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会議録 平成29年3月6日(月)

場 所 3階 第1研修室

会議名：第2回平成29年度予算等審査特別委員会

出席委員：平野委員長、手塚副委員長、佐藤委員、新井田委員、竹田委員、相澤委員

福嶋委員、鈴木委員、吉田委員

欠席委員：なし

オブザーバー：又地議長

会議時間 午前9時30分～午後4時32分

事 務 局 吉 田、西 嶋

開 会

１.委員長挨拶

平野委員長 皆さん、おはようございます。

定刻になりましたので、ただいまから、3月3日に引き続き、第2回平成29年度木古内町予

算等審査特別委員会を開会いたします。

ただいまの出席委員は9名でございます。

よって、木古内町議会委員会条例第14条の規定による、委員の定足数に達しております

ので、委員会は成立いたしました。

ただちに本日の会議を開きます。

改めまして、今回の平成29年度予算等審査特別委員会に際しまして、事前に資料はもち

ろんのこと、日程も配付しております。

その中で、3日間にわたって各課の審査をしていくわけですが、予定時間も記載してお

りますが、あくまで予定時間でございます。皆様方からは、忌憚のない様々な予算の審査

の意見を出していただいて、この時間に縛られることなく、進めていきたいと思っており

ますので、よろしくお願いいたします。

２.審査事項

（１）総務課

議案第19号 議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する支給条例の一部を改正する条例

制定について

議案第21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22号 木古内町長等の給与等に関する条例の一部を改正する条例制定について

（２）選管

平野委員長 それでは、総務課の審査事項に入る前に、行政側からの報告がございますの

で、それを許したいと思います。
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副町長。

大野副町長 皆様、おはようございます。

行政から報告する案件につきましては、株式会社茂泉建設民事再生に伴う融資制度につ

いて、このあと追加提案を予定しておりますので、現在、知り得ている概略をご説明申し

上げたいというふうに思います。

2月27日に、民事再生の手続きを取っております。その後、3月2日に債権者集会という

ことで、中央公民館のほうで開かれておりまして、弁護士あるいは会社からの説明があっ

たわけでございます。資金繰りが厳しくなってきた現状までの状況を口頭説明をした上で、

このあとの各債権者の皆さんへの補償と言いますかそういったものをどうしていくのかと

いうことで、説明があったわけですが、民事再生の手続き中は財産等がそのまま裁判所の

ほうに委託と言いますか寄託されておりますので、手を付けることはできません。そうな

りますと、町内で関連する事業所もあるようでございますので、今後の資金繰りに不安を

あるいは銀行決済が滞るというようなことに対する言及も質問の中であったようでござい

ます。町のほうからは、建設水道課と産業経済課の関係者で3名出席をさせております。

その中で、不安を抱く町内事業所等もございましたので、商工会と連携を取りまして、融

資等について相談をいたしました。いま中小企業融資資金については、既に予算を持って

いるのですが、信用保証料ですとか利息です。そういった分について、いま予算執行をし

てしまっていますので、ゼロの状況なのです。それで、運転資金を借り入れしたいという

事業所に対して、手続きを取るにあたっては信用保証料が必要となってきますので、それ

もこれまで町で全額負担をしておりますので、その負担を今回の補正については、信用保

証に関わる補正をお願いをしようと思っています。茂泉建設が説明した概要としては、債

権者は50社ほどです。商工会と町のほうで協議の俎上に上がっているのは、7件の業者で

す。いまのところ1,000万円ほどの融資が必要かなというようなまとめにはなっています

が、3月末で決済せず4月に入ってからの資金が必要だという業者もあるようでございます

ので、1,000万円の保証料までは、今回は10日の補正の時には出ないのかなというふうに

は思っております。それで、融資が遅れて資金が間に合わないということがないようにと

いう思いもありますので、3月10日に本会議で補正予算追加提案をさせてもらって、間に

合うかどうかというのは確認をさせております。確認の結果は大丈夫だということで、い

まのところ説明を受けておりますので、これは商工会との連携の中で。ですので、3月10

日補正を追加提案をさせていただきたいということで、お願い申し上げます。

また、企業振興促進条例で林業用機械の希望が上がってきております。新規雇用で新た

な事業所ということで、こちらについても10日、あわせて補正予算のほうの提案をさせて

いただきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。以上、報告

です。

平野委員長 ただいま、副町長より報告がございました。10日に補正で上がってくるとい

うことで、金額のことについては10日の定例会の中で質問をしていただければいいのかな

と思います。それ以外について、関連の質問があればお受けしますが。

新井田委員。

新井田委員 聞きそびれたのかもしれませんけれども、業者に対する行政の商工会との連

携というのは、すこぶる大変良いことだと思いますし、その中で当の茂泉さんそのものが
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債権者会議の中で、今後どんないろんなあるのでしょうけれども、わかる範囲で結構なの

ですけれども、その方向性というか茂泉さんそのものの方向性というのはどうなのでしょ

う。3人ほど出席をされたようですけれども、その中でいろんな業者との話し合いが出た

と思うのですけれども、要するに業者間の中では助けるという表現はあれですけれども、

継続して仕事をされると、そうでないと。そのいずれかなのだけれども、その辺の見解と

いうのはどういうふうになっているか、わかる範囲で結構ですけれども、教えていただけ

ませんか。

平野委員長 副町長。

大野副町長 ただいまの質問に対しましては、民事再生を代行する弁護士さんのほうから

の情報ということで、3月2日の会議の時ではなくて私が弁護士さんとお会いして聞いたと

ころでは、まず茂泉建設としては民事再生ということで、裁判所のほうに届出を出して、

裁判所の管轄下になっていると。その中では今後、茂泉建設の取締役の皆さんになると思

うのですが、スポンサー企業を探していくと。このスポンサー企業が見つかれば、再生が

可能ということになってきます。その間、数か月何か月かかるかというのは私のほうでも

承知はしていないのですが、あまり長くはないようです。1年ということはないようです。

その間に、スポンサー企業が見つからなければ、解散手続きと言いますか倒産のほうの手

続きになっていくのだろうと思います。その間、スポンサー企業を探している期間につい

ては、財産等はいま裁判所の管理下にありますから、従業員についても解雇ではなくて、

賃金の支払いは継続されるというふうに聞いておりました。何とか自主再建は無理なわけ

ですから、スポンサー企業を見つけていただけるようにとは、そういう思いではおります。

以上です。

平野委員長 ほかにございますか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

平野委員長 ないようですので、以上で行政からの報告を終えたいと思います。

それでは早速、審査事項に入っていきます。総務課の皆さん、大変ご苦労様です。

それでは、会議次第のとおり会議を進めてまいりますが、はじめに総務課の予算に入る

前に、条例改正について4件載せておりますが、記載ミスがありまして、議案第20号につ

いては保健福祉課のほうですので、これを省いた19号・21号・22号について、進めていき

たいと思います。1件ずつ進めていきます。

それでは早速、議案第19号について、説明を求めます。

若山課長。

若山総務課長 おはようございます。総務課所管の審査をよろしくお願いいたします。

予算審査に入らせていただく前に、委員長からありましたとおり、議案提案を先にさせ

ていただきます。

先に、議案第19号から説明をさせていただきます。

議案第19号 議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する支給条例の一部を改正する条例

制定につきまして、提案理由をご説明申し上げます。

このたびの一部改正は、昨年12月28日に開催されました、木古内町特別職職員報酬等審

議会において、諮問審議いただきました内容を受け、改正するものです。

議案説明資料、資料番号1の10ページに、新旧対照表を添付しておりますので、ご参照
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をお願いします。

第3条第3項中の、「100分の160」を「100分の170」に、「100分の250」を「100分の260」

に改めるものです。

平成28年度の人事院勧告に伴う一般職の期末勤勉手当の引き上げにあわせて、29年度か

らの期末手当支給月数を4.3か月に改定するもので、6月の支給月数を1.7か月、12月の支給

月数を2.6か月とするものです。

附則といたしまして、この条例は、平成29年4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。

平野委員長 説明が終わりましたので、質疑がありましたらお受けします。

（「なし」と呼ぶ声あり）

平野委員長 ないようですので、議案第19号についての審議を終えたいと思います。

続きまして、議案第21号について、説明を求めます。

若山課長。

若山総務課長 ただいま上程となりました、議案第21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きまして、提案理由をご説明申し上げます。

このたびの一部改正は、平成28年度の人事院勧告を受け、職員の扶養手当の改正、及び

勤勉手当の改正、並びに基準職務表の一部を改正するものです。

議案説明資料、資料番号1の16ページから19ページに、新旧対照表を添付しておりますの

で、ご参照願います。

まず先に、扶養手当の改正についてご説明いたします。

扶養親族である「子」の定義が変更となるため、第8条第2項第2号中に記載の「子及び孫」

を、第2号と第3号にそれぞれ「子」と「孫」に別々に定めるものです。

扶養対象者である配偶者がいる場合、現行、配偶者にかかる手当は、月額で1万3,000円、

子にかかる手当は6,500円ですが、配偶者にかかる手当を月額6,500円に、子にかかる手当

を1万円に改正するものです。

手当額の見直しにつきましては、受給者への影響をできるだけ少なくする観点から、段

階的に実施することとしており、経過措置としまして、配偶者がいる場合ですけれども、

配偶者の手当は29年度が1万円、30年度以降が6,500円となります。子の手当につきまして

は、29年度が8,000円、30年度以降が1万円となります。

また、配偶者がいない場合の一人目の子及び父母等に係る手当は、現行1万1,000円です

が、子にかかる手当を1万円に、父母等にかかる手当を6,500円とするものです。

こちらも経過措置としまして、子の手当は29年度から1万円、30年度以降も1万円、父母

等の手当は29年度が9,000円、30年度以降が6,500円となります。

30年度以降につきましては、配偶者がある場合、ない場合ともに、子の手当は1万円、父

母等の手当は6,500円と同額となります。

次に、勤勉手当の改正についてご説明します。

平成28年度の人事院勧告において、勤勉手当を年額で0.1か月引き上げる勧告がなされま

した。これを受け昨年12月の第4回定例会にて、条例改正を行い、その適用日を28年4月1日

としておりました。本来、この勤勉手当の引き上げ分は6月と12月に振り分けるべきもので
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すが、12月手当にのみ、0.1か月上乗せし、支給したところです。

第16条の4第2項中、職員については、「100分の90」を「100分の85」に、再任用職員につ

いては、「100分の42.5」を「100分の40」とし、6月支給と12月支給に振り分けるものです。

最後に、別表第3の等級別基準職務表ですが、資料の19ページになります。

医療職給料表第3表の等級別基準職務表、4級の職務区分の内容に、現在、主任保健師の

職務となっているところに、「主査保健師」の職務という主査の役職を加えるものです。

附則といたしまして、この条例は、平成29年4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申し上げます。

平野委員長 議案第21号についての説明が終わりましたので、皆様より質疑をお受けしま

す。ございますか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

平野委員長 ないようですので、続いて、議案第22号について、進めてまいりたいと思い

ます。それでは、説明を求めます。

若山課長。

若山総務課長 ただいま上程となりました、議案第22号 木古内町長等の給与に関する条

例の一部を改正する条例制定につきまして、提案理由をご説明申し上げます。

このたびの一部改正も、先ほどの議案第19号と同じく、昨年12月28日に開催されました、

木古内町特別職職員報酬等審議会において、諮問審議いただきました内容を受け、改正す

るものです。

資料番号1の20ページに、新旧対照表を添付しておりますので、ご参照願います。

第4条第2項中の、「100分の197.5」を「100分の207.5」に、「100分の212.5」を「100分の

222.5」に改めるものです。

こちらも、平成28年度の人事院勧告に伴う一般職の期末勤勉手当の引き上げにあわせて、

29年度からの期末手当支給月数を4.3か月に改定するもので、6月の支給月数を1.975か月、

12月の支給月数を2.225か月とするものです。

附則といたしまして、この条例は、平成29年4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申し上げます。

平野委員長 議案第22号の説明が終わりました。質疑をお受けします。

（「なし」と呼ぶ声あり）

平野委員長 ないようですので、総務課管轄の条例19号・21号・22号について、審議を終

えたいと思います。

それでは早速、予算審査に入っていきたいと思いますが、皆様方にお配りの総務課は、

総務グループと財政グループ、選挙管理委員会も含んでですが、事前に担当課と協議をし

まして、一括で全部説明をしたいということですが、皆さんよろしいでしょうか。

（「はい」と呼ぶ声あり）

平野委員長 それでは早速、予算案について、説明を求めます。

若山課長。

若山総務課長 予算委員会の説明に入る前に、先に今年度から29年度から予算書の様式が

変更になりましたので、その説明をさせていただきたいと思います。よろしいでしょうか。
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平野委員長 どうぞ。

若山課長。

若山総務課長 平成29年度予算書より、従前のＡ4横書きからＡ4縦書きの様式に変更され

ましたので、予算書の見方について、一般会計を例にご説明いたします。

一般会計予算書の1ページから7ページにつきましては、従前の様式をそのままＡ4縦書

きにしておりますので説明を省略します。

8ページの予算総額及び前年度当初予算に対する各款の割合については、従前はＡ4横で

左に歳入、右に歳出を掲載していたものを、上側に歳入、下のほうに歳出で掲載しており

ます。

9ページから11ページの予算総額及び目的別歳出予算節区分内訳については、従前はＡ4

横1枚の様式でしたが、Ａ4縦で（1）から（6）が9ページ、10ページに（7）から（12）、

11ページに（13）から（15）というふうに区切って掲載しております。12ページ・13ペー

ジは、従前の様式をそのまま縦書きにしたものです。

それから、大幅に変わった様式としまして、歳入・歳出の事項別明細書の見方をご説明

いたします。

歳入の15ページをお開き願います。

従前の様式は、款・項・目・節の項ごとに区切って、目・節の明細を掲載しておりまし

たが、今回から目ごとに区切って掲載しております。

例えば、このページには1款 町税に関する目別の明細が掲載されていますが、表の上

部に款・項の名称を表記し、目の名称、本年度・前年度予算額の合計とその比較を上段の

表に掲載しております。

そして、目の下に、目に属する節の名称と節ごとの合計金額、節の説明を掲載しており

ます。説明の掲載内容につきましては、前年度と同様の方法でとっております。

歳出のほうの39ページをお開き願います。

こちらも歳入と同様の様式に変更しておりまして、表の上段に目の本年度・前年度予算

額とその比較、本年度予算に対する財源内訳が掲載しております。節・説明については、

歳入と同様になっております。

また、歳出につきまして従前の様式と同様に、項が切り替わる際には余白を設けて、次

ページから新たな項に属する目の明細を掲載するようにしております。

47ページから49ページをお開き願います。

2項 徴税費につきまして、47ページ・48ページにわたっておりますが、3項 戸籍住民

基本台帳費に切り替わる時に48ページに余白を設けてあります。

49ページにいきますと、3項の内容を記載という形を取っております。

そのほか、105ページ、から109ページの給与費明細書・平成29年度一般会計職員給与費

予算科目別内訳は従前どおりです。

110ページから111ページには、継続費に係る事業の進行状況等に関する調書を見開きで

掲載しております。112ページ・113ページは、従前と変わりありません。

以上で、予算書の変更点に関する説明を終わらせていただきます。

続けて、29年度当初予算の全般的事項についてご説明いたします。

議案説明資料、資料番号2の1ページをご覧願います。
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当初予算における施策別の特徴について、比較的事業費の大きなものを八つの分野に分

けて抽出し、それぞれ事業費総額を掲載しております。

まず、（1）の北海道新幹線を核とした観光推進関連事業についてですが、事業費総額

は約2億5,400万円で、このうち新規事業が観光交流センター広場整備工事、薬師山展望台

等整備工事など3事業で5,650万円となっています。

前年度と比較しますと、2億5,200万円の減となっていますが、これは都市計画道路環状

線通整備事業を除いて、新幹線開業に伴い継続的に実施してきた駅周辺整備が完了したこ

とによるものです。

（2）の一次産業、二次産業を活用した事業展開につきましては、事業費が7,780万円と

なっており、新規事業は木古内漁港釜谷地区を活用したヤセウニ対策実証事業で352万5,0

00円で、そのほかに平成28年度の町長選後に補正した事業を含め、1,530万円の増となっ

ております。

2ページをお開き願います。

（3）の少子高齢化社会における保健福祉増進事業の継続・拡充につきましては、事業

費が1億8,600万円となっております。

このうち新規事業が高齢者等入浴無料券交付事業 541万5,000円で、前年度と比較する

と介護老人保健施設事業会計負担金が3,600万円の減、年金生活者等支援臨時福祉給付金

給付事業これも2,400万円の減少などにより、約4,270万円の減となっております。

（4）の地域医療の確保対策事業につきましては、事業費 3億8,700万円で、新規事業

は医療機関送迎バス更新事業 874万2,000円となっており、前年度と比較すると1,270万

円増加しております。

（5）の住民サービス向上・行政事務効率化事業につきましては、事業費約7,700万円と

なっており、全て新規事業となっています。

平成28年度と比較すると8,800万円減少しておりますが、釜谷生活改善センター移転改

築事業 1億4,000万円などの減少によるものです。

3ページをお開き願います。

（6）の教育・体育環境の改善・向上、ゆたかな文化を育む事業については、事業費 約

1億3百万円で、そのうち新規事業が学童保育施設運営事業 535万8,000円、木古内小学校

児童用机・イス購入 383万2,000円などとなっています。

平成28年度と比較しますと、約1,200万円減少しておりますが、スクールバス更新事業

約2,400万円などが減少していることによるものです。

（7）の安心・安全な町づくり実現のための防災・防犯対策事業については、事業費が

約3億4,600万円で、そのうち新規事業は橋梁点検事業吉堀橋補修工事で2,800万円、消防

関係の負担金事業があわせて1億1,800万円、産業会館耐震改修工事 6,410万円となって

おります。

平成28年度と比較すると、約1億6,600万円増加しております。

（8）は、平成29年度から新たに設けた項目になります。

人口減少対策事業、企業振興や移住定住対策として、事業費は約1,200万円となってお

ります。

内訳は、企業振興促進基金運用事業として企業振興促進助成金 525万円、企業誘致・
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移住促進ＰＲに係る旅費等の経費として53万9,000円、空き家を活用した移住対策として

空き家リフォーム助成事業 600万円、西部3町の地方創生広域連携事業として63万円とな

っております。

これら、施策関連事業を含めた一般会計の予算総額は、約39億8,400万円で、前年対比

では4億5,700万円、10.3％の減となっております。

なお、事業の詳細につきましては、各担当課の予算審議で説明されますので割愛させて

いただきます。

次に、4ページになります。

こちらは、歳入歳出の主なものを掲載しておりますのでご参照願います。

なお、当初時点での歳入不足を補う財政調整基金の繰り入れについては、約1億1,700万

円となっており、主な要因としては地方財政計画に基づく地方消費税交付金の減が1,400

万円ほど、地域包括ケアシステムの推進等に係る介護保険事業特別会計負担金の増、これ

が1,500万円ほど増、起債償還元金の増に伴う公債費の増が約2,500万円、渡島西部広域事

務組合負担金の増、1,700万円などによるものです。

次に、5ページになります。

4として、他会計及び一部事務組合等に対する繰出金と負担金を、5には一般会計以外の

全会計分の当初予算規模と、前年度当初予算からの増減額を掲載しておりますのでご参照

願います。

平成29年度につきましては、新幹線関連整備の終了により一般会計の予算規模が前年度

と比較して4億5,700万円程度減少しており、全会計総額につきましても、83億6,766万1,0

00円と前年対比で5億1,800万円、5.8％の減となっております。

以上、簡単ですけれども当初予算の概要について、説明を終わらせていただきます。

平野委員長 中身も入ってください。

若山課長。

若山総務課長 全体をとおしてまずお知らせしておきたいのが、今回予算全体をとおして

節の旅費が増額傾向にあります。これは、予算査定の段階でまず札幌出張については、木

古内から新函館北斗まで新幹線を利用して、それから特急北斗を利用していただくという

形での旅費の積算をしたことによること。それから、通常は1泊2日で出張していただいて

いるケースが多いのですけれども、主張の中身が1日夕方5時までかかったりですとかそう

いう会議が多いものですから、後泊を付けることによって1泊増える。こういった件もあ

わせて旅費全体が増えているということで、ご理解いただきたいと思います。

平野委員長 課長、ちょっとお待ちください。

ここまで全体の概要で続けてくださいと言ったのですけれども、これまでで何か質問が

あれば、総体の中での質問を受けたいと思います。

竹田委員。

竹田委員 冒頭、総務課長のほうから、ことしの予算書の作りの部分で。やはり予算委員

会がはじまってから書式がＡ4の縦型になっただとか、そしてこうだという。これは、事

前に何かの委員会なり全体協議会の中で、そういう部分は説明をしてもらわないと。いま

この場にきて「これがこうだ、ああだ」と。それなりにやはり前年度との比較の中では、

みんなそれぞれ議員は精査をしてきているのだけれども、この場にきてから説明ではなく、
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そういうポイントがあるとすれば事前に説明をしていただきたい。

それから、前段の予算概要資料は大変良い資料、新規継続事業を含めて記載をしていま

す。ただ、せっかく予算書も項立てで整理をしている。やはりここも事業は確かにわかる

のだけれども、予算書と照らし合わせる時に、はたして新幹線というタイトルが付いてい

るから、新幹線なり企画かなと思えばなかなか見つからないだとか、やはりここに説明の

資料を見てパッとわかるように、ちょっとメモをしていただくだとかそういうことをする

ことによって、お互いに効率が図れるのかなというふうに、この資料で遡って照らし合わ

せる時に、結構大変だったのですよ。ですから、せっかくこういう良い資料を作ってくれ

ていますから、その辺の添え書きをすることによって、より良い資料に生きるのかなとい

うふうに思いますので、いまこれをどうしてということは言いませんけれども、次年度の

括りの中でよくどうすればいいかという部分について、少し整理をしていただければなと

思います。

平野委員長 ほか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

平野委員長 なければ私からですけれども、確かに今回予算書については私も事前に目を

とおした中で、すごい見やすいなという感じを受けました。ただ、いま竹田委員が言うよ

うに、当日ではなくて配付の際に変わりましたという説明があればいいのかなと私も感じ

ておりましたので、次回からこのような変更がある際は、事前に報告をしていただきたい

と思います。

それと、この資料の中にはないのですけれども、課長のほうから総体的に旅費が上がっ

ていると。私も開会前に課長に気付いて伺った部分なのですけれども、新幹線になること

によって規定が変わって上がったという説明を受けましたが、そればかりではなくて我々

議会もそうなのですけれども、各課の旅費については当然ながら業務に必要な旅費だと捉

えていますが、全体の金額がやけに課ごとに上がっているなという感想を受けましたので、

年度ごとの旅費の金額内訳というのは資料として出ますか。

若山課長。

若山総務課長 いまの旅費の年度ごとの資料なのですけれども、いま手元にはないもので

すから、お時間をいただければ資料提出はできるかと思いますけれども。

平野委員長 資料を作っていただくということで、よろしくお願いいたします。

やはり旅費、各課ごとに審議をした中で、当然ながら必要な旅費ということで承認をし

ていくわけですが、町全体の予算を見た中の縦割りで旅費がこの町はかかっているのだと

いうのも予算審査をする中で、私個人としては必要だと思いますので、ぜひ資料の添付を

お願いします。

若山課長。

若山総務課長 一つ確認なのですけれども、何年間分が必要ですか。

平野委員長 調べる範囲にもよりますけれども、3年くらいが妥当なのかなと思いますけ

れども。

若山課長。

若山総務課長 過去3年間について、作成させていただきます。

平野委員長 よろしくお願いいたします。
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それでは、ほかにないようですので早速、予算の内容の説明を求めます。

若山課長。

若山総務課長 それでは、平成29年度総務課所管の歳出から説明をいたします。

なお、説明を簡略化するようにとの指示ですので、予算計上額の読み上げや、恒常的な

予算計上については説明を省き、大きく変更となった部分と新規事業等について、説明を

させていただきますのでご了承願います。

予算書の40ページ・41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 一般管理費について、ご説明いたします。

1節 報酬から7節 賃金までは、嘱託員3名分と非常勤職員等3名分の予算となっており

ます。

この非常勤職員のほうにつきましては、育児休暇ですとか病気休暇等の対応の2名分を

含んだ予算となっております。

9節 旅費につきましては、前年度から約120万円ほど増額となっておりますが、これは

新年度に渡島檜山地方税滞納整理機構及び北海道へ職員を派遣するための2名分の日額旅

費が増えたためです。

11節 需用費についても前年度とほぼ同額となっており、ふるさと納税に係る贈答品等

の予算についても同程度を計上しております。

議案説明資料、資料番号2の7ページをお開き願います。

今年度の1月末現在の一覧を掲載しております。1番の申込件数及び寄附金額ですが、17

2件、470万円ほどとなっております。括弧書きで昨年同時期の実績を載せておりますが、

ほぼ同程度となっております。

特産品の内訳等につきましては、常任委員会等でもご説明しておりますので詳細は省き

ますけれども、全体の約75％がはこだて和牛を含む肉類となっております。

その他、申込み方法等は記載のとおりとなっております。

予算書に戻りまして、13節 委託料ですが、41ページ上段の情報セキュリティ対策整備

委託料は、国の指示に基づくシステム整備費用です。その下の財務書類等作成業務委託料

483万2,000円については、国が要請している地方公会計制度の導入に際し、平成28年度

第2回定例会で、財務書類等作成に係るシステム改修及び初期データ作成・マニュアル整

備に係る委託料を補正させていただき整備しているところですが、平成29年度につきまし

ては、実際に平成28年度決算データを使用して、財務書類等を作成する業務を委託するも

のです。

その他、各種システム保守関連費用全体で、約2,140万円ほどの計上となっております。

14節 使用料及び賃借料、18節 備品購入費については、恒常的な予算を計上しており

ます。

19節 負担金補助及び交付金については、一番下段の地方公共団体情報システム機構へ

の130万2,000円、これはマイナンバーシステムの運用に伴う負担金で、これ以外は恒常的

な項目となっております。

次に、42ページをお開き願います。

上段の2目 職員厚生費については、職員の研修関係旅費や健康診断料等の費用になり

ますが、平成28年度からスタートしたストレスチェック制度関連経費約80万円ほども含め
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て、昨年度とほぼ同額となっております。

続いて、85ページをお開き願います。

消防費について、ご説明いたします。

負担金補助及び交付金の額は、消防庁舎改修、泉沢機械器具置場の改築や消防ポンプ自

動車の更新によるものです。

2目 災害対策費については、昨年度とほぼ同額となっております。

続いて、101ページをお開き願います。

12款・1項 公債費ですが、1目 元金が対前年比 3,902万6,000円増の4億1,636万9,00

0円、2目 利子が対前年比 1,368万9,000円減の4,611万6,000円となっておりますが、こ

れは元金が、主に平成25年度借入の起債の償還据置期間が終了し、元金償還が開始される

ことによる増額で、利子については、主に前年度借入分の借入予定利率が低減しているこ

とによる減額です。

続いて、103ページをお開き願います。

職員給与費ですが、再任用職員6名を含む64名分で、対前年度比で1,100万円ほどの減額

となっております。

続いて、104ページをお開き願います。

予備費は、前年度同額の200万円を計上しております。

105ページから109ページまでは人件費等の補助資料、110ページと111ページは継続費に

関する調書、112ページには債務負担行為に関する調書、113ページには地方債に関する調

書をそれぞれ掲載しておりますので、後ほどご参照願います。

それから、選挙管理委員会分もあわせて説明をさせていただきます。

50ページをお開き願います。

1目 選挙管理委員会費については、前年度の半額程度となっておりますが、29年

度は現在のところ、国政及び地方選挙の執行予定がないためでございます。

2目以降の各種選挙執行費につきましても、現時点では見込まれないため、全て減

額の予算となっております。

以上で、歳出の説明を終わります。

平野委員長 続けてください。

若山課長。

若山総務課長 続きまして、一般会計歳入について説明いたします。

18ページをお開き願います。

18ページの2款 地方譲与税から、20ページ上段の10款 交通安全対策特別交付金まで

は、総務省が提示する地方財政対策における交付総額見込みと、前年度までの実交付額の

推移を基に推計し計上しております。

これら交付金の中で、昨年と比較し増減額の大きいものといたしましては19ページ、6

款・1項・1目 地方消費税交付金ですが、平成28年度実績見込み及び総務省が示す交付金

増減率0.95より試算し、対前年度比 1,380万円減の8,620万円で計上しております。

続いて、20ページをお開き願います。

上段の9款・1項・1目 地方交付税は、対前年比 2,900万円増の20億7,400万円を計上し

ております。
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内訳としまして、普通交付税は2,900万円増の18億7,400万円、特別交付税は前年度同額

の2億円としております。いずれも地方財政計画と、ここ数年の実績額を考慮しての計上

となっております。

その他の交付金等につきましては、増減が少額であるため読み上げての説明は省かせて

いただきます。

続いて、31ページをお開き願います。

上段の15款 財産収入、1項 財産運用収入、2目・1節 利子及び配当金は、基金積立

金利子収入など、対前年比 57万6,000円減の837万3,000円を計上しております。

続いて、32ページから33ページにわたります。

16款 寄附金、1目 一般寄附金から4目 まちづくり応援寄附金まで、それぞれ1万円

を科目出しで計上しております。

33ページ中段の17款 繰入金、1項 基金繰入金、1目 財政調整基金繰入金 1億1,666

万2,000円は、当初予算段階での収支不足を補うための繰り入れとなります。前年度と比

較して4,341万2,000円減少しておりますが、収支不足の要因については、前段の当初予算

の概要で説明しておりますので割愛させていただきます。

続いて、34ページをお開き願います。

4目・1節 教育基金繰入金及び6目・1節 まちづくり応援基金繰入金につきましては、

資料の6ページをお開き願います。

こちらには、まちづくり応援基金及び教育基金繰入金の充当事業の内訳を掲載させてい

ただいております。

教育基金繰入金については、歳出の教育費で木古内小学校児童用机・イス購入費 383

万2,000円を予算計上しており、そちらに225万6,000円を充当しています。

まちづくり応援基金繰入金については、従来からまちづくり応援寄附金をいただいた都

度基金化し、一定程度積み立てた後、その寄附金の目的に沿った事業、特に備品購入や設

備改修など、比較的費用が高額なものに充当してまいりましたが、平成27年度からふるさ

と納税の取り組みをはじめ、平成27年度決算で640万円程度、平成28年度も29年1月末現在

で470万円程度の寄附金を受領し、さらに町外からの少額寄附者が増加していることから、

基金の充当方法について協議・決定したところです。

具体的には、平成29年度からの取り扱いとして、新年度予算編成時に財政で充当対象事

業を洗い出し、前々年度の基金積立額を目途に繰入金として新年度予算に計上する。ただ

し、後年度にまとまった額の基金充当を予定している事業等があれば、そちらを優先し留

保するとするものです。

充当事業の内訳につきましては、資料上段の表に記載のとおりとなっておりまして、今

年度は820万円を予算計上しております。目的別の基金充当額・残高については、下段の

表に記載しておりますのでご参照ください。

予算書に戻りまして、34ページです。

下段の2項 特別会計繰入金、1目 病院事業会計繰入金は、1,337万1,000円を計上して

います。

これは、一般会計で借り入れしている過疎債ソフト分の償還金のうち、病院会計相当分

を繰り入れするものです。
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35ページの18款 繰越金及び19款 諸収入、2項 預金利子につきましては、それぞれ

前年と同額を計上しております。

続いて、36ページです。

5項・1目・3節 雑入中、新市町村振興宝くじ交付金については、前年度実績見込みに

より161万3,000円を計上しております。

雑入の説明欄に記載の総務所管分については、それぞれ例年並みの計上となっておりま

す。

続いて、37ページになります。

20款・1項 町債、1目 総務債につきましては、後年度の交付税で全額補てんされます、

臨時財政対策債が1億1,310万円、過疎地域自立促進特別事業債、通称過疎ソフト分ですけ

れども、これは8,150万円、産業会館耐震改修及び観光交流センター広場整備事業のため

の公共施設整備事業債が9,910万円です。

38ページをお開き願います。

2目 商工債につきましては、薬師山展望台等整備のための観光施設整備事業債が1,750

万円。

3目 土木債につきましては、環状線通整備等のための道路整備事業債 3,290万円、戊

申橋・吉堀橋補修のための橋梁整備事業債 2,380万円。

4目 消防債につきましては、消防庁舎・泉沢機械器具置場等の改修及び消防ポンプ自

動車更新のための消防施設整備事業債 1億240万円。

町債総額で、4億7,030万円を計上しております。

以上で、歳入の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。

平野委員長 それでは、選管も含めまして、総務課所管の平成29年度の予算歳出歳入の説

明が終わりましたので、各委員より質疑をお受けします。

鈴木委員。

鈴木委員 一般の50ページの選挙管理関係なのですけれども、説明のほうで旅費の説明は

あったのですけれども、需用費で封筒等という項目説明が前年度の欄にはなかったので、

これはただ単に仕事が増えて増えた項目なのか、それともほかの説明の費用の部分を細か

く分けて欄が増えたのか、そこの確認だけしたいのですけれども。

平野委員長 幅崎主査。

幅崎主査 鈴木委員のお尋ねですが、50ページに記載の選挙管理委員会関係の需用費です

が、金額が小さいために総務課長からの説明は省いておりましたが、ここに3年に1回の政

治活動の証票。町内に政治活動の看板がありますが、そこの許可証のシールを経費、これ

を数千円計上しておりますので、標記が変わったのですが、少額のため説明は省かせてい

ただきました。

平野委員長 ほか。

竹田委員。

竹田委員 1点、確認をしたいと思います。

85ページの消防費なのですが、消防費の詳細等については、西部広域の中で議論をして

いると思うのですけれども、ただ我が町として負担金として、3億円あまりを負担をする

わけです。そして、前年比の中で7,500万円ほど増になっている。これは、先ほど総務課
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長の説明の中で庁舎の改修あるいは泉沢分遣所の改修だとか消防車の更新等々もあって、

公債費についても1億円の予算を計上しています。やはり我々我が町としても、これから

こういう確かにインフラ整備等を含めてかかってくる部分がこれからの財政ですごく危惧

されるところなのです。ですから、やはりこれらについては広域で議論をしたからという

ばかりではなく、我が木古内町の議会においても負担金で3億円の予算計上をするわけで

すから、これの詳細を資料として添付をすべきではないかとこういうふうに思うのですよ

ね。この辺については、見解としてどうですか。

平野委員長 副町長。

大野副町長 ただいまの消防費の関係でございますが、2月24日に既に渡島西部広域事務

組合の議会のほうは終了しておりまして、そこに詳細・資料等も提案されておりますので、

私が認識をしているところで申し上げますと、それぞれ広域連合、広域事務組合、そうい

ったところに出席の議員さんが復命をするという形で伺っておりますので、私どもとして

は準備はしていなかったのですが、必要ということであれば関係の図面等は用意をさせて

いただきます。

また、渡島西部広域事務組合のほうで消防施設等の広域消防の年度別整備計画というの

も作っておりますので、それも冊子になっておりますので、そういったものもお示しと言

いますか参考としてお渡しすることは可能ということになろうかと思います。ただ、申し

訳ないのですけれども、二重議論は避けていただきたいなというふうに思っております。

これは、西部の事務組合がある以上、そちらのほうが地方公共団体でございますので、そ

ちらのほうで審議決定をされたことについて、再度ここで議論をするということについて

は、避けていただきたいというふうに思っております。以上です。

平野委員長 竹田委員。

竹田委員 いま副町長の説明がされたように、重々理解はするものの、やはりそれであれ

ば広域議会のあったあとの復命の場を議会として、きちんと周知を図らないとこういう現

象が出るのですよね。ですから、もし資料として添付が可能なものであれば、資料を付け

てもらえれば。

平野委員長 竹田委員、待ってください。

広域の議員がいるわけですから、我々議会内でまずそこをやるべき話ですよね。

暫時、休憩をいたします。

休憩 午前10時30分

再開 午前10時37分

平野委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

先ほど休憩の前に、竹田委員のほうから行政側に資料の要求等々の意見があったのです

けれども、休憩の中で話したとおり、議会事務局のほうで資料を用意するという進みにな

りましたので、皆さんご理解ください。

ほか。

鈴木委員。

鈴木委員 41ページの14節 使用料及び賃借料の電話借上料が約10分の1ですよね。ウイ
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ルス対策ソフト、こちらが関連があるのか6分の1になっていまして、予算を低く押さえて

いるのは基本的には良いことだと思うのですけれども、この二つの関連性が仕事上あるの

かというのと、予算が10分の1と6分の1になったという部分の説明をしていただければと

思います。お願いいたします。

平野委員長 幅崎主査。

幅崎主査 41ページのまず電話機の借上料が10分の1になった件でございますが、リース

期間が終了したあとの使用方法なのですが、10分の1の価格で壊れるまで使用が可能だと

いうことで、今年度以降はこの10分の1の額でしばらく使っていけるということで、この

予算になっております。

あと、ウイルス対策につきましては、いまも27年度の予算の繰越明許の予算執行が行わ

れているところですが、国のほうで指示のありますウイルス対策の指示です。こちらのほ

うに基づく対策を行っているところで、29年度の当初予算としては若干押さえている予算

になっておりますが、今後、新たな指示が出ればそれにあわせた補正等を組んでいかなけ

ればならないと考えております。当初予算で把握している部分だけをここに載せておりま

すので、このような額になっております。

平野委員長 ほか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

平野委員長 ないようですので、以上で総務課所管の予算審査を終えたいと思います。

総務課の皆さん、お疲れ様でした。

暫時、休憩をいたします。

休憩 午前10時42分

再開 午前10時44分

（３）議会事務局

平野委員長 それでは、休憩を解き、会議を再開いたします。

続いての調査事項につきましては、（3）の議会事務局となります。

早速、議会事務局の歳出の平成29年度予算案について、説明を求めます。

吉田局長。

吉田議会事務局長 それでは、議会費の予算について、説明いたします。

まず、予算書39ページをお開きください。

1款・1項・1目 議会費の本年度予算額は4,649万7,000円で、前年度比 156万3,000円

の増となっております。

1節 報酬は、前年度と同額となっております。

3節 職員手当等につきまして、議員の期末手当月数が人事院勧告により変更となった

職員の期末手当支給月数にあわせまして、0.2か月増の4.3か月になったことから、42万2,

000円の増で907万5,000円となっております。

4節 共済費につきましては、負担金の率が100分の41.0から100分の39.7に変更となっ

たことにより、25万2,000円減額の864万8,000円となりました。



- 16 -

7節 賃金から8節 報償費については、前年度とほぼ同額でございます。

9節 旅費につきましては238万2,000円で、前年度比 84万5,000円の増となっておりま

す。これは、東京都江戸川区視察訪問として議員10名、事務局1名，あわせまして11名の

旅費を計上したことによる増額となっております。

続いて、10節 交際費は前年度と同額です。

11節 需用費につきましては、前年度比 9万9,000円の増の76万1,000円です。議会だ

よりの発行ページを2ページ増やし16ページにしたこと、それと4回の発行のうち1回のみ

表紙と最終ページの2ページをカラー印刷にしたことによる増額となっております。

12節 役務費です。前年度とほぼ同額です。

13節 委託料は61万円で、前年度比 41万1,000円の増です。昨年の12月定例会より、

一般質問の時間制を試行的に導入し実施しておりますが、本年6月定例会から本格実施す

ることから、一般質問残時間システム整備業務委託料として、41万1,000円を計上したこ

とによる増額となっております。

資料の8ページにイメージ図を記載しております。31.5インチのディスプレイを2箇所に

設置し、残時間表示を行います。その操作につきましては、既存のインターネット配信用

のパソコン内で西嶋主査が行うということになります。

続いて19節 負担金補助及び交付金につきましては、前年度とほぼ同額でございます。

引き続き、歳入の説明をします。37ページです。

19款 諸収入、5項・1目・3節 雑入で下から二つ目、雇用保険繰替金 43万6,000円の

うち8,000円が議会分ということであります。

以上で、説明を終わります。よろしくご審議をいただきたいと思います。

平野委員長 それでは、議会事務局より予算に対しての説明が終わりましたので、質疑が

あればお受けします。

竹田委員。

竹田委員 別に予算については問題視しているわけではないのですけれども、旅費が増額

になって今年度江戸川区のほうに全員で行くということなのですけれども、これもこうい

う事業の中で縷々、ほかの課での江戸川区にかかる行政計画の一つ。当然、これはもう単

年度ということではないのですよね。何年くらいこれを当面継続するのか、3年なのか、5

年なのかというその考えだけ。

平野委員長 吉田局長。

吉田議会事務局長 これからの部分でございますけれども、とりあえずこれは29年度の予

算ということで、お示しをしております。ただ、今後につきましては、いまのところまだ

考えはございません。

平野委員長 竹田委員。

竹田委員 当然、せっかくはじめての試みで交流人口を含めた部分で、町とすれば大きな

期待をしているわけだから、今年度は例えば全員で表敬訪問なのか、何かの研修なのかと

いう部分はこれからの部分で出てくると思うのですけれども、当然ながらことし限りで終

わりではなく、やはり継続性を持った考えで今後。予算計上的には29年度の単年度予算だ

けれども、30年・31年とも人数だとかは別に、ただ継続するのだとそういうやはり意気込

みがあって、この事業を提案というかしたのかなというふうに思っていたものですから、



- 17 -

その辺の意気込みを含めた部分について。

平野委員長 又地議長。

又地議長 継続してやっていきたいなという気持ちもあります。ただ今回、今年度予算を

組んだのは、ことし行ってみて江戸川区の人方といろいろ話をする中で、議会としてある

いは町場の人方も随分何回かもう既に行っているという中で、どんな将来に向けたいろん

な何と言いますかプラスになるものがあるだろうだとかそういうものを精査する中で、来

年度また皆さんと知恵を絞りながら予算を組めればいいなとそんなふうには思っていま

す。財政のほうもそれなりにお願いをして、84万いくらもプラスにして増やしてもらった

ので、その使命を持ちながら行ってみたいなと思いながら、1回限りでないように研修を

したいなとそんなふうに思っております。

平野委員長 江戸川区が毎年いいのか、それとも江戸川区と関連した行事をやっていると

ころがいいのか、まさにこれから我々が協議をしていくことですので、竹田委員も含めて

次年度以降どうしたらいいのか、皆さんで協議をする場を設けていきましょう。

ほか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

平野委員長 ないようですので、以上で議会事務局の予算審査を終えたいと思います。

（４）監査委員事務局

平野委員長 続いて、監査委員事務局の説明を求めます。

吉田局長。

吉田監査委員事務局長 それでは、29年度の監査委員費の予算について説明いたします。

52ページをお開きください。

監査委員費は、歳出のみの予算となっています。

2款 総務費、6項・1目 監査委員費、本年度予算額は135万5,000円で、前年度より2万

1,000円の増となっておりますが、1節 報酬から19節 負担金補助及び交付金までは、ほ

ぼ前年度と同額となっておりますので、説明は省略させていただきます。以上です。

平野委員長 以上、説明が終わりましたので、質疑があるかたはお受けします。

（「なし」と呼ぶ声あり）

平野委員長 ないようですので、以上で監査委員事務局の予算審査を終えたいと思います。

続いてのまちづくり新幹線課の準備ができるまで、暫時、休憩をいたします。

休憩 午前10時54分

再開 午前11時05分

（５）まちづくり新幹線課

平野委員長 それでは、休憩を解き、会議を再開いたします。

続いての予算審査につきましては、まちづくり新幹線課でございます。

まちづくり新幹線課並びに振興室の皆さん、大変ご苦労様です。
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早速ですが、平成29年度の予算案説明をこちら皆さんに配付の日程については、まちづ

くりグループと新幹線振興室というふうに分けておりますが、一括で歳入歳出あわせて説

明をしますので、よろしくお願いします。

それでは早速、説明を求めます。

福田課長。

福田まちづくり新幹線課長 まちづくり新幹線課でございます。よろしくお願い申し上げま

す。

はじめに、歳出の説明をさせていただきます。

説明につきましては、ただいま委員長が申し上げましたとおり、まちづくりグループ、

新幹線振興室あわせて、説明をさせていただきます。

また、例年と内容に変動がなく、また少額な予算計上項目等につきましては、説明を割

愛させていただきます。

まちづくり新幹線課は、まちづくり企画業務でございますが、あと新幹線、広域観光、

都市計画に関する予算を所管してございます。

それでは、予算書の順番に予算内容について、ご説明を申し上げます。

41ページをお開きください。

1目 一般管理費でございます。

19節 負担金補助及び交付金の下から二つ目、道南いさりび鉄道会社通学利用者助成金

として、196万1,000円を計上してございます。

ＪＲ北海道から道南いさりび鉄道に経営が替わりまして、通学定期料金が約3割アップ

したことを受けまして、昨年同様、助成を行うものでございます。

対象者は、43名を計上してございます。

次に、44ページをご覧ください。

5目 企画振興費でございます。

8節 報償費でございますが、85万1,000円を計上してございます。

札幌木古内会参加報償費 17万2,000円につきましては、昨年度までは15名分を計上し

ておりましたが、参加者等の実態を踏まえまして5名分を追加し、今年度は20名分を計上

させていただきました。

それから、東京木古内会参加報償費 4万円でございますが、今年度新たに計上した項

目でございまして、札幌木古内会参加報償費と同じく、宿泊費相当額 8,000円を5名分計

上してございます。

9節の旅費、11節 需用費は、昨年度同様でございます。

13節 委託料で、530万6,000円を計上してございます。

木古内町町勢要覧作成業務委託料 443万4,000円は、本編、ダイジェスト版、資料編、

この三つを各5,000部作成するものでございます。

ホームページ保守委託料は87万2,000円、新年度から更新されるホームページの保守費

用でございます。

19節 負担金補助及び交付金で、5,123万5,000円を計上してございます。

主な項目といたしまして、江差木古内線バス運行補助金 3,188万3,000円、道南いさり

び鉄道会社運行補助金 700万円を計上してございます。
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新規計上した項目でございますけれども、空き家リフォーム助成事業補助金 600万円、

地方創生広域連携事業負担金 63万円がございます。

資料番号の2、38ページをご覧ください。

ここには、空き家リフォーム助成事業補助金につきまして、説明をしてございます。

先の総務・経済常任委員会でいただきましたご意見等を踏まえまして、助成内容は町内

事業者が施工することを条件に上限を100万円といたしております。

また、予算計上につきましては、6件分を計上したものでございます。

地方創生広域連携事業負担金につきましては、当町と知内町、福島町の三町が連携いた

しまして、移住に関するポスター、リーフレット等を作成し、東京都で移住情報を発信す

るという事業でございます。

東京交通会館にポスター、パンフレットを常備しまして、移住相談セミナーを1回開催

するという内容になってございます。

財源につきましては、地方創生推進交付金を充当することとしてございます。

25節 積立金で、250万1,000円を計上してございます。

江差線代替輸送確保基金積立金で250万円を計上してございますが、これは基金運用に

かかる利子分でございます。

企画振興費は、合計で6,217万1,000円の計上でございます。

次に、46ページをご覧ください。

6目 新幹線推進費について、ご説明をいたします。

9節 旅費で、普通旅費 237万9,000円を計上してございます。

北海道新幹線関連の関係機関協議や企業誘致、北海道新幹線木古内駅開業ＰＲに要する

費用でございます。

11節 需用費でございますが、開業啓発グッズとして、217万円を計上してございます。

キーコうちわやシール、クリアファイル等の各種ノベルティを作成する経費でございま

す。

資料番号の2、33ページに、一覧を添付してございますのでご覧ください。

12節 役務費でございますけれども、新幹線開業ＰＲ事業広告料といたしまして、100

万円を計上してございます。

ラジオや新聞、雑誌などを利用したＰＲを行うものでございます。

19節 負担金補助及び交付金で、652万6,000円を計上してございます。

企業振興促進助成金で525万円を計上してございますが、設備投資、外国人技能実習生

にかかる助成金を計上してございます。

25節 積立金 3万円は、昨年設置いたしました、木古内町企業振興促進基金の運用に

かかる利子分でございます。

新幹線推進費は、合計で1210万5,000円の計上でございます。

続きまして、次に7目 広域観光推進費についてご説明を申し上げます。

8節 報償費で、38万円を計上してございますが、木古内町観光大使の奥田政行シェフ

の来町に要する費用を2回分計上してございます。

9節 旅費で、普通旅費 47万6,000円を計上してございますが、広域観光事務に要する

経費でございます。
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11節 需用費で、一般消耗品費 30万円を計上してございます。

これは、奥田シェフにご協力いただいております食のイベントに係る消耗品費、印刷製

本費でございます。

13節 委託料で、観光交流センター指定管理料として、1,395万3,000円を計上してござ

います。

資料34ページに、内訳を添付しておりますのでご覧ください。

15節 工事請負費で、観光交流センター広場整備事業工事として、3,500万円を計上し

てございます。

資料番号の2の35ページに、資料を添付してございますのでご覧ください。

19節 負担金補助及び交付金で、247万円を計上してございます。

新幹線木古内駅活用推進協議会負担金 240万円は、昨年度と同額でございます。

資料の36ページに、今年度の事業計画（案）を添付しておりますのでご覧ください。

広域観光推進費は、合計5,261万3,000円の計上でございます。

次に、51ページをお開きください。

1目 統計調査費でございます。

今年度は、就業構造基本調査に要する費用を計上してございます。

統計調査費は、合計で16万円の計上となってございます。

次に、82ページをお開きください。

1目 都市計画総務費について、ご説明をいたします。

1節 報酬、9節 旅費、11節 需用費は、例年と同様の予算計上でございます。

13節 委託料で、木古内町マスタープラン見直し業務委託料として、849万円を計上し

てございます。

平成15年度に策定したマスタープランは14年が経過しておりまして、北海道新幹線や駅

周辺整備事業による町の状況変化を踏まえまして、今後のまちづくりを見据えた都市計画

用途地域の検証や見直し等を行うものでございます。

資料番号の2の41ページに、説明資料を添付しておりますのでご覧ください。

28節 繰出金で9,205万6,000円を計上しておりますが、下水道事業特別会計繰出金でご

ざいます。

都市計画総務費は、合計で1億73万8,000円の計上でございます。

次に、2目 街路新設改良費でございます。

9節 旅費は、昨年度同様でございます。

資料番号の2、42ページ・43ページに、説明資料を添付しておりますのでご覧ください。

13節 委託料で、都市計画道路環状線通整備事業、道南いさりび鉄道工事施工委託料と

して、8,600万円を計上してございます。

今年度は、旧橋の撤去工事、それから電化設備の復元工事を実施することとしてござい

ます。

15節 工事請負費で、都市計画道路環状線通整備事業、道路改良舗装工事 1,900万円

を計上してございます。

こちらは町が施工する工事でございまして、道道へのすり付け部分の道路工を計上して

ございます。
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街路新設改良費は、合計で1億542万4,000円の計上となってございます。

次の都市計画整備費につきましては、駅周辺整備事業が終了したことから、予算計上は

ございません。

以上で、歳出についての説明を終わります。

続きまして、歳入の説明をしてよろしいでしょうか。

平野委員長 どうぞ。

福田課長。

福田まちづくり新幹線課長 それでは、歳入の説明をさせていただきます。

はじめに、24ページをお開きください。

1目 総務費補助金について、ご説明を申し上げます。

1節 総務費補助金で、地方創生推進交付金 31万5,000円を計上してございます。

先ほど歳出でご説明いたしました、地方創生広域連携事業負担金の財源でございまして、

補助率は50％でございます。

25ページをご覧ください。

4目 土木費補助金について、ご説明を申し上げます。

1節 都市計画費交付金で、街路事業交付金 6,825万円を計上してございます。

これは、歳出でご説明いたしました、街路新設改良費の財源となる社会資本整備総合交

付金でございまして、補助率は65％となってございます。

次に、27ページでございます。

1目 総務費補助金、1節 電源立地地域対策交付金で、247万6,000円を計上しておりま

す。

これは、全額が保健師の人件費の財源となるものでございます。

2節 地域づくり総合交付金で691万4,000円を計上しておりますが、このうち256万4,00

0円が当課所管の予算でございます。

財源の充当先は、新幹線推進費となってございます。

29ページをご覧ください。

3節 統計調査費委託金で、13万5,000円を計上してございますが、これは各種統計調査

に係る財源となってございます。

30ページをご覧ください。

1目の財産貸付収入、1節の土地建物貸付収入で、ちょっと暮らし住宅貸し付け収入とし

て、22万5,000円を計上してございます。

2月1日から供用開始いたしました、ちょっと暮らし住宅の利用料でございまして、一日

1,500円で、150日分を予算計上をしてございます。

31ページをご覧ください。

2目 利子及び配当金、1節 利子及び配当金で、江差線代替輸送確保基金積立金利子収

入で250万円、木古内町企業振興促進基金利子収入で3万円を計上してございます。

33ページをご覧ください。

下から二つ目ですけれども、2目の江差線代替輸送確保基金繰入金、1節 江差線代替輸

送確保基金繰入金で、3,188万3,000円を計上してございます。

これは歳出でご説明いたしました、江差木古内線バス運行補助金の財源でございます。
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34ページをご覧ください。

5目 企業振興促進基金繰入金、1節 企業振興促進基金繰入金で、525万円を計上して

ございます。

これも歳出でご説明いたしました、企業振興促進助成金の財源となるものでございます。

37ページをご覧ください。

1目 雑入、3節 雑入のうち、当課所管の予算についてご説明をいたします。

上の二項目ですが、広報送付手数料は3万円、広報有料広告掲載料は30万円の予算計上

としてございます。

以上で、歳入についての説明を終わります。よろしくお願いいたします。

平野委員長 それでは、まちづくり新幹線課、振興室の部分も含めて、予算説明が行われ

ました。

それでは、質疑をお受けいたします。

新井田委員。

新井田委員 私のほうからは二つほど、確認をさせてください。

まず、45ページの負担金補助及び交付金という中で、去年が約2,500万円、ことしは5,1

00万円ちょっといっているのですけれども、2,600万円以上のものが今回アップになって

いるのですけれども。この中で中段のちょっと下なのですけれども、江差木古内線バス運

行補助金ということで、約3,200万円ほど載っていますけれども、これは前回28年は1,720

万円程度の予算組だったと思うのですけれども、この辺の内訳をお聞きしたいということ

と、もう一つは次の46ページ。広域観光推進費という中で、15節 工事請負費の観光交流

センター広場整備事業工事ということで3,500万円、これは承知しているところですけれ

ども、いわゆる費用対効果というか金額は当然ながらそれはそれでいいのですけれども、

シミュレーションとしてどの程度の集客あるいは金額的な部分も含めて見込んでいるの

か、この辺もあわせてお聞きしたい。この2点を質問をさせてください。

平野委員長 福田課長。

福田まちづくり新幹線課長 これは、はじめにまず45ページの江差木古内線バス運行補助金

でございますけれども、これにつきましては国の補助基準これがありまして、平成29年度

は28年度と比較して少し補助金の額が下がると。これは、乗車密度等によりまして基準が

あるということで、これを見越した基金からの運行補助を計上したということでございま

して、補足しますと今後バスの乗車人員・密度こういったものが低下していきますと、国

の補助基準からもいずれ外れる時期も来るということで、そういったものも全て見越した

中での18年間のバス路線の補助金、9億円の総額というのはそういった組み立てになって

おりますので、ご了承いただきたいと思います。

平野委員長 丹野室長。

丹野新幹線振興室長 46ページの15節です。観光交流センター広場整備事業につきまして

は、道の駅に隣接した施設ということで、道の駅としましては町長の念頭挨拶にもござい

ましたとおり、年間50万人の来館者を目標としているのとともに、年間を通じてイベント

を実施していただきたいということで、指定管理者にもお願いをしておりますので、そう

いったことを通じてこの広場の事業効果を高めてまいりたいというふうに考えておりま

す。以上です。
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平野委員長 新井田委員。

新井田委員 そうだと思います。だから、この事業に関しては別に反対だとかということ

ではないのだけれども、やはりこういう事業計画にあたって年間のトータル的な動向とい

うのは当然骨組みはきちんとされなければいけない部分だと思いますけれども、ただこう

いう部分で3,500万円かけて、全体で集客を狙うと。それはわからないわけではないです

けれども、55万人というような計画もありますけれども、何かちょっとインパクトが弱い

なという気がするのですけれども。これだけの金額をかけて、概ねの集客というのはなか

なかわかりづらい部分もあるのかもしれないけれども、ある程度ストーリーがないとその

辺の思惑というか、ただ全体をとおして集客を呼びたいからこうやるのだというようなそ

ういう答弁に聞こえるのですけれども、それはそれでいいのかもしれないけれども、もう

ちょっとインパクトが弱いなというような気がしたのです。子どもさんを含めて、さらな

る集客ということを考えているのだろうけれども、それはそれでいいのだけれども、何か

根本的な部分がいまいち明確でないというような気がしないでもないのですけれども、そ

の辺はどうですか。

平野委員長 丹野室長。

丹野新幹線振興室長 何を聞いているのかちょっとよくわからなかったのですけれども、

広場の。

平野委員長 町長。

大森町長 新井田委員のお尋ねは、骨格がよくわからないというようなご質問かと思いま

す。いま道の駅は、昨年1年をとおして開業以来55万人のお客様に恵まれたと。通常皆さ

んの常識の中では、次の年は落ちると。「数割程度、落ちる」ということは、よく皆さん

の口から聞くのですが、道の駅もまさにそうで、スタッフの皆さんに聞いたら「ことしは

もう少しダウンするであろう」と。しかし、ダウンしたのであれば外に発信していく発信

力が非常に上回るものですから、何としても50万人はキープしたいということで、社団法

人の北島理事長とも協議をいたしまして、開業から1年の目標は50万人にしましょうとい

うことで、双方が一致をしてその数字に向けて動き出しているわけでございますが、そこ

で私どもは何をやってきたかと言いますと、この50万人をお迎えしている間にも翌年度の

お客様の集客を図るべく、まちづくり新幹線課振興室を中心に開業前と同じ量の外に出て

の発信・営業をしております。

これに加えて道の駅のほうでは、お客様からご意見を聞くというボックスを置いてあり

ます。そのボックスの中に、子どもが遊べるところがもう少しほしいねと。設計当初は、

こんなに子どもさん達がたくさんお出でくださるとは思っていなかったものですから、確

かに子どもが遊べるゆっくりできるというのは、木のプールだけなのです。そこで、もっ

と子どもに長く居ていただくことによって、親も長く居る。滞在時間が増えれば購買力に

つながると。こういったことを一つ考えまして、そのうちの一つの案として隣接する用地、

ちょっと古い建物等があってお客様にもあまり良い印象を与えることもなかったものです

から、そこを民間の人に譲っていただいて整備をして、子どもが遊べる場所。それを横で

見る、そして食事・飲み物をする場所、こういったものを併設しようじゃないかというと

ころで、スタートいたしました。

このことを含めまして、今年度と言いますか1年間の目標を50万人という大きな目標で
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いま動いているところでございます。ご理解願います。

平野委員長 新井田委員。

新井田委員 すみません、私の聞き方があまりまとえてなかった部分はお詫びします。

いま、町長のほうからご説明をいただきました。もちろん集客のためであるということ

は理解していますし、私どももいま町長からお話に出たように、ことしは一体どうなるの

だろうとそういう思いはやはり気持ちにあります。ですから、いろんなイベントの中で何

とか集客をということも理解しております。その一端という中で、具体的にいま町長のほ

うから話をいただきましたので、まさにそのとおりだと思いますし、ぜひ50万人と言わず、

さらに50万人以上の人を集客できるイベント・仕組みをこういう事業を展開しながら、ど

んどん集客していただきたいと。思いは一緒でございますので、理解はしました。ありが

とうございます。

平野委員長 この件につきましては、常任委員会の中でも散々議論をしましたし、いま町

長がおっしゃったことは常任委員会の中でも同様な説明があった部分です。ただ、今回予

算委員会ですので、おそらく新井田委員は経済効果も含めて、これをやることによって数

字的な応えを求めたと思うのです。ただ、担当課としましても町長もおっしゃったとおり、

経済効果は実際これだけの公園を造ったから、じゃあいくらの経済効果という数字はなか

なか表現ができる部分ではないと思いますので、その辺の行き違いと言いますか、ただ町

長から50万人が目標のためにと来客人数の数字も出されましたので、ご理解いただきたい

と思います。

ほか。

鈴木委員。

鈴木委員 3点ほどあります。41ページの去年の一般質問で出ました道南いさりび鉄道の

通学利用者助成金、こちらに関しましては親御さんともに、本当に嬉しいなとか町に対し

ての感謝の声がよく聞こえてくる事業であります。

ただ、その中で確認をしておきたいのが、こちらの事業名の中から通学利用者という表

現が本来は43名の高校生なのですけれども、専門だったりとか大学のかたもどうなのでし

ょうという町民のかたの声があるのですよ。ですので、この名称に関して今後、専門・大

学を視野に入れた中での名称なのか、もしそうでなければ道南いさりび鉄道会社高校生通

学助成金という名称が適切なのかなと思ったりもしているのですけれども、このあたりの

ご説明と次が46ページの需用費、開業グッズです。去年、開業しましてことしで1年が経

ちますから、予算が約半分になるのは十分に理解しております。予算が半分になった中で

も開業前と開業後のグッズの役割というのは、おそらく細かい部分で言うと変わってくる

のかなと思っているので、そのグッズの内容とか数量をどのように判断されて予算を計上

されたのかなという説明をしていただきたいのと、29年度には載っていないのですけれど

も、28年度の委託料で新幹線開業ＰＲ事業、プロモーション活動で100万円ほど予算計上

をされていて、本年度は全く計上がされていないので、このあたりのどのような判断で。

おそらく開業されたからだと思うのですけれども、前後の経緯もご説明していただければ

と思います。以上です。

平野委員長 3点ほどになりますが。

福田課長。
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福田まちづくり新幹線課長 私のほうからは、一般管理費で計上してございます道南いさり

び鉄道への通学利用者助成ということで、お答えをいたします。

この通学助成につきましては、高校生対象ということで、当初から専門学校・大学につ

いては対象としないということで、運用してきております。また、今後もこの考えは変え

るつもりはございません。名称についてなのですが、確かにおっしゃられるとおり通学利

用者、「何の通学だ」ということになりますので、高校通学利用者等の文言については今

後、予算説明項目の名称については考えていきたいと思いますので、ご了承願いたいと思

います。

平野委員長 丹野室長。

丹野新幹線振興室長 2点目のＰＲグッズの関係ですけれども、私が来てからの2年間のプ

ロモーションの実績で申し上げますと、1年目がだいたい80件以上のプロモーションを実

施してきております。

2年目となる今年度については、60件のプロモーションの実施となっておりまして、来

年度は少なくとも40回以上のプロモーションを計画をし、その中で旅費とか委員ご指摘の

需用費等の積算を積み上げてきたところであります。

うちわ等については、夏季のイベントを中心とした実際に使う数ということで、昨年度

もかなり大量に作らせていただいたのですけれども、イベントも非常に多くて全てなくな

っておりますので、数は半分くらいにはなっているのですけれども、十分にプロモーショ

ンで活用できる量は確保されているかなというふうに思っています。

それから、クリアファイル等とかについては、シール等もそうなのですけれども、視察

等での利用も含めて考えております。視察についても一昨年は、だいたい500名程度の視

察が来ております。開業後、今年度は300人以上の視察が来ていますけれども、こちらに

ついては来年度以降大幅に減るのではないかなという想定の下で、こちらの啓発グッズ等

も積算を進めているところでございます。

それから、街路灯のフラッグについては、いま駅前の駐車場に木古内ののぼりと同じよ

うなデザインのフラッグが掲げられていると思うのですけれども、やはり海岸に近いとい

うこともありまして、非常にすぐ劣化が進むということもあって、これについては更新の

ための費用ということなので、最低限のものを計上させていただいているという状況でご

ざいます。主なものはそういったところでございます。

イベントの景品等は、実際の品目としてはふっくりんこのお米なのですけれども、それ

については道外のプロモーションのほかに、町内のイベントで例えばゴールデンウィーク

であればスタンプラリー等を実施しております。それの完走者にノベルティを渡したりと

いうことがありますので、こちらはあまり大きく減ってはいないかなというふうに思いま

すし、来年度も引き続き町内イベント等にラップした開業プロモーションというのは継続

をしていくという考えでございます。

それから、3点目のＰＲに委託料です。昨年度は100万円、今年度はゼロという形になっ

ていますけれども、この委託料については、キーコが仙台で長期間プロモーションを実施

しています。これも2年前、私が来た時からやっていまして、1年目は40日だったかと思い

ます。今年度も30日ぐらいずっと仙台にキーコを置きっぱなしにして、これは地元の仙台

のイベント会社に委託をしていた費用になっています。来年度は委託という形ではなくて、
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我々の職員の旅費を活用しながら仙台・東北、それから首都圏のプロモーションについて

は、対応していきたいと考えておりますので、委託料については全落ちという形になって

おります。以上です。

平野委員長 鈴木委員。

鈴木委員 丹野室長のご答弁で、ほぼほぼ全て理解できました。

1点だけ要望と言いますか確認なのですけれども、キーコのうちわも大変好評で、町民

のかたも結構持っていたりするわけでございます。町長もよくおっしゃっています、「一

度来てまた来てほしい、何度も道の駅に来てほしい、木古内に来てほしい」と。そういう

思いをノベルティを作るということはもちろんデザインですとかロッドの予算の関係があ

ると思うのですが、例えば2年目なら「2」と入った何か毎年来ても同じ内輪ではなくて、

毎年来ると違うデザインのものがいわゆる木古内と新幹線のＰＲ用のグッズが増えていく

ようなちょっと集めたくなるようなそういう工夫もしていただけたら大変嬉しいなと思っ

ております。以上です。

平野委員長 ほか。

竹田委員。

竹田委員 45ページの先ほど新井田委員のほうから質問をした江差木古内線の代替バスの

関係ですけれども、先ほどの課長の説明の中で乗車密度が落ちていると。だけれども、常

任委員会等の報告の中では、ＪＲから見ればバスの乗車率のほうが上がっているというふ

うに報告を確かしていますよね。ですから、我々の認識とすれば乗車が増えているという

気がしているのです。ただ、先ほどの説明の中では密度が下がっているという。何人を例

えば目標にして、何人が例えば減になっているから、それで国の補助等も受けられなくな

って基金からの持ち出しが増えたという。そういう部分も基金については、見通して基金

を繰り入れしてもらったのだということからすれば、財源的には心配ないだろうとは思う

のですよね。ただ、これだったらどんどん乗車の密度が落ちて、国の制度がなくなれば丸

々基金の持ち出しが増えるだろうというそういう気がするのですよね。ですから、いまの

こういう状況だとすれば、現時点ではこういう人数の推移で、将来的にわたって心配がな

いよというような部分のシミュレーションをこれから作っていかないと、地域に行ったら

基金が底をつけばどうなのだろうというそういう心配もあるものですから、その辺につい

てできればこういう部分については、そういう課長が答弁したような実態があるとすれば

資料等を添付して、こうだからこういうふうになる。だけれども、今年度こういう事業展

開をすることによって、この部分がクリアされるだとか何かかにかなければメリハリがな

ければ、ただそのまま人口は減っている、高齢者は増えている。そうすれば、必然的にバ

ス利用者だって自然減するのかなというそういう思いはあるのですよね。そんなものです

から、できればその辺の見通しについて、これからやはり我が町としてどうすることが一

番得策と言いますか安全策なのだろうという部分をもう少しやはり考えて、我々も一緒に

考えていかなければならないのかなというふうに思います。

それと、確か昨年も質問をした国際交流の件。ここ何年か予算計上をして、国際交流の

受入先がないということで、ずっと最終的に不用額なり減額していますけれども、本当に

やはりやるのであれば観光交流センター含めて、インバウンド。多言語の通訳も例えば採

用をして集客を図るという町の考えがあるとすれば、ぜひやはりこういう部分も。ただ、
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毎年予算計上をしてなかった。そうしたら、28年度どういう例えば努力というかあれをし

て、例えば木古内町は国際交流の受け入れをしますよと手を挙げた時に、何人の留学生が

応募があって、それを木古内が町民に受け入れをお願いできないかとあれして、何件に交

渉をして、それでなお且つ受入家庭がなかったということなのかどうなのかという部分に

ついて、もしわかる範囲内で説明をしていただきたいと思います。

それから、46ページの広域観光の観光交流センターの指定管理料、資料の34ページ。確

かに当初、債務負担をした時より90万円ほど減額になって1,300万円、約1,400万円の指定

管理料に。この前年度の税引き後の利益の2分の1、91万2,000円なのですが、これは28年

度の利益の2分の1。前年度だから当然、そうですよね。そういう部分だと思うのですけれ

ども、これについては例えばもう少したぶん指定管理の積算とすれば資料とすればこれで

いいのかなと思うのですけれども、我々議会としてもここがどうなのかという部分に注視

している部分があるものですから、そういう部分のいくらいくら例えば物販の売上があっ

て、テナント使用料がいくらで、どうして諸々の部分を、そして税引きの92万円になりま

したというそういう資料というのは、提示はできないのかどうなのか。

それともう1点は、82ページで都市計画で今年度、マスタープランの見直しをするとい

うようなことになっています。

平野委員長 竹田委員、内容が多いので何回質問をしてもいいですから、いま1回切りま

す。

ここまで、2点について。

福田課長。

福田まちづくり新幹線課長 まずはじめに、江差線バスの補助でございます。

これにつきましては、ＪＲ北海道が運行していた当時、輸送人員となりますと1日約41

名というようなことで、現在、江差線バスにつきましては、ルートを江差ターミナルから

江差高校まで延伸したということで、1日約100名の利用があるということになってござい

ます。この数字なのですが、これは1日あたりの乗車人員ということでございまして、い

まのバスの100人の主な乗客層というのは、江差高校へ通っている学生さん達、江差町内

での乗車というのが主だというふうになってございます。という中で、国の補助基準とい

うのがこれを一便あたりの乗車密度、1ｋｍ何人乗っているかという数字なのですが、こ

れが15名というのが国の補助基準になっておりますけれども、現在この乗車密度に換算す

れば江差線バスは15.3人ということで、基準を少し上回っているという状況でございまし

て、今後周辺地域の人口の推移等を勘案し、この15を下回った場合には国の補助基準から

外れていくということになってまいりますので。現在、木古内・上ノ国・江差それぞれの

町の担当者が江差木古内線バスの利用促進についてどういった方策があるのか、またこれ

にはバスを運行している函館バスさん、また運輸局さん等も参画しまして今後、この基準

を下回らないように利用促進策を考えつつ、取り組んでいくというのが現在の状況でござ

います。

先ほどもご説明を申し上げましたけれども、国の基準を下回る想定、これは平成31年度

ころから下回るような想定で、この9億の算定はしてございますので、それを何とか先延

ばしにできればこの基金も1年でも長く残していけるということになりますので。

また一方で、国の補助基準これ自体も今後どういった改正等もあるかわかりませんので、
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そういったものもしっかり踏まえた中で、基金については運用していきたいというふうに

考えてございます。

平野委員長 国際交流も。

福田課長。

福田まちづくり新幹線課長 国際交流もございました。受け入れの募集につきましては、昨

年度も3月・6月の町政広報につきましては、掲載をしてございます。また、個別のこれま

で関わっていただいた町内のかたにも個別に連絡を取り、意向も確認をさせていただいて

おります。これも3件ほど連絡を取らせていただいたのですが、いずれも受け入れについ

ては、芳しい回答はなかったと。町といたしましては、この国際交流事業というものは、

この必要性というものは認識をしているということで予算計上もしておりますので、今後

も引き続き受け入れ家庭を探すという努力はしてまいります。

また、留学生の受け入れにつきましては、国際交流センターのほうに年間3名の枠で受

け入れをお願いしたいということで、要望のほうは出しておりまして、今後も引き続き取

り組んでいきたいというふうに思っております。

平野委員長 丹野室長。

丹野新幹線振興室長 3点目の観光交流センターの指定管理料についてのご質問ですけれ

ども、資料の34ページに指定管理料の年度ごとの内訳が記載されておりますが、ここに書

かれている指定管理料につきましては、3年半にわたって指定管理者がこの観光交流セン

ターを管理するのに必要な経費として、役場のほうとしてお願いをする際に積算をした指

定管理料ということになっておりますので、これが予算計上のベースの指定管理料という

形になります。先ほど内訳のご指摘がありましたけれども、内訳についてはその上に書か

れている収支という部分に、大まかな内訳が記載されております。これもあくまでも予算

上の指定管理料を算定する際の内訳というご理解をいただければと思います。これについ

ては、今年度もそうだったのですけれども、本年のおそらく5月末から6月の頭くらいに指

定管理者から平成28年度の決算の報告がこちらにございます。それを受けて甲乙、役場と

指定管理者の間で協定に基づいて、指定管理料を見直すことができることになっておりま

すので、こちらにつきましてはこの平成29年度の実際に払う指定管理料につきましては、

28年度の決算を見てその利益がここに書かれている90万円よりも多かった場合には当然、

その利益の半分が役場に戻ってくるような形の指定管理料の積算という形で年度協定を結

びますので、実際はここに書かれている指定管理料というのは、あくまでも上限というふ

うに考えてもらえればいいのかなと、語弊はあるかもしれないですけれども、そう捉えて

いただければいいかなと思います。実際のお支払いしている指定管理料については、きち

んと決算確定後の数字になりますので、そこをご理解いただければと思います。

平野委員長 再質問とその他の質問については、昼食の時間になりましたので、午後から

また受けたいと思いますので、昼食のため午後1時まで休憩といたします。

休憩 午後12時00分

再開 午後 1時00分

平野委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。
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午前中に引き続きまして、まちづくり新幹線課の予算審議を進めていきたいと思います。

午前中の最後に竹田委員からの質問に対して、国際交流や指定管理料の内訳等々の質問

があって、その後、答弁がございました。まずは、それに対しての再質問があれば、竹田

委員。

竹田委員 まず、江差木古内線のバス運行の関係ですけれども、先ほど利用頻度が下回っ

て国の補助金が減ったために、この期成会に対する補助金が1,000万円増えたという説明

だったけれども、そのあとの説明の中で国の基準は15名、現状は例えば平均の乗車は100

名だけれども、江差町内の高校生の乗車等で実績とすれば15.3名の実績。基準を超えてい

る。それでなぜ国の補助金が減るのだということが、まず一つわからない。先ほどの説明

では、31年頃よりは15名が人口減少等から下回ってくるだろうという説明だったのですけ

れども、基準を上回っているのになぜ国の補助が1,000万円持ち出しが増えるというふう

になったのか、その辺がよくわからない。まずそこについて。

平野委員長 福田課長。

福田まちづくり新幹線課長 国の基準につきましては、一昨年から算定方法が変わりまして、

3年間の乗車密度の平均値、これに基準が変わりました。これまでの15.3人ということで

推移してきたものの、過去の年度の実績を3か年平均をすると、いまは15.3人なのですが

来年度、この基準に近づけば段階的に国庫補助が減らされていくということだそうです。

先ほど申しましたけれども、将来的には平成31年度、地域の人口減等を勘案すれば、この

15という基準値を下回る時がくると。そうなると今度は、国の補助金が全く入らない時期

もいつかはきますので、それを見越しているということで、現在は3か年平均のいままで

は見込みで一昨年の制度改正ですので、見込みでできてクリアできていたものが、過年度

の実績数値を当て込んでいけば、基準を下回ってしまうという。それで、国庫補助が段階

的に減らされるというのが平成29年度の数字でございます。そのために利用促進というこ

とで、この15という乗車密度を維持するために、今後取り組んでいかなければならないと

いうことでございます。

平野委員長 竹田委員。

竹田委員 それであれば最初の説明をする時に、3か年の平均値の密度で何年は何人、そ

して15.3人というのは28年度の実績だと思うのだけれども。そして、来年を見越した部分

も含めて、密度の尺度というのを算定するのですか。例えば27・28・29、29ということは

これから見込み数字で予算計上をするのだったら、マックス多くすればいいでしょう。何

も15を下回らなくても。そして、今年度の補助は受けると。例えば実績の精算方式で国の

補助金が削減されるということであれば、それはそれでわかるのだけれども、いまの説明

からすれば3か年の密度さえ15を保てば、国からの補助を受けられるというふうに我々は

聞こえるのですけれども、その辺はどうですか。

平野委員長 福田課長。

福田まちづくり新幹線課長 失礼しました。これにつきましては、過去の実績に基づいて乗

車密度を算定するということで、29年度から実績が下回るということで、国費が一部減額

されるということでございます。

平野委員長 竹田委員。

竹田委員 そうしたら28・27・26、この3か年はどういう実績ですか。
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平野委員長 加藤（隆）主査。

加藤（隆）主査 乗車密度の数量の関係なのですけれども、当初は運行をしていないので、

当たり前に実績はございません。それで、密度は30人という設定でまず3か年間、26・27

・28年間、高い数字でみなしの人数ということで、国のほうから国費をいただいていまし

た。実際、28年度実績数値を先ほど課長がご説明したとおり、15.3という数字が下がりま

したので、その分数値が落ちたということで、国費も逆に減りまして、持ち出しが多くな

っております。当初、この協議会の運用の中でも30年・31年には、国からの国費の密度が

満たしていないということで、なるだろうという基金の見通しは立てております。以上で

す。

平野委員長 竹田委員。

竹田委員 当初の説明からだんだん変わってきて、我々も理解に苦しむのだけれども、30

名で見込んでいた部分が15.3人に落ち込んだから、その見通しからすれば15を切るだろう

と。それで、国からの補てんが受けられないと。それで1,000万円も増える。その算式の

根拠というか定義があれば、資料でもあるのであればもらいたい。もし今後、30年以降下

回れば国の補てんも危ぶまれるというか受けられなくなる可能性もあるということも出て

いますから、これはやはりきょう町長もいるわけですから、今後木古内町として議会含め

て、陳情要請だとかこういう基準の勘案ははたしてできるのかどうかを含めて、そういう

行動だって場合によっては取っていかなければないような気がするのです。ですから、我

が町にとってはすごく大きな部分、国からの補てんがなくて全部基金を取り崩していかな

ければならない。そうすれば先が見えてくるというような財政の不安も出てくるものです

から、その辺ははたして大丈夫なのだろうか。何年間は大丈夫だけれども、それ以降につ

いては未知数というようなことで捉えているのか、原課としての試算です。もしあれば示

してもらいたい。

平野委員長 福田課長。

福田まちづくり新幹線課長 これは、ＪＲ江差線の廃線にあたりましてＪＲ北海道との協議

の中で、9億円というバス転換の支援金をいただいております。この9億円の算定につきま

しては、向こう18年間のバス運行にかかる費用、これを燃料費・人件費・バス購入費等を

全ての経費を算定した上での9億円でございまして、これが18年間の運行にかかる費用で

ございます。平成43年度まで、これは先ほど申し上げましたとおり、国費もいずれは対象

から外れるということも想定した上での18年間という想定でございますので、先ほど申し

ましたとおり、利用促進を図ることは当然のことなのですけれども、18年後この基金がど

うなっているかということは、その時点で補助制度もどうなっているのか、あるいは沿線

の人口がどうなっているのか。また、新たな交通機関というものが出てきているかもしれ

ませんし、そういった総合的な中で将来的に判断をしていかなければならないということ

で、まずはこの9億円については、18年間は運行ができるという認識で捉えていただけれ

ばというふうに思います。

平野委員長 竹田委員。

竹田委員 基金でバス運行は、18年間はバスは大丈夫だろうという現時点の見通し。担当

としてできれば、その辺の大丈夫だという根拠を資料か何かシミュレーションをどんどん。

私が心配しているのは、今年度以降毎年やはり去年の額より、このくらいの金額が基金の
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取り崩しをしなければないだろうというふうに思うのですよね。それがこの3,100万円で

済んでいればいいのですけれども、これが入ってくる財源が基金しかないわけですから、

かかる経費はどんどん例えばバスの更新がそれも見込んでの9億円の基金なのですが、そ

ういうこと等も何年には例えばバスの更新でドンと基金の取り崩しが増えるだとかどうだ

とかという部分のシミュレーションもたぶん持っていると思うのですよね。そういうもの

をきょうはどうこう提示をしてとかという部分には言いませんけれども、今後のいろんな

事務調査等の中で、そういう資料も試案でもいいですけれども、こういう積み上げの中で

18年間が大丈夫ですとなってというものを示していただきたいと思います。まず江差木古

内線のバス運行は。

それと先ほど言ったのだけれども町長、これの例えば国に対する規制緩和なのか例えば

基準の見直し等で、やはり交付金を受けられるような部分の政策的な行動というのをいま

すぐではないのですけれども、これから考えていかなければならないと思うのですよ。

平野委員長 町長。

大森町長 竹田委員のお尋ねのとおりだと思います。この国からの補助、これがどういう

仕組みになっているかというのをしっかりと精査をして、そして上ノ国・江差町とともに、

これについてどのような対応が望ましいかを話し合いを行うということは必要になってき

ますので、この仕組みをしっかりと精査をした上で、要請活動が必要であればするという

ことをしていかなければ、財政的にいまはＪＲからの18年分の基金は積んでありますけれ

ども、そうは言うもののいずれその時期がきますので、そこで慌てることのないように前

段で委員がお話がありましたように、まずは財政シミュレーションをきちんと作ると。そ

して、計画に沿って物事が進んでいるかどうかということは、これはやらなければならな

い。そして、要請活動についても申し上げたとおりでございます。

平野委員長 福田課長、先ほどバスの運行補助金の今後の推移ということで資料要求もあ

りましたけれども、過去にいさ鉄は負担金を出すにあたって、今後数年間の資料みたいな

のを作ってもらった記憶があるのですけれども、このバスの今後数年間のシミュレーショ

ン的な数字を出したのは、過去に資料添付はありましたか。

福田課長。

福田まちづくり新幹線課長 過去にはバス転換にあたりましては、交通体系の特別委員会だ

ったと思うのですが、この支援金の内容あるいは18年間のバス運行にかかる9億円の算定

の根拠、こういったものも一度ご説明はさせていただいているとは思っていたのですけれ

ども、改めましてバス運行から2年経過しているということもあって、そういった決算ベ

ースの数字の入れ替えなんかも出てきますから、改めましてそこにつきましては、今後ご

説明をさせていただきたいというふうに思います。

平野委員長 説明と言いますか資料を作成していただくということでよろしいですね。

福田課長。

福田まちづくり新幹線課長 資料添付の上、ご説明を申し上げます。

平野委員長 竹田委員、いまの件はよろしいですか。

竹田委員。

竹田委員 続いて国際交流、これは周知の方法を聞いたのですが、やはり広報周知をし、

歴代の受け入れ家庭に打診をして、それでなかった。「ああ、そうですか」、それでいい
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のでしょうか。やはり国際交流の受け入れをどう木古内町に、例えば特化というか活かす

かという部分。これによっての交流人口の増だとかいろんなことを考えれば、これも私は

大事な事業ではないかなというふうに思うのですよね。ですから、ここを一歩ぜひ今年度

は3名は受け入れをするというふうに。確かに受け入れする相手があるわけですから、こ

こでやりたいと言ってもそれができるかどうかというのはあとの問題で、毎年同じような

ことを繰り返しているものですから、ここは今年度あたりできちんと整理をしてほしいと

いうのが私の思いなのですよ。私は、やるべきだというふうに思います。

平野委員長 過去にも昨年の予算委員会だったか、過去の決算委員会だったかも同様の話

をされているのですよ。結局、周知等をやっているが、なかなか成果に表れないという答

弁もいただいていると思うので、これまでと同じような進みだったらまた同じことになる

ぞということだと思いますので、その辺踏まえていまの周知方法等でいいのかということ

も含めて、前向きな答弁をいただければいいなと思うのですけれども。

福田課長。

福田まちづくり新幹線課長 これが前向きな答弁になるかというのはあれなのですけれど

も、まず先ほど申し上げましたとおり、国際交流事業自体は必要という認識の元、予算は

計上させていただいているという状況でございます。これは、考えにいささか変わりはご

ざいません。今後、例えば広報につきましても、見出しの見せ方ですとかもう少し目に付

くような工夫をするとか、あるいは新たなホームページが4月から更新されますので、そ

ういった中でも積極的な周知を図るですとか。あとは、大変僭越とは思いますけれども、

この場にいらっしゃる議員の皆さんにもこの制度をよくよくご理解いただきまして、また

周囲の方々にも「国際交流事業とあるけれどもどんなものかな」というようなことで、も

しそういった働きかけもしていただければ大変ありがたいなというふうに思っておりま

す。いずれにしましても今後、周知等につきましてはもう少し工夫をした中で、進めてい

きたいというふうに考えておりますので、ご了承願いたいと思います。

平野委員長 ほか。

竹田委員。

竹田委員 いままでと違った取り組みを何とか考えたいということで、議員各位にも協力

をしてくれという声等もありました。これは、体験観光の受け入れの場合は子ども達が対

象、国際交流の場合は大人ですよね。そして、国際交流だから外国人。はたして言葉がど

うなのだろうとやはり受け入れ家庭からすれば、そういう心配もこれあり。そして、いま

まではどうだったのかはわからないのですが、予算を見る限りボランティア。やはり私は、

そこではないのかなという気がするのですよね。いまそういうことできちんと受け入れを

するのであれば、ここに計上しているのは実行委員会の助成金、それと国際交流つどいの

負担金。でも、そっちにいってしまう。受け入れ家庭のかたについては、ボランティアだ

から自前でお願いしたいと。やはりここだろうというふうに思うのですよね。そこだけな

のかどうだというのははっきりわからないのだけれども、そういうことのこれありではな

いのかなというふうに思うものですから、そういう部分も含めて。今回の当初予算の中で

は、国際交流のつどい実行委員会の負担金これはこれとしていいのですが、その辺の事業

費に関わるような部分の予算計上も今後の補正等の中で検討すべきではないだろうかとい

うふうに思います。その辺についてはできないというのか、今後検討の余地があるのかと
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いう部分について。

平野委員長 福田課長。

福田まちづくり新幹線課長 おっしゃられるとおり、体験観光の受け入れの場合は子ども達

ということでしつけの一貫と言いますか、例えば「こうしなさい、ああしなさい」、それ

は言うことを聞きます。国際交流となりますと大人の留学生を受けるわけですから、生活

習慣の違いだとか様々な軋轢と言いますかといったものも出てくると思います。そういう

中で、この国際交流の受け入れにつきましては、ボランティアが基本でございまして、こ

れまでもずっと木古内町としてもボランティアを前提に募集してきた。また、他の自治体

も全てボランティアで、この対価を支払って受け入れているというのは、聞いたことがな

いです。そういう状況ですので、基本的にボランティアというものは変わらないものの、

その中で木古内町独自の事業実施をするとかという時には、それは事業として認識をした

上で考えていきたいと思いますけれども、まずはいまの状況としてそういった考え方で進

めさせていただければと思っていますので、お願いしたいと思います。

平野委員長 ほか。

竹田委員。

竹田委員 先ほど指定管理料の部分について、資料を含めた説明をいただきました。それ

で一定程度理解はしたのですけれども、そうすれば室長、これは今回の資料に付いている

利益の2分の1相当の91万2,000円については、概算というような捉え方でいいのか。5月の

決算を踏まえて、6月に最終的にこの金額が確定した段階で、精算するということでいい

のかどうか、その部分だけ。

平野委員長 丹野室長。

丹野新幹線振興室長 指定管理料に関するご質問についてですけれども、こちらの資料に

付いている指定管理料は先ほどもご説明したとおり、3年半のこの観光交流センターを管

理運営するために必要な経費として当初設定をしたものでございますので、ここの資料に

記載されている経費の内訳についてもその時点のものという形になっております。3年半

については、この予算ベースの指定管理料で、毎年度の予算計上をさせていただくという

ことに変わりはございません。実際の決算に基づいた年度協定の変更、これについても毎

年度決算が確定する6月頃の時期に当初、支出予定の指定管理料を利益が出ていれば減額

をするという形で、年度協定を締結をしてまいりたいなというふうに思っております。

その結果につきましては、おそらく予算委員会で議論をするものというよりは、決算委

員会のほうで議論をすべきものかなというふうに考えています。

平野委員長 竹田委員。

竹田委員 わかるのだけれども、ここできちんと予算計上をして根拠があるわけだから、

それがこの2分の1相当が概算という捉え方になるのではないのというのが自分の言いたい

ところなのですよ。これを精算するのでしょうと。精算するのなら精算するでそれはそれ

でわかりますし、当然28年度の売上であればいまのこの時期にこういう資料が数字が出て

こないだろうと。いつまでの積み上げの部分を想定して、たぶんこの場合の収益があって

92万円を繰り入れしたということになると思うのですよ。ですから、私はそこだけを確認

したくて質問をしているわけだから。

平野委員長 丹野室長。
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丹野新幹線振興室長 先ほどから答弁を申し上げているとおり、私は概算という認識は持

っておりません。3年半の基本協定を結ぶ際に、当時来館者の想定、売上の想定、費用の

想定等した段階で出てきた内訳というのがこの資料になるかと思いますので、私は概算と

いう位置付けでは考えてはいないですが。結果的に外観的に見れば、そういう実態にある

ということは理解は当然しているのですけれども、概算という理解ではないです。精算と

いうのもたぶん語弊があって、決算の実績に基づいて役場と指定管理者が協議の元で、こ

れだけ利益が上がっているのだから、半分は役場に返してくださいと。その分、指定管理

料を減額させていただきますということをお互いに納得した上で、変更するものだという

ふうに思っていますので、言い方の違いなのかもしれないですけれども、私の中では概算

とか精算とかという考えではないです。実態としては、そうだと思うのですけれども。

平野委員長 竹田委員。

竹田委員 これが概算でないとすれば、いま丹野室長も言ったように年度協定、これに基

づいてやりますよ。だけれども、協定書の中にだって利益の2分の1を翌年度、指定管理料

から差っ引くよというふうになっているわけだから。それとやはり、50万円の来館者があ

った。その収益のアップがどのくらいあったのだろうという部分は、町民だって我々だっ

て期待をしているわけです。ただ、やはり概算ではないという捉え方。そうしたら、91万

2,000円という根拠は何なのだと聞かざるを得なくなるのです。そうしたら、この根拠を

示してください。

平野委員長 丹野室長。

丹野新幹線振興室長 91万円の根拠というのは、ここに記載されている収支が根拠という

しかない、いまの現状では。実際の年度協定を結ぶ際の利益を出すにあたっては、実際に

指定管理者が決算をした収入だとか支出だとか、そういうところに基づいて利益が出てく

るという形になりますので、そことの数字の一致というのは当然ないですし、この当初基

本協定を結ぶ段階での収支の見込みとして出した数字に基づく利益という理解でよろしい

のではないかと思うのですけれども。

平野委員長 暫時、休憩をいたします。

休憩 午後1時32分

再開 午後1時38分

平野委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

これまで出た質疑以外の質疑をお受けします。

竹田委員。

竹田委員 都市計画のマスタープランの見直しが予算計上されております。先ほどの資料

の説明のこれは、冷水線に関わる部分だけの環状線の見直しだけで、この続きはないので

すか。私は、都市計画の見直す時点で、やはり全体的な都市計画を視野に入れた部分で見

直すべきだろうと。部分的にこんなことを1回ずつ見直せばことしは840万円、来年この続

きを都市計画の見直しがあるとすれば、またぞろこれに委託料が計上になるというそうい

う部分を一本化に整理をすべきではないのかなというふうに思うのですけれども、この続

きの部分はもう既に見直しをしないということなのかどうなのかを含めて確認をしたいと
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思います。

平野委員長 福田課長。

福田まちづくり新幹線課長 この都市計画マスタープランの見直しにつきましては、竹田委

員が見られている資料が42ページ・43ページかと思うのですが、都市計画マスタープラン

につきましては、資料は41ページでございまして、これは環状線通の事業のみの見直しと

いうことではなくて、木古内町の都市計画区域全体の見直しということでございます。

都市計画法に規定されております市町村の都市計画に関する基本的な方針、これに基づ

いて見直しを行うものでございまして、要は木古内町の都市計画区域の将来的な基本方針

を作り直すということでございます。今年度マスタープランにつきましては、849万円と

いうことで計上をさせていただいております。

マスタープランでございますけれども、作業の工程を考えますと2か年、平成30年度ま

でかかるということで、平成30年度は約900万円程度の事業費を要すると。平成29年度に

つきましては、アンケート調査や町民の皆さんによるワークショップ、それから全体構想

の策定、これらを執り行い、ワークショップ全体計画となりますとその都度資料の作成、

説明、また情報収集、分析といったものが出てまいりますので、こういったものを行った

上で平成30年にパブリックコメントも含めた手続きを進めて最終的に取りまとめると。以

上でございます。

平野委員長 竹田委員。

竹田委員 そういう部分であれば、全体計画の10年経過をして、都市計画のマスタープラ

ンを全体的に見直すのだと。そうしたら、もう少しここに添付している41ページの説明だ

とか、2か年にわたってのこういう今年度は基本的な部分の資料収集だとか、そういう部

分に留まるのだという。最終的には2か年の事業だから、来年度でなければマスタープラ

ンができないと。そういうことであればそれでわかるのだけれども、当初これを見て10年

経過してマスタープランを見直す。そして、次の42ページとの図面等の中では、部分的に

しか見直しをしないのではないかというのが、資料の説明も私達も追求をすればよかった

のだけれども。だから、あとはここの後段のほうに書いている「用途区域の変更もする」

と。そうしたら、どの地域の部分をどう用途の変更も含めて、いま考えているのだという

部分の粗々な部分もやはり出すべきではないか。これは、都市計画審議会の中での議論を

得て、見直しになったと思うのだけれども、都市計画審議会の中ではどういう例えば意見

というか出て、今回の見直しに至ったのか。

平野委員長 福田課長。

福田まちづくり新幹線課長 昨年の都市計画審議会、この中で新幹線開業という大きな事業

が節目を迎えて、木古内町の町の中の様相は前回、都市計画マスタープランを策定した14

年前に比べて大きく変貌しているということで、今後の都市計画事業を進める上で、この

マスタープランの見直しは必要になってきますという説明はさせていただいております。

また一方で、現在進めております都市計画事業、環状線通の街路事業がございますけれ

ども、この説明もあわせてしております。という中で、都市計画審議会の委員さん方から

は今後、例えば都市計画道路にしても用途区域にしても将来的な企業誘致等も踏まえた中

で不都合も出てくるというご意見もいただいておりますので、どの区域がどのような将来

的に支障を来してくるのかということを我々も当然それはいまの時点で、ここら辺はこう
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だよねというようなものは当然持っています。ただ、それらをきちんとアンケート調査や

ワークショップ等も含めた中で、住民の皆さんの意見も聞きつつ、都市計画審議会のほう

でそれを承認していただくというような今後手続きになってまいりますので、お願いした

いと思います。

平野委員長 私個人的な見解も含むのですけれども、今回849万円で、委託料ですからコ

ンサルに委託をして849万円。この数字自体の相場はいろいろあるのでしょうけれども、

とんでもない高いなというまずイメージを持ったのです。そうしたら、2か年計画で次年

度は900万円で、1,700万円の事業ということですよね。1,700万円でこのマスタープラン

を作成すると。前回の参考までにいただいたのですけれども、30ページ弱。1,700万円を

かけて、趣旨・目的はわかるのですけれども、十数年作っていないというのも理解します

が、町として都市計画を進めるために、やはり具体的にいま竹田委員が言うように、あそ

ことあそこは変えなければない、今後の高齢化社会になっていく中で、木古内町としては

こういうプランを持っているのだと。そのために補助金をもらうために、これを作らなけ

ればないのでという町としての方向の意見を聞ければ、ある程度お金がかかってもやむを

得ないなと理解するのですけれども、いま現在のページ1枚もので、1,700万円を使うので

理解してくださいと言っても、とてもとても理解できないのですよね。目的がはっきり見

えていないのですよ、この1枚の資料だけでは。どうしてもそれを作らなければならない

という理由も見えないのですよね。

暫時、休憩をいたします。

休憩 午後1時50分

再開 午後2時02分

平野委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

ほか。

鈴木委員。

鈴木委員 予算なのですが、ちょっとほっこりした内容と言いますか確認をしたいことが

ございまして、46ページの交流センターの広場整備事業の件です。こちら先日の委員会の

中で、事細かくいろいろ説明をしていただいて、だいたい内容は理解したつもりでありま

す。いま確認をしたいのが、こちらの名称なのですけれども、こちらは仮ですか、それと

も本決まりでしょうか。あと、誰がどのようにいつ決められたかなというそこだけの確認

でございます。

平野委員長 丹野室長。

丹野新幹線振興室長 役場の中で名称は決めております。

平野委員長 鈴木委員。

鈴木委員 確かに広場というのは、いろんなオープンスペースだったりトラファルガーだ

ったりパブリックスペースだったり庭もいろんな意味があるので、「ガーデン」という言

葉を選ばれたのだろうなというふうに私は理解していました。ただ、今回最初の説明の中

で、家族だったり子どもだったりが触れあえる場所というようなそういった思いの部分の

キーワードも出てきていましたので、「みそぎガーデン」という名前が悪いとは私は申し
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ませんが、できれば子どもだったりご家族が触れあえるようなイメージがしやすいような

名称がもしあれば、もう一度再検討をしてはいかがかなと思っているのですけれども、い

かがでしょうか。

平野委員長 丹野室長。

丹野新幹線振興室長 この名称については、役場の中で町長含めて相談して決めた名前で

すけれども、特にこの名前にこだわっているわけでは全然ございませんので、完成までの

間により良い提案があれば、そちらの名前を採用するということもあり得るのかなという

ふうには思っていますけれども、まだ完成していませんので、完成した段階でまたご相談

をさせていただければというふうに思います。

平野委員長 鈴木委員。

鈴木委員 前向きな答弁、ありがとうございます。道の駅がみそぎの郷きこない、そして

この広場です。本当に町民のかたにとって、観光客のかたにとって、触れあえて癒やされ

る場所になってほしいなという思いも込めて、質問をさせていただきました。完成間近に

なりましたら、またいまご答弁をいただいたように、いわゆる愛称というところをもう一

度最終調整していただければと思います。以上です。

平野委員長 ほか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

平野委員長 なければ、先ほど休憩に入ってしまってその後の答弁という形でいただいて

なかったのですけれども、竹田委員からも出たマスタープラン見直しの件で、休憩の中で

2か年にわたって1,700万円ほどの計上だという課長からのお話がございました。私個人と

しては、休憩の中に話した部分も含めて、コンサルに委託するこの1,700万円を我が町内

の行政マン。業務の中で埋め合わせができるような部分があればできるだけ頑張って、入

札減という減ではなくて根本的な業務の委託金ですか、それを減らせるように努力してほ

しいということを付け加えておきます。よろしくお願いします。

それともう1点、まちづくり新幹線課の予算ではないのですけれども、関連しますので1

点だけ確認をしたいのですけれども。

介護保健事業特別会計の予算の中で、きょうこのあとやるのですけれども、その中でキ

ーコの体操ＤＶＤ作成委託料という項目が新しい事業で出てくるのです。まちづくり新幹

線課がキーコの抱えていると言いますか扶養家族ですから、どのように絡んでいたり協議

とかあったのかどうかあればお聞かせいただきたいなと思うのですが。

平野委員長 丹野室長。

丹野新幹線振興室長 いま現在キーコの所管につきましては、産業経済課のほうで担当し

ておりますので、そちらのほうと調整は進めているかと思いますけれども、まちづくり新

幹線課新幹線振興室ではいまのお話については聞いていないです。

平野委員長 産業経済課に確認をします。

ほかにないようですので、時間をだいぶオーバーしましたが、まちづくり新幹線課及び

新幹線振興室の予算審査を終えたいと思います。

お疲れ様でした。

暫時、休憩をいたします。
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休憩 午後2時07分

再開 午後2時28分

（６）保健福祉課（一般会計・介護保険事業特会・介護サービス特会）

議案第18号 木古内町高齢者等入浴無料券交付条例制定について

平野委員長 それでは、休憩を解き、会議を再開いたします。

続いての調査事項は、（6）番に入ります。保健福祉課でございます。

改めまして、保健福祉課の皆さん、大変お疲れ様でございます。

予算の審査に入る前に、条例が2本ございますので早速、条例の改正についての説明を

求めたいと思います。

それでは早速、議案第18号の説明からお願いいたします。

羽沢課長。

羽沢保健福祉課長 議案第18号 木古内町高齢者等入浴無料券交付条例制定につきまして、

提案理由をご説明申し上げます。

この条例は、高齢者などに対して、閉じこもり予防・外出していただく機会を増やしていた

だいたり、交流する機会というものを増やしていただくということに視点を置きまして、事業

を実施してまいりたいと考えております。

それでは、条文等についてご説明申し上げます。

第1条は、目的です。高齢者及び重度心身障害者の心身の保養と健康の保持を図るため、入

浴無料券の交付にかかる必要事項を定めるとしています。

次に、第2条 交付対象者です。第1項では、町内に居住する75歳以上のかたと年度内に75歳

となるかたが対象者になるとしております。

第2項では、障害の1級から3級に該当するかたも対象ということにしております。

第3項では、介護保険施設へ入所しているかたと入院しているかたにつきましては、交付対

象外ということにしております。

第4項では、年度途中に交付対象者となった場合は、その時点から対象とするとしておりま

す。

次に、第3条 有効期間です。有効期間は、当該年度の3月31日までとしております。

次に、第4条 無料券です。交付する入浴無料券は、1人あたり年間12枚としております。

第2項では、年度途中で交付対象者となった場合は、月割で交付するとしています。

例えば、5月に転入された場合は、年間11枚、6月に転入された場合などは、年間10枚交付す

るということにしてございます。

次に、第5条 利用場所です。この入浴無料券につきましては、町内の入浴施設において利

用できるとしております。

次に、第6条 無料券の交付です。交付につきましては、本人または家族などが申し出をす

るとしております。

また、第2項ではその申し出を受け、要件を確認後、無料券を交付するとしております。

続きまして、次に第7条 利用方法です。12枚つづりの無料券を交付する予定としておりま
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すので、利用の都度、1枚1枚切り離して利用していただくこととなろうかと思います。

第2項では、第三者への譲渡というものを禁止しております。

次に、第8条 無料券の再交付です。無料券の紛失等については、再交付しないものという

ふうにしております。

次に、第9条 無料券の返還です。第2条の第3項、介護保健施設に入所した場合、それから

病院に入院した場合などにつきましては、この無料券を返還することとしております。

次に、第10条 委任です。このほかの必要事項については、規則で定めるとしております。

なお、附則といたしまして、この条例は平成29年4月1日から施行するとしております。

また、規則なのですけれども、規則の中では条例第5条の町内の入浴施設は「ビュー温泉の

とや」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。

平野委員長 議案第18号についての説明が終わりました。各委員より質疑をお受けします。

竹田委員。

竹田委員 入浴券の復活、大変良かったなというふうな思いもあります。

ただ、75歳の線引きがどうなのだろうという部分もありますし、年間1人12枚、そして9条で

は施設なり入所した場合は、残りは返還だよという。ただ、この12枚の使い道なのですけれど

も、4月に12枚もらいました。月1枚という根拠はそうなのだけれども、4月に2回行きました、

5月に2回行きましたと例えると、そうすれば半年で消化します。それでも可なのか、例えばチ

ケットに4月利用券、5月利用券と限定しているのかどうなのかというそこだけ。

平野委員長 羽沢課長。

羽沢保健福祉課長 あくまでも外に出て行く機会を増やしていただくという観点から、4月に

何枚とかという限定はせずに、年間をとおして12枚という形での交付を考えております。

平野委員長 新井田委員。

新井田委員 私は、いまの事業の金額ベースが75歳以上ということですので、いわゆる540万

円というのは、人数的にどういう割合で算出をされたのか、その辺をお伺いします。

平野委員長 羽沢課長。

羽沢保健福祉課長 予算説明資料に人数等は記載しているのですが。

平野委員長 新井田委員、このあとの予算審査の中で数字等々が出てきますので、金額や中身

の数字については、その際に質問をいただければと思います。

平野委員長 ほか。

相澤委員。

相澤委員 入浴券を交付するのはありがたいことなのですが、お年寄りという扱いなので、

足。いわゆる交通手段です。それについては、どういうふうに考えているのでしょうか。

平野委員長 羽沢課長。

羽沢保健福祉課長 予算の議決前ではございますけれども、入浴施設のほうと一度このような

事業を仮に実施するとしたらいかがなものかということで、一度お話をさせていただいており

ます。その中では、入浴施設側として送迎のほうは考えていきたいというふうにお答えをいた

だいております。

平野委員長 ほか。

（「なし」と呼ぶ声あり）
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平野委員長 なければ、私のほうから。竹田委員、相澤委員に関連するのですけれども、今回

のこれは何年かぶりに復活ということで、お年寄りの先ほど言った目的に添う形で素晴らしい

施策だなと思っているのですが、その中で若干高齢者に対して厳しい文言だなと思う部分が何

点かありまして、まず6条です。交付を受けようとする時は、申し出なければいけない。ここ

は、どのような形で申し出がされるのかが1点。

それから、7条の2番と9条。これは、7条の2番については、ほかの人に渡しちゃだめだよと。

9条については、入院した時は返さなければならないよと。ただ、先ほど竹田委員が言うよう

に、極端に言うと1か月で12枚使っちゃいましたと。5月からずっと1年間入院してたと。その

実績がわかった時に、実際使い終わっていても返還を求めるのかどうなのか。いっそのことそ

こは使ってしまったのであれば仕方がないですよと言うのであれば、わざわざこの文言はいら

ないのではないのかなと個人的には思いました。9条です。例えば、半年で転出しましたと。

残りの半年分の6枚返してくださいよという文言なのですけれども、実際使い終わっていた

ら、先ほどは期間とか設けないと言っていましたけれども、何か言っていることと実際に書い

ていることがすりあわないなという感想を受けたのですけれども。

羽沢課長。

羽沢保健福祉課長 まず1点目の交付方法につきましてですけれども、これはまずはいま健康

保険証等も釜谷地区ですとか、それぞれの地区に出向いたりする中で、交付をしておりますの

で、入浴無料券につきましても同じような手法で実施していきたいと。さらに、ある程度1か

月くらい期間をおいて手続きをされていないかたにつきましては、町内会なりと連携を図り協

力を得ながら皆さんの手に行き届くようにしていきたいなというふうに考えております。

それと、第9条の返還につきましては、これは使用されたかたにお任せするというふうに考

えております。以上です。

平野委員長 緩めてという意味ですよね。

鈴木委員。

鈴木委員 ほかの委員も言っていましたけれども、非常に良いことだなと思って私も前向きに

理解はさせていただきます。先ほど相澤委員からもありましたが、足の交通の部分という話が

ありました。特に冬場、寒い日が続いたり、ことしに入って町内でも独居老人のかたがご自宅

で亡くなられたりですとか、要するに温度差という部分です。非常に逆に気になる部分があり

ます。それで、入浴施設に来られる主に75歳以上のかたが来るということは、もしかしたら入

浴施設さんの内でのいわゆる事故率がもしかしたら上がる可能正もあるのかなと。それだけは

何とかしてもふさがなければいけないなという部分の観点で私は考えてみたのですけれども、

そういった部分ではご自宅からお風呂に入って帰るまでの例えば安全上、健康の部分だったり

とか気を付ける点ですとか、そういった部分のアドバイスを課のほうから入浴施設さんと連携

をしながら、高齢者のかたをご自宅からお風呂に入って、より健康になって帰ってもらうよう

なその辺りの連携と言いますかアドバイスは私は必要じゃないのかなと思っていますけれど

も、どのようにお考えでしょうか。

平野委員長 羽沢課長。

羽沢保健福祉課長 この事業を実施するにあたり送迎等につきましても、一度協議というもの

をしていくというふうに考えておりますので、その中で健康面ですとかそこも十分に考慮しな

がら、進めていきたいというふうに考えております。
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平野委員長 ほか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

平野委員長 ないようですので、議案第18号については、終えたいと思います。

議案第20号 特別職等の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する支給条例の一部を

改正する条例制定について

平野委員長 続いて、議案第20号についての説明を求めます。

羽沢課長。

羽沢保健福祉課長 それでは、議案第20号 特別職等の職員で非常勤の者の報酬及び費用

弁償に関する支給条例の一部を改正する条例について、ご説明申し上げます。

資料番号1の11ページをお開き願います。

改正内容が2点ございます。1点目は第2条第3項の改正ということで、同項中の市町への日

当は、現行として既に支給していないことから現行、「定額の2分の1の額とする。」を「支給

しない。」に改めるものです。

次に、「認知症初期集中支援チーム」の委員へ報酬を支給するため、別表を改正するもの

です。医師である委員は、日額1万3,000円、医師以外の委員は、日額1万1,000円とするもの

です。

この金額につきましては、渡島西部地域介護認定審査会・障害支援区分認定審査会委員と

同額というふうになっております。

それでは、この「認知症初期集中支援チーム」について、ご説明申し上げます。

資料の12ページをお開き願います。

このチームを設置するにあたって、認知症総合支援事業についてということで、この事業

は介護保険法の第115条に規定されており、市町村が実施主体となり、この資料の中段にあ

ります①から③の事業を平成30年度までに実施することとされております。そこで、当町に

おいては平成29年度、来年度から①の認知症初期集中支援推進事業を実施するものでござい

ます。

この事業の実施要綱につきましては、次のページから13ページ、資料の13ページから15ペ

ージに記載の要綱となっておりますので、ご参照ください。

この認知症の初期集中支援チームというものは、介護や医療の専門家によるチームとなり

まして、認知症の人やその家族に対し早期の診断、または対応に向けた支援体制を構築する

ことというものを目的とし、地域包括ケアシステムの構築の一つということになります。

それでは、チームの支援の内容はどうかと言いますと、家族ですとか周囲の人からの訴え

を受けて、認知症が疑われる人を訪問し、認知症かどうかの評価というものを実施したり、

適切な医療機関の受診を促し、継続的な医療支援や介護サービスにつなげること。また、介

護者との情報共有というものを図りまして、介護者の負担軽減などについてサポートしてい

くことが主な支援の内容となります。また、このチームが関わる支援を実施する期間といた

しましては、概ね6か月程度、半年程度というものを想定しております。

現在、このチームとして想定しているチーム員は、まず認知症サポート医である医師を1

名、認知症の認定看護師3名、作業療法士1名、そして当課の包括支援センター職員3名の計8
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名というふうに考えております。

また、チーム員会議ですけれども、開催につきましては、月1回程度の開催を予定してお

ります。随時、情報があれば包括センター職員の職員がまずは動いて訪問し、そしてドクタ

ーの指示を仰ぎながらこの支援をしていくという形を想定してございます。

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。

平野委員長 議案第20号の説明が終わりましたので、各委員の質疑をお受けします。

竹田委員。

竹田委員 大変、事業的にはこれから必要な事業だというふうに思います。ただ、この場合

も委員会組織の中で、やはり認知症という診断をして、見守りだとか何かいろんなことが必

要だと前のサービスの部分ですけれども、これは要支援1・2の町が行うサービスのほうで認

知症のほうで、認定というか受けた人をサービスというか支援をするのだということでいい

のかどうなのか。

平野委員長 羽沢課長。

羽沢保健福祉課長 基本的には、介護認定を受けられていないかたを対象といたしますが、

介護認定を受けられていてもそれがサービスにつながっていない、サービスを利用されてい

ないかたなどにつきましても、支援をしていくという内容にしてございます。

平野委員長 竹田委員。

竹田委員 この場合は介護認定をしなくても、ここで認定を受ければ支援を受けられるとい

うことでいいのですね。

平野委員長 羽沢課長。

羽沢保健福祉課長 このチームとしてそのかたを支援して、そしてそれを介護認定にもつな

げますし、介護サービスの利用にもつなげていきたいというものでございます。

平野委員長 竹田委員。

竹田委員 介護認定をしなくても、ここで認定を受ければ支援を受けられるということでい

いのか、ここでも認定を受けて介護の認定も受けないと要支援1だとか2だとか出てこないか

らだめだというのか、そこだけ。

平野委員長 羽沢課長。

羽沢保健福祉課長 説明が下手でした。まず、このチームで支援するにあたって認定という

ものが必要ないのです。あくまでも情報をいただいた中で訪問して、そしてそのかたに認知

症があるか。あった場合に、そのかたを支援していきましょうと。そして、その中で要介護

認定を受けていなければ介護認定につなげ、認定を受けていただいて介護サービス、何かの

サービスにつなげていくというそういう支援をしていきましょうという内容のものです。

平野委員長 竹田委員。

竹田委員 最終的には、介護認定を受けなければだめだということですね。

平野委員長 羽沢課長。

羽沢保健福祉課長 最後はそこに辿り着くようなものです。

平野委員長 ほか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

平野委員長 ないようですので、以上2点の条例改正についての説明を終えたいと思いま

す。
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それでは、予算の審査に入っていきますが、皆さんにお配りの日程順に保健福祉課につ

いては、保健推進グループと介護福祉グループで分かれておりまして、分けて進めていき

たいと思います。

まずは、保健推進グループ管轄の予算について、説明をいただきたいと思います。

羽沢課長。

羽沢保健福祉課長 それでは、保健推進グループ所管分の予算について、ご説明いたしま

す。

まずは、保健推進グループにおきましては引き続き、がん検診の無料化を実施いたしまし

て、疾病予防・早期発見につなげてまいります。

また、新年度におきましては、65歳以上の高齢者インフルエンザ予防接種の実施方法を見直

ししまして、住民サービスの向上を図っていきたいと。具体的に今年度までは、受付期間とい

うものを1月間、10月の1か月だけ、それを過ぎますとサービスを受けられない。全て自費で接

種していただくという方法でございましたが、29年度からは年度末の3月31日までを受付期間

として、町内の医療機関に協力を得ながら、実施していきたいというふうに考えております。

また、28年4月1日に施行されました障害者差別解消法、これに基づきまして、障害のある人

へ適切な対応というものが職員としてできるように、職員対応要領というものを平成29年度内

に策定しまして、それにつきましても全職員へ周知徹底を図ってまいりたいというふうに考え

ております。

それでは、歳出からご説明いたします。

予算書の55ページから56ページにかけてでございます。

3款 民生費、1項 社会福祉費、5目 保健福祉総務費 1億9,639万2,000円、前年対比 1,

904万円の増です。

増加した主な要因は、資料番号2の26ページをお開きください。

主な要因といたしまして、障害者介護給付訓練等給付費、この扶助費の増加が主な要因となっ

ておりまして、記載の下のほうにございますように米印にあるように、28年度中に新規で4名、

29年には1名のサービス利用者の増加が見込まれるということで、扶助費の増加が主な要因とな

ってございます。

そのほかの節につきましては、前年度と同様となってございます。

予算書の58ページをお開き願います。

3款 民生費、1項 社会福祉費、9目 障害支援区分認定審査会費 112万8,000円、対前年比

8万2,000円の増で、これにつきましては前年度と同様となってございます。

予算書59ページです。

10目 福祉施設管理費 795万3,000円、対前年対 326万1,000円の減です。

減の要因といたしましては、昨年度は旧老健施設の屋上の防水工事費が計上されてございまし

た。今年度はないため、減となってございます。

次に、予算書64ページになります。

4款 衛生費、1項 保健衛生費、1目 保健衛生総務費 3億9,241万3,000円、対前年比 54

1万4,000円の増です。

昨年度と同様の内容となってございます。増加した分につきましては、病院事業会計負担金が

増加していることによるものでございます。
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次に、2目 予防費です。2,633万3,000円、対前年比 921万7,000円の増です。

増えた要因は、2点ございます。委託料と19節の負担金補助及び交付金でございます。

資料の27ページをお開き願います。

委託料の増加しましたがん検診の無料化による影響ということで、ここに人数の見込みですと

かを記載してございますので、ご参照ください。

また、委託料が増えた要因といたしまして、妊婦健診の人数、これを昨年度10名で見込んでお

りましたが、今年度につきましては、ここを20人で見込んでございますので、その分も増加して

ございます。

負担金補助及び交付金これにつきましては、資料の28ページをお開き願います。

妊産婦安心出産支援事業補助金ということで、妊産婦さんの交通費の助成、平成28年度補正予

算でお願いした分でございます。この分も20人分を見込みまして、予算計上したため、増額とな

っております。

予算書に戻りまして、66ページになります。

4目 保健活動費 63万円、対前年対で17万6,000円の増です。

これにつきましては、昨年度前年度と同様となってございます。

若干の増につきましては、育児教室で使用する経年劣化した消耗品等ございますので、それら

の買い換え分として若干の増加がございます。

以上で、保健推進グループ所管の歳出の説明を終わります。

平野委員長 歳入も続けてください。

羽沢課長。

羽沢保健福祉課長 それでは引き続き、歳入のご説明をいたします。

予算書は、21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、3節 障害者支援区分認定審査

会共同設置負担金 84万円です。これは、松前町・福島町・知内町共同設置による負担金となっ

てございます。

予算書は、23ページです。

13款 国庫支出金。1項 国庫負担金、1目 民生費負担金、1節 社会福祉費負担金のうち、

障害者介護給付・訓練等給付費負担金 9,610万円と障害者自立支援医療費負担金 665万円で

す。

障害者の介護給付費に対する国の負担、負担率が2分の1ということになってございます。

予算書は24ページをお開き願います。

2目 衛生費負担金、1節 保健衛生費負担金 8万2,000円、療育医療に対する国の負担、同じ

く負担率は国の2分の1の負担となってございます。

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 112万4,000円、生活支援事

業に対する国の負担で、同じく負担率2分の1となってございます。

予算書は、26ページになります。

14款 道支出金、1項 道負担金、1目 民生費負担金、1節 社会福祉費負担金、これのうち

障害者介護給付・訓練等給付費負担金 4,472万5,000円と障害者自立支援医療費負担金 332万

5,000円で、障害者介護給付費に対する北海道の負担、負担率が4分の1というふうになってござ

います。
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2目 衛生費負担金、1節 保健衛生費負担金 4万1,000円、療育医療に対する北海道の負担

で、同じく4分の1の負担となってございます。

予算書は、27ページになります。

2項 道補助金、2目 民生費補助金、1節 社会福祉費補助金のうち、地域生活支援事業補助

金 56万2,000円です。生活支援事業に対する道の負担、同じく負担率は4分の1ということにな

ります。

3目 衛生費補助金、1節 保健衛生費補助金 24万9,000円、健康教育などに対する道の補助、

それから妊産婦安心出産支援事業の補助金となります。

次に、飛びまして予算書36ページと37ページにまたがる、19款 諸収入、5項・1目・3節 雑

入のうち、37ページの上の表にあります下から7行目、保健事業等本人負担金 12万2,000円から

下から4行目にあたります障害者サービス等利用計画相談給付費 18万3,000円までが保健推進グ

ループ所管分となります。

以上で、保健推進グループ所管の歳入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。

平野委員長 保健推進グループ所管の予算説明がございました。

各委員より質疑をお受けします。

鈴木委員。

鈴木委員 64ページの予防費の需用費です。予防接種関係医薬品等の昨年と比べて予算が

3倍くらいになっていますので、そちらの説明の部分とあと昨年度、感染者予防マスクで4

万4,000円予算計上をされていたのですけれども、今年度マスクがないのでそちらの説明

と。あと、そのまま需用費の部分で言いますと、働く世代の女性支援の主に3点を確認をし

たいのですけれども、ご説明のほうをお願いいたします。

平野委員長 暫時、休憩をいたします。

休憩 午後3時00分

再開 午後3時02分

平野委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

羽沢課長。

羽沢保健福祉課長 まず、1点目の需用費の増加分につきましては、インフルエンザのワク

チン、この購入費が接種人数が増えるだろうという見込みから増加をしているということ

でございます。

2点目のマスクの件でございますが、今年度28年度でマスク購入をしまして、その分につ

きましてはストックしておりますので、29年度で購入する必要がないことから、予算計上

はしてございません。

3点目の働く女性の事業ですけれども、これは国の補助事業として補助を受けていたもの

でございますが、今年度28年度からがん検診を無料化したことにより、補助事業の対象に

はならなくなったことから、事業名を外したものでございます。

平野委員長 ほか。

福嶋委員。
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福嶋委員 64ページの委託料の件だけれども、非常に検診が受診率が良くなったと、かな

り増えたと。そこで、一番下の妊婦の健診委託料、一気に10名から倍に20名にしたと。こ

の根拠、良かったなという感じがしているのだけれども、回数が増えたので20名にしたの

か。例えば、いままで3回なりやっていたのが6回にしたとか、妊婦の受診の回数を増やし

たのか。それとも一気に若い人が10名から20名になる予想が付いたのか、その辺をお願い

します。

平野委員長 羽沢課長。

羽沢保健福祉課長 今年度の出生数の見込みで、16名という数字が上がってきております。

そこで、来年度につきましては期待も込めまして20名ということで、予算を要求したもの

でございます。

平野委員長 ほか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

平野委員長 なければ、私から1点。がん検診、ただいま福嶋委員が言ったように、大変制

度が無償化になって受けるかたが増えるということで、今回も補正が上がっている大変喜

ばしいことだなと思ったのですけれども、委託料の各種がん検診等委託料の中で、町内の

病院なのかあるいはよその病院なのか、その辺の割合。基本、全部町内病院が対象という

ことでしたか。その確認をお願いします。

羽沢課長。

羽沢保健福祉課長 基本的には、町内でがん検診を実施したものがデータとして返ってき

てございますが、乳・子宮の検診につきましては、町外のどの医療機関とも契約を結んで

おり対象としておりますので、その分の数字はきょうは把握していないのですけれども、

数件ございます。

平野委員長 乳・子宮の車でくるやつだけがよそのどの提携をしているということ。ほか

は全部、町内ということですよね。わかりました。

ほか、よろしいですか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

平野委員長 なければ、保健推進グループの予算審査を終え、介護福祉グループ所管の予

算審査に進んでいきたいと思います。

それでは、説明を求めます。

羽沢課長。

羽沢保健福祉課長 それでは、介護福祉グループ所管分の予算について、説明いたします。

予算書は53ページをお開き願います。

3款 民生費、1項 社会福祉費、3目 老人福祉費 1億9,872万2,000円、対前年対比で1,36

2万6,000円の減です。

減少した主な要因といたしましては、54ページにございます19節 負担金補助及び交付金の

一番上にあります介護老人保健施設事業会計負担金、ここが対前年比で3,600万円ほど減少し

ているのが主な要因となってございます。

新たなものといたしまして、2点ございます。資料番号2の30ページをお開き願います。

一つといたしましては、18節の備品購入費、医療機関等送迎バスの購入ということで874万2,

000円の予算の計上をお願いするものです。
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これにつきましては、キーコを使用したカラーリングというものも含んだ形での予算額とい

うことで、ご理解願います。

現状の医療機関送迎バスですけれども、資料に書いてございますように、平成16年12月に購

入して現時点ではもう40万キロに近い走行ということで、ここを3年間数年でも修理というも

のが非常に多く、修理費・故障費というものに非常に多くの費用を来しており、またその都度

福祉バスでの代替での送迎を行うなどしているため、購入をお願いするものです。財源の中に

は、地域づくり総合交付金を活用した中で、購入したいというものでございます。

2点目は、先ほど条例制定をお願いいたしました負担金補助及び交付金の中の高齢者等入浴

無料券の負担金 541万5,000円です。対象者は75歳以上のかた、障害の1級から3級のかたで、

計1,128人のかたが対象になるという形になり、利用見込みといたしまして、8割程度を見込ん

で予算計上をお願いするものでございます。

次に、予算書の55ページをお願いいたします。

4目の在宅介護支援費 136万4,000円、対前年比で21万8,000円の増です。

在宅介護サービスセンターの運営費分として、前年度とほぼ同様の計上となっております。

以上で、介護福祉グループ所管の歳出の説明を終わります。

次に、歳入の説明に入らせていただきます。

予算書は、20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、1節 社会福祉費負担金 71

万7,000円、養護老人ホーム1名分の利用者の負担金というふうになってございます。

予算書、23ページをお開き願います。

12款 使用料及び手数料、2項 手数料、2目 民生手数料、1節 福祉手数料 85万円です。

除雪サービスと生きがいデイサービスの利用者の負担金となってございます。

13款 国庫支出金、1項 国庫負担金、1目 民生費負担金、4節 介護保険低所得者保険料

軽減負担金 105万4,000円、介護保険の保険料の軽減した分の国が負担していただく2分の1の

歳入となってございます。

次に、26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、5節 介護保険低所得者保険料軽減

負担金 52万7,000円、先ほど国が2分の1負担していただく軽減した介護保険料の4分の1を道

が負担するものでございます。

続きまして、予算書27ページです。

2項 道補助金、2目 総務費補助金、2節 地域づくり総合交付金 691万4,000円のうち、

医療送迎バス購入にかかる分として、ここに315万円含まれてございます。

2目 民生費補助金、2節 社会福祉費補助金 32万5,000円、老人クラブの運営に対する補

助金でございます。

最後に、36ページと37ページをお開き願います。

19款 諸収入、5項・1目・3節 雑入のうち、37ページにございます上の表の下から3行目

の在宅ザービスセンター管理収入 26万3,000円が介護福祉グループの所管分となってござい

ます。

以上で、介護福祉グループ所管の歳入の説明を終わります。よろしくご審議をお願いいたし

ます。
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平野委員長 介護福祉グループに関わる予算の説明が終わりましたので、各委員より質疑をお

受けします。

相澤委員。

相澤委員 先ほどはすみませんでした。送迎バスの件なのですが、私が聞いたところによ

れば施設側では茂辺地まで、いまでもバスを運行させているということなので、札苅・泉

沢・釜谷のほうは何とかそれに乗ればいいかなと思うのですが、例えば中野団地だとか農

地のほう、また新道のほう。そのほうの手立てはどういうふうに考えていましたでしょう

か。

平野委員長 羽沢課長。

羽沢保健福祉課長 基本的には入浴施設の経営努力という形で、送迎のほうはお願いをし

たいというふうに考えてはおりますが、医療機関送迎バスもやっているように、曜日で分

けるなど様々な手法があると思いますので、そこにつきましてはうちのほうからもアドバ

イスをする中で、お願いをしていきたいというふうに考えております。

平野委員長 相澤委員。

相澤委員 事業者側のほうに全部おんぶにだっこというような感じに思えるのですが、町

のほうで何とか事業所側のほうに代わる方法とかは、全然考えていなかったのだろうか。

平野委員長 羽沢課長。

羽沢保健福祉課長 町として送迎等をするという考えは、持ってございません。

平野委員長 相澤委員。

相澤委員 町のほうで何も足に関して考えていないということなのですが、何となく片手

落ちのほうな気がするのですが、その辺はどう思われますか。というのは、事業者のほう

にすっかりおんぶするということでなく、町のほうでその辺のことは考えなければないこ

とでないかなという思いがあるのですが、どうでしょう。

平野委員長 羽沢課長。

羽沢保健福祉課長 入浴無料券、この事業につきましては、あくまでも高齢者自身が自発

的に閉じこもり予防という観点から、外に出ていただくなどしていただく事業というふう

に考えてございますので、ご理解を願えればと思います。

平野委員長 その中でも最初に説明をしたとおり、当然ながら先の条例の中でも話が出ま

したけれども、業者と提携をしてその送迎についても健康的視点からも関わっていくとい

うことでしたので、先ほど言った釜谷方面だけではなくて、こっちの山の方面についても

曜日ごとにとそういう町民の声があれば業者のほうに伝えていって、皆さんに喜んでもら

えるような進みにしていくという言葉もございましたので、ご理解いただきたいと思いま

す。

平野委員長 ほか。

吉田委員。

吉田委員 今回の入浴券の問題につきましては、たぶん私が1期の時にやっていたのです

よね。先ほど福嶋委員から聞いたら、14年頃にやっていたと。財政が厳しくなってからこ

れがなくなったのですけれども、この事業についていいのですけれども、その当時入浴施

設は3件あったのですよ。枕木山荘、そして個人の銭湯とのとやさんとあったのですよね。

今回気になるのは、いまはもう入浴施設が1件しかなくなったという感じなのですよね。
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これは仕方がないのかなというのもありますし、ただ事業者さん1件に対して、はてなと

いうこういう疑問も無きにしも非ずなのですよ。この辺について、今回これは町長も捉え

る福祉都市という感じで、こういう部門で出てくるのですが、それで先ほども相澤委員か

らも出ていましたけれども、やはり足の問題ですよね。1,128人、この見込みが80％です

よね。80％となると、そして10回使えると。結構な人数なのですよね。だから、先ほどの

送迎のやつもある程度、個人1人で行きたいですからと言ってバスを出してくださいでは

ないですよね。ある程度シャトルで動かさないと。知内町は、温泉行きのバスでシャトル

式で回っているらしいのですよ。そういう考え方も必要なのかなと。後ろで副町長は違う

という顔をしているのですけれども、その辺もやはり一業者に任せていいものなのかどう

なのか。たぶん土日になったらこの人数が行ったら大変なことになると思います。そうす

れば平日になるのかなという感じがするのですよ。そうしたらどの方向にどっちのほうに

行きますからと事前に流して、それを選んで使用者が申告してくるのはいいのだけれども、

それが全部事業者に任せるのか、町で受けるのかというのもやはりきちんとしておかない

と。使う人も75歳以上になりますよね。そうなった場合は、やはり親切に対応をしないと

だめなのかなという気がします。その辺はどうですか。

平野委員長 羽沢課長。

羽沢保健福祉課長 いまご意見をいただいたように、親切に対応はしていきたいというふ

うには考えております。その中でもあくまでも入浴施設が送迎につきましては、主体的に

行っていただきたいというふうに考えており、そのやり方手法等につきましては、こちら

で持っているいろいろな医療機関送迎バス等もございますので、その辺のアドバイス・協

議をしながら進めていきたいと。

また、入浴施設として設定をされたものにつきまして、お知らせできるものにつきまし

ては、町としてもお知らせをしていきたいというふうに考えております。

平野委員長 新井田委員。

新井田委員 いまの吉田委員のほうから、これを見ると80％だと900人ぐらいですよ。例

えば、好きな月に行っていいのだよということであれば、いま言った混雑さがやはりある

意味では目に見えるわけですよね。だから、そういう部分のこれはのとやさんとのすり合

わせ的なものというのは、やられているのですか。その辺を聞きたい。

平野委員長 羽沢課長。

羽沢保健福祉課長 具体的詳細等につきましては、一切まだ協議はしておりません。

平野委員長 新井田委員。

新井田委員 ならば、やはりそういう危険性という表現はわるいですけれども、混み合う

という要素はたぶんいまの状況だったらあり得ると思います。そういうきちんとしたすり

合わせ、それといま言ったようにやはり私も一般質問でやりましたけれども、やりっぱな

しという表現は悪いですけれども、やはりそういう足の問題も痛し痒しの部分もないわけ

でもないのだけれども、やはり自家用車のかたも当然いるということはいますよね、75歳

以上のかたは。よく町長が一生懸命やられている交通安全の部分に関しても、細かく言っ

てしまうときりは良いのだけれども、やはりそういう部分も視野に入れながらある程度の

足の確保。これはやはり考えて構築されたほうがいいのかなというような気がします。ぜ

ひ前向きに検討をしていただければとそんなふうに思いますけれども。
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平野委員長 ほか。

福嶋委員。

福嶋委員 いまの人数が1,128人、このただし書きに30ページの資料に、対象者75歳以上、

障害1ないし3級、1,128人。これは、過大積算に私は思われる。ということは、町長の執

行方針の中の6ページに、後期高齢者の医療制度が12月末で1,146名なのです。この差額が

16名しかない。そうしたら、あまりの差が少ない。

もう一つは、多くみることはいいのだけれども、いま人数の問題でかなり混むのではな

いかと心配をしている。1,100人が80％だと900人になる。だけれども、75歳以上の元気な

人はいいですよ。まだ75歳以上でも施設に入っているとか来られない人、障害者含めてま

だいると思うのです。そこで、数が12月現在で1,146名、この中から1,128名、差額が16名、

少し過大じゃないかなと。もっともっと対象人数が減るのではないかとそういう感じがす

るのだけれども。

もう一つは、ここで対象者が75歳以上及び障害1ないし3級、この意味。1ないし3級が75

歳以上の人を言っているのですか。それとも、まだ若い人も言っているのですか。

羽沢保健福祉課長 まず人数ですけれども、これにつきましては12月末の住民基本台帳の

年齢構成別の実績を元に算出しておりますので、そこは了解ください。

また、障害の1級から3級につきましては、この方達につきましては、年齢の制限はござ

いません。以上です。

平野委員長 ほか。

竹田委員。

竹田委員 53ページから54ページにかけて、2点ほど確認をしたいと思います。

老人福祉の中で毎年開催をしているはつらつ演芸会、これはなぜ予算計上というか、予

算も伴わないボランティアで実施をするからいいのだということなのか。町としての俗に

言う敬老会、これをどう考えているかという部分。

それと、18節の備品購入、これは資料に付いているように経過年数含めて更新の時期に

きたということで、この医療バスを更新するのはいいですよという私達も認識なのですが、

ただ今回のどういうバス。例えば定員は29人乗りということですから、現在の運行してい

るバスとほぼ同様のバスなのかなというふうに思うのですけれども、ただやはり古くなっ

たから更新をするのはいいのですけれども、そのために住民福祉というか高齢者の高齢化

率等を考えた場合の町の姿勢として、このバスを購入にあたってどういうことを視点にし

て、今回のバス導入に至ったのかという部分について、整理した部分があればお聞かせ願

いたいと思います。

それともう1点は委託料で、医療バスの運行委託、518万4,000円を計上しています。昨

年は560万円、これは5か年計画の中での人件費等のアップだとか去年の段階で。それで、

建築単価等を算定の元でこのような金額になった。ここの老人福祉では医療機関の運行バ

スなのですが、後ほど例えば教育委員会であればスクールバス、そして建設水道課では福

祉バスの予算が出てきます。あまりにも運行委託に差異があるというか、倍くらい。例え

ばいまどうこうと議論をする、例えば福祉バスであれば予算計上が270万円なのですよね。

だから、医療バスは確か運行回数も多いからそういう積算だろうと思うのですけれども、

この辺については後ほどそれぞれの福祉バス、スクールバス、それらが終わった段階で再
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度、町長の考え等も議論をしたいなというふうに思っていますので、委員長、この辺よろ

しくお願いをしたいと思います。

平野委員長 羽沢課長。

羽沢保健福祉課長 それでは、はつらつ演芸会とバスの更新の2点について。

まずは、はつらつ演芸会ですけれども、29年度においては実施方法・時間帯を変えるな

どして、時間的にも「今年度のは長かったな」という声がかなりありますので、その辺を

踏まえて、時間の設定等につきまして時間・内容、これらを設定してまいりたいというふ

うに考えております。

また、予算上では需用費の中で演芸会にかかる分として約11万円程度ですが、予算とし

て需用費の中に組み込んでございます。

それから、バスの更新につきましては、いま現在運行している29人乗りと同じ大きさの

バスを更新するというふうに考えており、カラーリングにつきましては、今年度更新した

スクールバス、それを参考にしながらキーコなどを用いてやっていきたいというふうに、

用途につきましては、医療機関を送迎するバスというふうに考えてございます。

平野委員長 いまの2点について、先に再質問があれば。

副町長。

大野副町長 ただいまの竹田委員のご質問ですけれども、運行日数の違いです。労務単価

については、その年度年度の労務単価が国のほうから発表されておりますので、それを使

っております。5年間の長期継続契約に基づいた年度の予算ということで、進めておりま

す。

平野委員長 竹田委員。

竹田委員 福祉のまちの町長として町長、どうなのでしょう。できれば、やはり予算計上

ではつらつ演芸会、金額ではないのです。やはりその予算計上というのをすべきではない

かというふうに思うのですけれども、その辺は町長の見解をお願いしたいなと思います。

それと、バスの導入にあたっての検討。私は、例えば29人乗りがいいのか、先に一般質

問の中でシャトルバス議論もありました。29人マックスの時もある。だけれども、通常の

利用者の動向はどうなのだろうという。そういうものもトータルで含めて、最終的に定員

が29名。スクールバスも参考にして、キーコをデザインというかそれにしたのもいいでし

ょう。私はやはり高齢者の部分を考えたら、やはり利便だとか前から言われているロース

テップのバスにしただとか、いままでの例えば高齢者の人に乗る時に、医療バスはミカン

箱ではないけれどもこういう木箱を置いて、ステップを踏んで乗っていた時代もあったの

ですよ。だんだん高齢化が高くなってきた、そうしたらステップのローが低いそういうも

のを全体の福祉の構想の中で、選定をしてこういうバスにしました。それで、その金額が

870万円になりました。私はそれならいいのですよ。ですから、やはり以前のいま運行し

ているバスの最近はどうかわからないけれども、スタートの頃はそうだったのですよ。だ

から、そういうことも視野に入れたバスの導入に至ったのかなというその議論の経過を私

は聞きたかったのです。

平野委員長 羽沢課長、バスの補足説明があればお願いします。

羽沢課長。

羽沢保健福祉課長 大変、失礼いたしました。説明不足です。いまおっしゃられたように、
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導入しようと予定しているバスにつきましては、ローステップのバスということで、ご理

解ください。

平野委員長 先ほどはつらつ演芸会を載せるべきだということについて、町長の考えを聞

きたいということで、町長も挙手をされておりましたので、町長。

大森町長 就任した当初、敬老会が町内各所で実施されておりました。町内会単位では札

苅・泉沢・釜谷、そして本町地区では木古内女性会がお手伝いをしてくれる敬老会と、Ｊ

Ａ女性部のほうでお手伝いをしてくれる敬老会と、町内で随分賑やかにやっていた時代が

あります。

そこに出席をしてテーブルを回って、出席者とお話をすることが毎回あるわけですけれ

ども、その時にちょうど財政的に厳しい時代という背景もあったのでしょう。出席者から

「自分達は楽しみがいっぱいあるので辞めていいよ」と、「もしこういうお金があるので

あれば、子ども達に使って」とこういう声がありました。次の年も同じように幾つかの敬

老会の中で、そのようなご意見がありました。こんなことを背景にして、この敬老会につ

きまして、主催してくださっている団体の皆さんとも協議をして、現在のように廃止をし

たという経過でございます。

そのあと、変わるものはということで、全町と対象とする現在のはつらつ演芸会に変わ

りました。はつらつ演芸会の中では、当初から非常に厳しい財政でございましたので、で

きるだけ費用をかけないでということで当時、竹田委員もその時の役場のご担当者として

随分ご苦労をかけたと思います。予算のない中で、はつらつ演芸会を実施したわけでござ

います。いまは多少の予算を持つ中で、発展をしてきたわけでございますが、そのような

経緯で今日敬老会に変わるはつらつ演芸会で、皆さんに楽しんでいただいているというこ

とでございます。

予算計上をして従前の敬老会を実施するということにつきましては、今回は特段このこ

とについて新年度はどうするということはありませんが、また地域の声を聞く、あるいは

高齢者の声を聞くなどをして、皆さんの思いを確認したいと思っております。

平野委員長 新井田委員。

新井田委員 いま大森町長から縷々、ご説明をいただきました。

各地区の敬老会に関しては、そういう経緯があったということは承知しました。その変

わり各地区で形は変えて、いろんな催しをやるということもあるわけですけれども、そう

いう中で例えばいまのはつらつ演芸会に関するのは、議員として出させていただいている

部分はありますけれども、やはり顔ぶれを見るといま全町内会というお話が出ましたけれ

ども、ほぼ私の見解では木古内本町界隈の方々がほぼ大半だというふうに認識はしていま

す。もしそうでなかったら大変申し訳ないけれども。そういう意味合いにおいて、やはり

行きたいけれども行けない、足がない、そういう部分も多々あるのですよね。これは、町

民の声だと思うのです。ただ、そういう部分をやはり今後展開をする中で、ぜひその辺を

考慮していただいて、やはり考えなければいけないと思うのです。形はどうであれ、イベ

ントにあわせた形でもいいですけれども、それを継続にやってということではないですけ

れども、その辺をみんな町民の中で盛り上げていくということが大事じゃないかと思うの

ですけれども、その辺はどうお考えですか。見解を教えてください。

（「関連」と呼ぶ声あり）
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平野委員長 竹田委員。

竹田委員 若干、町長の見解と自分の見解がちょっと違うのかなというふうに思うのです

けれども。確かに、町長が縷々過去の経過を説明してくれました。そのとおりだと思いま

す。そういうことで財政が逼迫して、やはりどうしたら高齢者が喜んでくれるかというこ

とが、いまの今日にあるのだというふうに思います。私はやはりその辺は、予算であって

も政策であっても、もっとメリハリを付けるべきだというふうに思うのですよ。財政が良

くなったら少しはつらつ演芸会をもっと盛り上げよう、そういう気構えがあればはつらつ

演芸会という予算項目を付けたっていいだろうというのが私の考えです。額がいくらに10

0万円じゃなければだめだとかとそういうことではないのですよ。ここの科目を見ても需

用費を見てもはつらつ演芸会なんて項目がないものですから、やはりそういう部分で町長

の思いというのをどこかで出すべきだろうと思うところです。

新井田委員と同様に全町と言うけれども、町長、全町には行き渡っていないというのが

実態です。これは、老人クラブに案内をしているからなのです。老人クラブがない町内も

あるのですよ。ですから、案内が来ないという地域もやはり出てきているというそういう

声を聞いていますから、その辺は今年度進める中で、そういう漏れ等がないような案内と

いうか周知の方法をきちんと整理してください。

平野委員長 羽沢課長。

羽沢保健福祉課長 はつらつ演芸会におきましては、釜谷・泉沢・札苅方面につきまして

は、福祉バスを運行いたしまして、今年度も30名程度のご利用がございました。竹田委員

がおっしゃるように、取りまとめ等につきましては、老人クラブへ案内をしてバスの利用

というものを取りまとめをいただいているところですので、そこに加入されていないかた

に漏れがあったのかもしれませんけれども、そのような実態です。

また、農地方面につきましては、公用車なり大きなハイエース等を職員が運転をする中

で、十数名の利用が今年度もございましたので、来年度29年度につきましても、周知方法

等そこは漏れのないように検討をする中で、事業を実施していきたいというふうに考えて

おります。

平野委員長 新井田委員。

新井田委員 私も見解不足でした。いま課長のほうから福祉バスを利用してというお話を

いただきました。その辺の認識を私はしていなかったものですから、大変失礼いたしまし

た。

平野委員長 竹田委員が言うのは、どうも例えば備考欄です。説明の記載に、ここに載っ

ているか載っていないかで、担当課としての力入れがどうなのだと感じてしまうのですよ

ね。なので、単純に需用費の中に入っているのだよと説明では理解はするのですけれども、

何で載せないのだということだと思うのですよ。ですから、やはり福祉のまちと言ってい

る以上、そういうたった何個かのお年寄りのそういう全町対象のイベントですから、次回

からはぜひ載せるべきだと予算の大小関わらず思いますので、意見については参考にして

ください。

ほか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

平野委員長 なければ、以上で保健福祉課の介護福祉グループ管轄の予算審査を終えたい
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と思います。

次に特別会計に入っていくわけですが、50分まで暫時、休憩をいたします。

休憩 午後3時42分

再開 午後3時50分

平野委員長 それでは、休憩を解き、会議を再開いたします。

引き続きまして、保健福祉課の介護保険特別会計の予算について、審査をしていきたい

と思います。

それでは、説明を求めます。

羽沢課長。

羽沢保健福祉課長 それでは、介護保険事業特別会計の平成29年度の予算について、ご説明

いたします。

29年度につきましては、第6期の介護保険事業計画の最終年という位置付けになります。

現時点での給付実績の見込み、これらからにおいて次の第7期において、安定化基金からの

借り入れですとか保険料の上昇というものは、現時点の給付実績においては、ないものという

ふうに考えております。

また、29年度中には介護保険法の改正、それからガイドラインなどを守り、計画を策定して

いくわけですけれども、その中で施設サービス費用というものが会計に与える影響というもの

は非常に大きいことから、恵心園といさりびの併設によるサービス料の見込みというものを適

切に見込んだ中で、計画の策定を進めてまいりたいというふうに考えております。

それでは、歳出からご説明を申し上げます。

予算書の15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 3,646万1,000円、対前年比 591万5,00

0円の増です。

増の主な要因は、職員の人件費、嘱託員を昨年度予算計上してございますが、その退職によ

り正職員1名分を計上したための増額、それと13節の委託料、介護報酬の改定に伴う介護保険

システム改修費を計上してございます。

次に、予算書の16ページをお開き願います。

2項 徴収費、1目 賦課徴収費 13万1,000円、対前年比で1万8,000円の増、昨年度と同様

の計上となってございます。

次に17ページ、3項 介護認定審査会費、1目 介護認定審査会費 507万3,000円、対前年比

9,000円の増、また2目の認定調査費 346万4,000円、対前年比 21万6,000円の減につきま

しては、両方とも昨年度と同様となってございます。

18ページをお開き願います。

4項 運営協議会費、1目 運営協議会費 16万2,000円、対前年比 4万1,000円の増、第7期

の計画策定年ということになりますので、例年より1回多い形での予算計上、年4回を予定する

ものでございます。

19ページをお願いいたします。

2款 保険給付費、1項 保険給付費、1目 介護サービス等給付費 5億8,931万3,000円、対
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前年比 819万円の増と、20ページの2項・1目 高額介護サービス費 1,846万8,000円、対前

年比 36万3,000円の増、それと21ページ、3項 その他諸費、1目 審査支払手数料 51万8,0

00円、対前年比、増減なし。これにつきましては、介護保険の事業計画どおりの計上となって

おり、前年度と同様となってございます。

予算書、22ページをお開き願います。

3款・1項 地域支援事業費、1目 介護予防・生活支援サービス事業費 2,000万7,000円、

対前年比 347万7,000円の減。減の要因といたしましては、一番下にございます19節の負担金

補助及び交付金、この中の訪問介護相当サービス費、通所介護相当サービス費、ここがサービ

ス費実績に基づく算定により減額というものが減の主な要因となっております。

また、新規事業といたしまして、資料の31ページをお開き願います。

キーコ体操、仮称でございますがこのＤＶＤの作成委託料 30万円ということで、子どもや

高齢者が利用できるものをこの体操というものを作って、ＤＶＤ化をして町の中で広めていき

たいという事業でございます。

趣旨といたしましては、いま申し上げましたように、子どもから高齢者まで気軽に体を動か

すことができる体操というものを考えてございます。

また、この作成にあたりましては、作詞・作曲・振り付け、また歌の演奏などがございます。

これらにつきましては、町内小学校の吹奏楽の顧問の先生ですとか国保病院のリハの理学療法

士の先生などに協力を依頼する中で、進めていきたいというふうに考えております。

体操につきましては、だいたい2分程度の体操というものでキーコ体操、仮称でございます

けれども、キーコが踊るというものではなく、キーコがどこかで出演するような内容で、あく

までも子どもやお年寄りが体を動かせるそういう内容の体操というものを考えております。

予算といたしましては、撮影と編集これを外部に委託して30万円ということで、計上をお願

いするものでございます。

また、作成した際には各施設・町内会・老人クラブ・保育園などへお配りする中で、活用し

ていただければというふうに考えております。

スケジュールとしては現時点でございますけれども、8月の咸臨丸まつりで完成披露と

いうものをできればというふうに考えております。何とかそれまでに進めていきたいとい

うふうに思っているところでございます。

それでは、予算書23ページにお戻りいただきまして、2目 包括的支援事業・任意事業費

2,196万2,000円、対前年比 762万7,000円の増です。

増の要因といたしましては、3点ございます。1点目は、臨時職員をここで配置してございま

したが、このケアマネージャーを正職員として包括支援センターへ配置する。

それから、報酬でございます。先ほど説明いたしました認知症の初期集中支援チームの報酬、

これを81万6,000円計上しているのと資料の31ページになります。それと、本日皆様方にお配

りいたしました平成29年度生活支援コーディネーター委託業務の概要というものをご覧くださ

い。

生活支援コーディネーターの業務委託として、288万8,000円の予算計上をお願いするもので

す。概要のほうで説明をさせていただきます。

委託期間としては、まずは1年間29年度、そして委託先といたしまして社会福祉協議会。業

務内容といたしましては、（1）から（4）に書いていますとおり、四つを想定してございます。
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基本的には地域の課題、それらを把握、地域資源の把握というものを行って、地域包括支援

センターこれと連携を図りながら、いまある既存の声かけ訪問ですとか安否確認などそれらを

充実させたり、新たな何か地域の要望等それらをコーディネート調整をしていただくというこ

とが主な業務となります。

（1）といたしまして、協議体の設置・運営準備業務。いま想定しているのは各地域、町内

会単位になるのかもしれませんが、各地域にこれら協議体というものを設置して、それらのか

たとの協議を行って意見の集約、地域に必要なものの掘り起こし、それらを行っていきたいと

いうふうに考えております。

また（2）といたしまして、居場所・サロンづくり。現在も包括支援センターが自主的に行

っていただけるように、サロンづくりというものにお手伝いをさせていただいているところで

すが、ここにつきましてもコーディネーターの業務として包括センターと連携を図る中で、そ

の地域地域に必要なサロンづくり、居場所づくりというものを実施していければというふうに

考えてございます。

また（3）といたしまして、日常生活圏域のニーズ調査。28年度にもこの調査を実施してお

りますが、29年度早々には国から新たに調査項目がかなりコンパクトになった形で、前回の調

査項目があまりにも多岐にわたってわかりづらいというものがあったものですから、国のほう

でもそれらを踏まえてコンパクトな形で調査の例ということで示してきておりますので、新年

度早々この介護福祉グループを中心にこの調査を実施し、またコーディネーターにおきまして

は、訪問した中で聞きとり等でこの調査を一緒に進めていきたいと。そして、これらの資料に

つきましては、第7期の介護保険事業計画へ反映させていければというふうに考えてございま

す。

最後に（4）といたしまして、生活支援の担い手の発掘・育成ということで、ここではボラ

ンティアになるのでしょうが、ボランティア養成講座ですとかそういったものを地域に出向い

たりという中で、このコーディネーターの業務として行っていければというふうに考えてござ

います。

このコーディネーターの業務を行うにあたっては要件がございまして、コーディネーター業

務を行うに必要な研修を受講した者ということになっておりまして、社会福祉協議会につきま

しては、この要件をクリアしているかたがいらっしゃるということで、この業務を委託して実

施してまいりたいというふうに考えてございます。

それでは、予算書24ページに戻っていただきまして、4款・1項 公債費、1目 利子 5万

円、前年度と増減なし、また25ページ、2項・1目 財政安定化基金償還金 400万円、増減な

し。それから、予算書の26ページ、5款 諸支出金、1項 償還金及び還付加算金、1目 第1号

被保険者保険料還付金 15万円と2目 償還金 1,000円と3目 第1号被保険者還付加算金 1,

000円につきましては、全て前年度と同様となってございます。

予算書27ページ、6款・1項・1目 予備費 150万円、給付費に不足が生じた場合に充当する

ものでございます。

以上で、歳出の説明を終わります。

続けて、歳入の説明をさせていただきます。

予算書の7ページをお開き願います。

1款 保険料、2款 分担金及び負担金、3款 使用料及び手数料、1款から3款までにつきま
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しては、前年度と同様の計上というふうになってございます。

次に、7ページから8ページにまたがりまして、4款の国庫支出金これにつきましては、法定

どおりの国の負担ということになってございます。

8ページの一番下の表、国庫支出金の介護保険事業費補助金 22万円です。これにつきまし

ては、介護保険システム改修に対する国庫補助ということで、29年度予算計上をするものです。

9ページ、5款 支払基金交付金、これにつきましても法定どおりの支払基金からの負担分の

歳入でございます。

9ページから10ページにかけまして、6款の道支出金これにつきましても、北海道が負担す

る法定どおりの負担ということになってございます。

次に、10ページから11ページにかけまして、7款 繰入金です。これにつきましても、国・

道と同じく法定どおりの一般会計の負担する負担金ということで繰り入れをいたします。

増加しております11ページの一番上の表にある4目 その他一般会計繰入金、これにつきま

しては対前年で1,326万1,000円増加してございます。これの主な要因といたしましては、人件

費です。臨時職員等を正職員に配置したことによることが主な要因となってございます。

また、11ページの一番下の表、8款 繰越金 392万円、対前年比 8万円の減は、28年度の

決算見込みによる繰越金ということになってございます。

予算書12ページから13ページにまたがりまして、9款の諸収入です。これにつきましても、

昨年度と同様の計上となってございます。

以上で、歳入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。

平野委員長 介護保険特別会計の予算について、説明をいただきました。

各委員より質疑をお受けします。

竹田委員。

竹田委員 介護保険については、課長の冒頭の説明の中で今年度の見通しの中では、6期

の最終年の中で安定化基金の借り入れをしなくても保険料の改定も現在のところ考えてい

ないというそういう部分からすれば、安定的に介護保険の運営ができるのかなと。これは、

以前から言われているように、介護保険が好転という良くなれば施設運営のほうにやはり

その分が被ると。国保と病院と同じような現状があるわけだから、かいつまんでいって今

年度の見通しの中で、大きな要因。私は、老健の施設入所が減っているということが大き

な要因なのかなというふうに思うのですけれども、それが木古内のいさりびは退所をした

けれども、他の他町の施設に行けばこれまた介護保険の事業とすれば同じ繰り返しになる

のですけれども、現象的にどうなのだろうというのがすごくやはり心配するところなので

すよね。

それと、説明を聞き逃したかもわからないですけれども、22ページの介護予防の関係で、

昨年は確か負担金の中で総合事業予防給付費で予算を1,300万円ほど持っていたのですけ

れども、これは例えば要支援1だとか2のサービスに対する予算だと思うのですけれども、

今年度はこれが介護予防ではなく、どこでこの部分をやるのか。通所介護とはまた違うと

思っていますから、どういう動きが昨年計上したのと今年度の予算の計上とどうなのだと

いう部分。

それと、次のページの23ページの先ほど資料をいただいた生活支援コーディネーター業

務委託。この資料を見ますと社会福祉協議会に委託するできるということで、承諾をもら
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っているんだろうと思うのですけれども、実際コーディネーターというのはケアマネ等の

資格が必要なのかどうなのかという部分について、まず1点。

平野委員長 羽沢課長。

羽沢保健福祉課長 私のほうからそれでは、1点目の老健いさりびの減につきまして、2点

目の総合事業は阿部主査のほうから回答をいたします。3点目の社協のケアマネの資格、1

点目と3点目について、回答いたします。

まず、老健いさりびが在宅復帰型に方向転換、運営方針を変えたことによって、いさり

びの入所者というものは減っているのは皆さんご存じのとおりですけれども、その減った

かたが本来の目的であれば家へ帰っていただいて、そこで在宅サービスにつなげるという

のが包括ケアシステムの理想ではございますが、現実といたしましては、いさりびを退所

して長く居られる施設、函館市・北斗市の老健・特養なりへ皆さん利用を移されているの

が現状ということで、ご理解をください。

したがいまして、介護保険の会計に与える影響というものが減っているというそこの部

分で激減している、減っているということはないということで、ご理解願えればと思いま

す。

それと、3点目の社協のコーディネーターでございます。これは、ケアマネの資格は必

要ございません。あくまでも国・北海道が主催する研修会というものがございますので、

それを受講することが要件となっております。昨年度28年度に社協の職員につきましては、

1名これを受講されて要件を満たしているかたがいるということで、ご理解いただければ

と思います。

平野委員長 阿部主査。

阿部主査 介護22ページの負担金の訪問介護相当サービス費と通所介護相当サービス費と

いうことでありますけれども、昨年は確かに総合事業ということで介護保険から今度町の

ほうの総合事業に移るかたがいらっしゃるということで、その分を負担金で予算をみさせ

てもらっていました。ただ、その見方が当初の見込みである30名から40名程度見込んでい

たものが、実際いま12月末現在では23名の総合事業の利用者ということで、若干当初より

減ってございます。当初より減ってございますので、実績に見合ったものでここは予算を

計上させてもらったところであります。

平野委員長 竹田委員。

竹田委員 そうすれば訪問介護相当サービス費、この相当・通所も含めて、この部分が支

援の1・2の事業負担だということですね。当初、見込んでいたより利用者が減っていると

いう、良いことなのかどうなのかという思いもありますけれども、これはそれで了解しま

した。

それと、コーディネーターの関係ですが、社会福祉協議会でも研修も受けてコーディネ

ーター要件を備えたというから、新年度から社会福祉協議会のほうに大いなる期待をした

いなというふうに思っています。ただ、前からいろいろ出ているサロンの運営だとかそう

いう部分については、生活支援コーディネーターだけに一存することなく、やはり介護行

政のほうも関わっていただきたいというふうに思っているところです。その辺については、

どう進めるのかという部分について。

平野委員長 関連なのですけれども、あわせてコーディネーター業務委託、中身について
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は記載のとおりで理解するのですけれども、道からのお金が約6割くらいなのですけれど

も、この288万円の算出根拠というのは口頭で説明できますか。内容の細部と言いますか、

それもあわせて説明ができればお願いします。

羽沢課長。

羽沢保健福祉課長 まず、竹田委員からのサロンづくりですけれども、これはコーディネ

ーターが1人で当然やるものではなく、これまでどおり地域包括支援センター、保健福祉

課と連携を図る中で、ともにサロンづくりというものを地域地域に根付くように作ってい

きたいというふうに考えております。

それと、委員長からの委託料の根拠ということで、これにつきましては該当する社会福

祉協議会のかたの人件費及び消耗品関係、これらを計上した中で積算しているということ

でご理解願えればと思います。

平野委員長 新しいかたを採用するわけじゃないですよね。

羽沢課長。

羽沢保健福祉課長 これにつきましては、いまいる事務員のかたで足りるということで、

これも予算前で大変申し訳ありませんが一度どうですかということで、このような事業を

いけますかということで、お話をさせていただいております。

平野委員長 ほぼほぼ人件費のプラス、上乗せというふうに捉えてていいぐらいですね。

わかりました。

ほか。

福嶋委員。

福嶋委員 いま課長からの説明で、老健の入所者が80床のやつに70名くらい去年までいた

わけです。68人かな、そのくらいいたやつがいま現在、50を割ったと。44にだいたいみて

いると。であれば、30くらい減っていると。これが私ははじめて聞いたのだけれども、町

内に在宅に移っていると思っていた。入所者がいつまでも入所していられないと。そうい

うシステムになったので、在宅に移行しているのだと。そのままだと思ったら、いまそう

いう施設がないので、即に受けるところがないので、他の町村に移っていると。実は一昨

年、議会と住民の説明会がありました。そうしたら、特養が満杯でかなり入れないと。介

護度3以上でなければ入れないと。老健に入れば13万円もかかると。給料が高い人、役場

の職員の定年退職した年金者でなければ入れないと。だから、お金のない人は収入が少な

い人はみんなほかの町村に送っているのだと。こういうケアマネがいたのです。だから、

私は木古内では決して福祉については他の町村には劣っていないと話したら、そうではな

いのだと。要するにいまみたいに、やはり他の北斗・七飯・函館市のほうに移っていると。

こうであれば、この対策を半永久的にそうなるでしょう。いま44人だったら減少率は減る

かもしれないけれども、それではたしていいのかなと。我が町の制度がそうだから仕方が

ないと言えばそのままだけれども、やはり何か手立てはないのだろうか。我が町の減少率

道南含めて、高齢化比率も含めて、こういう現状であれば対策として、何かやはり他の町

村で受け入れるということは他の町村でやっているということは、その辺の考え方はない

のかなということを聞きたいです。

平野委員長 羽沢課長。

羽沢保健福祉課長 言い方が先ほど限定的だったので、まず全てにおいて北斗市・函館市
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に流れているというものはなく、多くという多くはそのように老健からの退所者につきま

しては、自宅へ帰るかたも当然いらっしゃいますので、全てという面ではないですけれど

も、介護保険の毎月の利用者この人数をみていた中では、総体が50人いたとしますと、老

健退所者が10名いてもうちの50名は変わっていないというのが現状ということでご理解く

ださい。

平野委員長 暫時、休憩をいたします。

休憩 午後4時19分

再開 午後4時22分

平野委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

竹田委員。

竹田委員 今回、保健福祉の資料に介護保険の動きの部分が資料として添付になっていな

いのですけれども、運協等の中で議会等に提示ができる資料等があれば、やはり提出をし

ていただきたいということで、資料要求をしたいと思います。

平野委員長 羽沢課長。

羽沢保健福祉課長 要介護認定者の推移ですとか給付費の実績の推移、それらについてま

とめた資料を後日、提出いたします。

平野委員長 ほか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

平野委員長 ないようですので、以上で介護保険特別会計の予算審査を終えたいと思いま

す。

続きまして、介護サービス事業特別会計についての予算審査に進みたいと思います。

説明を求めます。

羽沢課長。

羽沢保健福祉課長 それでは、介護サービス事業特別会計の平成29年度の予算について、

説明いたします。

歳出の予算書、9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 309万円、対前年比 78万2,000円

の減です。

要因といたしましては、ケアプラン収入の減により、介護保険事業特別会計への繰出金

が減ったこと。また、旅費につきましては各研修会、地域包括ケアですとか医療介護連携

などに関する研修会への増加を見込み、増額での予算要求となっております。

以上で、歳出の説明を終わります。

次に、歳入の予算書の7ページをお開き願います。

1款 サービス収入、1項 介護給付費収入、1目 居宅介護サービス計画費収入、143万

7,000円、対前年比において78万2,000円の減となっております。

実績に基づく利用者の減となってございます。2項 介護予防給費収入、2款 諸収入、

3款 繰越金につきましては、昨年度と同様となってございます。

以上で、歳入の説明を終わります。よろしくご審議をお願いいたします。
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平野委員長 説明が終わりましたが、質問はございませんね。

竹田委員。

竹田委員 例えば前年比の中で、サービス計画費の収入が70万円ほど減っているけれども、

要介護者が減ってきてケアプラン収入が減ったということなのか。いままで例えば何件介

護サービスで賄っていた計画を何名にして、事業とすればこういう事業に展開になったと

いうのであればわかるのだけれども、何か収入が減ったからそれに見合った支出だと。支

出はわかるのだけれども、その辺がどうしてなのかなという部分。

平野委員長 羽沢課長。

羽沢保健福祉課長 いまの居宅介護サービス計画費の収入の減、これは要介護者に対する

ケアプランの収入の減ということで、まずは押さえていただきたいというもので、要介護

者につきましては減っておりません。年々若干ですが、増えております。この収入という

のは、居宅介護支援事業所、町の直営の居宅介護支援事業所としての収入でございます。

一方で、居宅介護支援事業所と地域包括支援センター、この職員というものは同じ業務

を行っております。いま進めたいと思っております地域支援事業、こちらに力を入れてい

く分には、ケアプランを作成する時間が割かれるというのが非常に両方両立するのが困難

になってきております。そこで、いま1名この3月までで退職をいたしますので、そのケア

マネが持っているケアプランにつきましては、町内をエリアとする事業所そちらへ振って

いって、そのケアプランに対する業務を減らし地域支援事業、ここをより進めていきたい

というふうに考え、このような収入となってございます。以上です。

平野委員長 ほか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

平野委員長 ないようですので、以上をもちまして、介護サービス事業特別会計の予算審

査を終えたいと思います。

以上をもちまして、保健福祉課管轄の予算審査を終えたいと思います。また明後日、町

民課の中で保健福祉課の関連する部分もありますので、明後日また来ていただくことにな

りますが、まずをもってきょうの審査を終えたいと思います。お疲れ様でした。

暫時、休憩をいたします。

休憩 午後4時28分

再開 午後4時31分

平野委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

皆さんのご協力の下、ほぼほぼ予定どおり長い課もあり短い課もあったわけでございま

すが、本日のスケジュールを終えることができました。

きょう進めてきた中で、町長が出席されておりましたので、きょう1日のまとめという

ことで、町長総括の質疑にするような内容があるかということですけれども、きょうは町

長が出席されていましたし、そのような質疑・議論がなかったので、町長総括質疑につい

てはなかったと判断しますが、よろしいでしょうか。

（「はい」と呼ぶ声あり）
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平野委員長 それでは、あすのスケジュールなのですけれども、あすも午前9時半から病

院事業、産業経済課、建設水道課の3課にわたって進めてまいります。例年のことなので

すけれども、産業経済課、建設水道課については、それぞれ地域の行事だったりそれぞれ

の職業に関わることなので、内容についてはたくさん質疑が出るのですけれども、病院事

業です。中身が事業会計で非常に難しいというのもあって、各委員の質問の中に「勉強不

足なのですけれども」という言葉が必ず出てくるのです。そのような質問の中に、「勉強

不足」という言葉が出ないように必ず資料の中身をきちんと見てきて、全ての課で質問を

一つでも二つでもするように各委員には努力をしてほしいと思いますので、お伝えしてお

きます。

以上をもちまして、第2回平成29年度木古内町予算等審査特別委員会を散会いたします。

どうもお疲れ様でございました。

説明員 大森町長、大野副町長、若山総務課長、若山選挙管理委員会書記長、幅崎主査

田畑主査、加藤（崇）主査、木本（こ）主任、菅原主事、又地議長

吉田（廣）議会事務局長、西嶋主査、福田まちづくり新幹線課長

丹野新幹線振興室長、加藤（隆）主査、中山主査、畑中主査、中村主事

遠藤主事、山本主事、羽沢保健福祉課長、阿部主査、加藤（直）主査、中村主任

傍聴者 なし

報 道 なし

予算審査等特別委員会

委員長 平 野 武 志


