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各 位

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

脱字等がありましたら深くお詫びいたします。

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

ろしくお願い申し上げます。

木古内町議会議長 又 地 信 也
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平成３０年 ３月 ６日（火）第１号

○ 開 会 日 時 平成３０年 ３月 ６日（火曜日）午前１０時００分

○ 休 会 日 時 平成３０年 ３月 ６日（火曜日）午後 ５時３８分
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病院事業管理者 小 澤 正 則

総務課長 若 山 忍

税務課長 高 橋 和 夫

会計管理者 高 橋 和 夫

町民課長 吉 田 宏

保健福祉課長 羽 沢 裕 一
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・本会議に職務のため出席した者の職氏名

議会事務局長 吉 田 廣 之

議事担当主査 西 嶋 浩 二
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平成３０年第１回木古内町議会定例会議事日程

第１号 平成３０年３月６日（火） 午前１０時００分開議

日程
議 件 番 号 議 件 名

番号

１ 会議録署名議員の指名

２ 議会運営委員会報告

３ 会期の決定

４ 議長諸報告

５ 総務・経済常任委員会所管事務調査報告

６ 行政報告

７ 町政執行方針

８ 教育行政執行方針

９ 一般質問

10 承認 第１号 専決処分の承認を求めることについて

11 議案 第10号 平成29年度木古内町一般会計補正予算（第9号）

12 議案 第11号 平成29年度木古内町国民健康保険特別会計補正予算（第4号）

13 議案 第12号 平成29年度木古内町後期高齢者医療特別会計補正予算（第4号）

14 議案 第13号 平成29年度木古内町国民健康保険病院事業会計補正予算（第4号）

15 議案 第15号 平成29年度木古内町介護保険事業特別会計補正予算（第4号）

16 議案 第16号 平成29年度木古内町介護サ－ビス事業特別会計補正予算（第2号）

17 議案 第17号 平成29年度木古内町下水道事業特別会計補正予算（第3号）

18 議案 第14号 平成29年度木古内町水道事業会計補正予算（第4号）

19 議案 第21号 木古内町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す
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

20 議案 第22号 木古内町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例制定に
ついて
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21 議案 第29号 町道路線の変更について

22 諮問 第１号 人権擁護委員候補者の推薦について

23 諮問 第２号 人権擁護委員候補者の推薦について

24 議案 第18号 木古内町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を
定める条例制定について

25 議案 第19号 木古内町特別養護老人ホームいさりび診療所設置及び管理に関する
条例制定について

26 議案 第20号 木古内町国民健康保険事業基金条例の一部を改正する条例制定につ
いて

27 議案 第23号 指定地域密着型介護老人福祉施設、指定地域密着型サービス事業者
及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準を
定める条例の一部を改正する条例制定について

28 議案 第24号 木古内町高齢者等入浴無料券交付条例の一部を改正する条例制定に
ついて

29 議案 第25号 木古内町空き家等の適正管理に関する条例の一部を改正する条例制
定について

30 議案 第26号 木古内町国民健康保険条例の一部を改正する条例制定について

31 議案 第27号 木古内町介護保険条例の一部を改正する条例制定について

32 議案 第28号 木古内町介護老人保健施設及び特別養護老人ホーム木古内恵心園経
営統合に伴う関係条例の整理に関する条例制定について

33 議案 第１号 平成30年度木古内町一般会計予算

34 議案 第２号 平成30年度木古内町国民健康保険特別会計予算

35 議案 第３号 平成30年度木古内町後期高齢者医療特別会計予算

36 議案 第４号 平成30年度木古内町国民健康保険病院事業会計予算

37 議案 第５号 平成30年度木古内町水道事業会計予算

38 議案 第６号 平成30年度木古内町高齢者介護サービス事業会計予算

39 議案 第７号 平成30年度木古内町介護保険事業特別会計予算

40 議案 第８号 平成30年度木古内町介護サ－ビス事業特別会計予算

41 議案 第９号 平成30年度木古内町下水道事業特別会計予算
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平成３０年第１回定例会　提出案件及び議決結果表

議件番号 議　　　件　　　名 議決月日 議決結果

議案第１号 平成30年度木古内町一般会計予算

議案第２号 平成30年度木古内町国民健康保険特別会計予算

議案第３号 平成30年度木古内町後期高齢者医療特別会計予算

議案第４号 平成30年度木古内町国民健康保険病院事業会計予算

議案第５号 平成30年度木古内町水道事業会計予算

議案第６号
平成30年度木古内町高齢者介護サービス事業会計予
算

議案第７号 平成30年度木古内町介護保険事業特別会計予算

議案第８号 平成30年度木古内町介護サ－ビス事業特別会計予算

議案第９号 平成30年度木古内町下水道事業特別会計予算

議案第10号 平成29年度木古内町一般会計補正予算（第9号） 30. 3. 6 原案可決

議案第11号
平成29年度木古内町国民健康保険特別会計補正予算
（第4号）

30. 3. 6 原案可決

議案第12号
平成29年度木古内町後期高齢者医療特別会計補正予
算（第4号）

30. 3. 6 原案可決

30. 3. 6
平成30年度予算等審
査特別委員会に付託

30. 3.13
原案可決

30. 3. 6
平成30年度予算等審
査特別委員会に付託

30. 3.13
 撤回許可
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議案第13号
平成29年度木古内町国民健康保険病院事業会計補正
予算（第4号）

30. 3. 6 原案可決

議案第14号 平成29年度木古内町水道事業会計補正予算（第4号） 30. 3. 6 原案可決

議案第15号
平成29年度木古内町介護保険事業特別会計補正予算
（第4号）

30. 3. 6 原案可決

議案第16号
平成29年度木古内町介護サ－ビス事業特別会計補正
予算（第2号）

30. 3. 6 原案可決

議案第17号 
平成29年度木古内町下水道事業特別会計補正予算
（第3号）

30. 3. 6 原案可決

議案第18号 
木古内町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営
に関する基準を定める条例制定について

議案第19号  
木古内町特別養護老人ホームいさりび診療所設置及
び管理に関する条例制定について

議案第20号  
木古内町国民健康保険事業基金条例の一部を改正す
る条例制定について

議案第21号  
木古内町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事
業の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

30. 3. 6 原案可決

議案第22号 
木古内町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正
する条例制定について

30. 3. 6 原案可決

議案第23号

指定地域密着型介護老人福祉施設、指定地域密着型
サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービ
ス事業者の指定に関する基準を定める条例の一部を
改正する条例制定について

議案第24号
木古内町高齢者等入浴無料券交付条例の一部を改正
する条例制定について

議案第25号
木古内町空き家等の適正管理に関する条例の一部を
改正する条例制定について

議案第26号
木古内町国民健康保険条例の一部を改正する条例制
定について

議案第27号
木古内町介護保険条例の一部を改正する条例制定に
ついて

議案第28号
木古内町介護老人保健施設及び特別養護老人ホーム
木古内恵心園経営統合に伴う関係条例の整理に関す
る条例制定について

30. 3. 6
平成30年度予算等審
査特別委員会に付託

30. 3.13
原案可決

30. 3. 6
平成30年度予算等審
査特別委員会に付託

30. 3.13
原案可決
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議案第29号 町道路線の変更について 30. 3. 6 原案可決

議案第30号 平成30年度木古内町一般会計予算

議案第31号
木古内町特別会計条例の一部を改正する条例制定に
ついて

30. 3. 13 原案可決

議案第32号 平成29年度木古内町一般会計補正予算（第10号） 30. 3. 13 原案可決

承認第１号 専決処分の承認を求めることについて 30. 3. 6 原案承認

諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦について 30. 3. 6 可と答申

諮問第２号 人権擁護委員候補者の推薦について 30. 3. 6 可と答申

発議案第１号 議会閉会中の所管事務調査について 30. 3. 13 原案承認

議会閉会中の正副議長及び議員の出張・派遣承認に
ついて

30. 3. 13 承　　認

30. 3. 13
平成30年度予算等審
査特別委員会に付託

30. 3.13
原案可決
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（ 午前１０時００分 開会 ）

開 会 ・ 開 議 の 宣 告

○議長（又地信也君） ただいまから、平成30年第1回木古内町議会定例会を開会いたします。

ただいまの出席議員は10名でございます。

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

した。

ただちに本日の会議を開きます。

本日の議事日程及び説明員は、別紙配付のとおりであります。

会 議 録 署 名 議 員 の 指 名

○議長（又地信也君） 日程第1 会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第118条の規定により議長から指名をいたします。

1番 佐藤 悟君、2番 新井田昭男君。以上、2名を指名いたします。

議 会 運 営 委 員 会 報 告

○議長（又地信也君） 日程第2 議会運営委員会報告。

平成29年12月14日に開かれました、平成29年第4回木古内町議会定例会において調査の申

し出がありました、議会運営に関する件について報告を求めます。

議会運営委員会 委員長 2番 新井田昭男君。

○2番（新井田昭男君） 2番 新井田昭男です。

平成30年3月6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30年第1回木古内町議会定例会開催にあたり、本委員会に付託された議会運営に関す

る件について、会議規則第41条第1項の規定により報告いたします。

記 1.会議開催状況。

会議開催状況につきましては、3月2日に開催し欠席委員はおりませんでした。

2.平成30年第1回木古内町議会定例会における議会運営について。

(1)今定例会の会期については、3月6日から13日までの8日間としたい。

6日は本会議を開催し、町政執行方針並びに教育行政執行方針、行政報告、一般質問、条

例制定、補正予算等の議案審議、平成30年度各会計予算及び関連議案の上程を行う。

3月10日、11日は休会日とする。（実質6日間）

(2)議事日程については、別紙配付のとおりである。

議事日程番号11から17、24から41までは一括議題とする。
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なお、重要な案件については議会運営委員会を開催することとし、議事日程の追加や変更

は議長に一任する。

(3)付議案件は、議案29件、承認1件、諮問2件、発議案1件である。

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

す。

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

質疑ございませんか。

4番 竹田 努君。

○4番（竹田 努君） 今回の定例会は、予算審議等が中心になると思いますし、この説明員

の中で建設水道課長が入っているそのことについて、議会運営委員会の報告の中に何のあれ

もないものですから、例年副町長なり総務課長が出席をして、議会の運営の時の議論をして

きたように思うのですけれども、建設水道課長が入ったこの部分というのは、今回の議運の

特に関わりがないのかどうなのかという部分について。

○議長（又地信也君） 2番 新井田昭男君。

○2番（新井田昭男君） いま竹田議員からご指摘をいただきました説明員の件ですけれど

も、いまご案内のとおり2日の議運に説明員ということで、大野副町長ここに記載のとおり

ですけれども、若山総務課長、そして構口建設水道課長が同席されました。

議運でも一般的には、いま申し上げがあったように、大野副町長と若山総務課長がだいた

い概ね説明をいただく形になっていたのですけれども、今回、たまさか構口課長も同席をさ

れましたものですから、その中でちょっと報告事項もあり、議運でも実はどうするのだとい

う話も出ました。しかしながら、出席をいただいたという中では、当然ながら説明員として

の記載は必要でないかという結論に達したものですから、それでこういう記載をさせていた

だいた結果です。以上です。

○議長（又地信也君） 4番 竹田 努君。

○4番（竹田 努君） 説明員が何人でも構わないのですけれども、これは議運のほうから説

明員を要請したのか、行政側が自主的に何名というふうに出てきたのかという部分、そこ1

点だけ。

○議長（又地信也君） 2番 新井田昭男君。

○2番（新井田昭男君） 内容は、今回の爆弾低気圧の関わることで、いろんな行政の動きの

中で、リアルタイムに現状の報告、各地区の状況、その辺の把握を含めた形の報告が実は構

口課長のほうから話があったものですから、非常にそういう部分では議運の中で説明をいた

だいて、低気圧による被害だとか部分の話をいただいたものですから、ぜひここは先ほど言

ったように、やはり説明員として記載するべきだという判断に至りました。行政側から構口

課長が出るということでご報告があったものですから、そういう中で処理させていただきま

した。以上です。

○議長（又地信也君） ほかに。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 質疑がないようですので、報告済みといたします。
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会 期 の 決 定

○議長（又地信也君） 日程第3 会期の決定を議題といたします。

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

日から3月13日までの8日間といたしたいと存じますが、これにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 異議ないものと認めます。

よって、今、定例会の会期は本日から3月13日までの8日間と決定いたしました。

議 長 諸 報 告

○議長（又地信也君） 日程第4 議長諸報告。

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

総務・経済常任委員会所管事務調査報告

○議長（又地信也君） 日程第5 総務・経済常任委員会所管事務調査報告。

平成29年12月14日に開かれました、平成29年第4回木古内町議会定例会において調査の申

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

総務・経済常任委員会 委員長 3番 平野武志君。

○3番（平野武志君） 3番 平野武志です。

平成30年3月6日 木古内町議会 議長 又地信也様。木古内町議会 総務・経済常任委員

会委員長 平野武志。

総務・経済常任委員会所管事務調査報告書。

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

いたします。

記 1.会議開催状況。

会議開催状況につきましては、開催日並びに出席委員、欠席委員、記載のとおりでござい

ます。

2.所管事務調査項目。

(1)保健福祉課・病院事業から（4）の町民課まで、調査内容についても記載のとおりでご

ざいます。

ページをめくっていただいて、3の調査報告でございます。

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

報告します。

(1)老人保健施設「いさりび」と特別養護老人ホーム「恵心園」との経営統合について。

去る12月26日、経営統合に係る三者による最終合意書の締結を行った。また、組織図も新

たに示され、数回にわたる入所・通所部門の作業部会や施設間職員研修も行っており、施設
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の改修工事や備品等の設置も終えているとの報告を受けました。

その中で、出てきている職員不足等の諸課題を解決した上での、4月1日運営開始を求める。

さらには、最終合意書に記載されているとおり、介護サービスの向上や職員の処遇改善に

ついては、大胆な援助施策を引き続き模索し、施設利用者や職員はもちろん町民からも信頼

される介護老人福祉施設となるよう期待する。

(2)企業誘致について。

木古内町企業振興促進条例が制定されて、約1年半が経過しました。担当課の様々な企業

誘致活動により、1企業が前向きに当町への進出を検討しているとの報告を受けました。人

口減少対策の一翼を担うこともあり、企業誘致が順調に進み、町の衰退に歯止めがかかるこ

とを期待します。

その一方で、既存の事業所や一部の町民から経営持続への不安や、それに伴い町の衰退が

進むとの意見が多く寄せられております。

町は、この条例に基づいた補助金等の審査・支出にあたり、町民と新規事業者への真摯な

対応と調和が必要不可欠であります。

この件につきましては、本日2名の議員が関連ある一般質問をいたします。一部の答弁に

つきましては、総務・経済常任委員会の意見が十分反映されることと期待いたします。

以上です。

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

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

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 異議ないものと認めます。

以上を持ちまして、報告済みといたします。

行 政 報 告

○議長（又地信也君） 日程第6 行政報告。

町長諸報告並びに教育長諸報告につきましては、別紙配付のとおりでありますが、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。

平成30年第1回定例会にお集まりをいただきまして、誠にありがとうございます。

行政報告が2件ございますので、ご報告を申し上げます。

1点目は、木古内町森林組合の合併についてでございます。

木古内町森林組合は、組織、及び財政基盤を強化することにより「スケールメリット」を

活かし、より森林の公益的機能の維持増進を図るため、平成26年11月からはこだて広域森林

組合との合併協議を進めてまいりました。

昨年11月21日に、合併予備契約書への調印を終え、2月26日に開催された総会において、

合併にかかる議決を行いましたので、今後は6月1日の合併予定期日に向けて、関係機関への

申請など、諸手続きを行うこととしております。
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当町といたしましても、道営住宅2期工事に伴う現森林組合事務所の移転など、対応すべ

き課題に対して所要の措置を行い、支援を行ってまいりたいと考えております。

2点目は、低気圧にかかる被害についてでございます。

平成30年3月1日から、2日にかけて、北海道付近に発達した低気圧が接近し、この2日間に、

暴風・波浪・暴風雪警報が順次発令され、当町においても冠水や交通障害が発生いたしまし

た。

1日夕方には、木古内川の河口閉塞により南本町地区の塩辛川が越水し、付近の低地の一

部が冠水し、また夜には、中野地区の道道で、山裾から雨と融雪による冠水が発生しており

ます。

2日には、暴風雪による吹きだまりや視界不良となる箇所が発生し、鶴岡地区と中野地区

を結ぶ、町道瓜谷1線の通行止めを行いました。

冠水や通行止めの対応につきましては、排水・除雪作業や交通整理など、2日間で町職員

・消防職員延べ、33人が出動しております。人的被害はありませんでした。

町民の皆様には、防災無線を通じて、交通機関の運行情報などの提供を9回行っておりま

す。

また、なだれの恐れにより、道道江差木古内線は1日午後2時から2日午後4時半まで通行止

めとなり、合わせて函館バス木古内江差間の便も、2日間にわたり運休となりました。

一方、鉄路にも影響があり、道南いさりび鉄道では除雪体制が追いつかず、1日午前10時

半頃から2日午後5時半頃まで運休となりました。

以上で、行政報告を終わります。

○議長（又地信也君） 町長より行政報告が終わりました。

質疑がありましたらお受けしたいと思います。

○議長（又地信也君） 4番 竹田 努君。

○4番（竹田 努君） ただいま、町長から行政報告2点のうち、1点目の森林組合の合併の部

分なのですが、これは先の総務の委員会の中でも合併協議等の議題が出されて、議論・報告

も受けております。

私は、一番後段の部分です。当然、道営住宅の二期工事に伴ういま森林組合が事務所とし

て使っている場所については、支障になる。森林組合があそこを解体するから、移転をしな

ければないという話は、以前から聞いております。

今回、新年度の予算を見ますと、森林組合の事務所の工事費が予算計上されていると思い

ます。その部分は、予算委員会の中で議論をさせてもらいますけれども、ただ行政報告の内

容を見ますと、二期工事があるから事務所が支障になるから、移転について支援をするとい

う言葉で結んでいますけれども、確かに支援するというのは事務所を建設しますよという部

分の支援だと思うのですけれども、これやはり委員会等で例えば設置場所、規模等も含めて、

事前にやはり議論があるべきだろうというふうに思うのですけれども、町長、その辺考えは

どうですか。金額的な部分は予算委員会でやりますけれども、私はそう思うのですよね。何

もなくて、合併はもうある程度何回も報告がありますからわかります。二期工事がこんなに

早くなるのかなというのをいま、この行政報告を見て思ったのですよ。当初の予算に計上す

るということは、もう11月その頃からわかっていた。それ今日、何かそれであれば逆にこの

二期工事に伴う事務所移転をしなければないから新年度で建設をしますという明示したほう
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が良かったのではないのかなと。ただ、私が言っているのはその前段、建設場所だとか規模

だとかのやはり事前に協議があってよかったのかなというふうに思うのですよね。その辺に

ついて。

○議長（又地信也君） 先に担当課長が説明をするということなので、答弁を求めます。

産業経済課長。

○産業経済課長（木村春樹君） 私のほうから経過などを含めて、説明させていただきたい

と思います。

昨年の春先の総務・経済常任委員会におきまして、木古内町森林組合の合併の状況につい

て、説明させていただいております。その後、その合併の協議が進んだということで今回、

また新たに報告ということでございます。

また、支援の関係でございますが、この報告書の後段の記載のとおり、「道営住宅二期工

事に伴う現森林組合事務所の移転などを含めた、様々な対応をすべき課題に対して所要の措

置を行って、支援を行ってまいりたい」というような記載でございます。当初予算の計上と

いうのは、昨年の12月からことしの1月にかけてでございました。その前段、まず道営住宅

の二期工事が予定どおり進むかどうかについて、理事者のほうに確認していただいておりま

す。その辺の経緯については、町長のほうから申し述べると思いますけれども、そのような

時間的な経過もございまして、委員会のほうでの説明というのはなかなか厳しかったという

ことでございます。

また、予算委員会の中では、その至った経緯も含めて、説明させていただきたいと思いま

す。以上です。

○議長（又地信也君） 課長の説明がありましたけれども、町長のほうから何かありますか。

町長。

○町長（大森伊佐緒君） ご報告申し上げましたとおり、道営住宅の第二期工事につきまし

ては、予定どおり進むということを確認しておりますので、今年度全て更地にしますので、

31年度からの事業着手というふうに伺っております。そのため支障物件となる現在の森林組

合の事務所については、移転をせざるを得ないと。それらを含めまして、これから函館広域

森林組合との順調な合併に向けて、様々な支援が必要になってまいりますので、しっかりと

行ってまいりたいと考えております。

○議長（又地信也君） 4番 竹田 努君。

○4番（竹田 努君） 経過というかそれはわかりました。だけれども、やはりこういう合併

は議会もほぼ皆さん理解をしているのです。事務所の移転という話は、ほかの議員が聞いて

いるのかどうかわからないけれども、私はきょうこの行政報告を見てはじめて、予算書を開

いたら工事の計上があったということで、どこでこれ議論したのだろうと。このことをなぜ

議論をしないで即、確かに時間的なあれがなくて、総務の委員会等で提示をすることができ

なかったという経過なのですけれども、その辺町長どう思いますか。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君） まず、道営住宅の二期工事についての確認が相当あとになった、

最近になったということも一つあります。また、合併のこの時期について、これは去年の11

月ということで、これは担当サイドに確認しなければわかりませんけれども、委員会等での

報告が遅れたのは、それぞれの理由があるのだとは考えますが、まずは私どものほうでは道
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に対して、二期工事が順調に計画どおり行うかという確認が遅かったというのは、一つの要

因になっているかと思います。

○議長（又地信也君） ほかに。

8番 鈴木慎也君。

○8番（鈴木慎也君） 8番 鈴木です。

2の低気圧にかかる被害について、ご質問します。

2日間で町職員、消防職員のかた33名が出動いたしまして、人的被害もなく、作業にあた

られたことに対しては、本当に評価すべきであると感謝申し上げる部分であります。

ただ一方、「道南いさりび鉄道の除雪体制が追いつかず」という部分なのですけれども、

確かにこの2日間に関しましては、近年ない暴風雪でありましたので、致し方がないのかな

と思う部分があります。

ただ、ことしに入り何度か運休もあったと報告が聞いてあります。その中で、特に通学す

る学生でありましたり、親御さんからの声を聞きますと、試験の日でありましたり、大切な

日に運休等で非常に困っているという声も聞いております。また途中、駅で降ろされてバス

・タクシー等での移動になり、移動の出費が発生していると。いさりび鉄道の通学費につい

ては、プラスの部分は町の補助があるのですけれども、今回のことしに入って暴風雪等によ

る被害により、運行ができなくなって非常に困っているという声を聞きました。

そこで、先日の議会運営委員会の中では、いさりび鉄道と町との連絡体制について、副町

長より説明がありましたが、いまの受け身的な姿勢ではなくて、町として今後、いさりび鉄

道との連絡等の体制を見直して、何らかの対策が必要だと私は感じたわけでございます。

ですので今後、臨時で降ろされた場合のバス・タクシーの出費の補助の可能性だったり、

町の臨時バスであったり、基本的な考え方をお教えいただければなと思っております。この

質問に関しましては、町民からたくさん声をいただく中で、どこの場で質問をさせていただ

こうかなと私自身思っていた部分があったのですけれども、今回このように行政報告という

形でいさりび鉄道の部分について、触れた報告がございましたので、質問をさせていただき

ました。以上であります。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君） 本日は、行政報告をさせていただいたわけでございまして、町の

施策等については、また別の機会に改めてお願いしたいと思います。

○議長（又地信也君） ほかに質疑ございませんか。

（「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。

町 政 執 行 方 針

○議長（又地信也君） 日程第7 町政執行方針。

平成30年度町政執行方針についての説明を求めます。

町長。

○町長（大森伊佐緒君） 平成30年度第1回木古内町議会定例会の開会にあたり、町政執行方



- 18 -

針について、基本的な考え方を申し述べさせていただきます。

当町のまちづくりの柱であります、第6次木古内町振興計画は5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

いまち木古内町」を目指し、業務を取り進めております。

私は、これまで「町民一人ひとりが主役のまちづくり」を進めてまいりました。

今後も、町民の皆様の信頼を基に、新幹線「新時代」を迎え、交流人口が増加している効

果を最大限に活用し、地域振興事業や地方創生事業、広域観光連携事業などを、振興計画に

基づき推進してまいります。

町議会の皆様、町民の皆様の一層のご理解、ご協力を賜りますようお願いを申し上げます。

国と地方を取り巻く情勢につきましては、昨年8月、熊本県町村会による、道の駅「みそ

ぎの郷きこない」への行政視察を受けました。県町村会長は、昨年7月に全国町村会長に就

任されており、県内10地区の町村会長による訪問でありました。

その中で、平成28年の熊本地震の復興に関し、「熊本県では、震災前よりもさらに住民が

暮らしやすい地域づくりを目指し、創造的復興に取り組んでいる。」との説明がありました。

全国各地で、地震や噴火、豪雨や豪雪の被害が発生しております。当町においても、昨年

9月の台風18号は、暴風と豪雨により木古内川が氾濫危険水位となったため避難勧告を発令

しております。

被害を回避するための方策に日頃から取り組み、ハード・ソフト両面の整備をしておかな

ければなりません。

また、東日本大震災が残した教訓は、自然災害はいつ起こるかわからず、日頃からその準

備を怠ってはならないということでした。現在、復興が進められ、｢東北の復興なくして、

日本の再生なし｣との決意の下、政府は来年の春までには99％の災害公営住宅、98％の高台

移転工事が完了するとの見通しを示しております。

一方で、福島の原発事故の被害地域は、7年が経過したいまも放射線量が高い地域が残っ

ているため復興の見通しは立たず、原発事故は長い年月と多額の費用をかけた取り組みとな

ります。

被害を最小限とするため、毎年3月11日は、災害に対する備えを確認する日としてまいり

ます。

さて、北朝鮮の核・ミサイル開発は、これまでにない重大かつ差し迫った脅威であり、安

全保障環境が厳しい状況となっております。

昨年8月と9月の二度にわたり、北朝鮮から発射されたミサイルが北海道上空を通過し、太

平洋上に落下しております。

また、昨年11月には木造船が松前小島に漂着し、発電機などを盗んだとして船長が起訴さ

れるという事件が発生しております。本年は、韓国でピョンチャンオリンピック・パラリン

ピックが開催され、南北の融和ムードが演出されましたが、ほほえみ外交に惑わされること

なく、国際社会の一致した圧力が望まれます。

このように、日本を取り巻く状況が激動しておりますが、安倍首相が1月の施政方針で述

べられたとおり、これまでと同様に地球儀を大きく俯瞰しながら、平和外交、経済外交を展

開し、国際社会の秩序安定のため、その責任を果たすことが期待されます。
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国政につきましては引き続き、「1億総活躍社会の実現」を内政の重要課題に掲げ、政府を

挙げて取り組まれております。

その実現のためには、子育て、医療・介護等の社会保障の充実や地方創生を一層推進して

いく必要があります。

当町が自主性・自立性を発揮して様々な施策を着実に実施していくためには、何よりも財

政基盤の強化が不可欠であり、継続して安定した財源の確保、とりわけ地方交付税の確保が

重要であります。

昨年末、総務省が示した平成30年度地方財政対策では、一般財源総額については前年度の

0.1％増の62兆1,000億円が見込まれ、地方交付税は2％減の16兆円となっており、臨時財政

対策債は1.5％減の4兆円が計上されております。

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

日本の再生なし」との認識に立ち、「私たちの未来は私たちの努力で創り上げる」という気

概を持って諸課題に取り組んでまいります。

本年は、地域経済の活性化や地方創生推進事業とともに、引き続き地域包括ケアシステム

の推進をはじめ、振興計画に登載しているハード・ソフト事業を『職員が一丸』となって取

り組んでまいります。

町政に臨む基本姿勢につきましては、私は、こうした変化の時代こそ、確固たる政策と的

確な判断のもとに町政を執行していくことが大切なことと考えております。次の5点を基本

姿勢とし、木古内町の限りない発展のために取り組んでまいります。

1.思いやりと温もりのある町政、2.誠実な心をもった町政、3.広く町民の声に耳を傾ける

町政、4.時代に即応した判断と行動ができる町政、5.公正で透明性のある町政でございます。

それでは、第6次木古内町振興計画の施策の大綱に沿って、平成30年度の町政執行方針に

ついて申し述べさせていただきます。

第1章 福祉・医療・保健。

第1章の主要テーマは、地域住民が支え合う生きがいある福祉づくりでございます。

「高齢者福祉」では、当町の65歳以上の割合は、本年1月末現在で46.6％と全国や全道平

均を大きく上回っており、今後も上昇することが見込まれております。

人口の約半数が65歳以上の高齢者であるという超高齢化社会を迎え、高齢になっても住み

慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、老人福祉計画に基づき、訪問・外出

支援サービス事業などの助成を継続してまいります。

さらに、高齢者の皆様の経験と能力技能を生かす高齢者事業団への補助、各地区の老人ク

ラブや老人クラブ連合会への補助を継続してまいります。

また、高齢者等の心身の保養と健康の保持を図るため、昨年度より開始した高齢者等入浴

無料券交付事業につきましては、対象年齢を満75歳以上から満70歳以上に引き下げ、対象者

を拡大して実施してまいります。

「介護福祉」では、本年は、第7期介護保険事業計画が新たにスタートします。

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

た在宅介護サービスの提供に努めるとともに、介護給付の適正化を図り、安定的な介護保険
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事業会計の運営を目指します。

特に、地域包括ケアシステムのさらなる推進を図るため、昨年度より配置した生活支援コ

ーディネーターを中心として、地域包括支援センターと連携を図り、地域の支え合い活動の

構築を加速させてまいります。

さらには、今年度から新たに開始する在宅医療・介護連携推進事業により、医療と介護の

両方を必要とする高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けられ

るよう、在宅医療と介護サービスの一体的な提供に向けて、関係者との連携を推進してまい

ります。

また、昨年度から設置している認知症初期集中支援チームにより、認知症のかたやその家

族に対し、早期の診断や対応に向けた支援体制を継続するとともに、認知症サポーター養成

講座や認知症カフェの開催などにより、認知症についての普及啓発や家族等の支援を行って

まいります。

施設サービスにつきましては、老人保健施設「いさりび」と特別養護老人ホーム「木古内

恵心園」を統合し、新たに全室個室ユニット型の特別養護老人ホーム「いさりび」がスター

トします。今後は、この「いさりび」を中心として、在宅での生活が困難になった要介護者

のかたが、いつまでも町内で暮らすことができるよう、しっかりとサポートしてまいります。

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

する高齢者や障がい者を周辺住民で支えていくことが求められております。

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

営を支援してまいります。

さらに、小売配達事業者や新聞配達事業者、木古内商工会との地域見守り協定により、民

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

す。

「家庭・児童福祉」では、子育て世代が安心して生み育てられる社会・生活環境整備の一

環として、昨年4月から新たに町営による学童保育事業を実施しております。

また、小・中学生やひとり親家庭等の医療費の無料化、保育料の独自軽減、育児教室の運

営、学校給食費の無料化を継続してまいります。

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

サービスは、健康管理センターにおいて相談業務等を実施しております。

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

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

議会やボランティア等の協力の下、障がい者の活動支援に取り組んでまいります。

また、障害者差別解消法に基づき策定した職員対応要領により、障がいのある人へ合理的

な配慮を実践し、適切な対応に努めてまいります。

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

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

の指導による健康不安の解消、疾病の早期発見・早期治療を基本に、重症化防止対策を継続

してまいります。

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

持増進対策を推進してまいります。
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母子保健事業については、各種予防接種や健診、育児相談、育児教室に取り組んでまいり

ます。

さらに、子育て困難家庭や虐待の危険のある親子を早期に発見し、適切な支援を行うため、

木古内保育園及び永盛保育園との連携強化を図ってまいります。

また、インフルエンザの予防接種は、中学生までを無料としており、高齢者については、

町内医療機関での接種助成を継続してまいります。

成人保健事業については、疾病の早期発見・早期治療につなげ、疾病の重篤化防止のため、

がん検診の無料化を継続してまいります。

受診率の向上に向けて、町政広報や折り込みチラシ、防災無線等による周知、各地域での

健康相談、健康教室での受診勧奨を行い、健康づくり推進委員と連携し取り組んでまいりま

す。

国民健康保険事業については、今年度から新たな制度に移行し、都道府県が財政運営の主

体となりますが、市町村は引き続き保険料の賦課徴収、資格管理・給付の決定及び保健事業

等を実施することとなります。

12月末の国保加入者数は、1,129名で、人口の減少及び高齢化の進行、さらに後期高齢者

医療への移行により年間約100名が減少しておりますが、一人当たりの医療費は増加傾向に

あります。

このため、医療費の適正化に向け、特定健診や各種がん検診などの事業を推進し、被保険

者の健康増進に取り組んでまいります。

後期高齢者医療制度については、12月末現在で1,121名が加入しており、被保険者数は国

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

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

この医療費の12分の1が町の負担となりますので、被保険者に対する各種の健康づくり活

動や健診の受診勧奨などを行い、安定的な事業の運営に努めてまいります。

「地域医療」では、これまで当町には一般病床数99床の国民健康保険病院と、ベッドを有

しない内科系医院と歯科医院、それぞれ二つの事業所が設置されてきました。

しかし昨年、歯科医院の一つが、そして本年5月には長年にわたり当町で開院されてきた

内科医院も閉院となる予定で、町内の医療を取り巻く環境が大きく変化いたします。

特に、当町は高齢化率が高いことから、医療サービスの低下が懸念されますが、国保病院

を基幹病院として町内の医院や函館市内の中核病院と連携を強化し、引き続き住民ニーズに

対応した医療の提供に努めてまいります。

病院事業に関する執行方針について、申し述べます。

平成24年10月に病院事業管理者を配置し、経営形態を地方公営企業法の全部適用へ移行後、

平成25年4月には、介護老人保健施設「いさりび」についても全部適用へ移行し、木古内町

病院事業として、保健・医療・福祉の連携により住民の幸せに貢献することを病院理念に掲

げ、医療と介護が一体となった運営を行ってまいりました。

さらに、思いやりのある医療、安全で快適な医療、そして他施設との連携により最適な医

療と、健全な経営の実現を基本方針に、平成26年3月には日本病院機能評価機構の機能評価

を受審し、同年8月1日付けで認定病院となり、日々医療の質と患者サービスの向上に努めて
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まいりました。

今後、病院は治すことを重視した医療から、治すだけではなく生活の質を重視しながら、

患者の方々が住みなれた地域で暮らしていくことを支える医療、そして病院完結型の医療か

ら、地域完結型の医療へ変わっていくことが必要となっております。

国保病院では、いち早く地域完結型の医療を目指し、平成26年10月より在宅復帰に向けた

病床である、地域包括ケア病床を道内の病院では先駆けて運用し、併設する老人保健施設「い

さりび」と連携し既に取り組んでおります。

しかし、老人保健施設については、ここ2回の介護報酬改定において中間施設としての本

来のあるべき姿である、在宅復帰に取り組む施設へ誘導がされたため、在宅復帰型への転換

を進めてまいりましたが、在宅復帰に伴う入所者数の減少に加え、介護従事者の不足により

経営と運営に大きな支障が生じました。

このため、一昨年12月から大規模改築に要する資金不足と看護職員不足という同じ課題を

抱えた、町内で特別養護老人ホーム木古内恵心園を運営する社会福祉法人「木古内萩愛会」

と、老人保健施設への特別養護老人ホームの併設について協議を進めてまいりました。

1年間にわたる協議の結果、住民ニーズと安定した運営を図るためには、特養への転換が

最善と結論付け、本年4月1日より老人保健施設「いさりび」の施設において、特別養護老人

ホームを定員80人で運営することで、昨年12月26日に町、病院事業、木古内萩愛会の三者で

最終合意を交わしました。

このような中、本年は6年に一度の診療報酬と介護報酬の同時改定であり、団塊の世代が7

5歳以上の高齢者となる2025年に向けた道筋を示す実質的に最後の同時改定となるため、医

療・介護の両制度にとって重要な節目となります。今回の改定では、医療機能の分化・強化、

連携や医療と介護の役割分担と切れ目のない連携を着実に進めることが求められておりま

す。

このため、国保病院においては、地域包括ケアシステムの構築に向けて、病院から在宅医

療、訪問看護、訪問リハビリなどの支援が不可欠であり、入院時から、その先にある患者様

の幸せな生活につなげるため、健康管理センターや在宅サービス提供事業所との連携を進め

て、引き続き退院支援とあわせて取り組んでまいります。

今年度は全ての市区町村に、在宅医療・介護連携推進事業の実施が義務化されますが、診

療圏域である知内町、福島町にはベッドを有する医療機関がありません。

このため当院が事務局となり、広域的な入退院時の連携をはじめとした、シームレスな在

宅医療と介護の提供体制の構築と推進、情報共有の手順等を定めた情報共有ツールを整備し、

診療圏域における医療・介護関係者の情報共有を支援する、渡島西南地区医療介護連携ネッ

トワークを設立し、医療・介護関係者の研修や地域住民への普及啓発を3町合同で実施いた

します。

また、病院機能評価が認定から5年が経過し、更新の時期を迎えます。認定後も間断なく

医療の質と患者サービスの向上の努力は重ねてまいりましたが、住民の皆様からの評価を一

層高いものにするため、改めて専門家の客観的評価を受け、さらなる病院運営前進の糧とし

てまいります。

さらに、住民のみなさんが職員との触れ合いを通じて病院への理解を深めることを目的に、

今年度も地域住民ふれあい事業や病院まつりを開催いたします。
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新しくスタートする特養事業については、経営統合後も介護従事者の不足が懸念されます

が、安定的な介護サービスを提供するためにも、介護報酬制度を活用した職員の処遇改善に

より、介護職員の確保に努めてまいります。

なお、病院事業における今年度の目標は、次の基本方針で進めてまいります。

目標、1.地域包括ケアシステムの強化・推進をはかる。

基本方針では、1.地域の求める医療・介護の在り方を見直し推進する。2.地域の医療・介

護関連機関との連携を強化する。3.医療・介護の安定供給を確保する。4.病院機能評価の認

定更新にむけて業務の見直しと改善をはかる。でございます。

第2章 教育・文化。

第2章の教育・文化については、教育行政執行方針に記載しております。

なお、本年度も木古内町総合教育会議を開催し、町長と教育委員会が連携を図り、第6次

木古内町教育総合推進中期計画を基盤として、教育行政の推進に取り組んでまいります。

第3章 産業・観光。

第3章の主要テーマは、新幹線を活かした活気ある産業づくりでございます。

「農業」では、農業者が自由に経営展開できる環境を整備するとともに、農業者の努力で

は解決できない構造的な問題を解決するため、平成28年11月、政府の農林水産業・地域の活

力創造本部において、農業競争力強化プログラム及び農林水産物輸出インフラ整備プログラ

ムが決定され、「農林水産業・地域の活力創造プラン」の中に位置づけられております。

さらに、ＴＰＰ11や日ＥＵ・ＥＰＡ交渉の大筋合意を受け、総合的なＴＰＰ等関連対策要

綱が策定され、競争力強化や農政新時代を展望した政策を展開することとされております。

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

続的に維持するため、関係機関と連携し高付加価値化・品質向上やさらなるブランド化に取

り組み、国際化などにおいて価格競争に耐えられる経営基盤を築くよう支援してまいります。

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

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

負担を軽減することを目的とした多面的機能支払交付金制度について、継続してまいります。

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

事業や畜舎増棟事業、農業者の負担軽減を図るための酪農ヘルパー利用支援事業を継続して

まいります。

施設野菜では、施設園芸栽培拡大事業や調製作業省力化試験事業の実施などで支援をして

まいります。

担い手・後継者対策として、農業人材力強化総合支援事業、担い手育成・先進地研修事業

や町独自の第一次産業後継者支援事業を継続してまいります。

農業基礎情報整備のため、引き続き農業振興地域整備計画の見直しを行うとともに、農業

委員会と連携し、農地情報公開システムの整備を行ってまいります。

シカなどによる農作物被害やクマの人的・物的被害を防止するため、鳥獣被害対策協議会

などとの連携の下、電気牧柵の設置や猟友会への出動要請など、対応してまいります。

「林業」では、町有林の施業管理は、森林経営計画に基づき年間30から40ｈａを目安に利
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用間伐事業を進めておりますが、今後10年余りで主伐期を迎えるスギが約450ｈａあること

から、生育や価格の動向を把握し、適期適伐とともに皆伐事業にも取り組んでまいります。

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

材利用推進方針に基づき、道南スギ産地形成推進協議会などと連携して地材地消を推進して

まいります。

木材価格の低迷により、町有林の財産価値が低落傾向にあるため、施業費を木材売払収入

が下回る状況にあり、民有林においても同様であることから、林業活動の低迷が全国的な課

題となっております。

これらを踏まえて創設される「森林環境税（仮称）」及び「森林環境譲与税（仮称）」の

活用を見据え、林地台帳の整備を含めた新たな森林管理システムへの対応や、森林認証制度

の取得に向けた取り組みや町独自の森林整備対策事業を進めてまいります。

木古内町森林組合は、はこだて広域森林組合との平成30年6月の合併を目指し、協議を進

めております。町といたしましては、合併による経営基盤の強化・拡大、執行体制の整備な

どスケールメリットを活かすため、協議に積極的に参画するとともに、道営住宅2期工事で

支障となる森林組合事務所の移転に向けて、所要の措置を取ってまいります。

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

な森林整備を推進してまいります。

「水産業」では、地方創生施策として展開してきた木古内町産の天然ヒジキの付加価値を

高めるブランド化や増養殖技術導入事業については、一定の成果を得ており、今年度以降、

取り組みの拡大に向け関係機関と協議してまいります。

アワビ人工種苗事業、ウニ人工種苗事業については継続するとともに、人工魚礁の整備や

藻場造成に関する要望を行い、資源管理型漁業の定着を進めてまいります。

渡島総合振興局など関係機関との連携により、木古内漁港（釜谷地区・札苅地区）を活用

したヤセウニ対策実証事業を行い、未利用静穏域活用による漁業対策について、継続して実

施してまいります。

近年の異常気象に伴う低気圧や台風などの影響により、関連施設の破損、損傷が目立って

おります。安定供給と生産性向上のため、定置網施設整備事業や取水管施設整備事業へ支援

するとともに、漁港の機能保全計画に沿った整備を進めるため、事業負担金を継続して負担

してまいります。

「商業」「工業」では、人口減や少子高齢化の影響により厳しい経営が続き、事業所の数

が減少している状況を踏まえ、地域経済活性化のために、当町が予算化する工事や事業は地

元企業を優先した発注に努めてまいります。

また、当町の知名度を高めるため、はこだて和牛ブランド化推進事業や首都圏や東北圏、

札幌などで行われる物産展に積極的に参加してまいります。

中小企業・小規模企業支援のため、商工会や金融機関と連携を図り、融資にかかる信用保

証料や利子補給金の補助事業を継続してまいります。

また、昨年度制定した中小企業・小規模企業振興基本条例に基づき、基本計画の策定と事

業展開を行ってまいります。

「観光」「広域観光」では、交流人口の拡大による地域経済の活性化を図るため、観光協

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



- 25 -

を進め、新幹線ビュースポット、いかりん館やトロッコ鉄道などを巡る町内観光周遊ルート

づくりや、木古内みそぎまち歩きなど、引き続き、まちなかの回遊性を高める事業に取り組

んでまいります。

町内観光の中核を担う観光協会については、事務所運営の支援や常勤の事務局長配置など、

運営体制の強化を継続しつつ、事業の拡大並びに会員数減少による財政状況の脆弱化の解消

に向け、収益事業を展開するなど、財政基盤の強化に向けて連携を進めてまいります。

観光スポットについては、札苅村上芝桜園への来園に対する支援や経年劣化が激しいふる

さとの森周遊園路の再整備、観光看板の設置などを進めてまいります。

新幹線のまちとしての優位性を生かすとともに、今後予定される平成31年度の高規格幹線

道路函館・江差自動車道「木古内ＩＣ」開通及び平成32年度の函館新外環状道路「函館空港

ＩＣ」開通により、当町における交通アクセスの利便性がより向上されることから、東北や

首都圏などでのプロモーションを継続するとともに、渡島西部・檜山南部9町や交通事業者

で構成する新幹線木古内駅活用推進協議会で取り組んできた二次交通を活用した周遊促進事

業と、滞在型・体験型観光メニューの開発を総合的に展開することによって、インバウンド

の受入体制整備などの対応も視野に入れながら、旅行会社への積極的な販売促進を図ってま

いります。

インバウンド対策では、総務省の地域おこし協力隊事業を活用し、多言語通訳ができる人

材を1名採用しております。今後も観光コンシェルジュと連携して、誘客事業を進めてまい

ります。

道の駅「みそぎの郷きこない」については、安定的な運営に向けた支援や、指定管理者で

ある一般社団法人木古内公益振興社をはじめとして、商工業者や一次産業従事者など、関係

者と連携した観光・物産振興の取り組みを継続するとともに、広域観光拠点施設としての新

たな魅力を創出するため、休憩スペースや屋外広場を活用した取り組みを進めてまいります。

また、世界的に知名度の高い木古内町観光大使の奥田政行シェフを招聘し、町内のほか道

外においても道南の食材をＰＲする取り組みを進めてまいります。

さらに、奥田政行シェフには、道南の「食」の魅力を高めるための助言や、情報発信を行

っていただき、当町を訪れる観光客の増加につなげてまいります。

「雇用」では、町内の人口が減少し、農業体や建設事業者、介護事業所等では人材確保が

困難となっている状況を踏まえ、昨年12月から無料職業紹介事業を実施しており、今後も積

極的に進めてまいります。

事業者の経営安定や雇用の確保を目的に、金融機関と連携のうえ、設備投資や運転資金等

の貸付事業を継続してまいります。

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

雇用の創出と安定化に努めてまいります。

また、新幹線や道南いさりび鉄道、路線バスに加え、今後、高規格幹線道路函館・江差自

動車道「木古内ＩＣ」が開通することにより、木古内町がこれまで以上に道南地域の重要な

交通拠点となることから、交通の利便性・優位性を生かした雇用の促進を図るため、トップ

セールスをはじめとした企業誘致を積極的に推進するとともに、木古内町企業振興促進条例

に基づき、町内における投資並びに常用雇用者の新規雇用や外国人技能実習生の受入れを行

う企業に対する助成を行ってまいります。



- 26 -

第4章 生活環境・交通。

第4章の主要テーマは、安心と安全で快適に暮らせる環境づくりです。

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

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

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

・鶴岡・大川・瓜谷・中野）に大別されます。

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

空き地は作業用地や住宅用地と位置づけております。

中部地区では、木古内駅周辺整備基本計画に基づくインフラ整備を進め、ゆったりとした

歩道と景観統一を実現しました。

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

ため、道営土地改良事業に取り組んでまいります。

町の総面積の89.5％を占める森林地域については、林業振興のための木材生産機能と山地

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

いります。

「住環境」では、町営住宅の整備は、港団地建て替えに伴う実施設計・用地測量、また居

住者の移転先確保のため、佐女川団地・高校前団地の内部改修工事と町営住宅の改修工事を

行ってまいります。

また、空き家活用事業として、ちょっと暮らし住宅事業、空き屋リフォーム助成事業に引

き続き取り組むことや、交通の要衝という地理的特性や生活環境等の情報発信に努め、移住

・定住対策に取り組んでまいります。

「公共交通網」では、道南いさりび鉄道は、通勤・通学・通院等の地域の公共交通機関と

しての役割を果たす一方で、津軽海峡沿いの海岸線や漁り火、函館山、津軽・下北半島を望

むロケーションの素晴らしい観光列車としての利用客も見込まれ、ながまれ海峡号ツアーが

大変好評を得ております。

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

の整備を継続してまいります。

また、運賃は3割程度アップしておりますので、通学定期券の購入に際しては、引き続き

上昇分の助成を行うことといたします。

一方、町内ではこれまで3度の脱線事故が発生した経緯があり、ＪＲ北海道から必要な修

繕を実施した路線を受け取りましたので、今後も、安全運行体制を構築し事故のない運営を

めざしてまいります。

また、当町と檜山地域を結ぶ二次交通の路線バス「江差木古内線」は、函館バスに運行を

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

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

バス事業者に対する支援を継続してまいります。

「道路」では、中心市街地の道道改良事業は「中央通・駅前交差点～函館側バイパス間」

の早期の事業着手を強く要望し、併せて鶴岡・大川地区においての線形改良等の整備を進め

ている道道江差木古内線についても、早期完成に向けた要望を継続してまいります。

高規格幹線道路「函館・江差自動車道」については、昨年10月15日に新亀川大橋にて橋銘



- 27 -

板設置会が行われ、(仮称）木古内ＩＣの開通が平成31年度末を予定しており、引き続き早

期完成を要望してまいります。

また、地域にとって身近な生活道路である町道については、定期的な道路安全パトロール

や維持管理・修繕を行うとともに、除排雪に関しては、高い高齢化率や、ニーズの高まりを

踏まえ、きめ細やかな除雪体制を構築し、冬期間の安全確保に努めてまいります。

「上・下水道」では、上水道事業については、今後、人口減少等における水需要の減少に

より給水収益が減少し続けることが予想され、その一方で水道施設の老朽化も進み、更新経

費が増加することが見込まれております。

今年度からは、水道施設運転維持管理を民間に委託し、水道事業の運営形態の向上、良質

な水道水の安定的供給、施設の安全点検や有収率の向上を図り、健全な水道事業運営と町民

サービスの充実に努めてまいります。

また、簡易水道事業への移行を目的とした、水道事業変更認可基礎資料の作成を行ってま

いります。

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

様な機能を有し、都市基盤の中心となる社会資本であり、下水道管渠新設工事については、

昨年に引き続き港町方面、大平地区の一部地域の整備を行ってまいります。

「環境衛生」では、住民生活で排出される廃棄物については、安定的な処理と処理コスト

低減のための広域処理を実施しており、可燃ごみは渡島廃棄物処理広域連合、資源ごみや不

燃ごみ、し尿については渡島西部広域事務組合で処理を行っております。

可燃ごみの処理施設クリーンおしまは、平成44年度までの施設延命化に向けて、今年度よ

り基幹的設備改良工事が進められます。

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

は監視体制を強化してまいります。

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

ることができる環境づくりを継続してまいります。

一昨年、面積を拡大した芝桜については、ふるさとの森の林間歩道整備とあわせ、景観の

維持管理や芝桜の手入れに、一層の取り組みを行ってまいります。

また、河川、海岸、林地、空き地などへのゴミの不法投棄やポイ捨て防止のための看板の

効果的な設置を進めるとともに、団体や地域の清掃活動を支援してまいります。

地域内の危険な空き家については、平成26年に制定した木古内町空き家等の適正管理に関

する条例に基づき、危険家屋の状態の把握に努め、所有者等へ解体等の適正な管理を要請し

ておりますが、費用負担が大きいことから、空き家等の解体費用に対する助成制度を新たに

整備し、解体を促進してまいります。

火葬場については、施設や周辺環境の適切な維持管理に引き続き努めてまいります。

「国土保全」では、二級河川の木古内川の改修工事は継続的に実施されており、流域に居

住する住民の安全対策が進められておりますが、木古内川の河口においては、上流からの土

砂流出により河積が小さくなっており、災害防止の観点からも土砂撤去を早急に行うよう、

今後も継続的に要望してまいります。

町が管理する普通河川については、定期的なパトロールを行い、河川阻害が懸念される箇

所の特定、不要な立木処理を行い流路の確保を進めてまいります。
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津軽海峡に面する当町は、海岸線の総延長が約15ｋｍで、高波により越波して人家に被害

を及ぼす危険性のある箇所については、国や北海道にその対策を引き続き要望してまいりま

す。

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

互応援体制を執ることとしております。

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

より進めてまいります。

本年は、耐震性防火水槽新設工事や消防ポンプ自動車の整備を行うこととしております。

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

取り組んでまいります。

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

成27年2月より道南ドクターヘリの運航が開始され、これまで47名のかたが搬送されており

ます。

また、救急救命士の配置と資機材の整備を進め、住民の生命に関わる救急体制の充実を図

ってまいります。

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

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

時にどう行動すべきかを詳細に示しております。

防災訓練については、昨年は佐女川地区の住民を主体に行い、本年についても防災意識の

向上を図るため、町内会と連携して実施してまいります。

また、本年も継続して防災備蓄品の整備を進めてまいります。

さらに、災害が発生した場合には、近所の「共助の力」が必要となりますので、自発的に

防災活動を行う自主防災組織の結成を支援してまいります。

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

な推進を図り、交通安全指導車の巡回啓発や、町内会、老人クラブ、経済団体、町内事業所

等による街頭啓発など、町民が一丸となった交通死亡事故防止の運動を推進いたします。

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

応じた交通安全教育を推進いたします。

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

いまちづくりを目指してまいります。

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

改修費用の2分の1の補助を行い、これまでの更新率は7割を超えるまでに普及しております

ので、引き続き推奨してまいります。

「消費生活」では、食品や食材に関する偽装表示や異物の混入、廃棄処理食品の横流しな

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

の関係団体と協力し、情報の提供に努めてまいります。

また、悪質な訪問販売や架空請求、高齢者を狙ったオレオレ詐欺や還付金詐欺などの特殊

詐欺に関しては、すみやかに情報収集を進め、木古内警察署や町内金融機関と連携を図り、

防災行政無線などを活用し、迅速な情報提供を行ってまいります。
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第5章 行財政・住民参加。

第5章の主要テーマは、協働と共有で信頼される行政システムづくりです。

「行政運営」では、様々な行政課題へ的確・迅速に対応できる組織運営のため、各種施策

を計画的に推進し、効果的な人事管理を図ってまいります。

そのため、職員の能力を最大限に引き出すことを目的に各種研修に積極的に取り組み、人

員配置計画による組織の効率化、女性活躍推進法に基づく職員の意識改革など、時代の変化

に対応した体制づくりを目指してまいります。

地方公務員法改正により平成28年度から導入された人事評価制度については、職員個々の

能力開発の視点に立ち、評価者・被評価者の相互理解のもと、信頼性・公平性を高め的確な

人材育成を心がけてまいります。

また、メンタル不調などの健康被害を防ぐため、ストレスチェック制度を効果的に活用す

るなど、より良い職場環境を整備し、すべての職員が住民から信頼される組織づくりを進め

てまいります。

国民の公平・公正な社会を実現する社会基盤として、マイナンバー制度の構築が推し進め

られておりますが、今後も、様々な分野での利用拡充が検討されております。全国的にカー

ドの普及率が低迷していることを踏まえ、まずは、職員への積極的取得の要請をはじめとし

て、さまざまな手法で町民へのカード取得を促してまいります。

一方で、情報化社会が急速に発展するなか、個人情報の保護に対する対策が強く求められ

ております。昨年、実施しました庁舎内ネットワークの分離化をはじめとする各種情報基盤

の整備を的確に行い、悪質・高度化するサイバー犯罪への対策を確実に行ってまいります。

「財政運営」では、平成19年度から財政健全化に取り組んでいることにより、町財政は一

時の窮状を脱し、移住定住対策や企業誘致対策などの投資的経費にも一定程度費用を割ける

ようになるまで回復してきておりますが、一方で全国的に公共・公用施設、インフラ等の適

正管理・長寿命化対策が急務となっており、将来的な負担増が懸念されます。

歳入の約半分を占める地方交付税は、人口減少等の影響により年々減少傾向にあります。

自主財源である町税については、北海道新幹線の施設整備により固定資産税額が増収して

おりますが、永続的に運営可能な財政基盤を確立するため、コンビニ収納の導入等により納

税者の納税環境改善を図り、収納率向上を目指すとともに、町税等の増収につながる地域経

済発展のための施策を引き続き推進してまいります。

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

おり、今後も安定した運営を継続してまいります。

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

制に努めるとともに、国の地方財政計画や第6次振興計画に基づき、事業費の精査を行って

まいります。

一方、歳入については、過去の実績や地方財政対策を基に充分見込める計数で積算してお

ります。

特徴的な事項としては、薬師山・萩山遊歩道の整備など観光資源の機能強化、危険空き家

等の解体撤去推進による環境美化対策、企業振興促進基金を活用した企業誘致・振興対策、

老朽化が進んでいる港団地の建替や中央公民館機械設備改修など公共施設等の適正管理、町

史の編さんや埋蔵文化財を保管する郷土資料館収蔵庫の建設など、快適で活力に満ちたまち
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づくりを進める編成としております。

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

ついては、広く住民の意見を求め、企画立案の過程から意見反映してまいります。

このため、公募委員の募集や住民からの意見公募（パブリックコメント）などの取り組み

を進めてまいります。

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

担し、協働のまちづくりを推進してまいります。

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

的確な情報の提供を行ってまいります。

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

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

ており、今後も北海道や近隣市町と広域連携に適した業務について調査研究を進めてまいり

ます。

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

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

処理施設の運営、渡島西部地域介護認定審査会及び渡島西部地域障害支援区分認定審査会で

は、要介護状態や障害支援区分の審査と判定業務を行っております。

また、新幹線木古内駅活用推進協議会では広域観光の推進、ＪＲ江差線対策協議会では代

替路線バスの安全運行に取り組んでおります。

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

ており、財政的な裏付けとなる共生ビジョンを策定しましたので、ドクターヘリの運航や道

南いさりび鉄道への支援、広域医療体制や広域観光、基幹道路等のネットワーク整備などの

取り組みを推進してまいります。

さらに、北海道新幹線の隣接駅がある今別町をはじめとする青森県内の各市町村との交流

連携を進めてまいります。

また、本年も北海道渡島地域江戸川区交流推進協議会に参加し、渡島町村会と東京都江戸

川区との連携事業に取り組んでまいります。

江戸川区との連携事業を仲介していただいた、姉妹都市である山形県鶴岡市とは、来年度

盟約30周年の記念の年を迎えるため、さらに交流の絆を深めてまいります。

以上、第6次振興計画の施策に沿って、平成30年度の町政執行に臨む考え方を述べさせて

いただきました。

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

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

と木古内の輝かしい未来の創造に全力を尽くし、誠心誠意取り組んでまいります。

以上で、平成30年度町政執行方針を終わります。

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

○議長（又地信也君） 日程第8 教育行政執行方針。

平成30年度 教育行政執行方針について説明を求めます。

教育長。

○教育長（野村広章君） おはようございます。

平成30年第1回木古内町議会定例会にあたり、木古内町教育委員会の所管行政の執行に関

する主要な方針について申し上げます。

今日、人口の急激な減少や少子高齢化、高度情報化、グローバル化の進展など、子どもた

ちを取り巻く環境が大きく変化する中で、子ども達の学力や体力の向上、望ましい生活習慣

の定着、いじめや不登校など、教育に関わる課題も複雑化・多様化しています。

このような中で、昨年3月に告示された新学習指導要領においては、これまでの我が国の

学校教育の実践や蓄積を生かし、子ども達が未来社会を切り拓くため、各教科などを通じて

育てたい資質・能力、「知識・技能」「思考力・判断力・表現力等」「学びに向かう力・人間

性等」を一層確実に育成することが基本的な考え方として示されています。

とりわけ、地方創生の実現に向けて学校と地域が連携・協働しながら、新しい時代に求め

られる資質・能力を子ども達にはぐくむため、「社会に開かれた教育課程」の理念のもと「主

体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善や、教育課程の実施状況に基づく改善など

を通して、教育活動の質を向上させ、学習の効果の最大化を図る「カリキュラム・マネジメ

ント」に努めることが求められています。

また、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、生きがいをもって生活で

きるよう、いつでも、どこでも、自らの主体性に基づいて自由に学ぶことができ、学んだこ

とを生かすことができる社会を実現していくことが重要になっています。

このため、教育委員会といたしましては、第6次木古内町教育総合推進中期計画の基本理

念の実現に向け、社会の変化に対応し新しい時代を切り拓く子ども達の「生きる力」の育成

に努めるとともに、町民誰もが主体的に学び続け､活力ある社会の実現を目指す教育施策の

充実に努めてまいります。

また、木古内町教育総合推進中期計画は平成30年度が最終年次となりますので、平成31

年度を初年度とする5か年の第7次木古内町教育総合推進中期計画を策定するため、策定委員

会を設置し取り組んでまいります。

教育委員会は、以下のとおり重点目標を掲げ取り組んでまいります。

第一、「学校教育の推進」について。

学校教育においては、新学習指導要領の理念を踏まえ、児童生徒一人ひとりが自らの可能

性を最大限に発揮して、よりよい社会と幸福な人生を創り出していくために必要となる「資

質」と「能力」をはぐくむことが大切であります。

このため、将来において実践的な生きる力となる確かな学力や豊かな心、健やかな体の育

成を基本に、創意と活力に満ちた教育の充実に努め、次の6点の観点により学校教育を推進

してまいります。
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1 確かな学力をはぐくむ学習指導の充実について。

学校教育では、児童生徒に基礎的・基本的な知識や技能を確実に身に付けさせ、それを土

台に新たな課題を自ら解決するための生きる力の基軸となる「確かな学力」の向上を図るこ

とが重要であります。

このため、各種調査等の結果から、当町の児童生徒の学力の成果と課題を分析し、「わか

る・できる」喜びや楽しさを実感させるための授業改善に努めるとともに、児童生徒一人ひ

とりの学習内容の確実な定着を図るため、学習の見通しを持たせたり、授業の終末で練習問

題等に取り組ませるなど、指導過程の時間配分に留意した授業実践に努めてまいります。

また、ＩＣＴを効果的に活用し､児童生徒の課題解決に向けた主体的、協働的、探求的な

学びを促す授業実践に努めるとともに、思考力、判断力、表現力などの資質能力をはぐくむ

言語活動を取り入れた学習指導の充実に努めてまいります。

中学校においては、免許外指導の解消を図るため、道教委の退職者人材活用による非常勤

講師を配置するとともに、数学科の少人数指導充実のための非常勤講師を配置し、引き続き

質の高い授業に努めてまいります。

家庭学習の習慣化に向けて、学校全体で統一すべき取り組みや発達の段階に応じた取り組

みを推進するほか、放課後や長期休業中の補充学習など学習サポートにより、基礎・基本の

確実な定着に努めてまいります。

新学習指導要領に基づき、平成32年度に小学校高学年では外国語科、中学年では外国語活

動が完全実施されることから、今年度からの移行期間においては、英語教育の系統的な指導

が求められます。そのため、中学校の英語科はもとより小学校における外国語活動などの充

実を図るため、引き続き外国語指導助手（ＡＬＴ）を活用し、取り組みを推進してまいりま

す。また、イングリッシュキャンプや英語弁論大会などへ児童生徒の積極的な参加奨励に努

めてまいります。

2 豊かな人間性をはぐくむ教育の推進について。

児童生徒が社会の一員として成長していくためには、規範意識や倫理観、命を大切にする

心や思いやりの心をはぐくむとともに、体験活動をとおして、社会性や心身の健やかな発達

を支えていくことが重要であります。

このため、今年度からはじまる「特別の教科道徳」については、道徳の時間を要として、

家庭や地域社会との連携を図りながら、学校の教育活動全体を通じて推進してまいります。

道徳の時間の指導では、ねらいに即して、問題解決的な学習や道徳的行為に関する体験的

な学習等を適切に取り入れるなど、指導方法の工夫に努めてまいります。

読書活動については、学校図書館の蔵書充実や公民館図書室との連携を図り、読書環境の

充実に努めるとともに、朝読書や読書の習慣化を奨励し、感性や創造力、表現力をはぐくむ

活動を推進してまいります。

キャリア教育については、児童生徒に望ましい勤労観・職業観をはぐくむため、地域の教

育力を積極的に活用しながら、社会見学や職場体験等を効果的に推進してまいります。

また、児童生徒が自分のよさに気付き、将来の夢や目標の実現に向かって学び続けること

ができるよう、教育相談や進路指導等の充実に努めてまいります。

ふるさと教育については、わが町の歴史や生活文化などを取り上げ、多様な体験活動をと
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おして地域の特性を生かした教育活動の充実に努めてまいります。

また、生徒指導では、教師と児童生徒との信頼関係や児童生徒相互の好ましい人間関係を

基盤として、互いに協力し合い、助け合う望ましい集団の育成を目指してまいります。

とりわけ、木古内町いじめ防止基本方針に基づき、いじめに関するアンケート調査や日常

的な見守り、スクールカウンセラーの継続配置など、いじめ防止にかかわる校内組織の機能

化を図るとともに、学校・家庭・地域及び関係機関が連携し、未然防止、早期発見、早期対

応に取り組んでまいります。

3 健やかな体をはぐくむ教育の推進について。

体力は、意欲や気力にも大きく関わるあらゆる活動の源でもあり、児童生徒が生涯にわた

って心身ともに健やかに生きるための基盤を培うことが重要であります。

このため、全国体力・運動能力運動習慣等調査から、成果と課題を分析し、子どもの生活

習慣にかかわる課題解決に向けて、ＰＴＡや関係団体等と連携した取り組みを推進するとと

もに、体育の授業や校内での運動環境づくりの工夫など、日常的な運動習慣の形成に努めて

まいります。

学校における食育の推進については、栄養教諭が中心となり学校給食を生かした教材とし

て活用し、児童生徒が食に関する正しい知識や望ましい食習慣を身に付けることができるよ

う、関係機関等と連携し、食に関する指導の充実に努めてまいります。

学校給食については、栄養バランスの取れた献立の工夫やアレルギー対応をはじめ、国内

産の食材使用や地場産物の積極的な活用に配意しながら、安全・安心で美味しい学校給食の

提供に努めてまいります。

学校保健については、各種検診や予防・健康安全教育の徹底を図り、学校保健会をはじめ

関係団体と連携し、より一層の充実に努めてまいります。

4 一人ひとりの持てる力を高める特別支援教育の推進について。

障害者差別解消法を踏まえ、誰もが相互に人格と個性を尊重し、支え合い、人々の多様な

在り方を相互に認め合える共生社会を目指すとともに、インクルーシブ教育システムの理念

のもと、特別支援教育を推進していくことが重要であります。

このため、特別支援教育コーディネーターを中心に校内研修を推進するとともに、児童生

徒一人ひとりのニーズに応じた支援の充実のため、個別の教育支援計画や指導計画を作成し、

効果的に活用することに努めてまいります。また、児童生徒が安心して学校生活を過ごし、

可能性を最大限伸ばしていくことができるよう、保護者や関係機関との早期連携に努めてま

いります。

支援を必要とする児童生徒のために、特別支援教育支援員を1名増員し5名配置して、各学

校の状況や児童生徒の教育ニーズに応じたきめ細かな支援に努めてまいります。

特別支援教育パートナーティーチャー派遣事業を活用するとともに、保育園や関係機関と

の連携により就学前の状況把握に努めてまいります。

5 信頼される学校づくりの推進について。

児童生徒を心身ともに健やかにはぐくむためには、学びの中心である学校、子育て基盤と
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なる家庭、人間性や社会性を培う場となる地域が互いに連携し合い、それぞれの役割を果た

すことが大切であります。

学校には、現実の社会との関わりの中で、豊かな学びを実現するなど、社会とのつながり

を大切にした「社会に開かれた教育課程」を編成することが求められています。

このため、学校は保護者や地域住民と協働しながら、児童生徒の豊かな成長を支えるため、

昨年度設置したコミュニティ・スクールの取り組みを進め、地域とともに歩む学校づくりを

推進してまいります。

また、学校運営や児童生徒の学力・体力の状況などについて、学校評価を通じて適切に公

表し、家庭や地域との情報の共有化に努めてまいります。

安全教育については、児童生徒が安心して学校生活を送ることができるよう、「自らの命

は自らが守る」を基本に、自然災害や交通事故、不審者に備えての安全教育の推進と安全意

識の高揚に努めるとともに、学校防災マニュアルに基づき家庭や地域と連携し、安全で安心

な学校づくりの推進に努めてまいります。

教職員の研修については、新学習指導要領の実施を見据え、校内研修や授業研究をとおし

た実践的な研修の取り組みをはじめ、教育課程や生徒指導等の各種研修会への積極的参加や

道教委の学校訪問指導等により教師力の向上に努めてまいります。

町教育研究所においては、教職員の資質・能力の向上を図るため、小学校と中学校の連携

を研究の基軸として学習指導や生徒指導に関する研修の充実に努めてまいります。

また、教職員が健康でやりがいを持って働くことができる環境を整え、負担を軽減する取

り組みの実行が求められていることから、勤務時間を意識した働き方の推進や学校運営体制

の充実などに向けて検討を進めてまいります。

○議長（又地信也君） 長時間にわたっておりますので、昼食のため12時50分まで、暫時、

休憩をいたします。

休憩 午前11時55分

再開 午後 1時00分

○議長（又地信也君） 休憩を解き、会議を再開いたします。

午前中に引き続き、教育行政執行方針についての説明を求めます。

教育長。

○教育長（野村広章君） それでは、教育行政執行方針を述べさせていただきます。

6ページをお開きください。

6 豊かな教育活動を推進する環境の整備について。

児童生徒の学ぶ意欲を高め、変化の激しい多様な社会をたくましく生き抜く力をはぐくむ

ために、安心して学ぶことができる教育環境の整備が必要であります。

このため、教育内容や指導方法に即した教材・教具を整備するとともに、木古内小学校並

びに木古内中学校のグラウンド改修や、施設設備の整備、修繕等を計画的に行ってまいりま

す。

また、小・中学校において、ＩＣＴ機器や義務教育教材備品の整備に努めるとともに、望
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ましい読書習慣を身に付けることができるよう、引き続き学校図書館の整備に努めてまいり

ます。

小・中学校の部活動に関わる助成については、全道大会や全国大会に出場する際の保護者

負担軽減に資するため、助成内容の改善を行い支援してまいります。

学校給食センターでは、安全安心で安定した学校給食を提供するため、衛生管理の徹底に

努めるとともに、小型の蒸気環流ボイラーの改修を行うほか、設備・調理機材の計画的な更

新を進めてまいります。

なお、札苅町内会からの要望を踏まえ、旧札苅小学校百周年記念碑改修事業に対して支援

を行ってまいります。

第二、「生涯学習活動の推進」について。

生涯学習のより一層の振興を図るため、町民一人ひとりが自由に学習機会を選択して学ぶ

ことができ、その学習の成果が適切に評価され、地域づくりの実践に結びつくことが求めら

れています。

このため、生涯各期の学習の機会の充実を図るとともに、学習情報の提供や学習相談体制

の充実を図るなど、町民一人ひとりが個性や地域性を生かしながら、自主的・主体的に学習

活動に取り組めるよう学習環境の整備に努め、次の5点の観点により生涯学習活動を推進し

てまいります。

1 社会教育活動の充実について。

未来を担う子ども達の健全育成については、家庭・学校・地域との連携のもと、地域の特

性を生かした各種事業を引き続き推進するとともに、芸術や文化に触れる機会や異世代間交

流の場の提供に努めてまいります。

無名塾については、昨年に引き続き道教委補助事業、地域の豊かな社会資源を活用した土

曜日の教育支援体制構築事業を活用し、事業の充実に努めてまいります。また、小学校低学

年の子ども達が社会教育事業に参加できるよう、新たに無名塾ジュニアを開設し、社会参加

の促進に努めてまいります。

青年教育については、青年の仲間の輪を広げ、活動の活性化を図るため、青年塾を開催す

るとともに、町づくり活動につながる支援に努めてまいります。

家庭の教育力の向上については、学校や町ＰＴＡ連合会と連携し保護者に対する学習機会

や子育て情報の提供に努めてまいります。

通学合宿においては、道教委の子ども・地域サポート事業を活用し、子どもの望ましい生

活習慣の定着や地域の教育力の向上に努めてまいります。

また、町民の生涯学習活動を支援するため、リロナイふれあい学園や公民館講座、出前講

座などの各種学習機会や情報の提供に努めるとともに、社会教育関係団体に対する活動支援

に努めてまいります。

2 読書活動の普及促進について。

読書活動は、創造力を高め、感性を磨くなど、人生をより豊かにするために欠かすことの

できない活動であります。
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このため、町民が読書に親しむ環境づくりのため、図書室を拠点とした読書活動の推進を

はじめ、ボランティア活動による読み聞かせ会の支援や道立図書館事業の活用とともに、町

のホームページや町広報、図書室だよりを活用し事業の周知に努めてまいります。

また、木古内町子どもの読書活動推進計画に基づき、乳児に対するブックスタート事業や

読書週間事業などの読書推進事業の実施をとおして、各年代に適した読書に親しむ機会の充

実に努めてまいります。

図書館サービスを支える職員には、期待される図書館活動の実現に向けて資質向上を図る

ため、研修機会の充実に努めてまいります。

3 芸術文化活動の充実と文化財の保存活用について。

芸術文化活動は、地域の魅力を生み出し､豊かな情操を養うためにも大切な活動でありま

す。また、文化財・郷土の歴史については、町の財産として後世へ大切に継承されることが

重要であります。

このため、文化団体や各種サークル、学校や保育園等と連携し町民文化祭を開催するとと

もに、公民館ギャラリー四季の活用を促進し、発表の機会や相互交流の機会を拡充してまい

ります。

今年度、町民文化の振興を牽引してきた木古内町文化団体協議会が創立50周年を迎えるこ

とから、記念事業等に対する支援を行うとともに、連携を図り芸術文化活動の推進に努めて

まいります。

芸術鑑賞事業については、町民が優れた舞台芸術に触れることができるよう、鑑賞機会の

充実に努めてまいります。

文化財の保護と活用については、昨年、人の顔の描かれた石製品が国内ではじめて幸連5

遺跡から出土しましたが、今後における研究解明に期待するとともに、関係機関との連携や

情報収集に努めてまいります。

また、木古内ゼミナールの実施や遺跡見学会をはじめ、学校における社会科や総合的な学

習の時間への出前授業などを通じて、文化財保護の意識啓発やふるさとを大切にする意識の

醸成に努めてまいります。

函館江差自動車道茂辺地木古内道路の建設に伴う埋蔵文化財の調査は、今年度も幸連地区

において実施される予定であるため、道教委などの関係機関と連携しながら引き続き、保護

・活用に努めてまいります。

郷土資料館「いかりん館」については、平成27年3月の開館以来3年を経過しましたが、こ

とし1月15日入館者数が1万人に達しました。今年度においても、入館者への接遇の向上を図

り、新しい知識の習得など職員の研修機会の充実に努めてまいります。

「咸臨丸」調査については、東京海洋大学とオランダ文化庁による潜水探索が実施される

予定であるため、円滑に進み目的が達成されるよう、関係機関と連携しながら調査に協力し

てまいります。

町史については、町の沿革に関する記述にあわせて、産業や生活文化などの各種資料を整

理・保存し、後世に伝える大切なものであります。

このため、新しい町史の編さんについては、当町の町制施行80周年（西暦2022年）を目途

に発刊できるよう、編さん計画に基づき取り組んでまいります。
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4 生涯にわたるスポーツ活動の充実について。

スポーツに親しむことは体力の向上だけではなく、爽快感や達成感といった精神的な充足

が得られるとともに、心身両面にわたる健康保持・増進に大きな効果をもたらします。

このため、体力や年齢に応じて誰でもが気軽にできるニュースポーツをはじめ各種教室や

競技大会を開催し、スポーツ活動の推進に努めてまいります。

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

少年団などと連携を図り、自主的なスポーツ活動の支援に努めてまいります。

子ども達のスポーツ大会等への参加助成については、各種スポーツ少年団及び個人の競技

力向上を図り、全道大会や全国大会へ出場する際の保護者負担軽減に資するため、助成内容

の改善を行い支援してまいります。

5 社会教育施設の整備について。

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

が重要であります。

このため、中央公民館においては、経年劣化による暖房設備改修工事に関わる実施設計を

行うとともに、テーブル・椅子の更新により施設整備に努めてまいります。

また、佐女川農村公園パークゴルフ場の機械器具・建物などの修繕や、鷹取球場の排水ト

ラフ清掃などの維持管理に努めてまいります。

郷土資料館においては、埋蔵文化財発掘調査に伴う出土品の保管や展示スペース確保のた

め、郷土資料館に隣接させて収蔵庫を増設するとともに、ＬＥＤへの取り替え工事により館

内の照度改善に努めてまいります。

それぞれの施設の機能が十分に発揮できるよう、定期的な点検や改修等を進めるとともに、

効率的な運営と維持管理に努めてまいります。

以上、平成30年度の教育委員会所管行政に関する主な方針について申し上げました。

いま、時代の変化に適切に対応し、明日の社会を力強く切り拓く人づくりが求められてい

ます。

未来を担う子ども達は、生きる力を身に付けることができるとともに、町民一人ひとりが

豊かな人生を送ることができるよう、学びの環境整備が重要であると考えます。

教育委員会は、町民の皆様の教育に対する付託に応えるため、その使命を自覚し、木古内

町の教育の振興と発展に向けて全力で取り組んでまいります。

町民の皆様並びに町議会議員の皆様のご理解とご支援を心からお願い申し上げます。

○議長（又地信也君） 以上をもちまして、教育行政執行方針を終わります。

一 般 質 問

○議長（又地信也君） 日程第9 一般質問。

これより一般質問を行います。

一般質問につきましては、お手元に配付の通告書によって行うことにいたします。

はじめに、2番 新井田昭男君。
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○2番（新井田昭男君） 2番 新井田昭男です。

定例会にあたり、一般質問をさせていただきます。

大項目で一つでございますが、（仮称）特別養護老人ホーム「いさりび」の防災計画の見

直しについてでございます。

昨今、日本も含め世界中で、異常気象と思われる天候不順での大型台風や大雨による災害

報道が相次いで起こっています。日本では、平成23年の東日本大震災、平成28年の熊本地震

で多くの尊い命が奪われました。当町においても、人的被害はなかったものの昨年9月の大

雨で木古内川が増水し、一部の地域で避難勧告が発令されました。

また、ことしの1月には札幌市の生活支援を目的とした共同住宅の火災により、11人の尊

い命が奪われております。このように災害は忘れたころ、時を選ばず起こっています。

このような状況の中、我が町では、介護老人保健施設「いさりび」と特別養護老人ホーム

「恵心園」が4月1日に経営統合し、新しい介護老人福祉施設（仮称）特別養護老人ホーム「い

さりび」となる予定です。入所者や職員も増となり、施設として避難訓練等も含む災害に備

えた防災計画の見直しが必要と考えますが、町長並びに病院事業管理者の見解を伺います。

よろしくお願いいたします。

○議長（又地信也君） 答弁を求めます。

町長。

○町長（大森伊佐緒君） 2番、新井田昭男議員のお尋ねにお答えをいたします。

介護老人保健施設における防災計画につきましては、消防法並びに関係法令にて、防火管

理者を定めなければならない防火対象物等として、義務付けされております。

また、統括防火管理者の責務といたしまして消防計画を策定し、「消防署長に届け出をし

なければならない」とされておりますので、この規定に基づき消防計画を策定し、木古内消

防署へ届出を行っております。

消防計画では、防火管理業務に関する事項のほかに、火災、地震、その他の災害予防、及

び人命の安全、並びに災害防止、災害発生時にとるべき対策と、混乱防止や、被害軽減を図

ることを定めております。

また、平成25年4月には、大災害の危険から、利用者様と職員を守り、被害を最小限にと

どめることを目的に、日頃から十分な対策を立てて、いざという時に、適切な行動ができる

ように、災害対策マニュアルを策定しております。

このマニュアルでは、「全職員・災害時行動指針」で、緊急事態発生から復旧までの手順

や、災害対策本部の設置、被害状況の確認、復旧・復興活動と業務再開について定めるとと

もに、「部署別・災害対策指針」では、日勤帯と夜勤帯、及び土日祝日に分けた災害時の役

割を定めております。

お尋ねの特別養護老人ホーム移行後の防災計画につきましては、消防法施行令では、介護

老人保健施設と同じ条項が適用されますので、現在の消防計画、並びに災害対策マニュアル

を準用する予定としております。

このたびは、中間施設から収容型施設となりますので、より介護度の高いかたが入所され

ますことや、職員数も増加しますので、昨年9月に北海道が作成した「社会福祉施設等にお

ける非常災害対策計画の策定の手引」、この手引に基づき、実態に即した改定を行い、速や

かに避難訓練を実施し、有事に備えてまいります。以上でございます。
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○議長（又地信也君） 2番 新井田昭男君。

○2番（新井田昭男君） いま町長から、縷々ご説明をいただきました。

防火システムそのものは、当然いまお話があったように、道あるいは国、並びに各地域の

消防関係のいろんなマニュアルがあって、マニュアルに沿った動きをすると。それは理解し

ております。

今回も基本的には、老健いさりびの防災体制を移行するというお話でございますが、ただ

問題は、肝心のいま現在の防災に対する訓練のあり方、まずこれが1点です。具体的に言う

ならば、何回実施されているか。これがまず1点です。当然ながら施設、これから80人体制

で正職・臨職も含めて、31名の職員のかたが施設状況の中で運営されていくわけです。こう

いう状況を考えますと、ただ文章的な流れではまずだめだと思うのです。冒頭述べたように、

この東日本大震災から以降の日本のやはり防災体制というのは、大きく変貌したと思うので

す。もちろん我が町のそういう防災体制も当然見直しをかけ、今日に至っているというよう

な状況になっていると思いますけれども、くどいようですけれども、災害というのは本当に

忘れたころやってくるわけです。なお且つ、大自然の脅威には勝てないわけですよ。いくら

我が町として、あるいは日本全国が万全を期していると言えども、必ず不幸は起きるのです

ね。こういう観点からもまず現状の施設の訓練体制、これがまずどうなっているか、これを

まず1点お聞きしたいと思います。

それともう一つは、当然いまの少数精鋭の中で当然、80人のかたの防災に対する行動をと

っていかなければならない。そうなった時に単純計算をして、1人・2人ですよ。これが有事

の際に、ハンデのあるかたが避難をさせる時に、1人・2人を単純計算ですけれども、そうい

う対応はできるのだろうかという疑問があるのですね。当然いま言ったように、介護3以上

のかたです。大きなハンディを持っています。こういうことも踏まえて、いまの夜間の状況

をちょっとお話がありましたけれども、日中日勤の情報・夜間の情報がありましたけれども、

特に夜間のこの体制に関しては、当然職員の手薄、これはもうはっきり目に見えているわけ

ですよね。こういう部分の対策。

そしてもう1点は、施設とすればやはり入所者から、いわゆる入所料という担保をいただ

いているわけですよ。言葉は悪いですけれども。その担保状況に基づいた、もちろん施設の

条件に基づいた形になるわけですけれども、そういう使用料という担保をいただきながら運

営をしていっている。これは、ある意味じゃ当然のことです。入所者は義務として、それを

行わなければいけないと思います。ただ、それはそうですけれども、じゃあ利用者さんに対

する担保は何なのだということですよ。これは要するに、利用者さんに対する安全というの

は、担保というのは、日常生活はもちろんです。それはもう当たり前の話ですけれども、や

はり有事の際に、安心安全が担保されないと義務をいわゆる権利だけ申し上げて、義務を果

たしていないというようなことと同じじゃないかと私は大変ちょっとそぐわないかもしれな

いけれども、そんなふうに感じているのです。いま言ったように、そういう点からやはりい

ま町長からおっしゃったように、マニュアルの部分だけ述べられても確かにそのとおりなの

ですね。全くそのとおりですし、そのとおりやってもやはり不幸は起こるのですよ。

もう一つは、日本、世界も含めて、日々このいろんな災害事故が起こっています。こうい

う体制の中で、やはりそういう情報を共有しなければいけないと思うのですよ。特に少数性

の中でやっていく場合は、なおさらそうだと思います。いろんな災害の情報があって、それ
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を日々どうやって職員の皆さんに研修として、トップのかたが隔月がいいのか四半期ごとが

いいのか、それは作業効率を見計らって当然、私はやるべきだと思っています。そういう情

報を共有することによって、先ほどもおっしゃったように、それでもなお且つ、不幸は起き

えると。やってもやっても大自然の脅威には勝てない部分はあるのです。しかしながら、我

々はそれをやっていかなければいけないのです。最低限のそういうことをして、最低限のそ

の被害を見出していくということが大事じゃないかと思いますね。いまの状況ですと全くそ

の辺が見えてきません。だからまず1点とすれば、くどいようですけれども、防災訓練の回

数をまず1点。

それとちょっと前後しますけれども、いま言ったようにいろんな防災、あるいは事故の情

報をやはり共有してくださいと、しなきゃいけないと。こういう情報を正職・臨職にも徹底

して教育をしてもらいたい。こういうそういう流れをどう考えるか。

先ほどの夜間ですよね。ハンデを持っているそういう利用者さんに、どうやって夜間の態

勢を構築するのだということをちょっともう一度。マニュアルを読むだけじゃなくて、やは

り具体的にそういうやれることをおそらくやれると思うのです。そういう部分をもう1回、

ご答弁いただきたいと思います。

○議長（又地信也君） 病院事業事務局長。

○病院事業事務局長（平野弘輝君） 具体的な訓練内容について聞かれましたので、事務担

当の私のほうからご説明申し上げます。

まず、消防計画に定める訓練は、職員全員に対する教育として年2回実施するということ

で、定めております。そのうち、一度は夜間訓練を実施すると定めておりますので、日中と

夜間を想定した火災訓練を毎年行っております。

また、消防署より初期消火が重要と指導されておりますので、訓練では消化器の設置場所

の確認と使用方法などにつきまして、毎年同じことを繰り返して行うことによって、当日参

加できない職員もおりますので、訓練に近い形で実施できるのではないかというようなこと

で、このような内容で行っているところでございます。

あと夜間のほうにつきましては、今後の夜間の職員配置は、各ステーションに1名の夜勤

に加え、守衛と待機がそれぞれ1名になりますので、この6名で対応することになります。

火災につきましては、ステーション移動が災害対策マニュアルに基づく対応になっており

ますから、20名を移動させることになりますので、火災時は病院職員の協力も得ながら、対

応できるのかなというふうに認識をしておりますが、津波につきましては、40名を避難させ

ることが必要になりますので、日中時につきましては、職員が先ほど新井田議員のほうから

30数名というようなお話がされましたけれども、今後、特養からの職員の身分移管も含めま

して、90名を想定しておりますので、日中は対応できるのかなと。ただ、ご指摘のとおり夜

間につきましては、この6名では足りないということになっておりますので、約半数は独歩

で移動できるかたがいるのですが、一般質問があった時に恵心園からの移動も調べまして、

35名のかたが車椅子、残りの15名のかたが寝たきりというふうになっておりますから、この

かたを実質6名でやるのは厳しいというようなことですので、現状の災害対策マニュアルで

は、携帯電話の緊急一斉メールを利用し、出勤可能な職員を1分でも早く招集するようにな

っておりますので、こちらを対応した中でやっていきたいというふうに認識しております。

あと1点は、今度のあり方でありますけれども、ご指摘のとおりいろんな災害があります。
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入所する時の契約書並びに重要事項説明書の中では、きっちり災害対策を行うということ

になっておりますので、町長のほうからも回答をいたしました新たな計画を策定する中で、

現在の消防計画では火災と地震しか記載しておりませんので、水害や津波、火山、予測され

る原子力災害なども含めて、早急に整備したいというふうに思っております。

○議長（又地信也君） 2番 新井田昭男君。

○2番（新井田昭男君） いま、ご説明いただきました。答弁漏れもちょっとあります。ただ、

2分しかございませんので、いずれにしてもやはり私がいま言ったことが参考になるかなら

ないかはご判断ですけれども、とにかくそういう情報を共有してくださいよ。そして日々、

そういう情報があったら、「こうしようね、ああしようね」というミーティングはきちんと

やってほしい。それでないといま言ったように、2回が適切なのと訓練が。2回やって、5回

・10回やっても命は奪われることはあるのですよ。これ2回だからいいというわけでないで

すよ。そういうことも含めて、やはりもう一度構築をしていただければと思います。

いろいろ議論をさせていただきましたが、日々の防災対策はいま起こっている開催事例を

全職員に情報を共有して、常に情報に基づいた検証と意識高揚が必用です。対策を講じても

不幸なことは起こり得ます。医療施設も含め、利用されている方々に安心安全に対し、施設

側の質の高い防災対策の構築を強く要望して、質問を終わりたいと思います。ありがとうご

ざいました。

○議長（又地信也君） 2番 新井田昭男君の一般質問を終了いたします。

次に4番 竹田 努君。

○4番（竹田 努君） 4番 竹田 努です。

それでは、1点目の広域連携について、一般質問をさせていただきます。

執行方針、予算計上の中でも広域連携事業、この言葉が随所に出てまいっております。そ

れぞれの事業ごとに、担当課が異なることだと思っています。広域連携という一つの意味合

いからしますと、共通するものもあるのではないかと思っています。広域連携によって、よ

り良い効果を出すために、その広域連携を集約と言いますかいろんな場で、福祉の部分の連

携もあり、また別の連携もあるその辺を束ねるというか、やはり同じ業務は違っても広域連

携という意味合いからすれば、どこかがやはり中心になるべきだろうというふうに私は思っ

て、このような一般質問。新たに束ねる課を設けるということではないです。どこかが一つ、

広域連携の連携を取るというべきだろうというふうに思っているところであります。

それで3点、一応町長の考えを伺いたいと思います。

執行方針で謳っている広域観光連携事業という言葉が出てまいりますけれども、いままで

広域観光の取り組みをしていたと思っていますので、そこと今回、観光の広域連携というの

は、別な枠組での取り組みなのかどうなのかという部分について。

2点目は、予算の中で計上、若干議論をする場面もありますけれども、広域連携というこ

とからしますと、移住・定住3町広域連携事業という予算計上がございますけれども、これ

は西部3町での取り組みなのか。この定住の3町というのは、どういう部分なのか。はじめて

出てきた部分でありますので、その辺の具体的な構想、その効果等も大きく期待をしたいな

と思っているものですから、その辺をちょっと説明願いたいと思います。

それから、渡島西南地区医療介護連携ネットワーク、これは木古内・知内・福島という3

町で立ち上げて、予算の説明資料も添付されていますし、趣旨的なものは理解をします。
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関係者での研修、住民普及啓発、これは3町合同で取り組むのだというその部分は理解は

するのですが、いままで我が町単独でやってきた部分の実績と言いますか、それがあまり効

果がなかったから3町で取り組むのかどうなのか。従前のパターン、今回のネットワークで

取り組む具体的なメリット等について、町長の考えを求めるところであります。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君） 4番、竹田議員のお尋ねにお答えいたします。

はじめに、広域観光連携事業では、当町においては新幹線木古内駅を活用した広域観光の

推進組織として、渡島西部4町・檜山南部5町の自治体及び、関係事業者で構成する新幹線木

古内駅活用推進協議会において、事務局を担当するなど中心的な役割を担い、プロモーショ

ンや情報発信を含め、広域観光の推進を図ってきたところございます。

加えて、姉妹都市であります鶴岡市や、その鶴岡市との友好都市である東京都江戸川区、

北海道新幹線開業に伴い隣接駅所在地である今別町など、事業をとおして関係を築いた自治

体や、団体との交流が活発になってきております。

この交流を、より広域観光に活用するために、都市間交流の際に観光プロモーションを実

施するなど、相乗効果を期待しての施策展開を想定しているために、広域観光連携事業と表

現したものでございます。

次に、移住・定住3町広域連携事業につきましては、平成29年から実施している事業でご

ざいます。

この事業は、当町及び知内町、福島町の3町が連携し、移住・定住の取り組みを行うもの

で、事業の内容につきましては、3町連携による移住・定住リーフレットやポスターを作成

し、昨年ですと9月2日に東京交通会館のふるさと回帰支援センターにおいて、暮らしと仕事

セミナーを開催しているところでございます。

セミナーでは、当町の移住定住パンフレットや暮らしの便利帳などを配布し、20名のかた

から個別相談を受け、当町への移住についての情報発信したところでございます。

また、昨年6月からことし3月までの間は、同じ会場で移住・定住ブースを開設しており、

ポスターの掲示や各種パンフレット等を配置をしまして、移住・定住に関する情報発信に努

めたところでございます。

本事業につきましては、継続して情報発信することにより効果が得られるものと考えてお

りますので、今後も取り組みを続けていきたいと考えております。

次に、渡島西南地区医療介護連携ネットワークでございますが、介護保険法を根拠とする

在宅医療・介護連携推進事業に基づき実施をする事業で、医療と介護の両方を必要とする高

齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けられるよう、在宅医療と

介護サービスの一体的な提供に向けて、関係機関の連携を推進するものでございます。

この事業では、医療機関と介護事業所の情報共有が重要となりますので、木古内・知内、

及び福島の3町によりネットワークを立ち上げ、木古内町国民健康保険病院を中心とした事

業構築について検討を重ね、平成30年4月から実施するにあたり、そのために各町の定例町

議会に予算案を提出しているところでございます。

お尋ねの3町が共同で取り組むメリットにつきましては、医療機関への受診、あるいは介

護サービスの利用にあたっては、町内のほかに、町外のサービスを利用することが多々ござ

いますので、3町の関係機関が統一的な情報共有ツールを構築することで、サービス提供の
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際に必要な利用者情報取得の効率化が得られます。

また、事業の実施においては、人件費や講師謝金等の費用を要するため、3町で共同実施

することで、費用負担が軽減されることにもなります。以上でございます。

○議長（又地信也君） 4番 竹田 努君。

○4番（竹田 努君） 概ね、理解はします。この広域連携、なぜ広域連携というのは、町長

の考えと自分の考えが若干違うかもわからない。自分は、広域連携をすることによって、財

政を軽減するという趣旨が一番だろうというふうに思っているのですよね。執行方針の中で

も「町財政は、投資的経費も投入できるような財政基盤が確立された」と言っています。

私は、これからいま4,200の町、高齢化率の高い町として、5年・10年を見据えた財政計画。

このことによって、やはり木古内町が独立した町で運営できると。そういう体制、その辺

を心配する故に、今回の一般質問に至ったのですよね。ですから、広域観光についても現在、

取り組んでいる9町の新幹線の活用推進協議会等も十分活かしながら、なるべくやはり経費

のかからないようなそういう取り組みをする。移住・定住にしてもリーフだとかポスターを

作って、共同で作ることによって、いままで単町であれば10万円かかったものが5万円で済

むと。そういうことで、効果を上げているのだというふうにならないと。ただ、やって良か

ったなというのは29年度の成果として、20名の相談があったと言いますから、その辺はもう

少し押して、場合によっては具体的な政策を立ち上げて移住・定住、本当にやはり木古内町

で住んでもらう、そういう体制を作ってもらいたいと思っています。

この3番目の西南地区の医療介護ネットワーク、これは病院事業としての取り組みだとい

うふうにも思いますし、このネットワークをすることによって、情報の共有だとか大変良い

あれを期待するわけでありますし、何よりやはり木古内町の国保病院の受診がこのことによ

って、いくらかでも増えてくると。やはりこういう連動したものをきちんと作らないと私は

だめだというふうに思うのですよね。その辺含めて新たな事業もありますし、29年から取り

組んでいた事業もありますから、やはり広域連携の趣旨を十分発揮をして、行政の推進に取

り組んでいただきたいということを申し上げて、1番目は終わります。

○議長（又地信也君） 4番 竹田 努君、1番が終わりましたので、2番に入ってください。

4番 竹田 努君。

○4番（竹田 努君） それでは、2番目の防災について。これは、先に同僚議員も防災につ

いて求めて、町長から答弁をいただきましたので、あまり重複しないように確認をしたいと

思います。ひとどおり、読ませてもらいます。

防災について、執行方針の中では大きな変動と言いますか変わりのない表現をしています。

前年度踏襲したような内容でありますが、私は福祉都市としての高齢化50％を視野に入れ

た防災体制が同僚議員も同様のことを申しています。

4月からは、町営の特別養護老人ホームがスタートしますし、先日の札幌市内での自立支

援施設の火災等を教訓に、防災組織等の特に福祉施設の避難、防火訓練等を強化しなければ

ならないだろうというふうに思っています。このことは、先ほど同僚議員にも町長が答弁し

たように、一定の理解をします。当然、病院事業の中で病院にも入院患者はおりますし、今

度特別養護老人ホーム、いままでの老健より介護度の重い重症のかたが入る施設だというこ

とをきちんと認識をした上で、例えば私はいろんな災害で地震・津波等々もありますし、こ

の老健の建物は耐震に耐えられる施設だということですから、地震はそんなに心配をしてい
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ない。ただ、火災についても厨房しか火気を使っていないということからすれば、以外と消

化器の設備だとかそういうものをきちんとしていれば、初期消火で何とかなる。一番心配し

ているのは、大雨、木古内川の氾濫を想定した場合にどうなのでしょう。この特養ばかりで

なく病院含めて、私はやはり例えば寝たきりの人を誘導する場合の2階・3階から誘導する場

合の寝たきりですから、やはり簡易の担架。これは、例えば人数分用意してとは言いません。

一つか必要な数をきちんとやはり備えるべきだというふうに思います。

それと、先ほど病院事業事務局長の答弁の中でありましたけれども、施設の職員、病院の

職員で対応するみたいな言い方ですけれども、やはりこれは災害時、何かあったら町職員も

動員かけるような態勢、そういう仕組みをやはり私は作らなきゃだめだと思うのですよ。病

院の問題だから特養の問題だから、これは病院のほうで処理しなさいではなくて、いち早く

役場の職員もそこに駆けつける。そういうやはり具体的な体制を作ってほしいというふうに

思います。

それともう1点は、2年前にも自主防災組織について、議論をさせていただきました。災害

発生時には、執行方針でも謳っていますように、近所の共助の力が必要であり、自主的防災

組織を後押しするように記載をしていますけれども、私はこの「後押し」ではなくて、やは

り確かに自主防災というネーミングからしますと、自ら立ち上げるという部分なのですけれ

ども、町内会によっても大小規模がありまして、大きな町内会は例えばＬＥＤの交換であっ

ても1年、単年度で整備をできる。正直に言って我々の住んでいる前浜町内会、37戸の世帯

の中では予算規模も少なく、いま盛んにＬＥＤの交換をしていますけれども、3年も4年もか

かる。そういう町内会自治会の組織の規模も違うわけでありますから、これはやはり行政主

導で組織化すべきだろうと。何かあってもやはり町内に住んでいるかたが、歩ける人が何人

いる、寝たきり、車でなければだめだ、リヤカーに乗せなきゃ移動できないという人もどう

なのだというのもなかなか町の防災訓練等をやっても把握できないと思うのです。それはや

はり各地域の自主防災が確立されて、町内には何か災害があった時にどうだと。そして、そ

ういう体制を私は作るべきだと思っています。その辺について、町長の考えを。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君） 防災についてのお尋ねでございますが、通告いただいた以外にも

幾つかのお尋ねがありましたが、通告をいただいた分を中心にお答えしたいと思います。

はじめに、特別養護老人ホームへ移行後の防災計画につきましては、消防法施行令では、

介護老人保健施設と同じ条項が適用されますので、現在の消防計画、並びに防災対策マニュ

アルを準用する予定と先の一般質問にもお答えしたとおりでございます。

次に、自主防災組織につきましては、災害対策基本法に規定されております住民の隣保共

同の精神に基づく自発的な防災組織でございますので、木古内町防災計画の中で、自主防災

組織指導育成計画を明記しているところでございます。

当町におきましては、担い手の不足などから、自主防災組織の立ち上げに非常に難しいと

いうことで、現在は一部の町内会にとどまっておりますので、今後も各町内会にその制度の

説明などを行いまして、組織化に向けた支援をしてまいりたいと考えております。

お尋ねの行政が主導で組織化につきましては、自主防災組織の趣旨、あくまでも自発的な

組織化となっておりますが、行政といたしましても積極的に支援をしてまいりたいと考えて

おります。
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具体的には、町内会連合会や各町内会の会議の場で、防災担当者や専門家による、組織の

意義、あるいは効果について説明などを行いまして、結成への機運を高めていきたいと考え

ております。

特養ホーム、あるいは病院等の大雨によります木古内川の氾濫につきましてお尋ねがござ

いましたが、確かに有事の際、議員がお尋ねのとおり、町ぐるみで支援をするというのは基

本でございますが、おそらくそういう事態が発生した場合には、ほかの地域でも様々な事案

が発生しているかと思います。それぞれの対応をしっかりとして、皆さんの大事な命を守れ

るような対応をしていきたいと思っております。以上です。

○議長（又地信也君） 4番 竹田 努君。

○4番（竹田 努君） いまの答弁を聞くと町長、防災意識が低いのかなというふうに思うよ

うなところもあります。先ほど同僚議員も言っているように消防法、法的な防災計画だとか

そういうことではなくて、具体的な部分をちょっと求めていたのですけれども、当然災害で

すから全町にわたる場合もあるし、一部の地域だけが災害に遭うということもいろんなケー

スがありますから、それはやはりケースバイケースなのですよ。ですから私が求めているの

は、ここの福祉施設、病院を含めた部分の災害時にどうなのと求めているのですけれども、

それ以上の域が出ないとすれば、それ以上は求めません。

ただ自主防災、これはずっと例えば執行方針の中でも毎年のように「そういう努力をしま

す」。そうしたら1年間、どのような努力をしてきて、そして再度30年の執行方針でこのよう

な執行方針に至ったのか。私はやはり理解できない。町内会連合会に対して、先ほど町長は

答弁をしたようなこういう町として自主防災を作ってほしいのだ。ですから、いろんな支援

もするし、ぜひやはり立ち上げしてもらえないかというそういう要請の仕方。自主防災は、

一町内会いま立ち上がっていますから、そこを見習って自主防災を作ってください。やはり

そこで町内会連合会に対してでも、自主防災を作ることによってこうなりますよという例え

ばその辺の仕組み作り。私は、隣町でいろいろこの自主防災のいろんな資料をもらったり、

勉強させてもらったのですけれども、「こういう形もあるのだ」。これは隣町バージョンで

あって、木古内は木古内型の自主防災があってもいいのかなというふうに思っているもので

すから、町長が行政主導では行わない、あくまでも自主防災の漢字のとおり、自ら立ち上げ

なさいと言うのであれば、それはそれであとは答弁もいりませんけれども、やはりそういう

努力を1年間どうしてきたのかということだけ答えてください。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君） これまでも町内会の皆様に、ぜひ組織の立ち上げをということで、

組織の作り方などについてご説明をしてきましたが、議員の町内会にも同じような働きかけ

はしているかと思います。しかし、いろいろ事情があって、すぐ立ち上げることが難しいと

いうことでございますので、それには私どものほうで側面的に応援をするということでござ

いますが、現在は一町内会に限られておりますので、残念ながら努力の成果としては、現在

は一つの町内会だけと。

したがいまして、これからも町内会独自だけではなく、連合会あるいは社福協などにもご

説明をして、一つでも多くの共助の力が出せるような組織を立ち上げていきたいというふう

に思っております。

○議長（又地信也君） 4番 竹田 努君。



- 46 -

○4番（竹田 努君） 最後、これ以上議論しても前には進まないと思いますので、町長、確

認だけ。自主防災については、町内会連合会をとおして呼びかけをしていくというそれしか

ないのですね。そこだけ。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君） 先ほどご答弁申し上げましたとおり、具体的には町内会連合会や

各町内会の会議の場で、ご説明をするということでございます。

○議長（又地信也君） まだ時間ありますけれども、よろしいですか。そうしたら企業誘致

について、一般質問をはじめてください。

4番 竹田 努君。

○4番（竹田 努君） 3番目の質問に入ります。

企業誘致についてであります。

一昨年の9月定例会で、木古内町企業誘致振興促進条例を最高5,000万円の補助を含め、町

内業者も対象になるよう大幅に改正をしたところであります。

企業誘致は、我が町にとって最大の事業となることから、議会としても真摯に議論をしな

ければならないと思っているところであります。このことは、前段の総務・経済常任委員会

の委員長報告でもあったところと同様であります。

そこで、現在までに企業誘致関係の話題が2件、出てまいっています。

1件は町内のホテル建設と、もう1件は東京江戸川区からの福祉施設誘致であります。私は、

この後段の福祉施設の福祉の町として、福祉に関わる誘致をすべきだ。このことは、何回も

訴えてきたところであります。これは、逆にホテル建設より人口減少対策、移住定住対策に

つながる施策だと思っているからであります。そのことも若干糸口、可能性が出てきたのか

なというふうに思っているところでありまして、大いにこのことは期待をいたしているとこ

ろであります。

町内のホテル建設については、議会としてどのように扱うのか、協議の結果、総務・経済

常任委員会で議論をしようとこういうふうになったのであります。その後、宿泊営業者等か

ら建設反対の陳情が議会議長に出され、2月16日の開催の第7回総務・経済常任委員会で副町

長のほうより、今日までの経過の説明がありました。今日までの経過というのは、反対陳情

があったという一つの内容であります。

私は、議員として何をどうすればいいのか、非常に困惑している状況であります。

また、この陳情行動に加えて、建設反対署名運動までに発展をし、町を二分する運動にな

ることを危惧しているところであります。20数年前に小学校建設用地問題で、同様の反対運

動が起こり、町を二分する運動となり、裁判闘争までに発展しました。その時のしこりが長

く続いて非常に困った思いをしている、そのことがいま脳裏をかすめ、町長、町民を二分す

るようなことだけは、何としてもやはり避けたいと思っているところであります。

そのことから2点、町長の考えを伺いします。

1点は、前段言いました福祉施設誘致について、具体的な構想があるのかどうなのかとい

う部分について。もう1点は、ホテル建設に伴うこの住民運動を町長はどう考えているかと

いうことであります。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君） 企業誘致についてのお尋ねでございますが、はじめに福祉施設の
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誘致につきましては、町では北海道町村会と東京23区との地域間連携により、平成27年度か

ら渡島管内9町が連携している江戸川区との交流を行っております。

江戸川区では、平成29年4月現在、特別養護老人ホームの入所待機者が約800人と伺ってお

りましたので、本年1月に江戸川区長を訪問し、当町の土地を活用して、江戸川区民の方々

が入所される特別養護老人ホームの整備について、提案をさせていただきました。もっと前

に言いますと、昨年から頭出しはしていたのですが、正式な申し入れをさせていただきまし

た。

江戸川区長からは、区内で特別養護老人ホームを運営している社会福祉法人に提案をし、

意向を調査するとの回答をいただいたところではありますが、距離などの問題についても言

及されておりました。

今後も引き続き、福祉施設誘致の実現に向けて、江戸川区との連携を強化してまいりたい

と考えております。

次に、ホテル建設に伴う住民運動につきましては、まず当町では、企業誘致は現在、喫緊

の課題であります人口減少対策の一つと認識をしております。

当町が将来にわたって発展するために、行政と議会が議論を重ね、これまでに木古内町企

業振興促進条例の改正や企業誘致用の土地の取得などの取り組みを進めてまいりました。

したがいまして、このたびのホテル建設計画が実現することは、長年にわたり取り組んで

きた企業誘致活動の成果と認識しております。

今後、木古内町企業振興促進条例に基づく申請がなされた場合には、当該申請が条例の申

請要件に合致するかなどを審査することとしております。

このホテル建設計画につきましては、ホテル建設関係者に建設の意思・建設等の確認をし

ておりますが、その後、今日までに正式な申し出がありませんので、今後、ホテル建設にか

かる詳細につきましては、把握次第その都度議会に説明させていただくことにしております。

私は、このたびのホテル建設計画の実現により、新たな客層の誘客につながることはもと

より、当町を宿泊地とする人がこれまで以上に増加することで、飲食店をはじめとする、町

内の経済活動に大きく貢献をし、町全体の振興・発展につながるものと考え、ぜひ木古内町

を選んでいただきたいと強く願っているところでございます。

お尋ねの住民運動につきましては、それぞれ個人の考えに基づいた行動でありますので、

そのことにコメントできる立場にはありませんが、地元の宿泊事業者の方々もこれを機にと

もに発展できるよう、地元企業を応援する取り組みを進めてまいります。以上でございます。

○議長（又地信也君） 4番 竹田 努君。

○4番（竹田 努君） 町長、1点目の福祉施設の誘致、これはやはり私はぜひとも実現する

ように努力、あとは我が町として何を条件整備ができるのかという部分をいち早くやはり議

論してもらいたいとこう思っています。

ホテル建設、町長の考えはわかりました。確かに、ホテル建設によって木古内町に宿泊を

求めるかたが、ホテルができれば増えるかもしれません。だから、この騒動と言いますか反

対運動、これは個人の行動だから町長、私は知らないというふうになりますか。私はやはり

前段、20数年前の小学校用地問題、そのころは大森町長はいないからよくわからないと思い

ますけれども、職員だって大変な目に遭ったのですよ。お前は反対か、賛成なのかとかとす

ごいそういう辛い思いを二度とさせるべきではないということから、やはりホテルの良さな
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りあれはわかる。だから、それを既存のいま商売・営業をしているかたへ、「これこれこう

だから心配ないよ」と、「あなた達の営業が困ったらどうしますよ」とかと。何とか協議と

言いますか折衷案みたいなものを出して、やはり何としてもこの騒動と言いますか、この紛

争を終結しなければだめだと思う。

町長は、先ほど執行方針の中で町長の思い、執行方針の基本姿勢もとっていますよね。思

いやりや温もりのある町政、誠実な心を持った町政、広く町民の声を聞く町政、公正で透明

性のある町政をやはり目指すのだと。この運動の中で、その良いまちづくりができますかと

いうことを私は言いたいのですよね。ですから、このことにまだ先ほどの町長の答弁からし

ますと、まだ相手から具体的な正式な部分が出ていないということですから、議会の議論と

すればこれからなのかなというふうに思っています。何としてもやはりこの住民運動を何と

かやはり終息しなければ、このまま見切り発車とちょっと言い方あれですけれども、このま

まスタートするというわけには議会としてもいかないと思うのですよね。最終的には、それ

ぞれ議員の皆さんが最終的に判断をすることになるでしょうけれども、私はやはりかなりこ

のことが議会としても、あの議員は反対だ、このかたが賛成だとかそういう指を指されるよ

うなことは町長、止めなければだめだと思うのですよね。議員だって我々町民の代表として、

まだ建設を推進するほうのかたからの話というのは聞いたことがありませんけれども、反対

の声だけがどんどんどんどん入ってくるような状況なのですよね。だから、反対だというこ

とではないのですよ。私達は何も議員として賛成だ、反対だ、早くその部分を出してもらっ

て、議会としていろんな協議をしましょうと。何かをクリアしなければないのであればそれ

も含めて、お互いに知恵を絞り合おうとこう思っているのですよ。ですから、まずは町長は

この住民運動を何とかやはり終息するような努力をしてもらって、もう一方では建設する資

料を早く常任委員会等で議論をしようというふうになったわけですから、その辺を早く出し

て一番の良い方法を模索すべきだというふうに思います。その辺、この住民運動をもう一度

町長の。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君） 二つに分けてお話をします。一つは、いま当町にホテル建設をと

いう計画をされている方々、あるいは運営をするという方々、この皆さんとお会いして、木

古内町にぜひ作って経営をしたいとこういう意思は確認しております。ただそのあと、特段

の変化というのが現在、起きておりません。

したがいまして、町で何かを見てそれを判断するという状況には至っていないのが、今日

までの状況でございます。

一方、町のほうにホテル建設に反対をするという要請書が届いております。この皆さんと

お話をしました。皆さんが心配されているのは、いまいるホテルに来ているお客様。お客様

が新しいところができることによって、自分のところから離れていくという心配をされてお

ります。その心配に対しては、新しいお客様を連れてくることによって、木古内がこれまで

泊まる場所という認識があまり世間にはなかったものが、木古内町が泊まれる場所だという

ことがわかると、温泉のあるホテルも選ばれるでしょうし、お食事の美味しいホテルも選ば

れるでしょうし、とても金額がリーズナブルでそういう企業も選ばれるでしょうし、こうい

ったところで木古内全体のホテル業者が潤うようなまちづくりを目指すのだとこのようにご

説明をしたのですが、あくまでもいまいるお客様の取り合いで自分達は苦しむのだとこうい
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うお話でございましたので、なかなか意見がすれ違いでなかったと。その皆様方が反対の行

動でございましたので、私の思いも伝えましたし、また皆さん方からのご意見も伺いました。

そういう中で、どうしても理解を示していただけなかったのがお会いした時のことでござ

います。

ですから、私とすればもう一つ感情的なものを感じましたのは、いままで自分達は自分達

のお金で、自分達のホテル経営をやってきたと。しかし、木古内の条例ではよそから来る人

に、お金を出すというのか優遇措置を設けながら誘致をすると。そこが自分達と違いがある

ということで、少しその点に感情的なものを覚えたところでございます。私とすれば、常に

木古内の町がホテルも飲食店も一緒になって発展していくということを伝えております。

○議長（又地信也君） 4番 竹田 努君。

○4番（竹田 努君） 時間がなくなりましたので、町長の言うこともわかるような気もしま

すけれども、ただ、いま説明した新しいお客さんが来るから、いままで商売やっている人は

大丈夫だというそういう保障はどこにもないでしょう。それは、また議会の協議の中でした

いと思います。

1点だけ、町長、大至急答えてください。予算に5,000万円の企業誘致の予算計上がありま

すけれども、これはホテル建設なのかどうなのかということだけ、イエス・ノーだけ。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（大森伊佐緒君） 違います。

○議長（又地信也君） 4番 竹田 努君。

○4番（竹田 努君） 以上で終わります。

○議長（又地信也君） 4番 竹田 努君の一般質問を終了いたします。

次に、5番 相澤 巧君、一般質問をお願いいたします。

○5番（相澤 巧君） 5番 相澤 巧です。

企業誘致について、お尋ねします。

木古内町企業振興促進条例に基づいて、意思表明をした業者があるとのことで、2月16日

に開催された総務・経済常任委員会で、町より説明を受けました。当町にとっては、大変喜

ばしくて大歓迎するところですが、その業者の業務内容がホテル業ということでございまし

て、町内には宿泊業者が何軒かあります。そのかたと競合するということで、大変困惑して

いるところでございます。

先日、この業者の皆さんから陳情書が出されたということです。ホテル建設に反対する陳

情書、この陳情書に関連して町長、どういうふうに考えているかということでお尋ねしよう

と思いましたが、同僚議員の前の質問の中で、町長に答弁をいただいておりますので、その

分は置いておきまして、ちょっと追加させていただきます。

私も町内業者のほうからしか、まだ具体的に聞いていません。それによりますと、やはり

いままで一生懸命経営してきたその辺のことから、町にも貢献してきたという彼らなりに自

負があるようです。この新しいホテルという計画に対しては、やはり自分達のところが窮地

に陥られるのではないかと心配しているところで訴えられております。聞くところによりま

すと、陳情活動もされておりまして、結構な数の署名を集めているようです。町長のほうで

は、十分説明しておられるという見解のようですが、やはりこの後進んでいくにあたって、

こまめに皆さんと協議していただきまして、理解してもらうような形にしていただければあ
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りがたいなと思います。以上で私は終わります。

○議長（又地信也君） 再質問はございませんね。

5番 相澤 巧君の一般質問を終わります。答弁はいらないということですので、一般質

問を終了いたします。

承認第1号 専決処分の承認を求めることについて

○議長（又地信也君） 日程第10 承認第1号 専決処分の承認を求めることについてを議題

といたします。

提案理由の説明を求めます。

副町長。

○副町長（大野 泰君） ただいま上程になりました、承認第1号 専決処分の承認を求める

ことについて、提案理由をご説明申し上げます。

議案集の一番最後のほうになります。

地方自治法第179条第1項の規定により、平成29年度木古内町一般会計補正予算（第8号）

の専決処分を行い、歳入歳出予算の総額を40億6,647万2,000円とするものです。

1ページをお願いします。

歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ3,322万9,000円を追加し、歳入歳出の総額を40

億6,647万2,000円とするものです。

補正内容は、8款 土木費で、除排雪費用に要する町道管理委託料等に係る追加補正です。

歳出から説明をします。

7ページをお開き願います。

合わせて、資料番号1 議案説明資料の26ページから27ページをご参照願います。

8款 土木費、2項 道路橋梁費、1目 道路維持費、13節 委託料 3,271万3,000円及び、

14節 使用料及び賃借料 51万6，000円は、1月31日開催の平成30年第1回臨時議会において、

補正をいただき執行してまいりましたが、断続的な降雪により、除排雪稼働日数が予想を上

回り、予算不足となることから2月16日付けで追加補正を行ったものです。

資料27ページをお願いします。

こちらには各年度の除雪回数、降雪量などを記載しております。右端の今年度は、2月16

日現在の状況ですが、当日までの除雪回数が57回で、例年と比較しても多い稼働となってお

ります。

資料26ページをお願いします。

2月16日現在の予算執行状況ですが、中央Ｃ欄に予算残額、Ｄ欄に3月6日までの支出見込

み額、Ｅ欄に補正額を記載しております。3月6日までの除雪稼働を約18日と見込み、不足す

る約17日分の補正を計上したものです。

次に歳入をご説明いたします。

6ページをお願いします。

17款 繰入金、1項 基金繰入金、1目・1節 財政調整基金繰入金 3,322万9,000円は、

このたびの補正を財政調整基金から繰り入れて財源とするものです。
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以上、提案理由といたしますので、よろしくご審議くださいますようお願いいたします。

○議長（又地信也君） 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

質疑ございませんか。

4番 竹田 努君。

○4番（竹田 努君） 何点か確認をしたいと思います。

今回の全国的な大雪、これで国のほうも何らかの支援をするということで先般、特交等の

関係も管内の状況も出ていましたけれども、昨年との比較の中での雪の降雪量の違いで、あ

のように金額がほかの町より低いなというふうに思ったのですよね。その辺どういうふうな

ことで、ああいうあれが少ないのか。

それと、26ページの資料を見ても、2月16日現在の資料が付いています。いまもう3月の6

日、やはり資料を作ったのは2月の16日であっても、きょう当日配付でもいいから、きょう

までの部分でどうなのだという部分をやはり3,000万円も専決するわけですから、私はそう

いう部分の誠意があってもいいのかなというふうに思っています。

そして、町場の声とすれば「ことしはあと雪が降らなければいいね」と、「町だって大変

なのだろう」という声も聞きます。約1億円の除雪費を計上しなければないのだという話も

しています。ただ建設水道課長、これは当然、町内の除雪パトロールをしていると思うので

すけれども、せっかくできた冷水線。車道部分は綺麗にかいている。あの5ｍの歩道、両サ

イドにあるのだけれども、せめて片側だけでも歩道を確保して通学路、子ども達が安全安心

にやはり通学できる。

それと、旧中学校通山崎1号、あそこもどっちかを歩道を確保してあげないと。去年は、

中学生がボランティアでバレー部だったかな、ジャージを着て北島さんのあたりから歩道を

雪投げしていたのですけれども、ことしはちょっと見えないのですけれども、やはりそうい

う部分を私達あの辺通れば感じるのですよね。雪降っている時、車が来れば車道の雪の中に

入って、車をかわす。そういう細かい部分。

それと、町民から町長の前の町道との境、道道ですか。あそこも警察通から出てくる、ち

ょうど町長の家の前の。あそこも警察通から抜けてきても、あそこに来ると雪の轍がすごい

のですよ。確かに、タイヤが新しい四駆の車だと言えば、スムーズに轍も渡れる。あそこ行

って信号が赤になって、ブレーキを踏むとズズーっといくという現象を何回も私は見ている

のですよ。やはりそういう部分は、3,000万円除雪の補正をしたら、あそこを自前でも雪を

削って、舗装を出してあげるとかいうそういう優しいやはりまちづくりをしなければ、ただ

除雪費が補正すればいいということではなくて、補正したらその変わりそこもきちんと綺麗

にしますよとやはりそういう部分というのはできないのですか。私はやるべきだと思ってい

ます。

○議長（又地信也君） 総務課長。

○総務課長（若山 忍君） 私のほうから最初のほうの質問で、特別交付税のお話だったと

思うのですけれども、先週の月曜日、2月26日でしょうか。その日に国のほうから3月に配付

すべき特別交付税の前倒しということで、当町に2,500万円入金しております。議員おっし

ゃられるとおり、管内では長万部町以外は前倒しで交付されましたが、これにつきましては

降雪量、あるいは当日までの除雪費用、こういったものを逐一振興局を通じて報告をした結

果でありまして、詳しい内容については存じ上げていません。
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あくまでもその通知によりますと、今回、福井県や新潟県、あるいは北海道で降雪が多く、

除雪費用が嵩んでいるということで、本来は3月に交付すべきものの一部を前倒しというこ

とで、決して増崇していることではないという注釈が書かれているということです。

○議長（又地信也君） 建設水道課長。

○議建設水道課長（構口 学君） まず、きょう現在の除雪に対する費用の関係なのですが、

ちょうど月末ということで、いままとめている最中で、今回の資料ということで提示できな

く申し訳ございません。

私のほうで概数で把握しておりまして、きょう現在、1億2,400万円程度を実施しておりま

す。それに対して、残が1,300万円から400万円くらいというような状況になっております。

なお、今定例会において、最終日までにいまの残を見越した中で、補正を再度行うかどう

かということも検討しております。

それと、あすから歩道に関する部分の排雪は行う予定でいま動いておりました。そういっ

た中で、除雪費がいま少なくなっていっているということもあり、また春先で融雪が早くな

っていくということもありまして、その部分はこの4・5日の間に最終的に判断して、再度補

正するかしないかも判断したいと思っております。

最後に、道道からの入口の町長と自宅の前の路線になりますが、あれは町道、新栄町線と

いう路線になります。ここに関しては、日当たりも悪いということで、轍になるということ

は私も認識しております。その中で、除雪が行き届かない部分というのもあるということは、

再度反省いたしまして今回、何らかの融雪剤をまくなり、雪を起こすことも考えたいと思い

ます。

○議長（又地信也君） ほかに。

4番 竹田 努君。

○4番（竹田 努君） あそこは、融雪剤ではだめだ。研磨しなければ。それと、特にいま課

長の説明で、きょう現在で1億2,000万円某をもう超過していると。あと1,000万円しか残が

ない。そうすれば当然、足りないというふうにならないのですか。例えば、最終日に追加予

算を出すということになるでしょう。だって、これからいくら雪が降るかわからないわけだ

から、きょう時点でもう1,000万円しか残っていないわけだから、あとこのあと何日、1日20

0万円だとすれば、5日出ればもう予算がないわけだから、そうすれば動けない。そういう体

制にはすべきではないと思っている。当然、先を見通してきちんとやはり補正するところは

してください。

○議長（又地信也君） 建設水道課長。

○議建設水道課長（構口 学君） 竹田議員の要望というか大変感謝しております。

例年、3月の除雪稼働なのですが、3ないし4日という実績がございます。その中で、私も

担当課としては今回の今シーズンにかかる大雪に関する部分では、不安は感じておりますの

で、行政側として再度補正することに関しては、検討するということでご理解願いたいと思

います。

○議長（又地信也君） ほかに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。
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討論ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。

採決を行います。

お諮りいたします。

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

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 異議なしと認め、本案については原案のとおり承認されました。

15時まで、暫時、休憩をいたします。

休憩 午後2時44分

再開 午後3時00分

議案第10号 平成29年度木古内町一般会計補正予算（第9号）

議案第11号 平成29年度木古内町国民健康保険特別会計補正予算（第4号）

議案第12号 平成29年度木古内町後期高齢者医療特別会計補正予算（第4号）

議案第13号 平成29年度木古内町国民健康保険病院事業会計補正予算（第4号）

議案第15号 平成29年度木古内町介護保険事業特別会計補正予算（第4号）

議案第16号 平成29年度木古内町介護サービス事業特別会計補正予算（第2号）

議案第17号 平成29年度木古内町下水道事業特別会計補正予算（第3号）

○議長（又地信也君） 休憩を解き、会議を再開いたします。

日程第11、議案第10号ほか6件は、関連がありますので一括議題といたします。

一括議題の議案については、議会事務局長から朗読をさせます。

議会事務局長。

○議会事務局長（吉田廣之君） それでは、朗読いたします。

日程第11 議案第10号 平成29年度木古内町一般会計補正予算（第9号）、日程第12 議案

第11号 平成29年度木古内町国民健康保険特別会計補正予算（第4号）、日程第13 議案第12

号 平成29年度木古内町後期高齢者医療特別会計補正予算（第4号）、日程第14 議案第13号

平成29年度木古内町国民健康保険病院事業会計補正予算（第4号）、日程第15 議案第15号

平成29年度木古内町介護保険事業特別会計補正予算（第4号）、日程第16 議案第16号 平

成29年度木古内町介護サービス事業特別会計補正予算（第2号）、日程第17 議案第17号 平

成29年度木古内町下水道事業特別会計補正予算（第3号）。以上です。

○議長（又地信也君） 議会事務局長からの朗読が終わりましたので、提案理由の説明を求

めます。

はじめに、副町長。

○副町長（大野 泰君） ただいま一括上程となりました、議案第10号 平成29年度木古内

町一般会計補正予算(第9号)及び議案第11号 平成29年度木古内町国民健康保険特別会計補
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正予算(第4号)、議案第12号 平成29年度木古内町後期高齢者医療特別会計補正予算(第4号)、

議案第13号 平成29年度木古内町国民健康保険病院事業会計補正予算(第4号)、議案第15号

平成29年度木古内町介護保険事業特別会計補正予算(第4号)、議案第16号 平成29年度木

古内町介護サービス事業特別会計補正予算(第2号)、並びに議案第17号 平成29年度木古内

町下水道事業特別会計補正予算(第3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10号からご説明いたします。

歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ1億3,237万3,000円を減額し、歳入歳出予算

の総額を39億3,409万9,000円とするものです。

補正の主な内容ですが、5ページの第3表 地方債補正は、事業費の確定見込みによる起債

額の補正で、一部を除き減額となっております。

起債の目的の上から2段目になりますが、過疎地域自立促進特別事業債で590万円、公共施

設整備事業債で250万円、観光施設整備事業債で80万円、橋梁整備事業債で710万円、消防施

設整備事業債で5,320万円をそれぞれ減額、農業施設整備事業債で290万円を計上し、補正後

の限度額の総額を4億390万円とするものです。

6ページの第4表 繰越明許費補正ですが、6款 農林水産業費、1項 農業費、事業名 農

業競争力強化基盤整備事業として912万5,000円を繰越明許費としてお願いをするものです。

歳出の主な補正内容は、1款 議会費は、事業費確定見込みによる報償費、旅費の減額で

す。

2款 総務費は、地域振興派遣負担金、教育基金、まちづくり応援基金積立金、北海道新

幹線木古内町負担金及び企業振興促進助成金の追加、及び事業費等の確定見込みによる減額

補正です。

3款 民生費は、燃料費、私立保育所運営委託料の追加、及び事業実績等の確定見込みに

よる減額補正です。

4款 衛生費は、病院事業会計負担金の追加、及び事業実績等の確定見込みによる減額補

正です。

6款 農林水産業費は、農業競争力強化基盤整備事業分担金、水産物供給基盤機能保全事

業負担金の追加、及び事業実績等の確定見込みによる減額補正です。

7款 商工費は、事業実績等の確定見込みによる減額、及び渡島町村会主体の北海道渡島

地域・東京都特別区交流推進協議会が北海道補助金採択に伴い、事業振替による減額補正で

す。

8款 土木費は、事業実績等の確定見込みによる減額補正です。

9款 消防費は、渡島西部広域事務組合負担金の減額で、事業実績等の確定見込みによる

減額補正です。

10款 教育費は、燃料費、大会参加報償費の追加、及び事業実績等の確定見込みによる減

額補正です。

12款 公債費は、前年度借り入れ分利子の減額補正です。

14款 職員給与費は、事業実績等の確定見込みによる減額補正です。

なお、詳細につきましては、総務課長より説明をさせます。
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次に、議案第11号につきまして、ご説明申し上げます。

歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ573万4,000円を減額し、歳入歳出予算の総額

を9億7,138万7,000円とするものです。

このたびの補正の主な理由ですが、7款 共同事業拠出金は、拠出金の確定により高額医

療費拠出金と保険財政共同安定化事業拠出金の減額です。

10款 諸支出金は、直営診療施設に対する国庫支出金の確定により追加補正するものです。

なお、詳細につきましては、町民課長より説明をさせます。

次に、議案第12号につきまして、ご説明申し上げます。

1ページをお願いします。

歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ80万円を追加し、歳入歳出予算の総額を1億6，

564万3,000円とするものです。

それでは、補正の内容につきまして、歳出からご説明いたします。

7ページをお開き願います。

4款 諸支出金、2項 繰出金、1目 他会計繰出金、28節 繰出金 80万円の追加は、今

年度実施した高齢者等入浴無料券交付事業が長寿・健康増進事業特別対策補助金の対象とな

ったことから、一般会計への繰出金を追加補正するものです。

次に、歳入のご説明をします。

6ページをお開き願います。

3款 広域連合支出金、1項・1目 広域連合補助金、2節 長寿・健康増進事業特別対策補

助金 80万円の追加は、歳出でご説明しました高齢者等入浴無料券交付事業の実施に対する

広域連合からの補助金の追加補正です。

以上で、提案理由の説明を終わります。

次に、議案第13号につきまして、ご説明申し上げます。

1ページをお願いします。

このたびの補正は、収益的収入のみです。主な内容は、病院事業に対する地方交付税措置

額及び国民健康保険調整交付金の額の確定に伴う補正となっております。

本年度予算第3条に定めた、収益的収入及び支出の収入の部の第1款 病院事業収益、第2

項 医業外収益へ4,930万円を追加し、総額を15億4,984万8,000円とするものです。

なお、詳細につきましては、病院事業事務局長より説明をさせます。

次に、議案第15号につきまして、ご説明申し上げます。

1ページをお願いします。

歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ98万円を減額し、歳入歳出予算の総額を7億2，

381万2,000円とするものです。

このたびの補正の主な内容ですが、1款 総務費は、医師意見書作成手数料、及び認定調

査委託料の減額です。

2款 保険給付費は、高額介護サービス費給付費、及び高額医療合算介護サービス給付費

の追加です。

3款 地域支援事業費は、財源振替です。
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6款 予備費は、保険給付費の増に伴い、予備費を減額補正して財源調整を行うものです。

なお、詳細につきましては、保健福祉課長より説明をさせます。

次に、議案第16号につきまして、ご説明申し上げます。

1ページをお願いします。

歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ90万円を減額し、歳入歳出予算の総額を219

万円とするものです。

それでは、歳出からご説明いたします。

7ページをお開き願います。

1款 総務費、1項 総務管理費、1目 一般管理費、28節 繰出金 90万円は、居宅介護

サービス計画費の収入減に伴う、介護保険事業特別会計繰出金の減額です。

次に、歳入のご説明をいたします。

6ページをお開き願います。

1款 サービス収入、2項 介護給付費収入、1目・1節 居宅介護サービス計画費収入 90

万円は、居宅介護サービス計画費の収入減による減額です。

以上で、提案理由の説明を終わります。

次に、議案第17号につきまして、ご説明申し上げます。

1ページをお願いします。

歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ1,342万1,000円を減額し、歳入歳出予算の総

額を1億9,745万9,000円とするものです。

補正の主な内容ですが、4ページの第2表 地方債補正は、事業費の確定見込みによる起債

額の補正で、下水道事業債で940万円を減額し、補正後の限度額の総額を4,380万円とするも

のです。

歳出の主な補正内容は、1款 総務費は、前年度消費税納付金の確定、及び事業実績等確

定見込みに伴う減額です。

2款 施設費は、汚水管渠新設工事の入札減等実績確定見込みによる減額です。

3款 公債費は、財源振替及び長期債利子における不用額の減額をするものです。

なお、詳細につきましては、建設水道課長より説明をさせます。以上、よろしくご審議を

お願いいたします。

○議長（又地信也君） 詳細説明をお願いいたします。

議案第10号 総務課長。

○総務課長（若山 忍君） それでは、議案第10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。

16ページをお開き願います。

1款・1項・1目 議会費、8節 報償費 10万円は、研修会の講師を渡島振興局職員が対応

し、講師謝金が発生しなかったことによる減額、9節 旅費 38万6,000円は、実績見込みに

より減額補正するものです。

次に、17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、7節 賃金 93万円は、病気休暇等に
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対応するための非常勤職員等賃金に係るもので、実績見込みにより減額補正するものです。

11節 需用費 172万円及び14節 使用料、及び交付金 8万4,000円は、実績見込みによ

り減額補正するものです。

19節 負担金補助及び交付金 43万円の追加は、実績見込みによる他自治体所在高等学校

通学補助金 65万円、道南地域第三セクター鉄道会社、いさりび鉄道、通学利用者助成金

50万3,000円の減額、及び北海道からの派遣職員に係る負担金 158万3,000円の追加による

ものです。

25節 積立金 536万円の追加は、備荒資金組合積立金 192万円の減額、及び教育基金積

立金 29万円並びにまちづくり応援基金積立金 699万円の追加補正となっております。

3目 施設管理費、12節 役務費 11万5,000円は、実績見込みによる減額補正となってお

ります。

13節 委託料 1,150万円の減額ですが、北海道に施工委託していました支瓜架道橋撤去

工事は、執行残 343万円の減額です。

萩川・トンガリ川橋梁撤去工事実施設計業務委託料については、民間事業者による風力発

電の計画があり、旧江差線敷地を送電線用地として使用したいとの協議を進めているところ

であることから、予算額 800万円を全額減額するものです。

産業会館耐震改修工事監理委託料は、入札執行残による7万円の減額補正です。

15節 工事請負費 6,576万8,000円の減額につきましても、先ほどと同じ理由で、第2・

第3・第4木古内川橋梁撤去工事及び電柱・ケーブル等撤去工事に係る予算額全額を減額、並

びに産業会館耐震改修工事費 176万8,000円は、入札執行残の減額です。

18節 備品購入費 52万6,000円は、各事業の入札執行残など、事業費確定による減額補

正となっております。

次に、18ページをお開き願います。

5目 企画振興費、8節 報償費 11万7,000円は、札幌木古内会参加報償費の実績確定に

よる減額です。

19節 負担金補助及び交付金 438万2,000円ですが、道南地域第三セクター鉄道会社運行

補助金 45万円は、額の確定に伴う補助金の減額、空き家リフォーム助成事業補助金 393

万2,000円は、実績見込みに伴う補助金の減額補正です。

6目 新幹線推進費、19節 負担金補助及び交付金 820万円の追加は、北海道新幹線整備

事業において、今年度の負担金が160万円に確定したことにより60万円の追加、及び木古内

町企業振興促進条例に基づき、設備投資に係る企業振興促進助成金として、予算残額に対す

る不足額760万円を追加するものです。

資料番号1 議案説明資料の1ぺージから2ページをご参照願います。

1ページ上段に助成を行う理由として、新規雇用者3名、設備投資額 1億1,146万9,000円

の設備投資を行った事業者に対し、木古内町企業振興促進条例第3条第1項第2号に基づき、

上限の1,000万円を交付するものです。資料の2ページは、設備投資の内訳や助成事業者を記

載しておりますので、ご参照願います。

7目 広域観光推進費、13節 委託料 634万9,000円は、木古内町観光交流センターの指

定管理者である、一般社団法人木古内公益振興社の平成28年度利益に対し、町との協定に基

づき、利益額の2分の1を指定管理料から減額したことによる執行残を減額補正するものです。
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15節 工事請負費 59万1,000円は、観光交流センター広場整備工事の入札執行残を減額

補正するものです。

次に、19ページをお開き願います。

4項 選挙費、7目 衆議院議員選挙費 177万2,000円は、選挙執行費の確定に伴う減額補

正となっております。

次に、20ページをお開き願います。

5項 統計調査費、1目 統計調査費 4万7,000円は、統計調査事業実績等見込みによる減

額です。

次に、21ページをお開き願います。

3款 民生費、1項 社会福祉費、1目 社会福祉総務費、20節 扶助費 15万6,000円は、

福祉灯油等支給事業に係る申請件数の減に伴う減額補正となっております。

3目 老人福祉費、18節 備品購入費 259万2,000円は、入札執行残を減額補正するもの

です。

19節 負担金補助及び交付金 44万5,000円、及び20節 扶助費 20万8,000円は、事業費

確定による減額補正となっております。

28節 繰出金 8万円は、介護保険事業特別会計並びに介護サービス事業会計の事務費補

正に伴う減額補正です。

5目 保健福祉総務費、20節 扶助費 1,566万6,000円は、死亡等、利用者の減に伴い、

当初見込みより給付費が少なくなったため、減額補正となっております。

次に、22ページをお開き願います。

8目 住民運動費、19節 負担金補助及び交付金 12万円は、防犯灯のＬＥＤ化の普及に

より、料金及び補修費用の支出が減ったことによる減額補正です。

9目 障害支援区分認定審査会費 48万3,000円は、障害支援区分認定審査会に係る経費等

が確定したことから、減額補正するものです。

10目 福祉施設管理費 31万4,000円は、燃料代の増による追加補正です。

次に、23ページをお開き願います。

2項 児童福祉費、2目 児童措置費、13節 委託料 89万3,000円は、平成29年度第4回定

例会後に通知された公定価格の単価改定により、保育所運営費を追加補正するものです。

20節 扶助費 277万円は、児童手当の給付実績等見込みによる減額補正です。

3目 児童福祉施設費 50万円は、学童保育施設にかかる事業実績等見込みによる減額で

す。

次に、24ページをお開き願います。

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

377万7,000円は、病院事業会計負担金として追加補正するものです。

2目 予防費、13節 委託料 436万8,000円は、妊産婦健診の対象者が当初見込みより少

ないことによる85万2,000円の減額、予防接種は当初見込みより接種数が少なかったことに

よる減額補正です。

議案説明資料 資料番号1の4ページをご参照願います。

各予防接種の年度末までの接種見込みと、減額する主な要因を記載しております。

19節 負担金補助及び交付金 29万5,000円は、妊産婦数が当初の見込み数より少なかっ
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たことによる減額です。

次に、25ページをお開き願います。

2項 清掃費、1目 清掃総務費、19節 負担金補助及び交付金 313万2,000円は、渡島西

部広域事務組合負担金の各項目の精査による減額補正となっております。

次に、26ページをお開き願います。

6款 農林水産業費、1項 農業費、4目 農業振興費、19節 負担金補助及び交付金 912

万5,000円は、農業競争力強化基盤整備事業分担金で、国の平成29年度補正予算編成に伴い、

木古内地区への割り当てがされたことによる増額補正です。

議案提案で説明したとおり、事業実施が30年度となることから、繰越予算での執行を予定

しております。

5目 畜産業費 33万4,000円は、畜舎増棟事業補助金で、実績見込みによる減額補正です。

次に、27ページをお開き願います。

2項 林業費、3目 町有林管理費、13節 委託料 488万9,000円は、森林環境保全整備事

業等の入札減や実測面積の減少等により、減額補正するものです。

次に、28ページをお開き願います。

3項 水産業費、1目 水産業総務費 8,000円は、水産物供給基盤機能保全事業の事業変

更に伴い、負担金を追加補正するものです。

2目 水産振興費、13節 委託料 57万7,000円は、ヒジキ養殖技術導入事業の入札減によ

る減額補正となっております。

19節 負担金補助及び交付金 24万9,000円は、アワビ人工種苗購入事業補助金で、事業

費確定に伴う減額補正です。

次に、29ページをお開き願います。

7款・1項 商工費、2目 商工振興費、19節 負担金補助及び交付金 20万円は、プレミ

アム商品券補助金事業完了に伴う減額補正です。

3目 観光推進費、4節 共済費、7節 賃金、9節 旅費 計370万円は、通訳スタッフ2名

を予定し予算計上しておりましたが、1名未採用となったことによる減額補正です。

8節 報償費 10万円は、観光庁が実施する地域資源を活用した観光地魅力創造事業に事

業振替したことによる講師謝金の減額です。

13節 委託料 17万1,000円は、札苅地区交通整理業務委託料確定に伴う減額です。

14節 使用料及び賃借料 64万4,000円は、札苅地区土地借上料の確定及び報償費と同じ

く事業振替したことによる多言語ホームページサーバー使用料等の減額補正です。

19節 負担金補助及び交付金 313万円ですが、みなみ北海道観光推進協議会解散29年5月

ですが、これに伴う会費及びスタンプラリー負担金の減額、また渡島町村会主体の北海道渡

島地域・東京都特別区交流推進協議会運営費が、北海道補助金採択されたことに伴う負担金

の減額補正となっております。

次に、30ページをお開き願います。

8款 土木費、1項 土木管理費、1目 土木総務費 181万2,000円ですが、その他測量・

設計委託は今年度執行がなかったことによる減額、道路台帳補正業務等は執行残を減額補正

するものです。

次に、31ページをお開き願います。



- 60 -

2項 道路橋梁費、1目 道路維持費 382万円は、浜通り線ほか舗装補修工事等及び融雪

剤散布機購入の入札執行残による減額補正となっております。

2目 道路新設改良費 249万8,000円は、人事異動による職員配置により、非常勤職員を

雇用しなかったことによる減額です。

次に、32ページをお開き願います。

4項 都市計画費、1目 都市計画総務費、13節 委託料 75万7,000円は、木古内町都市

計画マスタープラン見直し業務委託の入札執行残による減額、28節 繰出金 2万1,000円は、

下水道事業特別会計繰出金の減額補正です。

次に、33ページをお開き願います。

5項 住宅費、1目 住宅管理費、13節 委託料 49万円は、公営住宅長寿命化計画作成業

務委託料の入札執行残による減額補正、15節 工事請負費 164万8,000円は、中野団地屋根

補修工事等に係る入札執行残による減額補正となっております。

3目 公営住宅建設費 92万2,000円は、港団地建替基本計画業務委託料の入札執行残によ

る減額補正となっております。

次に、34ページをお開き願います。

9款・1項・1目 消防費、 19節 負担金補助及び交付金 4,224万円は、事業費実績見込

みによる減額補正となっております。

施設費 3,893万3,000円については、消防庁舎改修工事において、当初財源とする起債を

木古内町が借り入れることにしておりましたが、事業主体の渡島西部広域事務組合が直接借

り入れることとなったため、当町からの負担金を減額するものです。

次に、35ページをお開き願います。

10款 教育費、1項 教育総務費、2目 事務局費 22万3,000円は、教師用パソコン購入

に係る入札執行残の減額補正です。

3目 財産管理費 14万7,000円は、教職員住宅改修工事に係る入札減に伴う減額補正とな

っております。

次に、36ページをお開き願います。

2項 小学校費、1目 学校管理費 60万8,000円は、児童用机・イス購入に係る入札減に

よる減額補正となっております。

次に、37ページをお開き願います。

3項 中学校費、1目 学校管理費 48万7,000円は、灯油単価の高騰と使用量の増加によ

り不足する灯油代を追加補正するものです。

2目 教育振興費 41万1,000円は、木古内中学校バレーボール部の男女合わせて9名が、3

月26日から芦別市で開催される、平成29年度地区対抗第27回北海道中学生優秀選手選抜大会

の函館地区代表に選抜され、引率者とともに参加するための費用を追加補正するものです。

議案説明資料 資料番号1の5ページに、大会名・日程・参加予定者及び大会参加に係る費

用の内訳を記載しておりますので、ご参照願います。

次に、38ページをお開き願います。

4項 社会教育費、2目 公民館費 75万2,000円は、電気料実績見込みによる減、及び燃

料費単価の高騰等に伴う燃料代の追加補正です。

次に、39ページをお開き願います。
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5項 保健体育費、1目 保健体育総務費は、まちづくり応援基金の充当事業変更に伴い財

源振替するものです。

3目 学校給食費 124万9,000円は、非常勤職員等賃金及び光熱水費等の実績見込みによ

る減額補正となっております。

次に、40ページをお開き願います。

12款・1項 公債費、1目 元金 71万3,000円の減額は、平成28年度分の町債に係る元金

償還金について、事業費の減額等により、当初予算の公債費算定時から実際の借入額・償還

期間が変更となったことで、元金償還額が減少したことによるものです。

2目 利子 200万円の減額は、平成28年度借入分及び平成29年3月に利率見直しした町債

について、当初予算で見込んでいた利率よりも借入・利率見直し時の利率が下がったことに

よるものです。

次に、41ページをお開き願います。

14款・1項・1目 職員給与費 378万6,000円は、実績見込みにより減額補正するものです。

次に、歳入の説明を行います。

9ページをお開き願います。

11款 分担金及び負担金、1項 分担金、1目 農林水産業費分担金、1節 農業費分担金

620万5,000円は、農業競争力強化基盤整備事業に係る受益者の分担金として追加補正を行

うものです。

2項 負担金、1目 民生費負担金、3節 障害支援区分認定審査会共同設置負担金 35万9，

000円は、認定審査会の実績見込みによる減額となっております。

13款 国庫支出金、1項 国庫負担金、1目 民生費負担金、1節 社会福祉費負担金 783

万3,000円は、障害者介護給付等に係る利用者の死亡等、利用者減による、歳出減額に伴う

減額補正となっております。

2節 児童福祉費負担金 140万3,000円ですが、子どものための教育・保育給付費負担金

44万6,000円は、歳出で説明しました、公定価格改定により保育所運営費が増額になるこ

とに伴う追加補正です。児童手当負担金 184万9,000円は、給付実績等に伴う減額補正とな

っております。

2項 国庫補助金、1目・1節 総務費補助金 31万5,000円は、地方創生連携事業負担金に

充当予定でしたが、地方創生推進交付金が不採択となったため減額補正するものです。

次に、10ページをお開き願います。

2目 民生費補助金、2節 児童福祉費補助金 10万3,000円は、学童保育運営事業費に係

る子ども・子育て支援交付金で、交付決定額の増による追加補正となっております。

4目 土木費補助金、2節 道路改良費交付金 390万5,000円は、橋梁長寿命化事業におい

て、交付金の追加要望が認められたことによる交付金の追加補正です。

3項 国庫委託金、1目 総務費委託金、2節 選挙費委託金 177万2,000円は、歳出と同

じく衆議院議員選挙執行費の確定に伴う減額補正となっております。

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 391万6,

000円は、障害者介護給付等に係る利用者の死亡等、利用者減による、歳出減額に伴う減額

補正となっております。
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2節 児童福祉費負担金 24万円は、子どものための教育・保育給付費負担金 22万3,000

円の追加は、保育所運営負担金の追加補正、児童手当負担金 46万3,000円は、給付実績等

に伴う減額補正となっております。

次に、11ページをお開き願います。

2項 道補助金、1目 総務費補助金、2節 地域づくり総合交付金 7万8,000円は、福祉

灯油等支給事業の実績見込みにより減額補正を行うものです。

2目 民生費補助金、7節 児童福祉費補助金 10万3,000円は、学童保育運営事業費に係

る子ども・子育て支援交付金で、交付決定額の増による追加補正となっております。

3目 衛生費補助金、1節 保健衛生費補助金 6万1,000円は、妊産婦検診の対象者が見込

みより少なかったことによる減額補正です。

4目 農林水産業費補助金、3節 林業費補助金 106万円ですが、森林環境保全整備事業

補助金は交付額確定に伴う130万3,000円の減、及び合板・製材生産性強化対策事業補助金に

おいては、交付額確定に伴い24万3,000円の追加補正となっております。

11ページと12ページにまたがります。

3項 道委託金、1目 総務費委託金、3節 統計調査費委託金 7万1,000円は、就業構造

基本調査及び商業統計調査が実施されなかったことによる減額です。

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 10

万7,000円は、ちょっと暮らし住宅貸付収入の実績見込みによる減額です。

2目・1節 利子及び配当金 192万円の減額は、備荒資金組合超過納付金配分金の配分率

の減と、超過納付金配分金のうち120万円が平成27年度に備荒資金組合が造成した国債等債

券運用調整基金に留保されたことによるものです。

2項 財産売払収入、2目・1節 生産物売払収入 210万3,000円は、事業実施面積減少に

伴い町有林伐材売り払い収入を減額補正するものです。

3目・1節 物品売払収入 84万2,000円は、今年度実施予定であった、旧江差線橋梁撤去

工事が一部未執行となったため、レール等の売り払い収入を減額補正するものです。

次に、13ページをお開き願います。

16款・1項 寄付金、3目・1節 教育費寄付金 29万円、及び4目・1節 まちづくり応援

寄付金 699万円は、実績見込みによる追加補正となっております。

17款 繰入金、1項 基金繰入金、1目・1節 財政調整基金繰入金 520万9,000円は、こ

のたびの補正に係る財源調整となってございます。

3目・1節 旧江差線施設解体撤去事業準備金繰入金 7,456万2,000は、歳出で説明しまし

たとおり、今年度実施予定であった、旧江差線橋梁撤去工事の一部が未執行となったことに

より、事業費の必要分のみを基金繰入することによる減額補正となっております。

13ページと14ページにまたがります。

5目・1節 企業振興促進基金繰入金 760万円は、歳出で説明しましたとおり、設備投資

に係る企業振興促進助成金を追加補正することに伴う財源として追加補正するものです。

2項 特別会計繰入金、2目・1節 後期高齢者医療特別会計繰入金 80万円は、今年度実

施した高齢者等入浴無料券交付事業が、後期高齢者医療広域連合の長寿・健康増進事業特別

対策補助金の対象となったことから、後期高齢者医療特別会計から一般会計へ繰り入れるも

のです。
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19款 諸収入、5項・1目・3節 雑入 33万6,000円は、新幹線関連により町道の認定・変

更を道路台帳に反映する作業について、原因者である鉄道運輸機構に費用の一部負担をお願

いしていた負担額が確定したことによる減額です。

20款・1項 町債、1目 総務債 840万円ですが、2節 過疎地域自立促進特別事業債で59

0万円、及び 公共施設整備事業債で 250万円、各事業の実績見込みによる減額補正となっ

ております。

2目 商工債 80万円は、観光施設整備債で、事業実績の見込みによる減額補正となって

おります。

次に、15ページをお開き願います。

3目 土木債 710万円は、橋梁整備事業債で、事業実績の見込みによる減額補正となって

おります。

4目 消防債 5,320万円は、消防施設整備事業債で歳出でも説明しましたが、消防庁舎改

修工事において、当初財源とする起債を木古内町が借り入れることとしておりましたが、事

業主体の渡島西部広域事務組合が直接借り入れることとなったため、当町からの借り入れを

減額するものです。

5目 農林水産業債は、農業施設整備事業債で、農業競争力強化基盤整備事業の財源とす

るものです。

以上で、説明を終わります。よろしくご審議をお願いいたします。

○議長（又地信也君） 次に、議案第11号の詳細説明をお願いいたします。

町民課長。

○町民課長（吉田 宏君） それでは、議案第11号の詳細につきまして、ご説明いたします。

はじめに、歳出より説明を行います。

7ページをお開きください。

7款・1項 共同事業拠出金、1目 高額医療費拠出金、19節 負担金補助及び交付金は、

医療費拠出金の確定により、391万4,000円を減額補正するものです。

2目 保険財政共同安定化事業拠出金、19節 負担金補助及び交付金 医療費拠出金の確

定により、692万1,000円を減額補正するものです。

8ページをお開きください。

10款 諸支出金、3項 繰出金、1目 直営診療施設繰出金、28節 繰出金は、国保病院事

業会計繰出金 339万9,000円を追加補正するものです。

内訳につきましては、医師等の確保支援事業分として100万円、救急患者受入体制支援事

業分として239万9,000円となっております。

9ページをお開きください。

11款・1項・1目・節 予備費 170万2,000は、事業の確定等に伴う財源調整のため、予備

費を追加補正するものです。

次に、歳入の説明を行います。

6ページをお開き願います。

3款 国庫支出金、1項 国庫負担金、2目・1節 高額医療費共同事業負担金は、負担金額

の確定により、97万8,000円を減額補正するものです。

2項 国庫補助金、1目・1節 財政調整交付金 特別調整交付金分として、先ほど歳出で
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ご説明しました国保病院事業会計への繰出金の補正額と同額の339万9,000円を追加補正する

ものです。

6款 道支出金、1項 道負担金、1目・1節 高額医療費共同事業負担金は、負担金額の確

定により、97万8,000円を減額補正するものです。

7款・1項 共同事業交付金、1目・1節 高額医療費共同事業交付金は、交付金額の確定に

より、500万6,000円を減額補正するものです。

2目・1節 保険財政共同安定化事業交付金は、交付金額の確定により、217万1,000円を減

額補正するものです。

国民健康保険特別会計補正予算の説明は以上です。よろしくご審議をお願いいたします。

○議長（又地信也君） 次に、議案第13号。

病院事業事務局長。

○病院事業事務局長（平野弘輝君） それでは、議案第13号についてご説明申し上げます。

4ページをお開き願います。

1款 病院事業収益、2項 医業外収益、2目 他会計補助金 100万円の追加、及び3目

他会計負担金 4,277万7,000円の追加は、病院事業に対する交付税措置額の確定によるもの

です。

7目 補助金 国庫補助金 339万9,000円の追加は、先ほど国保特会のほうでご説明申し

上げました医師等の確保対策、及び救急患者受入に要した費用に対しての補助金の交付決定

によるものでございます。

続いて、8目 負担金及び交付金 212万4,000円の追加は、北海道医師会からの休日当番

診療確保に対する交付金でございます。

なお、このたびの補正は収入の部のみとなります。

以上で、説明を終わります。ご審議よろしくお願いいたします。

○議長（又地信也君） 次に、議案第15号。

保健福祉課長。

○保健福祉課長（羽沢裕一君） それでは、議案第15号の詳細につきまして、ご説明いたしま

す。

歳出より説明を行います。

7ページをお開き願います。

1款 総務費、3項 介護認定審査会費、2目 認定調査費、12節 役務費 53万円は、主

治医意見書作成に係る実績見込みによる減額補正です。

13節 委託料 45万円は、認定調査委託業務に係る実績見込みによる減額補正です。

次に、8ページをお開き願います。

2款 保険給付費、2項・1目 高額介護サービス費、19節 負担金補助及び交付金 59万7,

000円の追加は、高額介護サービス給付費の増により5万5,000円の追加と、医療費と合算し

給付する高額医療合算介護サービス給付費の増により、54万2,000円を追加補正するもので

す。

次に、9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の財源振替は、介

護サービス事業勘定繰入金の減によるものです。
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10ページをお開き願います。

6款・1項・1目・節 予備費 59万7,000円の減額は、高額介護サービス費の増の財源とす

るため予備費より充当するものです。

次に、歳入の説明を行います。

6ページをお開き願います。

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

8万円の減額は、医師意見書作成手数料、認定調査委託料及び介護サービス事業勘定繰入金

の減額に伴い減額補正するものです。

2項・1目・1節 介護サービス事業勘定繰入金 90万円の減額は、居宅介護サービス計画

費収入の減により、介護サービス事業特別会計からの繰り入れを減額補正するものです。

介護保険事業特別会計補正予算の説明は以上です。よろしくご審議をお願いいたします。

○議長（又地信也君） 次に、議案第17号。

建設水道課長。

○建設水道課長（構口 学君） それでは、議案第17号の詳細について、説明いたします。

歳出から説明させていただきます。

8ページをお開きください。

1款 総務費、1項 総務管理費、1目 一般管理費、27節 公課費で、20万8,000円の減額

は、前年度消費税納付金確定に伴う不用額を減額するものでございます。

続きまして、2目 クリーンセンター費、11節 需用費 135万5,000円の減額は、電気料

10万円、薬品費 30万円、整備費 95万5,000円は、実績見込みによる不用額を減額する

ものです。

13節 委託料 75万円の減額は、汚泥処分費として53万円、汚泥運搬費 22万円分は、実

績見込みによる不用額を減額するものでございます。

続きまして、9ページになります。

2款 施設費、1項・1目 施設整備費、11節 需用費で、30万円の減額は汚水管渠修繕費

の不用額です。

13節 委託料で、10万8,000円の減額は入札減による不用額の減額です。

15節 工事請負費で、1,000万円の減額は入札減による不用額、及び社会資本整備総合交

付金の内示額が当初予算より減額となったことにより、管渠事業費を減額するものでござい

ます。

続きまして、10ページです。

3款 公債費、1項 公債費、1目 元金 530万円は、財源振替です。

2目 利子、23節 償還金利子及び割引料 70万円の減額は、長期債利子における不用額

の減額です。

続いて、歳入の説明をさせていただきます。

7ページに戻ります。

3款 国庫支出金、1項 国庫補助金、1目 下水道事業費補助金 400万円の減額は、社会

資本整備総合交付金の内示減に伴い、事業費を減額したことによるものです。

4款・1項 繰入金、1目 他会計繰入金、1節 一般会計繰入金 2万1,000円の減額は、歳

入歳出の調整に伴うものです。



- 66 -

7款・1項 町債、1目・1節 下水道事業債 940万円の減額のうち、公共下水道事業債 4

10万円の減額については、事業費を減額したことによるもので、下水道事業資本費平準化債

の530万円の減額については、今回補正による減額を当該債で対応することによるものです。

以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○議長（又地信也君） 提案理由の説明が終わりましたので、質疑をお受けいたします。

質疑ございませんか。

3番 平野武志君。

○3番（平野武志君） 3番 平野です。

多岐にわたって、質問いたします。

まず1点目が、議案第10号の補正の部分なのですけれども、17ページの実績に基づき確定

見込みの減額ということなのですけれども、予算委員会の時にも心配を話させていただきま

したが、他自治体の通学補助金プラス鉄道会社の利用者助成金が当初予算から約4分の1ほど

減額になっておりますけれども、これはある程度通っている生徒さんの数を見込んだ上の予

算計上だったと思うのですけれども、この減額になっている実態を把握しているかというの

をまず聞かせていただきたい。

主旨は一緒なのですけれども、21ページの福祉灯油についても人数把握上の予算計上だっ

たと思うのですけれども、90万円の予算に対して15万円が余ったこの実態について、把握し

ているかどうかをお聞かせいただきたいと思います。

続いて22ページ、及び同類の趣旨ですのでページを合わせていいますけれども、37ページ

・38ページ。それぞれ需用費で燃料費が高騰しているので、補正ということなのですけれど

も、燃料費が高騰、灯油が高騰していればこの3箇所に留まらず、町内様々なさらに施設が

補正になるのじゃないかと思ったのですけれども、この3箇所だけの補正ということで、37

ページの中学校については、使用料の増加という説明があったのですけれども、この使用料

の増加というのは、どういう使用が多くて、灯油の需要が増えたのかというのをお聞かせい

ただきたいのと、ほかに関しては実際に当初予算で見込んだ枠が見誤った部分なのか、それ

ともほかの使用の理由があって、燃料費が高騰と合わせて使用量が増えたのかというのをお

聞かせいただきたいと思います。

それと28ページの水産業なのですけれども、アワビの人工購入事業補助金なのですけれど

も、これは当初予算が75万円に対して、約5万円余ったということで、現場の考えにしてみ

れば私個人としては、決められた予算の中で少しでも多くまいたほうがいいのじゃないかと

いう考えなのですけれども、当初にまく、買う数を決めているので、単純にその金額が安か

ったからこの金額が余ったのか。はたして、じゃあ残った分と言ったら変ですけれども、こ

の金額せっかく予算計上している部分をマックスでもっと数を買うという話にならなかった

のか。現場との話がどういう形でされたのかをお聞かせいただきたいと思います。ここで1

回切ります。

○議長（又地信也君） 産業経済課長。

○産業経済課長（木村春樹君） アワビの人工種苗事業の減額についてでございます。

先般、漁業協同組合との懇親会の中でも一部、漁組のほうから説明があったと思いますが、

当初予定していた種苗の大きさが変更になったということで、種苗数もそれで変更になった

ということでございます。
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現場については、種苗の購入のほうの相手方の数量の確保もございますし、また当初投入

する予定の海域の状況を踏まえて、種苗数を調整した結果、この金額になったということで

伺っております。以上です。

○議長（又地信也君） 生涯学習課長。

○生涯学習課長（澁谷 勝君） 中学校費の需用費、灯油の増ということなのですけれども、

冬期間の体育館で行われる体育の授業のほか、部活動や学校行事等で暖房使用量が寒くて増

えたということが主な要因となっております。使用回数は、授業とかで毎年回数はそんなに

変わりませんけれども、部活動とかで事前に使用する量とか、普通であれば使用の前に暖房

を入れて、暖まったら切るという状態だったのですけれども、学校に確認したところ、こと

しは非常に寒いということで、授業も含めて部活動でフルに暖房を使用したということの増

だということで確認しております。

○議長（又地信也君） 町民課長。

○町民課長（吉田 宏君） 福祉灯油の予算の積算の仕方ということなのですけれども、い

ま現在の支給方法につきましては、平成28年度に改正を行って、65歳以上に金額で1万2,000

円の支給ということで、今年度につきましては、75世帯分の予算を持っておりましたが、実

際には62世帯に留まったということで、このたび13世帯分の減額を行っております。

これは毎年、対象世帯が増えてくるということで、それにつきましては町のほうとしても

所得の確認とかというのはなかなか難しいというようなことで、前年実績を対象に2割程度

上乗せしてということで、予算計上しておりますので、そのようなことでこのたび13世帯分

の減額となっております。

○議長（又地信也君） ほかに。

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） 道南地域第三セクター会社通学利用者助成金について

のご質問にお答えいたします。

この通学助成につきましては、当初予算では43名を見込んでございました。これにつきま

しては、中学校の卒業生のかた、まだ進路も決まっていないかたもおりますので、そういっ

たかたも含めた中で、最大数を見込んだわけでございます。実績としては、35名の実績でご

ざいました。この減額の要素なのですが、函館に通学する全てのかたがいさりび鉄道を利用

せず、また下宿されているかた等もいらっしゃった。

また、この予算計上につきましては、函館までの定期利用ということを想定しておりまし

たので、五稜郭までのかたもいる。また、3か月定期・6か月定期、この違いもある。という

ことで、これを実績として減額するものでございます。

また、周知につきましてですが、これも卒業生の保護者のかたには、文書でこういった制

度がありますということを通知しておりますし、また定期的に町政広報のほうにも記事を載

せて周知を図らせていただいております。申請書が出てきて、これは受理する方式ですので、

そういったことも含めて今後も周知には万全を期していきたいというふうに考えてございま

す。

○議長（又地信也君） ほかに質疑ございませんか。

（「答弁漏れ」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 保健福祉課長。
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○保健福祉課長（羽沢裕一君） 22ページの福祉施設管理費の燃料費について、お答えしま

す。

この燃料費は旧老健施設、現在1階が高齢者交流センター、2階・3階グループホーム杉の

木で利用している灯油代に、その施設の灯油代になりますけれども、予算の時のまず単価か

ら現状の実績、単価が上がっていることがまず一つの要因です。

それと例年、前年度実績等を勘案して予算計上しているのですけれども、1割程度昨年度

の実績よりも予算で見込んだよりも、今年度の実績が増えている状況がありまして、この31

万4,000円の追加をお願いするものです。以上です。

○議長（又地信也君） 生涯学習課長。

○生涯学習課長（澁谷 勝君） 実績見込みによるものですけれども、公民館の大会議室に

いま現在暖房が入らないという状態のために、講堂のほうにいろいろな会議だとか行事を振

り替えた頻度が多かったことによりまして、Ａ重油の使用量が増えたということになってお

ります。

○議長（又地信也君） ほかに。

3番 平野武志君。

○3番（平野武志君） 灯油については、燃料の高騰ということは理解しましたし、使用回数

が増えたということも説明がちょっと足りない部分もありますけれども、納得しました。部

屋を替えて講堂で広さ多いとしても、105万円も増えるのかなとちょっと。来年からは、灯

油の高騰も含めた予算の見込みをされるのではないでしょうか。理解しました。

先ほど、福祉灯油と通学補助金については、実績の内容については、いま説明をいただい

たとおりなのですけれども、要は補助漏れのかたがいないかどうかのその実態について把握

しているかどうかということを聞いたのですけれども、いま両者のかた、補助漏れのかたの

実態の把握が存じ上げているかどうかお聞きします。

○議長（又地信也君） 町民課長。

○町民課長（吉田 宏君） 福祉灯油の補助漏れがないかというお尋ねですけれども、この

福祉灯油の周知につきましては、まずは民生委員さんを通じて周知をしている部分と、あと

そのほかに一応受け付けが1月末までとしておりますので、最終その前に広報でさらに周知

をしておりまして、実際に補助漏れがあるかどうかという把握は、実際にはしておりません。

○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） 道南いさりび鉄道の通学助成につきましては、これ申

請主義でございますので、周知を図っておりますが、この申請漏れというふうな概念は持っ

ておりませんで、把握はしてございません。

○議長（又地信也君） 3番 平野武志君。

○3番（平野武志君） 予算委員会の時と同様のお願いなのですけれども、わずか75世帯です

よね。高齢者に至っては。通学されている生徒さんも43名だったのが、35名。実態を把握し

ているわけですよ。そこで、周知をしたから来た人だけ対応するということではなく、町と

してこのぐらいの人数であれば、せっかく良い施策をやっているのですから、丁寧に1件ず

つ回ったってどのぐらい時間かかりますという話なのですよね。実際、役場までコピーを持

ってきて申請しなければないですし、その手続きが大変だという声も聞こえていますので、

今後、漏れがないお願いもそうなのですけれども、申請するにあたってもっと簡単な方策が
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ないのかなというのを次年度の予算委員会の中でも話をしますけれども、検討していただき

たいとそういうことで要望とさせていただきます。

○議長（又地信也君） ほかに。

8番 鈴木慎也君。

○8番（鈴木慎也君） 私もいさりび鉄道と福祉灯油の件で聞こうと思ったのですけれども、

平野議員のほうでほぼいま答弁をいただいたかなというところなのですけれども、ちょっと

簡単な資料でもいいのですけれども、付けていただければこういう議論もとても大切だと思

うのですけれども、せっかく子育て支援、あと福祉ととても重要な施策ですから、簡単な資

料でも付けていただければ、議案説明資料の中に入れていただければなと私は思いました。

今後の課題として、検討していただければなと思います。

あと1点聞きたいのが、資料番号の4なのですけれども予防接種委託料、減額する主な原因

としまして、三つのワクチンについては記載のとおりかと思うのですけれども、風疹。こち

ら実績ゼロだったのですけれども、ちょっとこちらのほうの説明をお願いしたく思いますけ

れども。

○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） 資料提出添付ということでのご提案でございましたの

で、今後、検討させていただきます。

○議長（又地信也君） 町民課長。

○町民課長（吉田 宏君） 私も同じように資料提出ということですけれども、どのような

資料がいいのかということも含めまして、検討して添付できるようにしたいと思います。

○議長（又地信也君） 保健福祉課長。

○保健福祉課長（羽沢裕一君） 資料番号1の4ページの予防接種の麻しん風しんということ

でよろしいでしょうか。

これはあくまでも10名分、もし受けるかたが大人でいらっしゃればということで、予備的

に予算は持っておりますが、今年度については実施されたかたがいらっしゃらないというこ

とでご理解いただければと思います。

○議長（又地信也君） ほかに。

4番 竹田 努君。

○4番（竹田 努君） 私のほうから何点かちょっと確認したいと思います。

17ページの負担金補助のところで、地域振興派遣負担金150万8,000円、これは道からの派

遣の部分なのかどうなのか。なぜいまこの時期になって、150万円が追加になったのか。も

っと早くわかっていたのか、何で北海道がいま3月に入ったこの時期に、こういう請求を。

当初、この部分の契約というのですかしていると思うのですけれども、やはり旅費の負担

分10万円を負担してくれというのならわかるけれども、150万円も追加になるというのは、

ちょっとどうなのだろうというふうに思うのですよね。その辺がもう少し詳細を説明してい

ただきたいと思います。

それから、18ページの一番後段の総務管理費の広域観光推進費の委託料、観光交流センタ

ーの指定管理料が634万円あまり減額になると。ちょっとこの説明の時、すっかり聞き取れ

なかったのですけれども、利用料の2分の1どうこうという話だったように思うのですけれど

も、これは例えば指定管理。この債務負担で指定管理料を支払って運営して、決算年度を迎
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えて利益というかそれが出た場合の2分の1を町に戻入をするという確か仕組みだと思うので

すけれども、なぜ年度末でなくてこの時期に、その部分なのかそうでない指定管理料自体を

確か利用料とちょっと聞こえたものですから、それが600万円も減額になったとか、その辺

がわからないものですから。だから、指定管理料が余分に払ったから返還してもらうよとい

うことなのか、利益が出たその部分の2分の1を戻入するというのは当然、私は4月以降の精

算だと思っているのですよね、5月までの整理期間の中で。その辺がどうなのかという部分

を確認したいと思います。

それから21ページ、民生費の老人福祉で負担金のところ、介護従事者の待遇改善事業。こ

れは、単に従事者の人数が減って減額しなければならないのか、それとももしこの待遇改善

ができるのだったら、満度に消化したほうが介護従事者にとっては、幸せなのかなというふ

うに思うのですよね。たぶん当然、待遇改善のルールがありますから、そうはいっても簡単

にはいかないと思うのですけれども、やはりできるだけこういうものを有効に消化をすべき

だというふうに思うのですよね。だから、その辺の実績というかそういう従事者が減ったの

かどうなのかという内容をちょっと確認したいと思います。

それから29ページ、商工の観光推進費で職員等の旅費が100万円減額になっています。こ

れは、たぶん賃金の通訳というか多言語通訳さんの1名確保できなかった部分がこうなった

のかなと思うのですけれども、やはり旅費の100万円と言ったら、大変な額だと思うのです

よね。その辺例えば、どういうふうに見込んでいた部分がどうなったから、例えば100万円

の減額に至ったのだということなのかどうなのかという部分を確認をしたいと思います。

それから34ページ、消防費の地方債の減額、これは木古内町単独の起債の借り入れを見込

んでいたものが渡島西部に切り替わったことで減額に、それはわかる。だから、まずなぜこ

う変わったのか、今後ともこういう形になるのかという部分が。そしてそのことによって、

たぶん渡島西部で起債を借りても木古内町の償還がそのことによって減るということはない

と思うのですけれども、実態は計算上どうなのかという部分について。

それから、介護サービスの7ページ、繰出金の90万円減額になっていますけれども、これ

は先ほどの説明では、居宅サービスの減。単純に利用者が減ったのか、例えばスタッフが対

応できなくて、90万円を減額することになったのか。これは、私が心配なのは介護保健事業、

いま4月から7期を迎える。そして、介護保険料も同額ならまだいい。アップするわけだから、

高くなるわけだから。やはりこういう部分の予定した部分がなぜ減額しなければならない実

態になったかと。これは、すぐ7期にも影響するのではないのかなというそういう心配する

のですよね。ですから、その辺の実態を今年度に限って特殊な理由があって、90万円減額を

せざるを得ない状況なのか、今後とも続くのかという部分であって、すごくやはり心配な部

分があるのですよ。その辺の説明をお願いしたいと思っています。以上です。

○議長（又地信也君） 多岐にわたっております。先に、総務課長。

○総務課長（若山 忍君） 竹田議員ご質問のまず17ページの地域振興派遣の負担金の関係

ですけれども、これは北海道からの派遣職員受け入れに伴う負担金、管理職手当てですとか

期末勤勉手当等相当額、及び赴任旅費相当額含まれておりますが、毎年度これについては補

正計上させていただいておりまして、今回の158万3,000円は2月15日現在で、事業費がある

程度確定したということで、振興局からの通知に基づいて、今回補正させていただいたとい

うところです。



- 71 -

それから、34ページの地方債の減額なのですけれども、これは当初、当町が起債を借り入

れて、借り入れた額を広域組合に負担金で払うとしておりましたけれども、広域事務組合の

ほうが直接有利な起債を借り入れる財源を見出したということで、当町からの負担金を減額

して、その分今後、起債額を広域事務組合で償還していく分をそれに見合った額を毎年度10

0万円なら100万円というのですか。毎年度、町のほうが広域事務組合にその償還分を負担金

を多く払っていくという形になろうかと思います。

○議長（又地信也君） 保健福祉課長。

○保健福祉課長（羽沢裕一君） 2点、お答えいたします。

一般会計の21ページの介護従事者待遇改善事業、これは単純に介護に従事するかたの数が

減ったということで、当初予算で見込んだ数よりも町内をエリアとする介護事業所で従事さ

れているかたの数が少なかったということで、このように減額補正をするものでございます。

それともう1点、介護サービス事業勘定の介護サービスの90万円の収入の減の関係でござ

います。予算では、要介護者を10名これは見込んでおりました。現状、実績ではだいたい4

名から5名程度の要介護者についてのケアプランをいま直営で処理しております。減ったの

は利用者の死亡ですとか、区分変更により支援のほうに変わったかたもいらっしゃいました

ので、その関係で10名見たものが4名から5名程度ということで、このような減額になってい

ます。

またこれにつきましては、このあとも補助的に要介護者のケアプランにつきましては、居

宅介護支援事業所としての機能で対応をしていきますが、包括ケアシステムの推進、さらに

は包括支援センターとしての機能を今後は、強化していきたいという部分がありますので、

要介護者に対す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へ振り分けをいた

しまして、直営では要支援者に対する地域支援事業や要支援者に対するケアプラン、こちら

を重点的に今後行ってまいります。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） 観光推進費の旅費の減額について、お答えいたします。

当初、職員については117万円ほど、観光スタッフについては161万円ほどの旅費を計上し

ておりました。この職員の旅費のうち80万円ほどは、観光スタッフの採用にかかる経費とい

うことで、東京なり札幌なり、各地に行く経費ということで、計上しておりました。これが

まずある程度、早期に費用もかからないで採用になったということで、減額になっておりま

す。参考までに、この補正予算策定時点での予算残額は70万円ほどで、今後の職員の支出見

込みを十数万円と見込んで、数字を単位整理して50万円減額しています。

また、観光スタッフの旅費につきましては、160万円ほどということで、議員ご指摘のと

おり、2人のスタッフに対しての予算計上でした。今年度については、1人のスタッフで活動

していたということで、こちらも予算残については70万円ほどのもので、今後の支出見込み

が10万円相当ということで、単位整理で今回50万円減額しております。合わせて、100万円

ということです。以上です。

○議長（又地信也君） まちづくり新幹線課新幹線振興室長。

○まちづくり新幹線課新幹線振興室長（田原佳奈君） 指定管理料についての問いにお答えいた

します。

まず、観光交流センターの指定管理料の算出方法ですが、指定管理者との協定によりまし
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て、計画時における指定管理料から前年度の利益の2分の1を減ずることとしております。そ

れで、今年度出た金額がこちらにあります、634万9,000円となります。

あともう一つのお尋ねですが、補正のタイミング、なぜこの時期なのかというお答えにつ

いてですが、前年度利益は先には出ておりましたが、最終確定ということで、例年この時期

としております。よろしくお願いいたします。

○議長（又地信也君） 4番 竹田 努君。

○4番（竹田 努君） いま、観光交流センターの答弁をいただきましたけれども、前年度と

いう捉え方でいいですか。ということは、いま29年だから28年度実績での精算だという。私

は、29年の部分の精算を何でいまこの時期にとちょっと勘違いしたものですから、わかりま

した。ありがとうございます。

それと、総務課長から先ほど起債の説明を受けました。当然、木古内町から広域の起債で、

ただ説明の中で「有利な起債を受けた」と説明したのですけれども、有利な起債は何なのか

と。ちょっとその辺を説明してもらわなければ、それによって償還だって変わってくるわけ

だから何なのか。

○議長（又地信也君） 総務課長。

○総務課長（若山 忍君） 町が借りるより今回、広域事務組合のほうで借りる起債の利率

がより有利だということが町が直接借りるものよりということで、こちらの起債ということ

です。

○議長（又地信也君） ほかに。

3番 平野武志君。

○3番（平野武志君） すみません、一つ聞き漏れがありました。

18ページの企業振興促進助成金760万円の追加ということで、資料も添付されております。

これを見ますと、1億円以上の出資をしてこの助成を受けるということで、大変頑張って

いる企業があるなと嬉しく思っております。

そこで、ここに新規雇用者が3名ということですが、この3名のかたは町内のかたなのか、

町外のかたなのか。あるいは、これまではどちらのほうに勤めていたのか、あとは年齢層が

どのくらいなのか、当然伺っていると思いますので、情報提供としてお願いいたします。

（「関連」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 4番 竹田 努君。

○4番（竹田 努君） この資料の2ページ、これの業者名が出ていませんけれども。すみま

せん。

○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） いま相談を受けております、この新規雇用者のかたに

つきましては、3名とも町内在住者のかた、また年齢層につきましては、中高年というふう

に伺ってございます。以上でございます。

○議長（又地信也君） 答弁漏れがあるそうです。

3番 平野武志君。

○3番（平野武志君） 町内のかた、年齢は中高年で、これまでの勤めは町内にいたのか、あ

るいは町外にいたのか。

○議長（又地信也君） まちづくり新幹線課長。
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○まちづくり新幹線課長（福田伸一君） 前歴については、把握はしてございません。

○議長（又地信也君） 3番 平野武志君。

○3番（平野武志君） この企業振興促進条例の趣旨が人口減少対策の観点なのですね。その

上で当然、頑張っている企業に補助をするその代わりじゃないですけれども、町は人口減少

の対策の一つにでもなればという観点から、できれば町外のかたがこの木古内町に就職して

いただいて、木古内町に移住していただくというのが一番理想だと思うのですけれども、今

回に限っては町内のかたということなのですけれども。前職についても例えばそのかたが函

館に通われていて、町内に戻ってきてと言いますか通うのを止めて働くというのであればい

いのですけれども、これが例えば前職が町内の違う企業に勤めていて、こちらの企業に移っ

たとなれば、またいま現在の雇用者の確保も大変だという状況がある中、町内業者での雇用

をするかたの奪い合いということも考えられるのですね。ですので、次に申請が上がる場合

には、また今回についても後々の調査でもいいのですけれども、そこの部分までしっかり担

当課として把握して、今後の条例の助成について進めていってほしいなと思いますので、お

願いいたします。

○議長（又地信也君） ほかに。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） ほかに質疑がないようですので、質疑を終了いたします。

最初に、議案第10号について討論を行います。

討論ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。

採決を行います。

お諮りいたします。

議案第10号 平成29年度木古内町一般会計補正予算（第9号）は、原案のとおり可決する

ことにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

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

ました。

次に、議案第11号について討論を行います。

討論ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。

採決を行います。

お諮りいたします。

議案第11号 平成29年度木古内町国民健康保険特別会計補正予算（第4号）は、原案のと

おり可決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

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

ました。

次に、議案第12号について討論を行います。
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討論ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。

採決を行います。

お諮りいたします。

議案第12号 平成29年度木古内町後期高齢者医療特別会計補正予算（第4号）については、

原案のとおり可決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

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

ました。

次に、議案第13号について討論を行います。

討論ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。

採決を行います。

お諮りいたします。

議案第13号 平成29年度木古内町国民健康保険病院事業会計補正予算（第4号）について

は、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

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

しました。

次に、議案第15号について討論を行います。

討論ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。

採決を行います。

お諮りいたします。

議案第15号 平成29年度木古内町介護保険事業特別会計補正予算（第4号）については、

原案のとおり可決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

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

しました。

次に、議案第16号について討論を行います。

討論ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。

採決を行います。

お諮りいたします。

議案第16号 平成29年度木古内町介護サービス事業特別会計補正予算（第2号）について

は、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。
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（「異議なし」と呼ぶ声あり）

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

ました。

次に、議案第17号について討論を行います。

討論ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。

採決を行います。

お諮りいたします。

議案第17号 平成29年度木古内町下水道事業特別会計補正予算（第3号）については、原

案のとおり可決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

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

しました。

暫時、休憩をいたします。

休憩 午後4時29分

再開 午後4時40分

議案第14号 平成29年度木古内町水道事業会計補正予算（第4号）

○議長（又地信也君） 休憩を解き、会議を再開いたします。

皆さんにお諮りいたします。

時間延長についてをお諮りいたします。

本日、提案されております議事が全て終了するまで、時間を延長したいと思いますが、ご

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 異議ないものと認め、時間を延長することに決定をいたしました。

日程第18 議案第14号 平成29年度木古内町水道事業会計補正予算（第4号）を議題とい

たします。

提案理由の説明を求めます。

副町長。

○副町長（大野 泰君） ただいま上程となりました、議案第14号 平成29年度木古内町水

道事業会計補正予算（第4号）につきまして、提案理由をご説明申し上げます。

1ページをお開き願います。

収益的収入及び支出 第2条は、本年度予算第3条に定めた予定額におきまして、収益的支

出 第1款 水道事業費用、第1項 営業費用で211万9,000円を追加し、総額を1億5,732万5,

000円とするものです。

資本的収入及び支出 第3条は、予算第4条本文括弧書中「5,460万1,000円」を「5,329万5,
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000円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を改めるものです。

資本的収入の第1款 資本的収入、第1項 企業債で500万円を減額、並びに第2項 工事負

担金で58万円の追加をし、その総額を4,268万円とするものです。

資本的支出の第1款 資本的支出、第1項 建設改良費で572万6,000円を減額し、その総額

を9,597万5,000円とするものです。

次に、2ページをお開き願います。

企業債 第4条、予算第5条に定めた企業債の限度額を補正するものです。

起債の目的にあります、函館江差自動車道建設に伴う水道管移設事業は90万円、戊申橋添

架管更新事業で60万円、木古内浄水場計装設備改良事業で40万円、水源探査等調査業務委託

事業借入を取り止め310万円、並びに揚水試験等調査業務委託事業も借入を取り止め、1,620

万円をそれぞれ減額し、補正後の限度額を4,110万円とするものです。

支出の主な補正内容は、収益的支出では、水源探査の結果を踏まえ、水源探査調査業務委

託料を4条予算・資本的支出から3条予算へ変更することによる増額、及び事業実績等見込み

による減額です。

資本的支出では、事業実績等見込みによる減額、及び水源探査調査業務委託料を3条予算

に計上したことによる減額です。

なお、詳細につきましては、建設水道課長より説明をさせますので、よろしくご審議をお

願いいたします。

○議長（又地信也君） 建設水道課長。

○建設水道課長（構口 学君） それでは、議案第14号の詳細につきまして、ご説明いたし

ます。

8ページをお開き願います。

収益的支出 3条予算から説明させていただきます。

1款 水道事業費用、1項 営業費用、1目 原水及び浄水費、節 通信運搬費 36万4,000

円、節 動力費 25万円の減額は、実績見込みによる減額でございます。

9ページをお願いいたします。

2目 配水及び給水費、節 委託料 273万3,000円の追加は、当初資本的支出 4条予算に

水源探査等調査業務の予算を計上しておりましたが、収益的支出 3条予算へ振り替えした

ことによる追加でございます。

次に、資本的支出 4条予算の説明をさせていただきます。

11ページになります。

1款 資本的支出、1項 建設改良費、1目 営業設備費、節 メーター購入費 111万4,00

0円の減額と節 工事請負費 35万6,000円の減額は、今年度交換したメーターの購入費と取

替工事費の執行残によるものでございます。

2目 配水管改良費、節 工事請負費 55万6,000円の減額は、戊申橋添架管更新工事の執

行残によるものでございます。

3目 配水管移設費、節 工事請負費 22万4,000円の減額は、函館江差自動車道建設に伴

う水道管移設工事の執行残によるものでございます。

12ページになります。

4目 施設改良費、節 工事請負費 37万6,000円の減額は、木古内町浄水場計装設備改良
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工事の執行残によるもので、節 委託料 310万円の減額は、先に収益的支出 3条予算にて

説明いたしました予算振り替えによる減額です。

資本的収入 第4条予算の説明をさせていただきます。

10ページに戻ります。

1款 資本的収入、1項・1目・節 企業債 500万円の減額については、函館江差自動車道

建設に伴う水道管移設事業で90万円の減額、戊申橋添架管更新事業で60万円の減額、木古内

町浄水場計装設備改良事業 40万円の減額は、それぞれ事業執行により確定したもので、水

源探査等調査業務委託事業 310万円の減額は、収益的支出 3条予算への振替による借り入

れの取りやめによるものでございます。

2項・1目・節 工事負担金 58万円の追加は、函館江差自動車道建設に伴う水道管移設工

事による負担金確定によるものでございます。

以上で、説明を終わります。よろしくご審議をお願いいたします。

○議長（又地信也君） 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

質疑ございませんか。

4番 竹田 努君。

○4番（竹田 努君） 水源探査調査業務委託、これが4条から3条予算に振り替えしたという

こと、それは。ただ、なぜ振り替えをしなければないのか。4条予算で計上の時は、起債の

借り入れをしてこの事業を行うと言っていたことを今度はそれこそ起債の対象にならないか

ら3条にしたのかどうなのか。せっかく起債で見込んでいたものをそのまま充用できなかっ

たのか、その辺の理由というか説明求めます。

○議長（又地信也君） 建設水道課長。

○建設水道課長（構口 学君） 水源探査等の委託業務という振り替えでございますが、ま

ず当初建設改良費ということでありますと、公営企業の固定資産の新規または取得とか増改

修に要する経費となるもので、今回この探査業務を行った結果、水が足りないということが

わかった中で、建設改良にならないということになりました。その結果、振り替えしたとい

うことになります。

○議長（又地信也君） ほかに質疑ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 質疑がないようですので、質疑を終了いたします。

これより討論を行います。

討論ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。

採決を行います。

お諮りいたします。

議案第14号 平成29年度木古内町水道事業会計補正予算（第4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） ご異議なしと認め、本案は原案のとおり可決することに決定をいた

しました。
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議案第21号 木古内町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する

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19 議案第21号 木古内町特定教育・保育施設及び特定地域

型保育事業の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21号 木古内町特定教育・保

育施設及び特定地域型保育事業の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、提案理由の説明を申し上げます。

このたびの一部改正は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関

する法律（平成18年法律第77号）の一部改正により、同法を引用している本条例に、条項ず

れが生じることから、改正するものでございます。

議案説明資料 資料番号1の8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15条第1項第2号中の「同条第9項」を「同条第11項」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、平成30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。

○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21号 木古内町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例制定については、原案のとおり可決することにご異議ござ

いませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

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

しました。



- 79 -

議案第22号 木古内町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例制定について

○議長（又地信也君） 日程第20 議案第22号 木古内町後期高齢者医療に関する条例の一

部を改正する条例制定についてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

町長。

○町長（大森伊佐緒君） ただいま上程となりました、議案第22号 木古内町後期高齢者医

療に関する条例の一部を改正する条例制定について、提案理由の説明を申し上げます。

このたびの条例改正につきましては、平成3年法律第110号の高齢者の医療の確保に関する

法律の一部改正により、後期高齢者医療の被保険者に係る特例規定が追加されたことから、

本条例の一部を改正するものでございます。

なお、詳細につきましては、町民課長より説明をさせますので、ご審議をお願いいたしま

す。

○議長（又地信也君） 町民課長。

○町民課長（吉田 宏君） それでは、議案第22号につきまして、ご説明いたします。

議案説明資料 資料番号1の9ページをお開き願います。

9ページは、改正に係る新旧対照表となっております。

平成27年法律第31号「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部

を改正する法律」が平成30年4月1日から施行され、「高齢者の医療の確保に関する法律」に

第55条の2の規定が新設されます。

国民健康保険・後期高齢者医療の資格の適用につきましては、住所地で行うことを原則と

しておりますが、施設等に入所して、住所が移った被保険者につきましては、住所地特例を

設けて前住所地の被保険者としております。

しかしながら、現行制度におきまして、国保の住所地特例者が75歳到達等により後期に加

入する場合、後期の住所地特例が適用されないため、施設所在地の広域連合が被保険者とな

っております。

この取り扱いにつきまして、現に国保の住所地特例を受けている被保険者が、広域連合の

被保険者となる場合には、前住所地の市町村が加入する広域連合が被保険者となるよう、「高

齢者の医療の確保に関する法律」に第55条の2として特例規定が新設されることから、本条

例においても記載のとおり、規定整備を行うものです。

なお、今回の改正につきましては、平成30年4月1日以降、新たに後期高齢者医療制度の被

保険者となるかたから適用されます。

また、附則の一部削除につきましては、平成20年度における保険料納期の特例であること

から、このたびの改正に合わせて削除を行うものです。

以上で、説明を終わります。

○議長（又地信也君） 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

質疑ございませんか。

4番 竹田 努君。

○4番（竹田 努君） 町長の執行方針の中でも後期高齢者による医療費の増大というか増え

ている実態等も話されています。この改正によって我が町の財政負担含めた部分がどう見込
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んでいるか、現在の実態の中での見通しというかそれがわかればちょっと。

○議長（又地信也君） 町民課長。

○町民課長（吉田 宏君） ただいまのご質問についてですけれども、このたびの改正につ

きましては、いま北海道の後期高齢者医療制度に木古内町は入っているわけですけれども、

これが道外の後期高齢者医療制度に入る場合のケースの改正になっております。

したがいまして現在、当町でこのような例に該当するかたはいないということで、今後も

ほとんどあまり多くは考えられないということで、負担についても大きな影響はないと思っ

ております。

○議長（又地信也君） ほかに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22号 木古内町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例制定について

は、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

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

ました。

議案第29号 町道路線の変更について

○議長（又地信也君） 日程第21 議案第29号 町道路線の変更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29号 町道路線の変更につい

て、提案理由の説明を申し上げます。

道路法（昭和27年法律第180号）第10条第3項の規定により、町道橋呉線を変更するもので

ございます。

議案説明資料 資料番号1の25ページに、町道橋呉線の変更位置図を添付しておりますの

で、ご参照願いします。

町道橋呉線につきましては、一部の民地を、町道区域として認定しておりましたことから、

このたび民地区間を廃道とし、延長を変更するものでございます。

以上で、提案理由の説明を終わります。

なお、詳細につきましては、建設水道課長より説明させますので、よろしくご審議をお願
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いいたします。

○議長（又地信也君） 建設水道課長。

○建設水道課長（構口 学君） それでは、町道橋呉線の変更について、ご説明いたします。

合わせて、議案説明資料 資料番号1の25ページをご参照願います。

現在、町道橋呉線の延長は6,075.4ｍありまして、これを改め2,815.4ｍにし、終点地番を

字橋呉（国有林内）になりますが、これを字橋呉96番地1 にするものでございます。

変更する要因といたしましては、資料の図面の黄色いラインになりますが、この区域には

道路敷地がなく民地を通行している形態となっていることから、今回、この民地における道

路を廃道するものでございます。

当路線を町道として認定した経緯については不明でありますが、地権者の同意を得ていた

という確認できる書類もなく、民地である道路を町道認定していたことは事実であることか

ら、今回、所有者の意向でもある町道の認定を外し、この区間を廃道とするものでございま

す。

以上、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。

2番 新井田昭男君。

○2番（新井田昭男君） 2番 新井田でございます。

いまの議案第29号の町道路線の変更について、少しお尋ねをしたいと思います。

いま、構口課長から縷々ご説明をいただきました。この件に関しては、私も地元なもので

すから、大なり小なりそういう情報がちょっといただいている状況です。

先般、このこのことに関しては、総務・経済常任委員会でも同じ資料を提出され、説明を

いただきました。そういう中では、理解はしていますけれども、ただやはりこの問題に関し

ては、資料が全くないという流れの中で、10年ほどいろいろ地権者と町側の折衝があったと

いうことで、非常にその対応で一部感情的になったりした部分があるみたいですけれども、

説明の中で私の思い違いかどうかわかりませんけれども、同じような事例がほかにあるのじ

ゃないかと。もしあるならば、やはりこれ町にとっても非常に得になる話ではございません

ので、ただ私もちょっと又聞きで聞いていますけれども、釜谷地区に何かそういうところが

あるよとか、そんな話も一部聞いているのです。だから、そういう部分を今後どういうふう

にしていくのか、行政としてもやはり道路用地でない部分を町道として扱ってきたというこ

とが、今後そういう部分続いていくのならば、これあんまり良い話ではございませんので、

やはり1日でも早くそういう部分があるならば、きちんと地権者なりの折衝をしながら、事

を解決していってもらえればなと思うのですけれども、その辺のあるかないかという部分も

含めて、答弁をお願いしたいのですけれども。

（「関連」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 4番 竹田 努君。

○4番（竹田 努君） せっかく資料まで添付になっているのですけれども、やはり3ｋｍあ

まりの町道認定が減るという実態です。そのことによって、交付税等の数字がどのくらい見

込んでいるのかと、やはりそこまで資料として付けてもらわないと。ただ、民地を町道認定

していたから、それを除きますというだけでなく、そういう部分までやはり我々にも教えて
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いただきたいと思います。

それと、いままで長年民地を町道として使ってきた、そして交付税も受けてきたというそ

のことを踏まえて、町としてでも対応というか相手方とどのような折衝を含めた部分がなさ

れたのかということも合わせてちょっと答弁願います。

○議長（又地信也君） 建設水道課長。

○建設水道課長（構口 学君） まず、新井田議員の質問のほうからお答えしたいと思いま

す。

まず、同様な路線があるかどうかということになります。まず、経緯等を調べていきまし

たら、私も図面等を調べました。その結果、一路線、同様な路線があるということがわかり

ました。それで、先ほど釜谷地区にも同じような路線があるということだったのですが、地

権者でありますかたとお話をした段階で、私のほうから釜谷の図面を提示しております。

その時には、道路敷地なり河川敷地がここまでありますよということで、資料の提示をさ

せていただいております。この地区に関しては、同様に町道認定している路線ではございま

せん。あくまでも道路なり河川の敷地がある路線でございます。

次に、道路敷地でない道路があるのではないかということでございますが、これは山にあ

る路線はほぼほぼ道路と図面とはずれている箇所が相当あります。この部分に関しては、今

後どうするかということに関しては、仮にやるとしますと、測量等をかけてまず図面の確認、

図面の作製等をしなければいけないことになります。そういった意味で、膨大な経費、測量

費等もかかってくるので、この辺に関しては今後、地権者さんとちょっと協議をさせていた

だきながら、方向性を決めていきたいと思います。

次に、竹田議員のおっしゃっている部分で、まず3ｋｍあまり減るという部分のことなの

ですが、それに対する交付税がということに関しては、副町長のほうからお答えをお願いし

ます。

○議長（又地信也君） 副町長。

○副町長（大野 泰君） ただいま、竹田議員からご質問のありました交付税につきまして

は、平成29年の算定基礎で申しますと年額190万円、およそ3,200ｍについては、その金額と

なります。

また、この町道の認定をされておりまして、交付税をいただいている分につきましては、

町の全ての町道の維持補修等に利用をさせていただいております。

地権者の民地を所有されているかたとの話でございますが、この件に関しての話はいまの

ところは出ていないという状況でございます。

○議長（又地信也君） ほかに。

2番 新井田昭男君。

○2番（新井田昭男君） いま、竹田議員とちょっと関連はしますけれども、補足になるかど

うかわかりませんけれども、いま副町長のほうからお話があって、交付税の話も出ました。

ただ、私のほうで地権者との話を聞いた中では、交付税云々ということではなくて、そこ

まで突っ込んだ話はしていないと。することもしようと思っていないというお話をしていま

したので、おそらくいま町道、図面でわかるとおり町道なのですか、トンネルの用地がある

のですよね。ちょうど入り口。この部分の使用料だとか何とかというような話は出ているの

ですけれども、これは地権者さんと例えば運輸・機構さんとの話の中でどうなのかというこ
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とで、そういう考えもあるみたいですけれども現状、町に対してどうのこうのというような

考えはないみたいな話はしていましたので、そういう部分では一応こういう認定を受けたと

いう部分の中では、時間がかかったけれどもというような話はしていましたので、いま言っ

たように交付税云々ということは、全く頭にないみたいなことですので、その辺はちょっと

申し添えておきます。

○議長（又地信也君） ほかに。

建設水道課長。

○建設水道課長（構口 学君） 鉄道運輸・機構さんの敷地の部分に関する件なのですが、

そちらに関しては、鉄道運輸・機構さんのほうで使用していいということで許可を得たとい

うことで聞いております。

○議長（又地信也君） ほかに。

4番 竹田 努君。

○4番（竹田 努君） 交付税の減額になる部分だとか、地権者の対応ですけれども、副町長

のいま答弁でも一定程度わかるのですけれども、私が聞いているのは相手から出てこないか

ら何も考えていないのではなくて、町としてどうするのか。例えば、地権者と話し合いをし

て、先ほど新井田議員のほうから特に相手側は何も求めていないようなニュアンスも出てい

ましたけれども、私は町の姿勢としてどうすべきなのだろうという部分がこうすればいい、

例えば金銭で処理しなさいだとかそういうことではないのです。きちんとやはりいろんな部

分で行き違いの話があるとすれば、そこをやはりきちんと話し合いをすべきではないかとい

う部分も含めて、町としてこうするのだという部分があってもいいのかなとちょっと思うも

のですから、その辺どうですか。

○議長（又地信也君） 副町長。

○副町長（大野 泰君） 町のほうで所有者からの同意をいただくことなくと言いますか、

証拠となるような書類がない中で、町道認定していたということにつきましては、当該民地

を所有する事業所の泉沢の支署になりますけれども、署長さんのほうには誠意を持って対応

しますということで、今回の終点の変更がその姿勢でございます。

○議長（又地信也君） ほかに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29号 町道路線の変更については、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。



- 84 -

諮問第1号 人権擁護委員候補者の推薦について

○議長（又地信也君） 日程第22 諮問第1号 人権擁護委員候補者の推薦についてを議題と

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、諮問第1号 人権擁護委員候補の推薦

について、提案理由の説明を申し上げます。

次のページに、資料を添付しておりますので、ご参照願います。

人権擁護委員候補者に推薦する仁禮聡子氏は、職業は無職です。

仁禮氏は、字本町254番地にお住まいで、昭和45年3月14日生まれ、満47歳です。

平成4年3月に大谷大学文学部を卒業され、大谷大学真宗総合研究所勤務などを経て、現在

は真宗大谷派圓照寺坊守をされております。

人権擁護委員としては、平成27年から現在まで、1期3年間努めていただいております。

以上、提案理由といたしますので、よろしくご審議をお願いいたします。

○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。

これより採決を行います。

お諮りいたします。

諮問第1号 人権擁護委員候補者の推薦については、可として答申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、諮問第1号については、可として答申することに決

定をいたしました。

諮問第2号 人権擁護委員候補者の推薦について

○議長（又地信也君） 日程第23 諮問第2号 人権擁護委員候補者の推薦についてを議題と

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、諮問第2号 人権擁護委員候補の推薦

について、提案理由の説明を申し上げます。
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次のページに、資料を添付しておりますので、ご参照願います。

人権擁護委員候補者に推薦する、木元 榮氏は、職業は無職でございます。

木元氏は、字前浜142番地にお住まいで、昭和24年5月2日生まれ、満68歳でございます。

昭和43年3月に北海道函館商業高等学校を卒業後、昭和44年4月に木古内町役場に奉職され、

平成22年3月に定年退職されております。

人権擁護委員としては、平成24年から現在まで、2期6年間継続しております。

以上、提案理由といたしますので、よろしくご審議をお願いいたします。

○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。

これより採決を行います。

お諮りいたします。

諮問第2号 人権擁護委員候補者の推薦については、可として答申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、諮問第2号については、可として答申することに決

定をいたしました。

予算・関連議案一括議題

議案第18号～議案第28号

議案第1号～議案第9号（平成30年度各会計予算）

○議長（又地信也君） 日程第24 議案第18号ほか17件については、平成30年度各会計予算

と関連がありますので一括議題といたします。

一括議題の議案については、議会事務局長から朗読をさせます。

議会事務局長。

○議会事務局長（吉田廣之君） それでは、朗読いたします。

日程第24 議案第18号 木古内町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準

を定める条例制定について、日程第25 議案第19号 木古内町特別養護老人ホームいさりび

診療所設置及び管理に関する条例制定について、日程第26 議案第20号 木古内町国民健康

保険事業基金条例の一部を改正する条例制定について、日程第27 議案第23号 指定地域密

着型介護老人福祉施設、指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービ

ス事業者の指定に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定について、日程第28
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議案第24号 木古内町高齢者等入浴無料券交付条例の一部を改正する条例制定について、日

程第29 議案第25号 木古内町空き家等の適正管理に関する条例の一部を改正する条例制定

について、日程第30 議案第26号 木古内町国民健康保険条例の一部を改正する条例制定に

ついて、日程第31 議案第27号 木古内町介護保険条例の一部を改正する条例制定について、

日程第32 議案第28号 木古内町介護老人保健施設及び特別養護老人ホーム木古内恵心園経

営統合に伴う関係条例の整理に関する条例制定について、日程第33 議案第1号 平成30年

度木古内町一般会計予算、日程第34 議案第2号 平成30年度木古内町国民健康保険特別会

計予算、日程第35 議案第3号 平成30年度木古内町後期高齢者医療特別会計予算、日程第3

6 議案第4号 平成30年度木古内町国民健康保険病院事業会計予算、日程第37 議案第5号

平成30年度木古内町水道事業会計予算、日程第38 議案第6号 平成30年度木古内町高齢

者介護サービス事業会計予算、日程第39 議案第7号 平成30年度木古内町介護保険事業特

別会計予算、日程第40 議案第8号 平成30年度木古内町介護サービス事業特別会計予算、

日程第41 議案第9号 平成30年度木古内町下水道事業特別会計予算。以上です。

○議長（又地信也君） 議会事務局長の朗読が終わりました。

お諮りいたします。

ただいま一括議題としました18件の案件につきましては、本会議における提案理由の説明

及び質疑を省略し、平成30年度木古内町予算等審査特別委員会を設置するとともに、議長を

除く全議員を委員に選任し、これに付託の上、審査することにいたしたいと思いますが、ご

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） ご異議ないものと認め、ただいま一括議題としました18件の案件に

つきましては、本会議における提案理由の説明及び質疑を省略し、平成30年度木古内町予算

等審査特別委員会を設置するとともに、議長を除く全議員を委員に選任し、これに付託の上、

審査することに決定をいたしました。

次に、ただいま設置されました、平成30年度木古内町予算等審査特別委員会に対し、本議

会から地方自治法第98条第1項の規定に基づく検査権を付与し委任したいと思いますが、ご

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） ご異議ないものと認め、平成30年度木古内町予算等審査特別委員会

に対し、本議会から地方自治法第98条第1項の規定に基づく検査権を付与し委任することに

決定をいたしました。

これより、木古内町議会委員会条例第9条第1項の規定による、委員長及び副委員長の互選

を行うため、特別委員会の開催をお願いいたします。

暫時、休憩をいたします。

休憩 午後5時26分

再開 午後5時36分

○議長（又地信也君） 休憩を解き、会議を再開いたします。

諸般の報告をいたします。
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休憩中に、第1回平成30年度木古内町予算等審査特別委員会を開催し、委員長及び副委員

長の互選が行われましたので報告いたします。

平成30年度木古内町予算等審査特別委員会委員長に8番 鈴木慎也君、副委員長に9番 吉

田裕幸君。以上のとおり互選された旨の報告がありました。

休 会 の 宣 告

○議長（又地信也君） お諮りいたします。

ただいま設置されました、平成30年度木古内町予算等審査特別委員会の審査が終了するま

で、本会議を休会といたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 異議ないものと認めます。

よって、平成30年度木古内町予算等審査特別委員会の審査が終了するまで、本会議を休会

とすることに決定をいたしました。

以上をもちまして、本日の会議を終了いたします。

どうも、ご苦労様でございました。

（ 午後５時３８分 休会 ）
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（ 午前１０時３０分 開会 ）

開 会 ・ 開 議 の 宣 告

○議長（又地信也君） 定刻になりましたので、ただいまから3月6日に引き続き、会議を開

会いたします。

ただいまの出席議員は10名でございます。

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

した。

ただちに本日の会議を開きます。

本日の議事日程及び説明員は、別紙配付のとおりであります。

会 議 録 署 名 議 員 の 指 名

○議長（又地信也君） 日程第1 会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第118条の規定により議長から指名いたします。

3番 平野武志君、4番 竹田 努君。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。

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30年3月13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30年第1回木古内町議会定例会開催にあたり、本委員会に付託された議会運営に関す

る件について、会議規則第41条第1項の規定により報告いたします。

記 1.会議開催状況。

会議開催状況につきましては、3月13日に開催し欠席委員はおりませんでした。

2.平成30年第1回木古内町議会定例会の追加案件について。

(1)議案第1号 平成30年度木古内町一般会計予算の撤回の件。

以上、1件を今定例会の案件として追加することとする。以上でございます。

○議長（又地信也君） 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。
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議案第1号 平成30年度木古内町一般会計予算の撤回の件

○議長（又地信也君） 日程第3 議案第1号 平成30年度木古内町一般会計予算の撤回の件

についてを議題といたします。

今朝、町長より事件撤回請求書が私のほうに届けられました。皆さんのお手元に事件撤回

請求書を配付しておりますので、ご覧いただきたいと思います。

それでは、提案理由の説明を求めます。

町長。

○町長（大森伊佐緒君） 議案第1号 平成30年度木古内町一般会計予算の撤回の件について、

ご説明を申し上げます。

このたびの議案第1号 平成30年第1回定例町議会に提案をしております、平成30年度木古

内町一般会計予算書は、提案の積算根拠が不十分な箇所がございましたので、撤回をお願い

いたします。

撤回をお願いする箇所につきましては、議案第1号 平成30年度木古内町一般会計予算書4

6ページに記載の2款 総務費、1項 総務管理費、6目 新幹線推進費、19節 負担金補助及

び交付金、企業振興促進助成金 5,000万円でございます。

撤回の理由につきましては、当町が進めている企業誘致では、平成28年度に木古内町企業

振興促進条例を改正し、同じく、木古内町企業振興促進基金条例を制定し、2億円の基金を

創設しております。

このたびの提案は、この基金を活用して新年度に見込まれる額について、継続して条例が

適用される雇用奨励助成金 600万円と、企業誘致に取り組む積極的な姿勢を示すための4,4

00万円の計5,000万円を予算案といたしましたが、このうち、4,400万円につきましては、積

算が過大となっておりましたので、内容を精査する必要があると判断したものでございます。

以上のことから、議案第1号 平成30年度木古内町一般会計予算の撤回をお願いいたしま

す。以上でございます。

○議長（又地信也君） お諮りいたします。

ただいま議題となっております議案第1号 平成30年度木古内町一般会計予算の撤回の件

を許可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、議案第1号 平成30年度木古内町一般会計予算の撤

回の件を許可することに決定をいたしました。

第3回議会運営委員会開催のため、暫時、休憩をいたします。

休憩 午前10時37分

再開 午前10時55分

○議長（又地信也君） 休憩を解き、会議を再開いたします。

お諮りします。

ただいま、議会運営委員長より議会運営に関する件についての報告書が提出されました。

議会運営委員会報告を日程に追加し、追加日程第1として、議題にしたいと思います。
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ご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 異議なしと認めます。

よって、議会運営委員会報告を日程に追加し、追加日程第1として、議題とすることに決

定いたしました。

議 会 運 営 委 員 会 報 告

○議長（又地信也君） 追加日程第1 議会運営委員会報告を議題といたします。

追加日程第1 議会運営委員会報告。

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30年3月13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30年第1回木古内町議会定例会開催にあたり、本委員会に付託された議会運営に関す

る件について、会議規則第41条第1項の規定により報告いたします。

記 1.会議開催状況。

会議開催状況につきましては、3月13日に開催し欠席委員はおりませんでした。

2.平成30年第1回木古内町議会定例会の追加案件について。

(1)議案第30号 平成30年度木古内町一般会計予算。

(2)議案第31号 木古内町特別会計条例の一部を改正する条例制定について。

(3)議案第32号 平成29年度木古内町一般会計補正予算（第10号）。

以上、3件を今定例会の案件として追加することとする。以上でございます。

○議長（又地信也君） 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。

お諮りいたします。

ただいま、町長から、議案第30号 平成30年度木古内町一般会計予算が提出されました。

これを日程に追加し、追加日程第2として、議題にしたいと思います。

ご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 異議なしと認めます。

よって、議案第30号 平成30年度木古内町一般会計予算を日程に追加し、追加日程第2と

して、議題とすることに決定いたしました。
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議案第30号 平成30年度木古内町一般会計予算

○議長（又地信也君） 追加日程第2 議案第30号 平成30年度木古内町一般会計予算を議題

といたします。

お諮りいたします。

追加日程第2 議案第30号 平成30年度木古内町一般会計予算につきましては、本会議に

おける提案理由の説明及び質疑を省略し、平成30年度木古内町予算等審査特別委員会に付託

のうえ、審査することにいたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 異議ないものと認め、追加日程第2 議案第30号 平成30年度木古内

町一般会計予算につきましては、本会議における提案理由の説明及び質疑を省略し、平成30

年度木古内町予算等審査特別委員会に付託のうえ、審査することに決定をいたしました。

お諮りいたします。

平成30年度木古内町予算等審査特別委員会の審査が終了するまで、本会議を休憩といたし

たいと思いますが、これにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 異議ないものと認めます。

よって、平成30年度木古内町予算等審査特別委員会の審査が終了するまで、本会議を休憩

とすることに決定をいたしました。

暫時、休憩をいたします。

休憩 午前11時00分

再開 午後 3時15分

議 長 諸 報 告

○議長（又地信也君） 休憩を解き、会議を再開いたします。

日程第4 議長諸報告。

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

平成30年度木古内町予算等審査特別委員会報告

○議長（又地信也君） 日程第5 平成30年度木古内町予算等審査特別委員会報告。

平成30年3月6日開催の平成30年第1回木古内町議会定例会において設置されました、平成3

0年度木古内町予算等審査特別委員会の報告を求めます。

平成30年度木古内町予算等審査特別委員会。

委員長 8番 鈴木慎也君。

○8番（鈴木慎也君） 8番 鈴木慎也です。
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平成30年3月13日 木古内町議会議長 又地信也様。平成30年度木古内町予算等審査特別

委員会委員長 鈴木慎也。

平成30年度木古内町予算等審査特別委員会報告書。

平成30年第1回木古内町議会定例会において、本委員会に付託された下記案件は、審査の

結果、別記のとおり意見を付して決定しましたので、会議規則第41条第1項の規定により報

告いたします。

会議開催状況は、記載のとおりでございます。

2の付託案件でございます。

議案第18号 木古内町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条

例制定について、議案第19号 木古内町特別養護老人ホームいさりび診療所設置及び管理に

関する条例制定について、議案第20号 木古内町国民健康保険事業基金条例の一部を改正す

る条例制定について、議案第23号 指定地域密着型介護老人福祉施設、指定地域密着型サー

ビス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例制定について、議案第24号 木古内町高齢者等入浴無料券交付条例の一

部を改正する条例制定について、議案第25号 木古内町空き家等の適正管理に関する条例の

一部を改正する条例制定について、議案第26号 木古内町国民健康保険条例の一部を改正す

る条例制定について、議案第27号 木古内町介護保険条例の一部を改正する条例制定につい

て、議案第28号 木古内町介護老人保健施設及び特別養護老人ホーム木古内恵心園経営統合

に伴う関係条例の整理に関する条例制定について、議案第30号 平成30年度木古内町一般会

計予算、議案第2号 平成30年度木古内町国民健康保険特別会計予算、議案第3号 平成30年

度木古内町後期高齢者医療特別会計予算、議案第4号 平成30年度木古内町国民健康保険病

院事業会計予算、議案第5号 平成30年度木古内町水道事業会計予算、議案第6号 平成30年

度木古内町高齢者介護サービス事業会計予算、議案第7号 平成30年度木古内町介護保険事

業特別会計予算、議案第8号 平成30年度木古内町介護サービス事業特別会計予算、議案第9

号 平成30年度木古内町下水道事業特別会計予算。以上、18件はいずれも原案どおり可決す

べきものと決定しました。

続いて、審査所見でございます。

平成30年度各会計予算9件並びに予算関連議案9件について、3月7日から13日の日程で審議

を行ったが、一般会計予算においては、一部積算過大となっていたため、行政側から撤回の

届出があり、予算修正のうえ再度上程し、原案どおり可決した。

一般会計予算額については、歳入歳出それぞれ37億4,932万6,000円となっており、前年対

比2億3,475万4,000円の減（前年比△5.9％）で、2年連続で減少している。また、特別会計

と公営企業会計を合わせた全会計は79億83万円となっており、前年度比約4億6,683万1,000

円の減となっている（前年比△5.6％）。町民のために大切な予算を審議するにあたり、各予

算の算出方法については、前年度までの実績を考慮しながら慎重に審査を行った。

まちづくり新幹線課所管の予算では、空き家リフォーム助成事業の創設や高校生の交通費

補助事業の継続など町民視点のサービス施策は評価に値するが、事業の質向上を心掛け、さ

らなる周知や現状把握、諸課題解消を望む。また、道の駅指定管理については、将来に向け

た管理方法を協議検討されたい。

産業経済課所管の予算では、漁港の施設設備の災害による破損等や密漁対策等諸課題が山
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積している。「捕る漁業から育てる漁業へ」と移行する中、数年継続してきた「ひじき養殖

事業」が予算計上されず今後の課題が残るが、ヤセウニ対策実証事業など新しいチャレンジ

も積極的に計画されている。今後の方向性を、漁家への説明はもとより、今一度意思の疎通

・検証をしたうえで、今まで以上に連携を図られたい。また、薬師山・萩山の再整備や観光

スポット看板設置・ドローンによるＳＮＳでの情報発信に大いに期待する。

生涯学習課所管の埋蔵物の収蔵庫建設は、展示スペースを確保する旨の考えがあると報告

を受けた。今後も関係課と連携し、観光客の増を図られたい。

建設水道課所管の予算では、4月からの水道施設維持管理の民間委託が遅滞なくスタート

することを望む。また、汚水管渠新設工事や札苅地区避難整備工事等の開始前には、町民へ

の周知はもちろん町民の声を反映されたい。さらに、道営住宅二号棟、港団地建替え計画等

の住環境が整備され、移住定住対策としても期待が高まるが、引き続き議論を重ね利用者に

とってより良い住環境の整備を望む。

病院事業では、診療報酬改定により収支計画の見直しが必要であるとの報告を受けた。

また、老健いさりびと恵心園が経営統合した特別養護老人ホームいさりびとして4月にス

タートアップされる。諸課題の解消に向け、職員力を合わせ「北の大地の福祉都市きこない」

として、町内外に大いにＰＲするチャンスである。また、病院事業全体が出口が見えない慢

性的な人手不足であるが、利用者及び職員にとっても働きやすい環境を整えるために、引き

続きたゆまぬ努力を望む。

歳入の地方交付税については、国の地方財政計画や人口減により減少し、自主財源も減少

しているため財源運営に影響を及ぼしているが、税務課所管の税については、今後コンビニ

エンスストアで納付が可能となり、納税者の不便解消、職員の業務効率化が図られることか

ら、さらなる収納率の向上を期待する。

平成30年度の予算編成は全体的にバランスが優れており、職員の努力が垣間見え評価に値

するが、ふるさと納税の充実、地元産業・経済の活性化施策等に関しては、補正での予算計

上に期待する。職員におかれましては、透明性のある行政を念頭に使命感を持ち、当委員会

で出された様々な意見を踏まえ、町民が安心して暮らせる町づくりのために鋭意努力された

い。以上でございます。

○議長（又地信也君） 平成30年度木古内町予算等審査特別委員会委員長の報告が終わりま

したが、この特別委員会は議長を除く全議員による委員会でありますので、質疑、討論を省

略することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 異議ないものと認めます。

ただいま、委員長から報告がありましたとおり、平成30年度木古内町予算等審査特別委員

会に付託した案件は、全て原案のとおり可決です。

お諮りいたします。

平成30年度木古内町予算等審査特別委員会に付託いたしました、議案18件につきましては、

委員長報告のとおり、可決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 異議なしと認め、委員長報告のとおり可決することに決定をいたし

ました。
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お諮りいたします。

ただいま、町長から、議案第31号 木古内町特別会計条例の一部を改正する条例制定につ

いてが提出されました。

これを日程に追加し、追加日程第3として、議題にしたいと思います。

ご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 異議なしと認めます。

よって、議案第31号 木古内町特別会計条例の一部を改正する条例制定についてを日程に

追加し、追加日程第3として、議題とすることに決定をいたしました。

議案第31号 木古内町特別会計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） 追加日程第3 議案第31号 木古内町特別会計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31号 木古内町特別会計条例

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は、この4月から木古内町介護老人保健施設が経営統合により、特別

養護老人ホームいさりびに移管となることに伴い、現在の木古内町介護老人保健施設事業会

計の清算行為を行うため、木古内町特別会計条例に、木古内町介護老人保健施設事業清算特

別会計を加えるものでございます。

議案説明資料 資料番号6の1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1条中に、第6号として清算事業を加えるものでございます。

附則といたしまして、この条例は平成30年4月1日から施行するとしております。

なお、詳細につきましては、病院事業事務局長より説明をさせますので、よろしくご審議

をお願いいたします。

○議長（又地信也君） 詳細説明を求めます。

病院事業事務局長。

○病院事業事務局長（平野弘輝君） それでは、議案第31号について、詳細を説明させてい

ただきます。

この3月で廃止となる、木古内町介護老人保健施設の会計の取り扱いについては、企業債

などの長期貸付金の返還方法や財産の譲渡と合わせて、総務省公営企業課へ照会してきたと

ころです。

本来であれば、本定例会の上程前に回答がされるべきでしたが、総務省側で今回の経営統

合を平成31年度と誤認識していたため、回答が遅れたことから、このような最終日の提案と

なったところです。

なお、予算案については、企業債の元利に係る分の計上のみであり、本年9月まで支出負
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担行為が生じないため、平成30年度木古内町高齢者サービス事業会計予算第4条の2で定めた、

特例的収支の確定に伴う補正等と合わせて、4月以降の議会へ上程する予定でございます。

よろしくご審議願います。

○議長（又地信也君） 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

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31号 木古内町特別会計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。

お諮りいたします。

ただいま、町長から、議案第32号 平成29年度木古内町一般会計補正予算（第10号）が提

出されました。

これを日程に追加し、追加日程第4として、議題にしたいと思います。

ご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 異議なしと認めます。

よって、議案第32号 平成29年度木古内町一般会計補正予算（第10号）を日程に追加し、

追加日程第4として、議題とすることに決定をいたしました。

議案第32号 平成29年度木古内町一般会計補正予算（第10号）

○議長（又地信也君） 追加日程第4 議案第32号 平成29年度木古内町一般会計補正予算（第

10号）についてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

副町長。

○副町長（大野 泰君） ただいま上程となりました、議案第32号 平成29年度木古内町一

般会計補正予算（第10号）につきまして、提案理由をご説明申し上げます。

1ページをお願いします。

歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ1,061万1,000円を追加し、歳入歳出の総額を39

億4,471万円とするものです。
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補正内容は、8款 土木費で、除排雪費用に要する町道管理委託料等に係る追加補正です。

歳出から説明をします。

7ページをお開き願います。

合わせて、議案説明資料 資料番号6の2ページから3ページをご参照願います。

8款 土木費、2項 道路橋梁費、1目 道路維持費、13節 委託料 1,061万1,000円は、2

度にわたり補正をいただいた除排雪経費ですが、断続的な降雪や発達した低気圧などの影響

により、予想を大きく上回る除排雪稼働日数となっており、今後、予算不足が想定されるこ

とから追加補正をお願いするものです。

資料3ページをお開き願います。

こちらには、各年度の除雪回数を記載しております。右端の今年度は、回数が67回で、例

年と比較しても突出しております。

資料2ページをお開き願います。

きょう現在の予算執行状況ですが、中央Ｃ欄に予算残額、Ｄ欄に今後の支出見込み額、Ｅ

欄に補正額を記載しております。今後の除排雪稼働を約8日と見込み、不足する約5日分の補

正をお願いするものです。

次に、歳入をご説明いたします。

6ページをお開き願います。

17款 繰入金、1項 基金繰入金、1目・1節 財政調整基金繰入金 1,061万1,000円は、

このたびの補正を財政調整基金から繰り入れて財源とするものです。

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

○議長（又地信也君） 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

質疑ございませんか。

4番 竹田 努君。

○4番（竹田 努君） 今回の除雪の補正はいま、提案理由で理解できます。これは、我々も

心配していた部分ですから、ただ担当課に確認をしたいと思います。

この3月13日きょう現在で、予算の残からしますと、3日分は大丈夫だということなのです。

今後のＤ欄の今回の補正を含めた予算については、今後、雪が降らなければここは執行が

ないということになろうと思いますし、ただ先般、10日までのサイクルの中で、各地区の雪

の堆積していた場所の排雪が終わったというふうに我々理解をしているのですけれども、日

曜日も月曜日もそういうところで稼働がなくて、13日現在の残がこうだということですから、

今後降らなければ排雪も除雪も稼働しないというそういう理解でいいかどうかという部分。

○議長（又地信也君） 建設水道課長。

○建設水道課長（構口 学君） 今回の補正につきましては、13日現在ということで、算出

させていただいております。きょう現在、排雪のほうは動いておりまして、いま推測になり

ますが、あと1日の排雪で終了するということで、いま動いております。

○議長（又地信也君） 4番 竹田 努君。

○4番（竹田 努君） きょうも排雪しているという。そうしたら、この日曜と月曜、きのう

の稼働もしていたのですか。その2日間の稼働も含めて、残が480万円。ですから、きょう排

雪している分はこれから予算執行されるということですね。そうしたら、もし雪が降らなけ

れば、あす以降の排雪はないというそういう認識でいいのですか。
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○議長（又地信也君） 建設水道課長。

○建設水道課長（構口 学君） 基本的には、除雪の後始末ということをいまこれから考え

ています。ただ、これに関しては、協力いただいている雪の堆雪場の整正なり、例えば雪を

早く溶かすために崩すとかそういったことは、今後考えられます。その辺も含めて今回、補

正を挙げさせていただいたということもあります。以上です。

○議長（又地信也君） ほかに。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 質疑がないようですので、質疑を終了いたします。

これより討論を行います。

討論ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。

採決を行います。

お諮りいたします。

議案第32号 平成29年度木古内町一般会計補正予算（第10号）については、原案のとおり

可決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

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

ました。

発議案第1号 議会閉会中の所管事務調査について

○議長（又地信也君） 日程第6 発議案第1号 議会閉会中の所管事務調査についてを議題

といたします。

議会閉会中の所管事務調査について、会議規則第75条の規定により、総務・経済常任委員

会及び議会運営委員会の各委員長より、下記のとおりその所管に属する事務調査の申し出が

ありました。

お諮りいたします。

議会閉会中の所管事務調査について、各委員長から申し出のとおり、これを承認したいと

思いますが、ご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） ご異議なしと認め、本案は原案のとおり承認することに決定をいた

しました。
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議会閉会中の正・副議長及び議員の出張・派遣承認について

○議長（又地信也君） 日程第7 議会閉会中の正・副議長及び議員の出張・派遣承認につい

てを議題といたします。

お諮りいたします。

議会閉会中、出張または派遣を要する各種の行事、慶弔、会議、研修、陳情等について、

正・副議長及び議員を出張・派遣させたいと思いますが、ご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） ご異議なしと認め、承認することに決定をいたしました。

なお、現在予定されている出張または派遣につきましては、下記のとおりでありますが、

今後の出張または派遣する議員につきましては、その都度、議長において指名することにい

たしたいと思いますが、ご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 異議なしと認め、承認することに決定をいたしました。

閉 会 の 宣 告

○議長（又地信也君） 以上をもちまして、今定例会に付議されました案件は全て審議を終

了いたしましたので、会議を閉じます。

これをもちまして、平成30年第1回木古内町議会定例会を閉会いたします。

どうも、ご苦労様でした。

（ 午後３時４３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30年3月13日

木古 内町議会議長 又 地 信 也

署 名 議 員 平 野 武 志

署 名 議 員 竹 田 努
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