります。

12.上水道事業につきましては、簡易水道事業への認可変更の可能性について調査研究を
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進めてまいります。

また、下水道事業につきましては、今年度、全体計画の見直しを進めてまいります。

13.都市と地域の連携事業に取り組んでまいります。本年2月に七飯町、鹿部町、森町の駒

ヶ岳3町とともに「北海道渡島地域江戸川区交流推進協議会」を共同設置いたしました。今

後は、協議会への参加していただく町の増加に向けた取り組みを進めてまいります。

今年度におきましても、山形県鶴岡市との姉妹都市交流の深化を進めるとともに、鶴岡市

の仲介で実現した東京都江戸川区での地域ＰＲ活動や物産展の開催、交流人口の拡大事業に

取り組んでまいります。

以上、私の基本理念と取り組む施策について述べさせていただきました。

私は、確かなリーダーシップのもと、町づくりの方向性が定まった時、それは必ずや町民

の皆様の心を揺り動かし、新たな投資意欲や起業意識が高まるものと信じております。

また、ふるさと木古内で、「住んでいて良かった」「住み続けたい」という実感が得られ

るものと確信しております。

新幹線新時代を迎え、地域みがきを推し進め、そこに生活する誰もが誇りを持てる木古内

町を創り上げたいと考えております。

議員各位、並びに町民皆様のより一層のご支援とご協力をお願い申し上げ、私の町政に対

する所信といたします。ありがとうございました。

○議長(又地信也君) 町長の所信表明が終わりました。所信表明への質疑は馴染まないもの

と解されますので省略します。

以上をもちまして、所信表明を終了いたします。

皆様に報告いたします。ここで、病院の小澤管理者が診療のため退席いたしますので、お

許しをいただきたいと思います。

議案第1号 平成28年度木古内町一般会計補正予算（第1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1号）

○議長(又地信也君) 日程第6 議案第1号 平成28年度木古内町一般会計補正予算（第1号）、

日程第7 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1号）は、関

連がありますので一括議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

副町長。

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

一般会計補正予算(第1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に、歳入歳出それぞれ1億1,466万1,000円を追加し、歳入歳出予算の

総額を45億5,566万8,000円とするものです。
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補正の主な内容ですが、4ページの第4表「地方債補正」は、このたびの補正事業費による

起債額の変更・増となっております。起債の目的の下のほうですが、新たに衛生施設整備事

業債として、1,450万円の追加、農業施設整備事業債として、1,090万円の追加、観光施設整

備事業債として、1,200万円の追加で、補正後の限度額を5億3,060万円とするものです。

歳出の主な補正内容は、2款 総務費は、叙勲拝謁報償費、産業会館エレベーター改修工

事、泉沢生活改善センター屋根補修工事、一次産業後継者支援事業補助金、及び用地測量委

託料の補正です。

3款 民生費は、国民健康保険特別会計繰出金、在宅サービスセンター屋上・外壁防水改

修工事、及び健康管理センター屋上防水改修工事の補正です。

4款 衛生費は、各種がん検診委託料、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、ニラ共同調製包装設備導入事業補助金、担い手先進地研修補助金、

畜舎増棟事業補助金、狩猟免許等取得補助金、森林整備対策事業補助金、及び未来につなぐ

森づくり推進事業補助金の補正です。

7款 商工費は、イラストデータ使用料、はこだて和牛ブランド化推進事業補助金、プレ

ミアム商品券補助金、木古内駅周辺公衆無線ＬＡＮ整備事業、青森県・函館ディスティネー

ションキャンペーン負担金、北海道渡島地域江戸川区交流自治体推進協議会負担金の補正で

す。

8款 土木費は、公営住宅防犯灯ＬＥＤ改修工事、及び公営住宅遊具撤去・新設工事の補

正です。

9款 消防費は、渡島西部広域事務組合負担金に係る補正です。

10款 教育費は、中学校グラウンドバックネット改修工事に係る補正です。

12款 公債費は、財源振替となっております。

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

いたします。

次に、議案第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に、歳入歳出それぞれ629万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を

8億9,465万9,000円とするものです。

補正の内容は、8款 保健事業費は、節目健診補助金及び健康管理センター改修工事に係

る補正です。

それでは、詳細につきまして、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。

8款・2項 保健事業費、1目 疾病予防費、19節 負担金補助及び交付金 14万9,000円の

減額はがん検診無料化に伴い、節目検診補助金が不要になったことによる減額補正です。

次に、8ページをお開き願います。

3項 特別総合保健施設事業費、2目 施設管理費、15節 工事請負費 629万6,000円の追

加は、健康管理センター屋上防水工事費用の国保会計負担割合分の補正です。

9ページをお開き願います。

11款・1項・1目・節 予備費 14万9,000円の追加は、節目検診補助金の減額分を予備費

に充当するものです。
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次に、歳入のご説明をしますので、6ページをお開き願います。

8款 繰入金、1項・2目・1節 一般会計繰入金 629万6,000円の追加は、健康管理センタ

ー屋上防水工事費用を一般会計から繰り入れて財源とするものです。

以上で、提案理由の説明を終わりますので、よろしくご審議をお願いいたします。

○議長(又地信也君) 詳細説明をいただきます。

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。

9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、8節 報償費 9万8,000円は、平成28

年春の叙勲候補者としての内示があった、受賞者の拝謁及び知事の伝達式出席に伴う旅費相

当額の補正です。

3目 施設管理費、15節 工事請負費 1,480万円の追加は、産業会館エレベーターの経年

劣化による改修工事 1,100万円、老朽化のため雨漏り等が発生している泉沢生活改善セン

ター屋根補修工事 380万円の補正をお願いするものです。議案説明資料 資料番号1の1ペ

ージから2ページに、改修の概要及び図面を添付しておりますので、ご参照ください。

5目 企画振興費、19節 負担金補助及び交付金 675万円の追加は、一次産業後継者の就

業・生活支援のため、支援金を給付するものです。議案説明資料 資料番号1の3ページから

5ページに、事業の実施要領を記載しておりますのでご参照願います。

次に、6目 新幹線推進費、13節 委託料 450万円の追加は、企業誘致を推進するにあた

りまして、木古内町中央駐車場と隣接する民有地を取得し、一定規模の町有地として提供す

るための測量調査を実施するものです。議案説明資料 資料番号1の6ページに、調査箇所図

を添付しておりますのでご参照ください。

続きまして、10ページをお開きください。

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 629万6,000円の

追加は、健康管理センター屋上防水工事の国保会計負担分に係る繰出金です。

4目 在宅介護支援費、15節 工事請負費 570万4,000円の追加は、平成11年建築の在宅

サービスセンターの雨漏り対策として、屋上と外壁の防水改修工事 470万円及び平成7年建

築の健康管理センター屋上防水改修工事 730万円のうち、在宅介護支援費負担分 100万4,

000円の補正をお願いするものです。議案説明資料 資料番号1の7ページから8ページに、図

面を添付しておりますのでご参照ください。

11ページをお開きください。

4款 衛生費、1項 保健衛生費、2目 予防費 127万6,000円の追加は、各種がん検診委

託料 87万4,000円及び乳がん・子宮がん検診委託料 40万2,000円の追加をお願いするもの

です。これはがんの早期発見・早期治療を住民に促すため、がん検診の受診率向上対策とし

て、現在町で委託している各種がん検診の自己負担を無料化することによる、町負担の増額

補正となっております。議案説明資料 資料番号1の9ページから10ページをご参照願います。

受診率向上に向けた、今後の取り組みや目標を記載しております。

12ページをお開きください。

2項 清掃費、1目 清掃総務費、19節 負担金補助及び交付金 1,406万円の追加は、職
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員の異動等に係る人件費及びストックヤード建設に係る事業費の木古内町負担分として、1,

406万円の追加をお願いするものです。

13ページをお開きください。

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 1,1

08万9,000円の追加をお願いします。ニラ共同調製包装設備導入事業補助金 1,098万円につ

いて、知内町にありますニラ包装システムラインの老朽化に伴い、包装中のトラブルや取扱

数量の増加による機械処理能力不足から生産性の低下を招いている状況にあるため、計量・

結束・調製作業に対応した共同調製包装施設を整備し、生産性の向上や生産規模の拡大・品

質・反収の向上を図ることを目的とした施設整備に対しまして、当町の出荷割合に基づき負

担するものです。議案説明資料 資料番号1の11ページから12ページに、この事業内容を記

載してございますのでご参照願います。

次の担い手先進地研修補助金 10万9,000円は、次世代を担う農業後継者の先進地研修に

対する補助で、「木古内町人材育成事業実施要綱」に準じ、個人負担の8割を補助するもので

す。こちらも議案説明資料 資料番号1の13ページに、事業内容を記載しております。ご参

照願います。

続きまして、5目 畜産業費、19節 負担金補助及び交付金 166万4,000円の追加は、町

内の繁殖雌牛を増頭し、はこだて和牛の安定生産を図るための施設整備に係る補助となって

おります。議案説明資料 資料番号1の14ページに、事業内容を記載しております。ご参照

願います。

14ページをお開き願います。

2項 林業費、1目 林業総務費、19節 負担金補助及び交付金 65万円の追加は、町内の

狩猟免許所持者を確保するため、狩猟免許等補助金として、新たに狩猟免許の取得及び猟銃

の所持許可の取得、並びに猟銃の購入に要する経費の一部を補助するものです。議案説明資

料 資料番号1の15ページに、事業内容を記載しておりますのでご参照願います。

2目 林業振興費、19節 負担金補助及び交付金 122万8,000円の追加は、民有林におけ

る植栽事業追加による未来につなぐ森づくり推進事業補助金 26万4,000円の増額補正です。

森林整備対策事業補助金 96万4,000円の追加は、町内の森林を対象に、木古内町森林組

合が森林所有者から受託した国及び北海道が行う造林助成制度に基づき実施する森林整備事

業に対し、事業に要する経費の一部を補助するものです。これも議案説明資料 資料番号1

の16ページに、事業内容を記載しております。ご参照願います。

15ページをお開きください。

7款・1項 商工費、2目 商工振興費、14節 使用料及び賃借料 37万8,000円の追加は、

イベントのＰＲ資材に使用したイラストデータの使用料を補正するものです。

19節 負担金補助及び交付金 1,170万円の追加は、はこだて和牛ブランド化推進事業に

ついて、北海道新幹線木古内駅開業や道の駅みそぎの郷きこないの開業により、予想以上の

観光客が訪れておりまして、今後もはこだて和牛の町内消費量が増えていくことが予想され

ることから、町内での取扱頭数を2.5頭分増加させるものです。これにより、町内飲食事業

者の取扱いが増え、全国各地から訪れる観光客に対し、はこだて和牛の認知度向上が図られ、

木古内町の地域経済の活性化にもつながるため、当初予算に100万円を追加補正するもので

す。議案説明資料 資料番号1の17ページに、事業内容を記載しております。ご参照願いま
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す。

同じく、19節 プレミアム商品券補助金 1,070万円の追加は、木古内商工会が北海道新

幹線開業記念として行う商品券発行事業に対し補助を行うもので、プレミアム率20％、1セ

ット1万円で、5,000セットの販売を予定しております。

次に、3目 観光推進費、8節 報償費 30万9,000円の減額は、道の駅周辺や札苅地区な

ど観光スポットの交通整理を警備会社に委託するため報償費を減額し、委託料に計上するも

のです。

同じく、11節 需用費 18万2,000円の減額は、ポージング機能など特殊加工を施したキ

ーコのぬいぐるみ製作を専門業者に委託するため、観光スタッフ用事務消耗品費を減額し、

委託料に計上するものです。

13節 委託料 1,249万1,000円の追加は、8節及び11節の科目組換え分の49万1,000円と、

木古内駅周辺公衆無線ＬＡＮ整備業務委託料 1,200万円の追加をお願いします。

木古内駅周辺公衆無線ＬＡＮ整備業務委託料につきましては、北海道新幹線木古内駅開業

で今後、増加が見込まれるであろう外国人観光客等がインターネットを活用し、観光情報の

入手や当町の魅力をＳＮＳ等で発信するため、木古内駅周辺及びみそぎ通り駅前通りに公衆

無線ＬＡＮ環境の整備を行い、外国人観光客の利便性と満足度の向上を図ることを目的に実

施するものです。議案説明資料 資料番号1の18ページに事業内容を、19ページにはＷｉ－

Ｆｉスポット予定位置図を掲載しております。

19節 負担金補助及び交付金 650万円の追加は、青森県・函館デスティネーションキャ

ンペーンについては負担金 50万円の追加で、北海道新幹線開業を契機とし、全国からの集

中的な誘客や地域経済の活性化を図るため、全国のＪＲグループ6社の協力のもと、青森県

及び北海道道南地域の自治体、観光関係団体、観光事業者等が一丸となり、青森県・函館デ

スティネーションャンペーンを実施するための負担金となっております。議案説明資料 資

料番号1の20ページに、事業内容を記載しておりますのでご参照ください。

同じく、19節 北海道渡島地域江戸川区交流自治体推進協議会負担金 600万円の追加は、

北海道新幹線でつながる首都圏の江戸川区と渡島地域が連携し、交流人口の増加と地域活性

化を図ることを目的に、江戸川区で行われる物産展への参加や観光プロモーションなどの交

流事業を実施するための負担金となっております。議案説明資料 資料番号1の21ページに、

事業内容を記載しておりますのでご参照願います。

16ページをお開きください。

8款 土木費、5項 住宅費、1目 住宅管理費、15節 工事請負費 568万円の追加は、中

野・佐女川・港・朝日団地の防犯灯66灯をＬＥＤに改修するための工事費として198万円。

大平・前浜団地の遊具が老朽化により危険な状態となっているため、既存の施設を撤去し、

新たに小型の遊具を新設するための工事費 370万円の追加です。議案説明資料 資料番号1

の22ページから23ページに、撤去・新設する遊具の配置図と略図を記載しておりますのでご

参照願います。

17ページをお開きください。

9款・1項・1目 消防費、19節 負担金補助及び交付金 18万8,000円の追加は、渡島西部

広域事務組合負担金に係る補正で、事務局職員の異動による減と消防職員昇格による増とな

っております。
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18ページをお開きください。

10款 教育費、3項 中学校費、1目 学校管理費、15節 工事請負費 1,010万円の追加

は、木古内中学校に設置してあるバックネットが、経年劣化と風雪害により倒壊の恐れがあ

るため、危険箇所を早急に改修するための工事費用です。議案説明資料 資料番号1の24ペ

ージに改修工事位置図を、25ページに現況写真と工事概要を記載しておりますのでご参照願

います。

19ページをお開きください。

12款・1項 公債費、1目 元金は、公営住宅防犯灯ＬＥＤ改修工事等の実施に伴う住宅使

用料の財源振替です。

続きまして、歳入の説明を行います。

7ページをお開きください。

14款 道支出金、2項 道補助金、4目 農林水産業費補助金、3節 林業費補助金 16万3,

000円の追加は、未来につなぐ森づくり推進事業補助金の増額補正です。

次に、15款 財産収入、1項 財産運用収入、1目 財産貸付収入、1節 土地建物貸付収

入 279万8,000円の追加は、平成28年度当初予算に計上漏れがありました、北海道電力に貸

し付けている旧鶴岡小学校グラウンドの使用料分です。

次に、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 7,452万5,000

円の追加は、このたびの補正に伴う財源調整です。

次に、19款 諸収入、5項・1目・4節 雑入 22万5,000円の減額は、各種がん検診無料化

による本人負担金の減額分です。

8ページをお開き願います。

20款・1項 町債、5目 衛生債、1節 衛生施設整備事業債 1,450万円は、渡島西部広域

事務組合が実施するストックヤード建設に係る町負担金に充当する起債です。

6目 農林水産業債、1節 農業施設整備事業債 1,090万円は、ニラ共同調製包装設備導

入事業に充当する起債となっております。

7目 商工債、1節 観光施設整備事業債 1,200万円は、木古内駅周辺公衆無線ＬＡＮ整

備事業に充当する起債です。

以上で、説明を終わります。よろしくご審議をお願いいたします。

○議長(又地信也君) 提案理由の説明が終わりました。

ここで、11時10分まで暫時、休憩をいたします。

休憩 午前10時58分

再開 午前11時09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。

8番 鈴木慎也君。

○8番(鈴木慎也君) 8番 鈴木慎也です。

2点ほど質問をさせていただきます。
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まず1点目、木古内駅周辺公衆無線ＬＡＮについてでございます。こちら昨年の12月に私

のほうで一般質問をさせていただいて、今回補正で1,200万円で実現するということでござ

います。

駅を中心とした町民のかた、店舗のかたから非常に前向きな意見、「木古内もついにやる

のか」と「嬉しいな」とそういうような声も一部のかたからいただいております。

その中で、もちろん事業費の中で調査費用ですとか機械・工事費、あと無線ＬＡＮの中身、

そこについてはおそらくいまいろいろ調査をされ、精査して運営していかれると思うのです

けれども、町民のかた、あと近隣の商店のかたともうまく連携して、この事業を成功させて

いただきたいなと思っているわけでございます。

ですので、町民のかた、若しくは近くの店舗のかたにもいわゆる勉強会と言いますか連携

をしながら、観光の推進に力を入れていただきたいと思っていますので、そのあたりの予定

をお知らせください。

もう1点が、新設の遊具です。こちら虎か猫かちょっとわからないのですけれども、デザ

インの部分の確認でございます。これが実際に取り付けられるデザインのものなのかどうか

の確認でございます。2点、よろしくお願いいたします。

○議長(又地信也君) まず1点目の答弁を求めます。

産業経済課長。

○産業経済課長(木村春樹君) いわゆるＷｉ－Ｆｉ無線ＬＡＮ事業についてのご質問に対し

ての答弁でございます。

おっしゃるとおり今後、基本的なフレームをまとめていくことになります。電波帯、設置

箇所含めて電波調査を行った上で、最終的に行っていくこととなります。

そしてこれは、無線ＬＡＮですので商店を利用されるかたについても、店舗内での利活用

も可能となろうかというふうに思っております。

事業フレームができた段階で、道の駅あるいは駅前商店街、近隣住民の皆さん方に説明を

した中で、より良いものとしていきたいと思います。以上です。

○議長(又地信也君) 2点目、建設水道課長。

○建設水道課長(構口 学君) 鈴木議員の遊具のデザインに対しての質問なのですが、まず

資料のほうに載せているものは、あくまでも案ということで載せております。

今後、設置する種類につきましては、住宅等に入っているかたと、あと周辺の子ども達も

いますので、その辺と若干のお話をさせていただきながらこういうものがいいのではないか

ということで、提案したいと思っております。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) Ｗｉ－Ｆｉの件につきましては、理解いたしました。道の駅をはじめ

として、外国人の観光客もチラホラと来ているよというような声も最近聞いておりますので、

引き続き一日も早く導入できるようによろしくお願いいたします。

あと2点目の遊具なのですけれども、こちらのデザイン。課長がおっしゃるとおり、子ど

も達の声を聞いたりとか、とても大切なことだと思います。

その中で、やはり我が町はキーコがゆるキャラですので、例えばキーコの遊具にするとか、

もちろん予算もあるので難しい面もあるかもしれませんが、できるだけ木古内町にゆかりの

あるようなデザインのものをお選びいただければと思います。以上です。答弁はいりません。
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○議長(又地信也君) 4番 竹田 努君。

○4番(竹田 努君) それでは9ページになりますけれども、企画振興費で一次産業後継者支

援事業補助、この件で確認をさせていただきます。

昨年、農業費の中で新規就農経営継承総合支援事業で300万円予算計上をしました。それ

とここの資料の3ページにある木古内町第一次産業後継者支援事業、この要領。これとは全

く新たなものという、まず一つ捉え方をしていいのかどうなのかという部分の確認をしたい

と思います。

昨年の新規就農の関係の部分の事業と今回のこの事業が別ものなのかどうなのか、そして

今回資料に添付している交付年月日からしますと、27年の4月1日というようなことで、昨年

のこの300万円の当初予算の計上の時も、23年に遡った後継就労者というかそういう部分を

対象にするといった部分からすれば、何か同じなのかなというふうにも捉えるのですよね。

27年の説明の中では、150万円を5年間2名が対象だということで説明があったのですけれど

も、今年度の当初ではこの予算が継続されていないのですよね。そして、新たに資料の3ペ

ージにある第一次産業後継者支援事業というようなことで、新たに出てきたのかなと。そし

て、この給付金額を見ますと、1年につき1名あたり75万円と。これからしますと75万円です

から、この予算から割り返すと9名が対象と。そうなれば、そんなに後継者というか就農者

がはたしているのだろうかというそういう不信感もあるのですよね。去年27年に2名該当者

がいて、新たに今回の補正の中では9名が対象になるということですか。逆に、リストとい

うか名簿を出してもらわないと、はたしてこの予算がどうなのかという。支援をするという

ことは、それなりに町の政策ですから、それはだめだとは言いません。それとやはり、23年

からに遡るという仕組み自体がどうなのだろう。やはり発生主義で今後、後継者がいままで

現在の事業者が高齢のために息子が帰ってくるだとか、そういうことで支援をしましょうと

いうものならいいのだけれども、5年も前に遡ってこの支援をしてあげるというのは、そう

すれば今回はどちらかといえば農業者・漁業者も対象になっていますけれども、はたしてこ

の実態がどうなのだと。農業者が何戸・何名で、漁業者が何戸・何名、林業者の実態がどう

なのだという部分について、把握している部分について、説明をお願いしたいと思います。

それから、同じく9ページの新幹線推進費の中で委託料で、用地測量委託料の計上を450万

円しています。先ほどの予算説明の中では、企業誘致のために一定規模の面積を町有地とし

て確保したいと。確かにそれはやはり企業側からすれば、飛び込みやすい条件かなというふ

うに思います。ただ、この部分についても何年来議会、あるいは委員会の中で議論をしてき

た部分があるのですよね。例えば旧中学校跡地の利用、そして国保病院改築に伴って旧病院

跡地の活用を含めて、いろいろ縷々たぶん町長のほうにはいろんな情報の中で、もう少しや

はりあそこの施設を解体しないで様子を見ようという部分だって、確か水面下の中ではあっ

たのではないかなという気がするのですよね。ですから、まず用地測量、町有地を確保した

いという企業を迎えたいという気持ちはわかるのですけれども、やはり町としての土地利用。

例えば中学校跡地をどうする、例えばいま測量の予定をされている土地の向かえに、中村竜

一さんの譲り受けた土地もあそこも遊休地になって、あそこだって単管でバリケードを張ら

ないで、駐車場で開放するだとか有効にやはり使うべきだろうと思うのですよね。まずやは

り、町としての土地利用計画なのですよ。今回の例えば資料を見ますと、旧法務局の町の駐

車場のスペースのほか、その裏側の民地を将来購入したいということでの用確の今回の計上
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だろうと思うのですけれども。その横に赤のラインの部分の面積も予定地として計上されて

いますけれども、どうせこういう資料を作るのであれば、法務局の面積というか区域がここ

までで、民地はこの部分なのだよと。測量するのは町有地も含めて用確するのですけれども、

やはりそういう資料にするべきだろうというふうに思うのです。我々が見てもどこまでが町

有地で、どこからが民地なのかというのはわからないのですよね。黄色の部分が今回測量す

るエリアですから、はたして企業に提供する場合に、この赤のラインで町が土地を取得して

いて、「企業さん、どうですかと」と言うのであればいいのだけれども、こういう細長いと

いうかこういう地形の中で、はたしてどういう企業を誘致できるのだろうというふうに思う

のです。

それとやはり、先ほど町長が所信表明の中で表明していたように、これから将来のことを

考えれば財政の健全化を主眼にしていく。第一優先は、人口減少だろうというふうに思って

いいます。そういうことを含めれば町長、これは町長に確認をしなければならないのだろう

と思うのですけれど、ここを例えば用地測量をして今年度中に用地を買収するという計画な

のですよね。例えば、企業のためにこういう町有地を提供しようという気持ちはわかるのだ

けれども、その前の企業誘致。うちの法律をきちんとやはり整備する必要があるのかなと思

うのですよ。事業が出てきた場合に前回、去年・一昨年ですか庁舎内の人口減少の中でも、

企業に対する縷々補助対象の規模も書いています。そして、町内の企業と競合しないやはり

企業を誘致するという部分では、大変良いことだなと。だけれども、もう少し具体化した固

定資産の免除、例えば企業に対する支援策だとかそういうものの整備が先ではないかという

ふうに思うのですよ。ただ、いま今回用地測量をして、9月には用地買収をする。そこに企

業が来てくれれば「良かったな」と、それで済むのですけれども。もし来なければ、いま町

が一番これから将来に向けて私が心配するのは、ランニングコストというかいろんな維持費

・建物を含めて、そういう部分も。

○議長(又地信也君) 竹田議員に申します。何か窓口がだんだん広がっていって、政策的な

論争に向かうような気がいたします。端的にお願いいたします。

4番 竹田 努君。

○4番(竹田 努君) 私はやはり企業の進出の打診が何件あって、どういう状況まで現在あ

って、今回の用地測量に踏み切ったのだと。その辺をちょっと、答弁を願います。

○議長(又地信也君) 産業経済課長。

○産業経済課長(木村春樹君) 竹田議員のご質問でございます。

まず、昨年度実施いたしましたのは、新規就農経営継承総合支援事業青年就農給付金とい

うもので、これは国の制度でございます。新規に就農されたかたについて、最大150万円を5

年間支給するという制度で、この当初予算の時点では2名のかたを想定しておりました。そ

の後、様々な条件がありまして、例えば特に後継就農の場合は厳しい条件がありまして、そ

れをクリアできなかったということで、3月の議会で300万円を全額減額してございます。

一方、この木古内町第一次産業後継者支援事業につきましては、昨年平成27年の3月議会

で、平成26年度予算で補正させていただいております。これは、地方創生交付金事業を活用

して、町独自で行うという施策でございます。この平成26年度予算に計上して、平成27年度

に繰り越しをして事業展開しております。この支援事業につきましては、国の青年就農給付

金事業、あるいは経営継承総合支援事業の対象となれない後継者に対して、町の単独事業と
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して75万円相当を5年間支給するということで、創設したものでございます。平成27年度の

実績は、単身者が6名、世帯者が1名でございます。平成28年度は、単身者が7名、世帯者1世

帯を想定しております。なお、実施要領の第2 給付金の給付要件等、3に「原則として生活

費の確保を目的とした国のほかの事業による給付等を受けていないこと」という記述をして

おりまして、これにより国の青年就農給付金事業と重複して受けることはできないというこ

とを定めております。以上です。

○議長(又地信也君) 町長。

○町長(大森伊佐緒君） 竹田議員のお尋ねの用地測量委託料につきましては、これは企業誘

致を前提とした用地の取得を将来考えておりまして、そのためのまず測量からスタートをす

るということでのお願いでございます。

ここの用地につきましては、新幹線の工事がスタートした11年前から駅周辺にホテル誘致

ということで、それぞれ進めていたところでございますが、なかなか声をかけても事業のか

たがそこに興味を示すということには至っておりませんでした。それは、工事がはじまった

当時は、トンネル工事が主体でございましたので、3年・4年・5年というのは新幹線の駅が

本当にここにできるのかという実態が見えないということもあった。その中でも、4件・5件

のかたが駅周辺を確認に見えたという実績はございますが、それ以降進むことはございませ

んでした。

いまから7年前に設立した新幹線活用推進協議会、9町で構成する協議会の中で、モニター

ツアーを実施しました。その中で、旅行業者あるいは食のプロ、一般のお客様、様々な観点

からご意見をいただいた中で、木古内から松前まで、木古内から江差まで、9町を構成する

地域の中で「ホテル・旅館の中で一つの部屋にベッド・トイレ・お風呂があるところがあり

ませんね」と。これが、旅行業界とすれば「団体客を連れてくる時に、全て宿泊が函館にな

ります」という厳しいご指摘をいただきました。

こうしたことから、特に松前町・江差町とも協議をしたのですが、なかなかそういう施設

をすぐ誘致する、あるいは町で作るということが難しいということだったので、それであれ

ば私どもで積極的にホテルの誘致をしなければならないという思いから、できるだけ駅周辺

ということで進めていたのですが、駅周辺整備がホテルのオファーがないままどんどんどん

どん進みましたので、駅周辺はいまバスターミナル、あるいは駐車場、観光交流センターと

いうところで埋まりました。

それから少しでも駅前に近いところということで、この町有地を含めた民有地。この民有

地の所有者につきましても、企業誘致でコマーシャルしていいという了解を得る中で、今日

までホテルをここの位置は特化して営業をしてまいりました。

お尋ねの現在どういうふうに進んでいるかということでございますが、従前から声をかけ

ていたところは1件ございますが、それは継続して進めております。ここ年が明けて道の駅

がスタートして、木古内に賑わいが出てきてから2件からオファーがありました。この2件に

ついては、現地を確認したというところでいま終わっております。このあとそれぞれの企業

が持ち帰って、木古内のこの土地での進出あるいは木古内のほかの土地での進出なども考え

るということで、お帰りになっております。現在は、このような状況でございます。

○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) 資料に添付しております図面でございますが、このた
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び測量する箇所につきましてはこの黄色の部分、これが中央駐車場と民地。車の下のほうに

見えます木が一部見えておりますけれども、ここが境界線になってございます。

プレゼン、この企業誘致用地としてご紹介する箇所につきましては、赤で囲ってあります

一帯の部分でございます。これ合わせますと、公簿上の現在の面積約2,600㎡程度になろう

かと思っております。

今回の測量箇所なのですが、黄色から外れている部分です。これにつきましては、中央通

の整備でもって測量が入っております。それで、面積は既に確定しているということで、こ

のたびの測量範囲から外れている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) 確かにいまホテル業界から2件のオファーと、いままでいろいろ交渉と

いうか折衝をしてホテルが、だから3社だという捉え方をするのですけれども。ただホテル、

確かに町長が言うように個室でバス・トイレ付きのそういうホテルがいいねというのは、誰

しも望むところなのですけれども、ただやはり町内には宿泊施設と言いますかそういう部分

があるのですよね。もしも、ホテル誘致をしていまそういう近代的な建物ができると、まず

現在のホテルというか宿泊施設の部分については、言い方は悪いけれどもどうなるかわから

ないのですけれども、大変厳しい状況におかれるのかな。だから、私は前段言ったように、

町内の企業と競合しないそういう部分であればいいけれども、確かに26年のこの資料の中で

は、そういう部分まで言っているのですよね。ソフトウェアだとか試験研究施設、レジャー

施設だとかそういうものをと言うから、「それじゃ、いいね」というふうに我々は思ってい

たのですけれども。ただ、その辺がはたしてどうなのかという心配があるのですよ。

それから、課長のほうから説明のあった赤のラインの部分は、中央通でもう用地測量用確

が終わっているからということなのだけれども、そうすれば当初この黄色のラインのどちら

かと言えばグリーン状の部分、下のほうのグリーンの部分だけのこのあと用地の買収が出て

くるのかなというふうに思っていたのですよ。だからいまの説明からいきますと、この赤の

部分全部を町有地として確保したいという部分ですよ。推定どのくらい見込んでいますか。

これは、このあとの議論もする機会もありますから、きょうはそれ以上の部分はあれしませ

んけれども。今回あれしますと、この赤の部分を町が買い上げるという部分がもう決定的な

ものですね。ただやはり、いま言ったように2件のオファーがあって、企業進出があれば「あ

あ、それは」ということで。ただ、町内の企業との競合の関係はいろいろ懸念があるところ

なのですけれども、それはそれで町有地を取得して良かったなというふうになるのだけれど

も、もしこれが何年も前から続いている企業誘致の部分の延長戦で、いくら折衝しても最終

的にだめでしたと。私はその最終的な最悪のことを想定した部分で、町の将来がどうなるだ

ろうという部分をせっかくいま基金残高もある程度の額になっている木古内の財政も一遍に

人口減少に伴って、大変な町になるのかなとそういう心配があるものですから、その辺のも

う少し目途というか見据えた上で、こういう行動に入るべきだろうというのが自分の考えな

のです。その辺について、どうでしょう。

○議長(又地信也君) 町長。

○町長(大森伊佐緒君） 竹田議員がご心配するとおりでございまして、目的のないまま決定

する事項がないまま購入するというのは避けなければなりません。しかし、いま測量してお

かなければ早急に物事が進んだ時に対応ができませんので、まず測量はやらせていただきた
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いと。購入については、事業者がしっかりと確保した上で、購入をしていくということにし

ておりますので、何も事業者がないまま購入するということは避けなければならない。これ

は、売ってくれるかたも町の事業ということで、税金の対応も変わってきますので、この辺

は慎重に行いたいと思います。

次に、この辺はちょっと意見が分かれるところですが、「競合する」という表現がござい

ました。町に旅館があるから同じ同業者は避けたほうがいいと。観光交流センターをご覧く

ださい。どうなんｄｅ'ｓができて、地元の食堂が衰退しているかというと、1件ずつ調査を

した結果、それぞれ皆さんはお客さんが増えているという実態調査がございます。人の流れ

というのは、たくさん同じものがあると流れているというところもあります。しかし、これ

は100％とは言えませんので、こういう傾向にありますので、必ずしも否定できるものでは

ないと。ただ、交流観光を増やして滞在型の観光を目指すとすれば、たくさんの泊まる施設

は必要だという判断をしております。この事業を進めるにあたって、いまはオファーだけで

ございますので、具体的に物事が決まる時、まだ私どもの町は企業誘致はそんなには多く実

例がございませんので、法律の整備何かもしていますけれども、それで十分だとは言えない

わけです。個々の企業との折衝の中で、ルールを見直していかなければならないことは多々

あります。現在考えられる条件を、いま町内でホテルをやっている皆さんにお集まりをいた

だいて、「皆さん方でやってください」という提言をします。それは個人でもいいですし、

団体でもいいと思います。その上で、外から来た企業と交渉をしていくということを考えて

おります。これまでは、全ての業界の皆さんには頭出しはしていますが、具体的に私から老

舗の宿に対しては「駅前でやりませんか」という具体的な話をしています。しかし、いろん

な事情がありまして、やはり海辺にあったほうがいいとか、いまのところで十分だとか、様

々な理由があって、駅前での進出については難色を示されていましたので、それ以上は話は

進めておりませんが、全体の皆さんには担当のほうからこういう形で企業誘致を進めますと

いう説明はしていると。今回は実際にオファーが来たものですから、このオファーにしっか

りと対応するためにも、地域の皆さんの同業者の皆さんに集まっていただいて、皆さん方に

もまず仕事をしてくれませんかというところからスタートしたいと思っております。そうい

った意味で、いま測量の行われていない箇所につきまして、早急に実施させていただきたい

と考えておりますので、ぜひご理解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) 町長の最後の説明が冒頭にあれば、我々もある程度の理解もできた部

分もあったのですけれども、ただやはりこの図面だけの説明では、理解できていなかったと

いう。ですから、こういう一つのすれ違いもあったのかなと。確かに、今回は用地測量をし

た上で体制を整えたいということですから、ただ用地買収に踏み切るにあたっては、ある程

度企業の確証を見た上で予算計上をするということですから、そういう形ですね。

それと、後段に言った町内の事業者とのそういう一つの町長からの提案含めて、町の考え

とのコミュニケーションを十分にとっていただきたいということを申し添えて。

ただこの町長、企業誘致の予算科目ですけれども、やはり企業誘致というイメージと新幹

線推進費で計上するというのは、どうもピンとこない。当初、議案をもらった時に、新幹線

の何が来るのだろうというのが一番最初の認識だったのです。やはり新幹線推進費ではなく、

企画振興費で計上すべきだろうというふうに思うのですよね。その辺の見解はどうだったの
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か。先ほど木村課長から答弁をいただいた一次産業の支援事業で、農業・漁業・林業の区分

というのはどういう振り分けになっているのかと。世帯というか人数の部分だけは、単身が

7と世帯が1だとそういう説明はあったのですけれども、このうち農業者が何人でという内訳

を説明してください。

（「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) ホテルの企業誘致の話が竹田議員の質問の中で様々ありまして、どう

も完結しそうなので1点だけ関連質問としてさせていただきたいのですが、町長のホテルを

誘致したい気持ち、そしてそれにより相乗効果もあり、町内の企業もプラスになっていく、

100％ではないという気持ちはわかりました。

ただ、私も地域の旅館業者さん等と話をすると、その方々大きな不安があるというのも事

実です。その中で、当然ながら企業誘致の観点からいくと賛成もあり、反対ではないのです

けれども不安な気持ちもあります。

その中で、2年ほど前でしょうか企業誘致をＰＲをしに行くにあたって、企業誘致条項を

変えた経緯があって、当時まちづくり新幹線課長の福田課長から「このような条項を変えて

ＰＲに行ってきます」という話がありました。ちょっと期日ははっきり覚えていませんが。

その時の説明は、もちろんホテルという部分も含まれますが、それ以外の企業も広い範囲の

中で企業誘致をＰＲをしに行ってきますという見解でいました。これまでも全体、ホテルに

限ったことではないという見解でいましたので、そういう思いです。その中で、先ほど町長

のお言葉で「いままでホテルに特化して進めてきた」という言葉がありましたので、この場

所についても当然幅広い企業をという私は見解でいましたので、その場所が町長にとっては

ホテルだけを特化して進めてきたのか。それとも私方の認識が間違いだったのか、1点確認

をさせて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） どれが間違いということはないです。ただ、駅前に極めて近い場所、

これはホテルには一番向いているだろうと。平野議員のお尋ねにありました2年前ですか、

条例等も変更した。これは、なかなか大きな企業を一遍に迎入れるということは難しい世の

中になっていますので、小さな企業でも迎入れるような条例整備をして、その中で営業をし

ているということでございます。

そうしますと、これだけの大きな土地ということになりますと、また必要のない企業もご

ざいますので、それは先ほど竹田議員が「中村司法書士さんの場所はどうですか」とかそう

いうお話もありましたが、こういったところも舗装してしまいますと、ここに進出する時に

またそれが無駄なお金になってしまうということもありましたので、あまり手をかけないよ

うなことにして町有地については、企業誘致の場所としております。

ですから、どれが間違いとかということではなくて、できればここはホテル誘致というこ

とに特化して、私自身は営業をしています。ほかの企業はここが良いということになれば、

またそれは考えは変えなければなりませんが、いまのところはここを良いとするところはあ

りません。

○議長(又地信也君) 産業経済課長。

○産業経済課長(木村春樹君) 昨年の実績及び今年度を想定している交付対象者は、農業者
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のみでございます。漁業・林業については、残念ながらありませんので、今後関係機関・漁

組・森林組合などと相談をしながら対象かどうか、あるいは対象となるかたが就業できるよ

うに、相談していきたいと思います。以上です。

○議長(又地信也君) まちづくり新幹線課長。

○まちづくり新幹線課長(福田伸一君) 予算科目に関するご質問がございました。

これにつきましては、企業誘致に関する事務文書でございますが、これは新幹線振興室の

事務文書になっておりますことから、この新幹線推進費に計上したものでございます。

また、歳出科目につきましてはその予算の性質上、属する目に計上するものとされてござ

いますので、事務文書上の目に計上したということでございます。

○議長(又地信也君) 3番 平野武志君。

○3番(平野武志君) 先ほどの続きで企業誘致で、2年ほど前にまちづくり新幹線課から説明

があって、いまのこの補正で出ている土地を誘致しに行くと言った際に、先ほども申し述べ

たとおり、担当課からの説明はホテルに特化したということではなかったのです。

ただ、いま話を聞くと町長は「私はホテルに特化して進めてきました」と言うお言葉があ

りましたので、今後、常任委員会で担当課が話をされることは当然、町長のそのような意見

が反映された進みでなければいけないと思います。私は担当課長から説明を受けて、ほかの

同僚議員も一緒だと思いますが、それが当然町長の考えだと思って承認をしているわけです

から。それが担当課の説明と町長の思いが違うということは許されませんので、今後そのよ

うな町長の見解と説明の差異がないように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） 担当課長は2年前の話をしているようでございますが、時代がどん

どんどんどん変わっていますと、その当時はここはまだ赤くなっているところ、それから今

回測量をする黄色い部分の民有地。これについては、地権者の了解をいただいておりません

でしたので、あくまでも駐車場だけということでございますので、その当時はここについて

は、ホテルに特化したものは何もありません。ただ、このあとで地権者のご了解をいただい

た中では、ここはホテルに最適な場所と判断しましたので、いまはホテルにということで進

めております。

○議長(又地信也君) 暫時、休憩をいたします。

休憩 午前11時56分

再開 午前11時59分

○議長(又地信也君) 休憩を解き、会議を再開いたします。

昼食のため、1時まで暫時、休憩をいたします。

休憩 午後12時00分

再開 午後 1時00分

○議長(又地信也君) 休憩を解き、午前に引き続き、会議を再開いたします。

午前中の審議の中で、3番 平野武志君の質疑に対し、町長答弁の中で疑義を生じる部分
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がありましたので、訂正をしたいとの旨の申し出がありましたので、これを許したいと思い

ます。

町長。

○町長(大森伊佐緒君） 貴重な時間をいただきまして、ありがとうございます。

先ほど平野議員からのお尋ねに対しまして、私のほうでの説明が若干、不十分な発言があ

って誤解を招きましたのでお詫びと、そしてまた訂正をさせていただきたいとお願いを申し

上げます。

2年前の委員会で担当が報告をした際には、北海道新幹線の新駅前等の投資促進フォーラ

ムに出かける際に、「現在の用地につきましては、ホテル誘致に加えまして、そのほかの企

業誘致にも考える」という説明をさせていただいておりました。

きょう私の説明の中では、「従前からこの地点はホテル用地をするのだ」と「ホテル誘致

に特化したのだ」という説明をしたように受け止められましたので、そうではなくて現時点

では、ホテル誘致の企業からのオファーもありますことから、従前からではなくて、あくま

でも現時点でホテルに特化したということを説明いたしますので、ぜひお詫びをさせていた

だき、訂正してくださるようお願いを申し上げます。

○議長(又地信也君) 皆さんにお諮りいたします。

ただいま町長から訂正の旨の説明がありました。

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。

引き続き、質疑を受けたいと思います。

ほかに質疑はございませんか。

4番 竹田 努君。

○4番(竹田 努君) 1点だけ確認を含めてしたいと思います。

13ページの畜産業費の中で、畜舎増棟事業の補助について、確認をしたいと思います。

確かにここの説明資料の14ページに記載のとおり、棟数を増やしたくても牛舎というか畜

舎が足りないと。こういう部分について、町が支援をするということですから、大変良かっ

たなと思っています。

それで1点は、はこだて和牛というか肉牛だけに限っての部分なのか、乳牛についてはど

うなのかという部分のまず1点の確認。この資料からいきますと、生産者Ａ・Ｂということ

で2戸でありますけれども、赤牛の生産者はまだ二つではないと思うのですよね。まだ確か

いるはずなのですよね。ですから、全体に例えば畜舎の増棟を促して、例えばこういうふう

に至ったのか。それとも、農協をとおして生産者からの要望でこういう事業の運びになった

のか。今後、これは単年度ではなく、今後とも継続していく事業だろうというふうに思って

いますので、大きく言って3点の確認をしたいと思います。

○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、この畜舎増棟事業につきましては、事業概要に記載し

ているとおり、趣旨としてはこだて和牛を木古内のブランド品だという位置付けの元で、展

開しているものでございます。

この理由については、現在は渡島・檜山管内から素牛が集められて、町内の農業者で肥育
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した上で出荷されているという流通形態でございますが、管内・ほか自治体で高齢化、ある

いは後継者難などによりまして、畜産農家が減少しているという状況がございます。農協あ

るいはこのはこだて和牛に関わっている業界関係者については、その自体は憂慮すべきこと

だということで、町内の一貫生産を今後さらに押し進めていきたいという考えでございます。

その中で、はこだて和牛の生産農家のほうから、畜舎の増棟に向けて検討していきたいと

いう相談が農協を通じてありました。その中で、町もはこだて和牛をきちんと継続して生産

していっていただきたいということから、この畜舎増棟事業の補助金を補正することとした

ものでございます。

今後については、はこだて和牛に関わる農家は、現在8軒ございます。そのうち4軒が肥育、

出荷する農家でございます。ですから今後、8軒の農家から増棟なりの相談があった場合は、

今回と同様に前向きに検討していきたいというふうに思っています。以上です。

○議長(又地信也君) 4番 竹田 努君。

○4番(竹田 努君) 理解をしました。はこだて和牛に限っての畜舎の増棟支援だというふ

うに思います。当然、増棟することによってはこだて和牛の安定供給が図られるということ

を当然、町としても目指しているわけでありますから、この畜舎の増棟によって2戸で40頭

増える。あと2戸をやれば80頭増えるわけですから、ぜひ生産者からの要望でこういう制度

に至ったということですけれども、町のやはり産業振興というかそういう面で、今回のＡ・

ＢでないＣ・Ｄの生産者に対しても増棟。こういう制度もありますし、ぜひやはり赤牛の安

定供給にすべきだろうというそういう指導・アドバイスをしていただきたいということをお

願いをして質問を終えます。

○議長(又地信也君) 次に。

2番 新井田昭男君。

○2番(新井田昭男君) 2番 新井田です。

二つほど確認を含めて、確認をしたいと思います。

一つ目は、9ページの歳出の施設管理費の中で、工事請負費ということで1,480万円という

中で、この中で泉沢改善センターの屋根の補修工事が掲載されているのですけれども、これ

は泉沢の生活改善センターは過去にいわゆる内外部、改築あるいは手直し等々をやっている

と思うのですけれども、今回屋根ですよね。屋根の葺き替えという解釈でまずよろしいのか

ということです。

そしてそういう中で、片面いわゆる図面資料を見ると、鉄道線のいわゆる山側のほうの屋

根の補修という形になっていると思いますけれども、過去に屋根工事で東西南北あるのです

けれども、今回は北側だと思うのですけれども、手直しした経緯というのがあるのか、まず

この1点をお聞きしたいと思います。

そしてもう一つは、これは言葉の確認なのですけれども、資料にも載っていますけれども、

青森県・函館デスティネーションキャンペーン負担金で50万円計上されていますけれども。

大変恐縮なのですけれども、デスティネーションキャンペーンというのはどんな意味なのか、

改めてここの場でお尋ねをさせていただければと思います。

事業内容に関しては、非常にやはり今後新幹線が開業の中で、大変これは重要な事業展開

かなというような認識はしております。ただ、横文字というかこの部分に関しては先般、委

員会等でも事前の資料はありましたけれども、ネームに関しては確認をしていなかった件も
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あったものですから、個人的にもう1回確認をさせていただければとそんなふうに思いまし

たので、ご答弁をお願いします。

○議長(又地信也君) 1点目、建設水道課長。

○建設水道課長(構口 学君) 新井田議員の確認の件なのですが、まず泉沢の生活改善セン

ターの関係なのですが、平成23年に外壁の屋根の塗装をまずしております。

その時点でちょっと腐食等もあったということもありまして、今回それに伴って全面の張り

替えの補修を計画しております。

なお、図面のほうの表現が至らないところはあるのですが、今回全面改修するということ

でご理解ください。以上です。

○議長(又地信也君) 産業経済課長。

○産業経済課長(木村春樹君) デスティネーションキャンペーンのお尋ねでございます。

これは、昨年度も負担金として計上しておりました。昨年度はプレということで、今年度

が本格的なものになります。7月から9月の期間、3か月でございます。

これは、ＪＲの6社が毎年行っているキャンペーンで、その名称がデスティネーションキ

ャンペーンということです。観光ＰＲをメインに行っていくということで、その中でＤＣの

指定された地域が様々なツール・媒体を通じて、観光ＰＲを行っていくということでござい

ます。以上です。

○議長(又地信也君) 2番 新井田昭男君。

○2番(新井田昭男君) いま泉沢の建物に関しては、図面が適切でなかったということです

よね。いわゆる全面改修。というのは、やはりちょっと不審に思ったのは、やはり屋根工事

というのは一部途中でやっているのであれば、それはやむを得ない部分はあるのですけれど

も、やはり継ぎ足し継ぎ足しの工事ですと、いま技術的にもだいぶ構築されてそういう部分

もないのかもしれないけれども、どうしてもやはり雨漏りの要素が逃げ切れないと。そうい

う観点からやはり先行きのコスト面も含めて、全面改修のほうが適切ではないのかなという

思いがあったものですから、図面を見た中では北面の部分だけがちょっとっぽくなっていた

ので、理解できました。わかりました。

もう一つは、木村課長のほうから答弁をいただきましたけれども、この意味なのですよね。

事業展開の部分に関しては非常に先ほども言ったように、重要でありますし大いにやってい

ただければと思いますけれども、デスティネーションキャンペーンというネームの意味合い

が私はちょっと調べたら、目的だとかあるいは行き先というような意味合いもあるのかなと

は思うのですけれども、実際に名称の意味合いというか函館デスティネーションキャンペー

ンというのは、本来日本語で訳するとどんなことなのかということを確認したいです。

○議長(又地信也君) 産業経済課長。

○産業経済課長(木村春樹君) ネーティブの意味では、探検するとか探すとかということだ

と思います。動詞なのか名詞なのかというのは別にして。ＪＲでは、誘客促進という意味で

使用しております。以上です。

○議長(又地信也君) ほかに質疑ございませんか。

5番 相澤 巧君。

○5番(相澤 巧君) 二つほど、お聞かせください。

担い手先進地研修補助金というのが計上されております。いま皆さんご存じのように、熊
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本のほうは大変な地震で被害等を受けていると思うのですが、この受け入れ先のほうも被害

等は確認をされているのでしょうか。

それともう一つ、中学校のバックネットの件なのですが、既存が9ｍある。ところが、補

修して直す分が高さで5ｍ少ないということで、何でこんなに4ｍも低くしなければないのか

なというところを確認したのですが、よろしくお願いします。

○議長(又地信也君) 先に、産業経済課長。

○産業経済課長(木村春樹君) 担い手先進地研修事業でございます。

これは、去年・一昨年も同じように行った経緯がございまして、相手方の農協あるいは赤

牛協会を通じて研修先を見つけていただいて、農作業の一段落する10月の下旬から11月の上

旬に出発して、二週間ほど研修していくということでございます。

現在、相手方が決まっていない状況ですので、まずは現在の熊本県の状況が落ち着いた中

で、改めて受け入れ先などについて協議していきたいというふうに思っています。

少し実施予定の日時まで時間がありますので、引き続いて相談していきたいというふうに

思っています。以上です。

○議長(又地信也君) 2番目の質問、中学校のグラウンドのバックネット改修。

生涯学習課長。

○生涯学習課長(澁谷 勝君) 既存の9ｍのバックネットについては、木古内高等学校時代

のもので、硬式用のものでということで承知しております。

それで、中学校は軟式ということで、5ｍで十分足りるということで、5ｍで考えておりま

す。

○議長(又地信也君) ほかに。

5番 相澤 巧君。

○5番(相澤 巧君) 担い手先進地研修については、十分向こうと打ち合わせの上、きちん

とやっていただきたいと思います。

バックネットの件なのですけれども、軟式でこれだけで足りるのですか。同じくらいの高

さがなければ危険度は変わらないとは思うのですが、どんなものでしょう。

○議長(又地信也君) 生涯学習課長。

○生涯学習課長(澁谷 勝君) 中学校とも協議をしましたけれども、5ｍで支障がないとい

うことで、その旨回答を受けておりますので、その5ｍでということで進めたいと思います。

○議長(又地信也君) ほかにございませんか。

8番 鈴木慎也君。

○8番(鈴木慎也君) 8番 鈴木です。

保健衛生費のがん検診の件について、お伺いいたします。3点ほど、お伺いいたします。

まず1点目が、こちら受診率の目標が対前年比で5％ということで、5％アップの具体的な

根拠をお願いいたします。

2点目が、アップのための具体案という部分で、お伺いいたします。

広報や防災無線による周知はとても大切なことだと思いますが、少々不足しているように

感じることもございます。ですので、町民のかたの声を足を使って聞いてみてはいかがでし

ょうかという部分で、例えば仕事が忙しくて休めないというかたがたぶんいらっしゃると思

うのです、忙しい中で。そうしますと、地元企業への協力要請も必要かなと思ってみたり、
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中には無料以外の一部の負担金もかかってくる部分もあると思いますので、そちらのお金も

心配ですとか。なぜ、受診に行かないのかという理由を声をぜひ聞いていただけたらなと思

います。

最後の3点目が、こちらの補正予算の説明のところに書いていますが、「働く世代の女性支

援のための」というキーワードがございます。具体的にどのような部分で女性支援がという

のを教えていただければと思います。以上、3点をお願いいたします。

○議長(又地信也君) 保健福祉課長。

○保健福祉課長(羽沢裕一君) まずは鈴木議員のご質問でございますが、1点目の受診率の

目標でございます。

これにつきましては、平成24年度に既に大腸がん検診につきましては、無料化を実施して

おりまして、その実施した中での実績が25・26年度と進む中で、概ね10％程度の上昇が見ら

れたということで、今回お願いするがん検診の無料化につきましては、対前年において5％

アップを目標としたいということが根拠となります。

また、アップのための具体案ということですけれども、当然仕事があって来られないかた

というのはいらっしゃると思いますので、企業に対する周知というものは何もしていない現

状でございますので、この辺につきましては十分検討して、足を運び企業のほうへの周知を

していきたいというふうに考えます。

それから、先ほどおっしゃられた最後のがん検診の働く世代の女性支援のためのがん検診

推進事業と。これは、補助事業の名称ということで、このようになっておりますので、ご承

知ください。以上です。

○議長(又地信也君) ほかに。

8番 鈴木慎也君。

○8番(鈴木慎也君) ありがとうございます。

3番目が名称という形でよろしいですね。ありがとうございます。

こちら予防費ということで、一番の人口減少対策は何だろうと私もいろいろ考えたりする

のですけれども、やはり町民のかたかが少しでも健康で、長生きしていただけるのが一番の

人口減少対策につながるのかなと思いますので、十分にがん患者さんを減らしていただける

ように、予防をしていただきたいなと思いますので、よろしくお願いします。以上です。

○議長(又地信也君) ほかにございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長(又地信也君) 質疑がないようですので、質疑を終了いたします。

最初に、議案第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1号）は、原案のとおり可決するこ

とにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）
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○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1号）は、原案のとお

り可決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○議長(又地信也君) 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決することに決定をいたしま

した。

議案第3号 木古内町税条例等の一部を改正する条例制定について

○議長(又地信也君) 日程第8 議案第3号 木古内町税条例等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3号 木古内町税条例等の一部

を改正する条例制定につきまして、提案理由の説明を申し上げます。

このたびの一部改正につきましては、地方税法等の一部を改正する等の法律及び関連する

政令・省令が公布されたことに伴い、木古内町税条例等の一部を改正するものでございます。

改正のおもな内容につきましては、木古内町税条例の一部改正・第1条では、地方税法総

則に定める猶予制度について、猶予に係る申請期限などの一定の事項について町税条例に定

めることとなったことや、法人町民税の法人税割の税率の引き下げなどの改正でございます。

木古内町税条例等の一部を改正する条例の一部改正・第2条では、たばこ税の申告納付に

係る手続きに使用する申請様式等について、字句の読み替え規定の文言の修正などによる改

正でございます。

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、よろしくご審議を賜り、

お願い申し上げます。

○議長(又地信也君) 詳細説明、税務課長。

○税務課長(高橋和夫君) ただいま上程となりました、議案第3号 木古内町税条例等の一

部を改正する条例について、ご説明いたします。

お手元に配付されております、議案説明資料の新旧対照表によりご説明をさせていただき

ますが、条例並びに附則条項の番号の変更・用語及び表現の整理等については、極力省略さ
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せていただき、主な改正条項等について説明をさせていただきますので、よろしくお願いい

たします。

それでは、議案説明資料 資料番号1の26ページをお開きください。

26ページから30ページの第8条から第12条まで、地方税法改正による徴収の猶予及び財産

の換価の猶予について必要な事項を定めています。

まず、徴収の猶予ですが、財産について災害を受け、または盗難にあった時などにより町

税を一時納付することができない時は、町への申請により、1年以内の期間に限り、徴収の

猶予をする内容となっています。

第8条では、徴収猶予に係る徴収金の分割納付または分割納入の方法について、次のペー

ジに第9条が載っておりますが、第9条では徴収猶予の手続きについて、記載をしております。

続きまして、換価の猶予ですが、町税を一時納付することにより、生活の維持が困難など

一定の要件を満たすことにより、納期限から6か月以内の申請で、1年以内の期間内で換価を

猶予する内容となります。

第10条、28ページになりますが、第10条では職権による換価の猶予の手続きについて、次

のページ29ページでは、第11条で申請による換価の猶予の申請手続きについて記載をしてお

ります。

次のページ、30ページになりますが、第12条では徴収の猶予、換価の猶予に係る金額が10

0万以下、猶予期間が3か月以内の場合は、担保を徴する必要がないこととなるものです。

続きまして同じページの下段のほうになります。

第19条は法人町人税とたばこ税の申告納付について規定していますが、法人町民税の申告

納付では一定の場合、延滞金の取扱が変わることから別々に規定することによるものです。

続きまして、32ページになります。

32ページの上段のほうになりますが34条の4は、法人税率の税率を記載しております。

地方法人課税の是正を図り、地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るた

め、地方法人税割の制限税率を100分の12.1から100分の8.4に引き下げるものです。

続きまして、次の第43条その下になりますけれども、それから34ページ上段の48条が同じ

に内容になります。それから、35ページの50条も同じ内容になります。この内容は、法律改

正に合わせまして、個人の住民税・法人の町民税の申告納付及び不足額の納付手続きにおけ

る延滞税の計算において、修正申告の提出または本人からの減額申告後に、納付すべき税額

が増額する更正があった場合等の一定の要件によりまして、延滞金の計算期間から一定の期

間を控除して計算することとするものです。

続きまして、37ページまで飛びます。

37ページの51条、ちょうど中段くらいになります。ここでは町民税の減免申請、それとお

なじ内容で39ページの上段の139条の3も特別保有税の減免申請について、同じ内容になりま

す。この内容につきましては、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律の改正に合わせて改正をしておりましたが、個人番号・法人番号等を記載す

ることとしていたものが、記載が不要になったことによって削除をするということでござい

ます。

同じく37ページの下段の下のほうになります。

第56条、それから次のページの59条、これも同じような内容でして、固定資産税の非課税
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の適用及び非課税の適用を受けなくなった者に独立行政法人労働者健康安全機構を追加をす

るという内容になります。

続きまして、39ページになります。

39ページの下段のほうになります。附則第6条は、特定一般用薬品等の購入費を支払った

場合の医療費控除の特例を新設するもので、平成30年度から平成34年度まで特定健診や予防

接種等もこの特例を受け入れることとなるものです。

続きまして、40ページになります。

40ページの附則第10条の2は、法附則第15条第2項第1号等の条例で定める割合については、

固定資産税の課税標準の特例を定めておりまして、新たにわがまち特例の拡充により公共施

設等の用に供する家屋や償却資産、再生可能エネルギー発電設備、津波対策の用に供する償

却資産に係る課税標準の特例措置として改正し、課税標準額は国の参酌基準とするものでご

ざいます。

続きまして、41ページになります。

41ページの附則第10条の3になります。固定資産税の減額特例に係る省エネ改修の要件が

変更となったことに伴い、申告時に補助金等を記載することによる規定の整備によるもので

ございます。

続きまして、その下段のほうになります。下から45ページにかけて、木古内町税条例等の

一部を改正する条例の一部改正で、町たばこ税に関する経過措置を記載しておりますが、こ

れは内容の変更はなく、文言の整理や読み替えをしているものでございます。

以上で、新旧対照表の説明は終わらせていただきます。なお、議案の木古内町税条例等の

一部を改正する条例制定について、それから10枚目の中段から附則について記載をしており

まして、施行期日、町民税、固定資産税等の経過措置を記載しており、適用月日が主なもの

となっております。議案のほうはページ数をふっておりませんが、めくっていただいて10枚

目のほうに附則ということでありまして、そこで経過措置を記載しております。

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。

お諮りいたします。

議案第3号 木古内町税条例等の一部を改正する条例制定については、原案のとおり可決

することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○議長(又地信也君) 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決することに決定をいたしま
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した。

議案第4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9 議案第4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4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。

このたびの一部改正につきましては、地方税法等の一部を改正する等の法律及び関連する

政令・省令が公布されたことに伴い、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。

改正のおもな内容は、低所得者に対する国民健康保険税の減額の基準に準じて改正するも

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し、平成28年4月1日から適用するもの

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、よろしくご審議を賜りま

すようお願いを申し上げます。

○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) ただいま上程となりました、議案第4号 木古内町国民健康保険

税条例の一部を改正する条例の内容について、ご説明いたします。

お手元に配付されております、先ほどの資料の46ページをお開きください。

第23条は、国民健康保険税の税額改正及び減額について定めており、低所得者の国民健康

保険税の軽減措置の対象を拡大するため、5割軽減、2割軽減の対象となる世帯の軽減判定所

得の引き上げ等により、改正をするものです。なお、第2号の5割軽減については、26万円を

26万5,000円、次のページに第3号が載っておりますが、第3号では2割軽減について、47万円

を48万円に改正をするものです。

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) 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4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) 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決することに決定をいたしま

した。

議案第5号 固定資産評価審査委員会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10 議案第5号 固定資産評価審査委員会条例の一部を改正す

る条例制定についてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

町長。

○町長(大森伊佐緒君） ただいま上程になりました、議案第5号 固定資産評価審査委員会

条例の一部を改正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。

このたびの一部改正につきましては、平成27年第4回定例会において、行政不服審査法の

施行に伴う関係条例の整理に関する条例の規定により一部改正されたところでございます

が、法の施行に伴い経過措置規定について、適用する内容を地方税法を引用した規定に改め

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、よろしくご審議を賜りま

すようお願いを申し上げます。

○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) ただいま上程となりました、議案第5号 固定資産評価審査委員

会条例の一部を改正する条例の内容について、ご説明いたします。

お手元に配付されております、議案説明資料の48ページになります。

今回の改正は、附則第3項を改正するもので、改正前は固定資産課税台帳に登録された価

格に係る審査の申し出が、改正後は地方税法を引用することによりまして、固定資産課税台

帳に登録される価格については、台帳に登録され公示されたものなど、申し出が具体的に規

定をされたものによ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。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。
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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5号 固定資産評価審査委員会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6号 木古内町放課後児童健全育成事業の設置及び運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例制定について

○議長(又地信也君) 日程第11 議案第6号 木古内町放課後児童健全育成事業の設置及び

運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定について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6号 木古内町放課後児童健全

育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定につきまし

て、提案理由を説明いたします。

このたびの一部改正につきましては、学校教育法等の一部を改正する法律が平成28年4月1

日に施行され、小学校から中学校までの義務教育を一貫して行う義務教育学校が新たな学校

の種類として学校教育法に規定されたことに伴い、放課後児童健全育成事業の設備及び運営

に関する基準の放課後児童支援員の資格要件に、義務教育学校の教諭が追加されたことから、

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、資料番号1の一番最後のページになります、議案説明資料の新

旧対照表でご説明をいたしますので、49ページをお開きいただきたいと思います。

第10条第3項第4号中「、高等学校」の前に「、義務教育学校」を加え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日から適用するもの

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。
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採決を行います。

お諮りいたします。

議案第6号 木古内町放課後児童健全育成事業の設置及び運営に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例制定については、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○議長(又地信也君) 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 木古内町釜谷多目的集会施設建設工事（建築主体）請負契約の締結について

○議長(又地信也君) 日程第12 議案第7号 木古内町釜谷多目的集会施設建設工事（建築

主体）請負契約の締結についてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

町長。

○町長(大森伊佐緒君） ただいま上程となりました、議案第7号 木古内町釜谷多目的集会

施設建設工事（建築主体）請負契約の締結につきまして、提案理由の説明を申し上げます。

木古内町釜谷多目的集会施設建設工事（建築主体）について、議会の議決に付すべき契約

及び財産の取得、または処分に関する条例、第2条の規定に基づき、下記のとおり工事請負

契約を締結するため、議会の議決を求めるものでございます。

資料につきましては、資料番号の50ページ、本当に一番最後のページです。50ページに、

入札執行状況を添付しておりますので、ご参照をいただければと思います。

工事名は、木古内町釜谷多目的集会施設建設工事（建築主体）。工事場所は、上磯郡木古

内町字釜谷地内。請負契約金額は、消費税込みの9,106万5,600円。契約の相手方は、茂泉・

川瀬・平澤経常建設共同企業体。契約の方法は、指名競争入札でございます。

以上で、提案理由の説明を終わります。よろしくご審議をお願いいたします。

○議長(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7号 木古内町釜谷多目的集会施設建設工事（建築主体）請負契約の締結について

は、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○議長(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
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した。

閉 会 の 宣 告

○議長(又地信也君) 以上をもちまして、今臨時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、これで会議を閉じます。

これをもちまして、平成28年第2回木古内町議会臨時会を閉会いたします。

皆さん、どうもご苦労様でした。

（ 午後１時５０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4月28日

木古 内町議会議長 又 地 信 也

署 名 議 員 鈴 木 慎 也

署 名 議 員 佐 藤 悟


	kaigiroku.h28.2rinjikai.1
	kaigiroku.h28.2rinjikai.2
	kaigiroku.h28.2rinjikai.3
	kaigiroku.h28.2rinjikai.4

