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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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令和３年第１回木古内町議会定例会議事日程

第１号 令和３年３月５日（金） 午前１０時００分開議

日程
議 件 番 号 議 件 名

番号

１ 会議録署名議員の指名

２ 議会運営委員会報告

３ 会期の決定

４ 議長諸報告

５ 総務・経済常任委員会所管事務調査報告

６ 町長及び教育長諸報告

７ 町政執行方針

８ 教育行政執行方針

９ 一般質問

10 議案 第11号 令和2年度木古内町一般会計補正予算（第12号）

11 議案 第12号 令和2年度木古内町国民健康保険特別会計補正予算（第5号）

12 議案 第13号 令和2年度木古内町後期高齢者医療特別会計補正予算（第3号）

13 議案 第14号 令和2年度木古内町国民健康保険病院事業会計補正予算（第7号）

14 議案 第15号 令和2年度木古内町簡易水道事業会計補正予算（第3号）

15 議案 第16号 令和2年度木古内町高齢者介護サービス事業会計補正予算（第4号）

16 議案 第17号 令和2年度木古内町介護保険事業特別会計補正予算（第4号）

17 議案 第18号 令和2年度木古内町下水道事業特別会計補正予算（第4号）

18 議案 第20号 木古内町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予
防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等
を定める条例の一部を改正する条例制定について

19 議案 第21号 木古内町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関す
る基準を定める条例の一部を改正する条例制定について
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日程
議 件 番 号 議 件 名

番号

20 議案 第22号 木古内町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運
営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効
果的な支援の方法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

21 議案 第24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

22 議案 第26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
める条例の一部を改正する条例制定について

23 議案 第27号 機構改革に伴う関係条例の整理に関する条例制定について

24 諮問 第１号 人権擁護委員候補者の推薦について

25 諮問 第２号 人権擁護委員候補者の推薦について

26 議案 第19号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定について

27 議案 第23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

28 議案 第25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

29 議案 第１号 令和3年度木古内町一般会計予算

30 議案 第２号 令和3年度木古内町国民健康保険特別会計予算

31 議案 第３号 令和3年度木古内町後期高齢者医療特別会計予算

32 議案 第４号 令和3年度木古内町国民健康保険病院事業会計予算

33 議案 第５号 令和3年度木古内町簡易水道事業会計予算

34 議案 第６号 令和3年度木古内町高齢者介護サービス事業会計予算

35 議案 第７号 令和3年度木古内町介護保険事業特別会計予算

36 議案 第８号 令和3年度木古内町介護サービス事業特別会計予算

37 議案 第９号 令和3年度木古内町下水道事業特別会計予算

38 議案 第10号 令和3年度木古内町介護老人保健施設事業清算特別会計予算



議件番号 議　　　件　　　名 議決月日 議決結果

議案第１号 令和３年度木古内町一般会計予算

議案第２号 令和３年度木古内町国民健康保険特別会計予算

議案第３号 令和３年度木古内町後期高齢者医療特別会計予算

議案第４号 令和３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 令和３年度木古内町簡易水道事業会計予算

議案第６号 令和３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 令和３年度木古内町介護保険事業特別会計予算

議案第８号 令和３年度木古内町介護サ－ビス事業特別会計予算

議案第９号 令和３年度木古内町下水道事業特別会計予算

議案第10号 令和３年度木古内町介護老人保健施設事業清算特別会計予算

議案第11号 令和２年度木古内町一般会計補正予算（第12号） 3. 3. 5 原案可決

議案第12号 令和２年度木古内町国民健康保険特別会計補正予算（第5号） 3. 3. 5 原案可決

議案第13号 令和２年度後期高齢者医療特別会計補正予算（第3号） 3. 3. 5 原案可決

議案第14号
令和２年度木古内町国民健康保険病院事業会計補正予算（第7
号）

3. 3. 5 原案可決

令和３年第１回定例会　提出案件及び議決結果表

3. 3. 8
令和３年度予算等審
査特別委員会に付託

3. 3.12
原案可決

－1－



議案第15号 令和２年度木古内町簡易水道事業会計補正予算（第3号） 3. 3. 5 原案可決

議案第16号 令和２年度木古内町介護サービス事業会計補正予算（第4号） 3. 3. 5 原案可決

議案第17号 令和２年度木古内町介護保険事業特別会計補正予算（第4号） 3. 3. 5 原案可決

議案第18号 令和２年度木古内町下水道事業特別会計補正予算（第4号） 3. 3. 5 原案可決

議案第19号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定について

議案第20号

木古内町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指
定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方
法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例制定に
ついて

3. 3. 8 原案可決

議案第21号
木古内町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運
営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定につ
いて

3. 3. 8 原案可決

議案第22号

木古内町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設
備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介
護予防のための効果的な支援の方法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

3. 3. 8 原案可決

議案第23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24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

3. 3. 8 原案可決

議案第25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26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
基準を定める条例の一部を改正する条例制定について

3. 3. 8 原案可決

3. 3. 8
令和３年度予算等審
査特別委員会に付託

3. 3.12
原案可決

3. 3. 8
令和３年度予算等審
査特別委員会に付託

3. 3.12
原案可決

3. 3. 8
令和３年度予算等審
査特別委員会に付託

3. 3.12
原案可決

－2－



議案第27号 機構改革に伴う関係条例の整理に関する条例制定について 3. 3. 8 原案可決

諮問第1号 人権擁護委員候補者の推薦について 3. 3. 8 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 3. 3. 8 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 3. 3.12 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 3. 3.12 承認

－3－
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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、令和3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。

5番 安齋 彰君、6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。

令和2年12月17日に開かれました、令和2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の報告を求めます。

議会運営委員会 委員長 2番 手塚昌宏君。

○2番（手塚昌宏君） 2番 手塚です。

令和3年3月5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

手塚昌宏。

議会運営委員会報告書。

令和3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します。

記 1.会議開催状況。

会議開催日は、令和3月3日、出席委員は記載のとおりで、欠席委員はございませんでした。

2.令和3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5日から3月12日までの8日間としたい。

5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、一般質問、条例制定、補

正予算等の議案審議、令和3年度各会計予算及び関連議案の上程を行う。

3月6日、7日は休会日とする。実質6日間であります。

(2)議事日程については、別紙配付のとおりで

議事日程番号10から17及び26から38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27件、諮問2件、発議案1件である。

(4)一般質問者は5名であり、通告順により質問者ごとに行うこととし、一項目につき、質

問時間のみで20分の時間制で実施するものとする。

3.令和3年第1回木古内町議会定例会における新型コロナウイルス感染症対策について。

(1)議場内、委員会室においては、出席者及び傍聴人は全てマスクを着用し、発言は全て

自席で行うこととする。

(2)議場に入ろうとする者は、入口に備え付けた手指アルコール消毒を行う。

(3)出席者には、飲料水を配付する。

(4)傍聴席への入場は18名までとする。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。

3番 東出洋一君。

○3番（東出洋一君） 3番 東出です。

今回の会期について、ちょっとお伺いしたいなと思うんですが、3月5日から3月12日まで

の8日間ということなんですが、3月11日です。ここ強いて言えば、東北大震災のあった日で

ございまして、ことしが復興から10年目ということで、いろいろなところの話をお伺いしま

すと、やはり全国的に1分間の黙祷ということが叫ばれているわけなんですが、その辺につ

いて今回の議運の中で議論されたのか。強いては、行政側としてこの件についてはどう考え

ているのか、ちょっとその辺議論されたのであればお聞かせ願いたいなと思いますが、いか

がでしょうか。

○議長（又地信也君） 2番 手塚昌宏君。

○2番（手塚昌宏君） 2番 手塚です。

ただいまの東北震災の10年の経過したということでございますけれども、議会運営委員会

の中では11日については、予備日というような予定でございました。そういうことがありま

して、今回の件については、質疑はされませんでした。以上でございます。

○議長（又地信也君） 暫時、休憩をいたします。

休憩 午前10時07分

再開 午前10時08分

○議長（又地信也君） 休憩を解き、会議を再開いたします。

2番 手塚昌宏君。

○2番（手塚昌宏君） 大変、申し訳ありませんでした。

まず一つは、ただいま議長の発言された予備日については、予算委員会のほうで決めてい

ただきたいと思います。

それともう一つ、私のほうから東北の震災と言いましたけれども、東日本震災と訂正させ

ていただきたいと思います。以上です。

○議長（又地信也君） 3番 東出洋一君。
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○3番（東出洋一君） これから予算委員会が設置されて、予算委員長のもとで進められてい

くわけですけれども、できれば10年という一つの区切りでございますので、何とか方法論を

ここで見出していければなというふうに思いますので、当時私達振り返れば10年前ちょうど

ここにいて、議会も最終日であったという記憶が私あるんですけれども、10年を一つの区切

りとして何らかの方法を考えれれば、みんなで考えれれば、大変私ありがたいような気がし

ますので、その辺一つ頭の中に入れておいて進めていただければなとこのことを要望を申し

上げて、質問を終わりたいと思います。

○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、報告済みといたします。

会 期 の 決 定

○議長（又地信也君） 日程第3 会期の決定を議題といたします。

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12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12日までの8日間と決定をいたしました。

議 長 諸 報 告

○議長（又地信也君） 日程第4 議長諸報告。

議長諸報告につきましては、別紙配付のとおりでありますので、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。

令和2年12月17日に開かれました、令和2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 1番 平野武志君。

○1番（平野武志君） 1番 平野武志です。

令和3年3月5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。

所管事務調査につきまして、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の会議開催状況につきましては、令和3年2月18日の開催で、出席委員、説明員につ
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きましては、記載のとおりでございます。

本来、調査内容からいきますと2回以上の開催を予定しておりましたが、新型コロナウイ

ルス感染症対策の関係上、1回の開催といたしております。

2.所管事務調査項目。

(1)まちづくり新幹線課、①といたしまして、新型コロナウイルス感染症対策について。

(2)は町民課、①といたしまして、認定こども園について。(3)町政全般に関する緊急を要

する課題についてでございます。

続きまして、3の調査報告です。

総務・経済常任委員会所管の事務について調査を行いました結果、当委員会として次のと

おり報告いたします。

(1)認定こども園について。

継続調査中である、認定こども園開設に向けた進捗状況の報告を受けました。

令和4年4月の認可申請に向け、各種補助金を含めた概算金額も示されました。少子化が進

む当町において、はじめての認定こども園が開設することとなるため、認定こども園を開設

する社会福祉法人の投資額や運営後の負担が、少しでも軽減されるような施策展開と行政指

導に努めていただきたい。

また、当町においては、未就学の子どもが通える唯一の施設となるため、子ども達が素晴

らしい環境で健やかに成長することを期待するとともに、認定こども園を開設する社会福祉

法人及び保護者と職員が一丸となり、開設に向け協力体制を整備し、行政支援のもと万全の

体制で事業が開始されることを期待いたします。

(2)第8期木古内町老人福祉・介護保険事業計画について。

令和3年度から3か年の上記計画が示されました。人口減少が進んでいる現状の数値に基づ

いた計画がなされており、介護保険料の微増やサービス事業等の計画内容について確認いた

しました。

しかし、介護保険給付対象及び対象外サービスのどちらも新たな取り組みがなく「福祉の

町・木古内」を掲げるには物足りなさも感じます。

今後、計画を遂行する中で高齢者に必要なサービスを随時模索し、必要であれば計画の追

加や変更をしていくなど、適切な対応に期待いたします。

(3)地域おこし協力隊の募集業務について。

町長が力を入れている、水産業施策の2年目に向け、地域おこし協力隊として、全国から

漁業者を募集するという内容の説明をお受けいたしました

まずは、しっかりと人材を確保するため、待遇や募集告知の方法を再検討するべきである

と申し添えておきます。

また、これまで地域おこし協力隊制度を活用して取り組んできた内容と定住に至らなかっ

た課題をしっかりと分析して、本来の目的である移住定住が達成され、当町の水産業が活気

づくきっかけになることを望みます。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。
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以上をもちまして、報告済みといたします。

町 長 及 び 教 育 長 諸 報 告

○議長（又地信也君） 日程第6 町長及び教育長諸報告。

町長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ので、これ

を省略いたします。

町 政 執 行 方 針

○議長（又地信也君） 日程第7 町政執行方針。

令和3年度町政執行方針についての説明を求めます。

町長。

○町長（鈴木慎也君） 皆さん、おはようございます。

令和3年度の私自身はじめてとなる町政執行方針を申し述べさせていただきます。

令和3年第1回木古内町議会定例会の開会にあたり、私自身はじめてとなる町政執行方針に

ついて申し述べます。

昨年4月の町長選挙において、第8代木古内町長に就任させていただき、間もなく1年が経

とうとしています。この間、新型コロナウイルス感染症の対応に全力を尽くしつつ、様々な

施策に取り組んでまいりました。

改めて町民の皆様、医療従事者の皆様の思いやりを持ったご協力に心から感謝と敬意を表

します。

今後につきましても、私の目標とする「いま（現在）と未来を守るために挑戦する町政」

を目指し、全力で取り組む所存であります。

新型コロナウイルス感染症は収束の兆しが見えず、長期の対応が必要になりますが、感染

拡大防止に注力する一方、町内経済の持続的な発展にも尽力してまいります。

当町の人口は4,000人を下回りましたが、最上位計画である第6次木古内町振興計画並びに

第2期木古内町まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき事業を進め、交流人口や関係人口

の拡大を図り、持続可能なまちづくりを進めてまいります。

私はこれまで、議会議員の皆様はもとより、ＧｏＴｏ町長室やお出かけ町長室、その他に

も様々な機会を通じ、町民の皆様の声に耳を傾け、「政治は現場にあり」を実践してまいり

ました。

活力あふれる木古内町の未来を実現するために、徹底した町民目線で一つひとつ心を込め

て課題を解決し、町民の幸せと豊かさの実現のため、職員とともに思いやりのある町政を進

めてまいります。

次に、町政に臨む基本姿勢であります。

町政に臨む基本姿勢として、第6次木古内町振興計画の基本理念であります、『「協働」～



- 15 -

ともに語り、ともに行動するまちづくり』の実現に向け、行政と町民が協働し、様々なご意

見、ご提言をいただきながら、全力で政策の実現に取り組み、前例がないことにも果敢に挑

戦してまいります。

令和3年度は、高規格幹線道路函館・江差自動車道「（仮称）木古内インターチェンジ」が

供用開始予定で、北海道新幹線、道南いさりび鉄道とともに、当町は交通の要衝としての役

割がさらに重要になってまいります。これらの交通インフラを今後のまちづくりに活かすと

ともに、インターチェンジ開通により影響が及ぶ地域の声に耳を傾けまちづくりを進めてま

いります。

また、令和3年度は町の歴史遺産である咸臨丸がサラキ岬沖に沈没してから150年の節目の

年であります。終焉記念事業を支援し、春のチューリップフェア、夏の咸臨丸まつり、冬の

寒中みそぎまつりなど、四季の移り変わりを感じられるイベントについて、引き続き支援し

てまいります。

今後においては、町税や地方交付税の減少が危惧されますが、公共施設等総合管理計画を

踏まえた公共施設のダウンサイジングや、建設事業においては事業の選択や事業量の精査、

また経常経費の徹底した見直しに努めてまいります。

新規事業につきましては、主にふるさと納税を活用し、寄附者の思いと町民の皆様の声に

応えてまいります。

また、北海道新幹線から5年が経過いたしました。環境も変化する中、事務組織機構の一

部を改正し、組織の合理的で機能的な運営に努めてまいります。

加えて、木古内町「おもてなし」向上プロジェクトに取り組み、職員の接遇能力の向上や、

庁舎の環境改善等を図り、誰もが利用しやすい、開かれた行政サービスの提供をお約束する

とともに、ハンコレス化や公用車のシェアカー利用など、新しい取り組みも積極的に進めて

まいります。

私は、「過去」先人に感謝し伝承すること、「現在」いまをともに歩み守ること、「未来」

挑戦し創造すること、以上の3点を大切に町政を担ってまいります。

次に、主な施策の推進であります。

(1)福祉・医療・保健。

安心安全の継続と「声をカタチ」にするために進めてまいります。

令和3年度から高齢者等入浴無料券交付事業については、入浴だけではなく、買い物など

の外出もこれまで以上に気軽に行けるよう、ハイヤーの利用にも使える「高齢者福祉サービ

ス利用券交付事業」として実施し、高齢者の方々等の心身の保養と健康の保持、外出を支援

してまいります。

高齢者等屋根の雪下ろし等助成事業については、令和3年度からは、家屋周辺の除排雪も

助成対象とすることにより、高齢者の方々等の在宅生活の支援の充実を図ってまいります。

令和3年度から、第8期介護保険事業計画が新たにスタートいたします。

また、開設準備を進めてきた小規模多機能型居宅介護施設「さくら」が、本年4月にオー

プンいたします。

いつまでも住み慣れた地域で安心して暮らせる環境づくりを進めてまいります。

安心して子どもを生み育てやすい地域づくりや、仕事と子育てが両立できる環境整備の一
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環として、令和4年4月運営開始予定の木古内らしいＩＴと自然の融合をテーマにしました、

認定こども園施設整備への支援をしてまいります。

また、令和3年度より新生児の出生をお祝いするため、出産お祝い事業を実施いたします。

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。

また、新型コロナウイルス感染症から町民の健康と命と生活を守るための対策を最重要課

題として、予防接種などの感染予防対策に最大限取り組んでまいります。

国民健康保険事業並びに後期高齢者医療制度については、医療費の抑制を図り、被保険者

の疾病の予防や健康の保持・増進、健康寿命の延伸を図るための保健事業を推進し、安定的

な事業の運営に努めてまいります。

病院事業については、医療と介護の連携強化により、高齢者在宅生活の質向上を図ること

や、「働き方改革」による業務の効率化を推進するため町民の協力を得ることを基本方針と

しまして、安定した事業運営に努めてまいります。

あわせて、24時間365日の救急対応の継続と、かかりつけ医として「いつでも、誰もが、

安心して」受診できる病院として、町内の医院や函館市内の中核病院と連携を強化し、引き

続き町民ニーズに対応した医療の提供に努めていきます。

特養事業については、安定的に介護サービスを提供するため、外国人受入事業をはじめ介

護職員確保対策を実施し、介護職員の確保に努めます。

また、利用者の確保に努め、経営の安定化を図ってまいります。

次に、教育・文化であります。

子ども達の未来のために全力で進めてまいります。

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、令和3年度も木古内町総合教育会議を開催し、第7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。

次に、産業・観光であります。

農業では、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、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。

後継者育成や事業支援を継続しながら、未来を見据えた政策立案のために徹底して農業者

一人ひとりの声を聴いてまいります。

林業では、森林経営管理法が施行され、同時期に森林環境譲与税がスタートするなど、林

業政策の大転換が進められております。

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。

今後も、森林が持つ木材生産機能と公益的機能を維持するため、木古内町森林整備計画や

森林経営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。

漁業では、令和2年度を「水産業元年」と位置づけ、新たに木古内町漁業者チャレンジ応
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援補助金を創設し、事業を展開してまいりました。これを機会に漁業者の漁獲高のアップや

漁業収入の安定化を図り、町が漁業で盛り上がっていた時代への復活を目指して、漁業者の

方々とともに大胆な政策を進めてまいります。

また、漁業者の担い手対策については、地域おこし協力隊制度を活用し、漁業に従事して

いただけるかたを全国から募集します。受け入れた人材については、町、漁業者、上磯郡漁

業協同組合が連携し、技術の継承と地域への適応をサポートすることで、新規就業へつなげ

てまいります。

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

えて、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、新型コロナウイルス感染症の影響による経済の底冷えに対する対策については、繊

細に、時には大胆に、適宜町の状況を判断し、政策を推し進めてまいります。

ことしは、咸臨丸終焉から150年を迎える節目の年であります。

町では、観光協会や咸臨丸とサラキ岬に夢見る会と協働で記念事業を企画しており、町民

の皆様や関係者とともに咸臨丸終焉150周年をお祝いしたいと考えております。

また、広域観光の活性化を図るため、北海道新幹線の駅があるまちとしての優位性を活か

すとともに、令和3年度中に予定される木古内インターの供用開始や、令和12年度に予定さ

れている北海道新幹線の札幌延伸によって、さらに向上が期待される交通アクセスの利便性

を活かしながら、新幹線木古内駅活用推進協議会の旗振り役として、道内をはじめ東北や関

東圏を中心に、道南西部エリアの観光の魅力を広く発信してまいります。

令和3年度は、北海道日本ハムファイターズの応援大使とともに、スポーツの振興はもと

より、当町の知名度アップに取り組んでまいります。

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、指定管理者をはじ

め商工事業者や生産者との連携をより一層強化することで、観光・物産振興の取り組みを効

果的に展開してまいります。また、広域観光の交流拠点施設として利用者の利便性や満足度

をより高めるため、観光案内や子育て応援等の公共的サービス機能の充実を図り、より多く

のかたが日常的にご利用いただける施設となるように努めてまいります。

北海道新幹線や道南いさりび鉄道、路線バスに加え、令和3年度中には木古内インターが

供用開始され、函館空港と短時間で結ばれることとなり、当町の交通拠点としての位置づけ

はより重要なものとなります。交通の利便性・優位性を広くＰＲし、企業誘致を積極的に推

進します。

未使用の公共の施設などは負の遺産として次の世代に残すことがないよう進めてまいりま

す。いままでのプロセスを踏まえ、次のステップへと大胆に進めていきたいと考えておりま

す。特に町内にはない業種の誘致や、年間で安定した雇用や生産が可能となる水耕栽培や、

陸上養殖、ＩＴ業界等、さらには新しい働きかたが求められている企業へのＰＲに力を入れ

ます。ありとあらゆる可能性を排除せず、いまこそ木古内町が持つすべての力を一つに結集

し、「実現」できるよう進めてまいります。

また、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雇用拡

大や外国人技能実習生の受け入れを行う企業に対する支援を行ってまいります。

都市計画区域については、新幹線開通後、順次マスタープラン等の見直しを進めており、
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今後も都市計画に基づき快適な住環境の確保を進めてまいります。

また、令和3年度より国土調査の修正が必要な箇所については、地権者との協議や財政状

況を踏まえて、修正業務を進めてまいります。

次に、生活環境・交通であります。

港団地やであえーる駅前団地2号棟など、公営住宅の整備が進み、住宅環境は整いつつあ

ります。今後も、公営住宅等長寿命化計画を基本に、自然と調和し、安心・快適な生活を支

える住環境の整備に努めるとともに、公共の施設においては、個別施設計画を基本に維持管

理に努めてまいります。

人口減少問題対策については、令和2年度より、第2期木古内町まち・ひと・しごと創生総

合戦略をもとに、事業を展開しています。

若い世代が急激に減少しているいま、最も重要なのは雇用の創出、子育て支援、移住定住

対策をより充実させ、魅力あるまちづくりに挑戦し創造していくことです。

今後も、より効果的な政策を進め少子化に歯止めがかかるよう取り組んでまいります。

移住定住対策については、交通の要衝という地理的利便性や生活環境等の情報について、

近隣自治体と連携して開催するセミナーや関係団体が主催するフェアへの参画及びホームペ

ージ等での情報発信を通じ、取り組みを進めてまいります。

開業から5周年を迎える北海道新幹線は、北海道の玄関口となる木古内駅の利用促進を図

り、広域観光を活性化するため、昼時間帯の停車について継続的に要望し、レンタカーなど

の二次交通を維持継続することで、交通拠点としての利便性の向上を目指してまいります。

北海道新幹線と同日に開業した道南いさりび鉄道は、安全及び定時運行を大前提としつつ、

通勤・通学・通院等の地域の公共交通機関としての大きな役割を果たしています。路線バス

江差木古内線は、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います。函館バ

ス松前線は、平成31年度において車両更新に対する助成を行っております。今後も利用者の

安全性や利便性に配意し、地域の足として利用促進を行いつつ、各交通機関を守ってまいり

ます。

函館新外環状道路の空港道路が令和2年度末に開通し、令和3年度末には木古内インターが

供用開始予定であり、木古内町は交通拠点として重要な役割を担います。今後は、函館・江

差自動車道の江差までの事業化、松前半島道路の事業化、次世代に向けた交通網の発展のた

め尽力してまいります。

道道については、中央通・駅前交差点－函館側バイパス間について早期完成を強く要望し、

あわせて土地や建物の所有者の相談に応じてまいります。道道江差木古内線の鶴岡・大川地

区において整備を進めている線形改良等についても、早期完成に向けた要望を継続してまい

ります。

また、町道については、令和3年度から橋梁点検の2巡目に入り、橋梁の長寿命化にむけ適

切に実施していきます。除排雪に関しては、町民の声に応えられるよう、引き続き細やかで

柔軟性のある除雪体制を構築し、冬期間の安全確保に努めてまいります。

簡易水道事業については、給水収益が減少し、その一方で更新経費の増加が見込まれます。

簡易水道事業に変更したことで補助事業の利活用が可能となっておりますが、厳しい経営

に変わりはなく、今後も健全な企業運営が図られるよう努めてまいります。
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下水道事業については、新道地区の汚水管渠の新設工事を進め、現在進行中である中央通

の街路事業と並行し雨水管渠の工事を行います。さらには、処理場・マンホール内のポンプ

の通報装置の更新等、下水道施設の長寿命化を進めてまいります。

河川、海岸、林地、空き地などごみ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。

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木古

内警察署と協力し、パトロールの実施や監視カメラを活用するなど、引き続き監視体制を強

化してまいります。

町内に散見される空き家については、危険家屋の状態の把握に努め、今後も所有者等への

適正な管理を要請し、リフォーム助成金や解体補助金の活用を促進してまいります。

火葬場については、誰でも安心して利用できる施設を目指し、施設のバリアフリー化や、

周辺環境の適切な維持管理に努めてまいります。

津軽海峡に面する当町は、波浪による土地の侵食・越波による被害などが懸念される箇所

について、引き続き国や北海道にその対策を要望してまいります。

河川について、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、令和3年度は

木古内川の河口付近において河道確保のための土砂撤去を行う予定となっており、引き続き

北海道に治水対策を要望してまいります。

また、普通河川についても定期的に河川巡視を行い、水害防止対策を進めてまいります。

木古内消防署並びに消防団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。

令和3年度は、消防資機材運搬車を整備することとしております。

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

ってまいります。

防災訓練については、令和2年度は新型コロナウイルスの感染拡大を受け、町職員のコロ

ナ禍における避難所運営訓練へと内容を変更し、実施しております。令和3年度は感染防止

対策を徹底し、町内会と連携した訓練を実施します。また、引き続き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。

また、令和3年度に北海道から公表が予定されている、日本海溝・千島海溝沿いにおける

最大クラスの地震による、津波の波高と浸水域の想定を反映した防災ハザードマップを作成

し、全戸配布を行います。

防災行政無線については、令和2年度から電波法関連法改正に伴うデジタル化への更新を

行っており、令和3年度は新しい個別受信機を各戸に設置し、年度内の運用開始を進めてま

いります。

光ファイバ網整備事業については、情報化社会に対応するため、町内全域に整備を進めま

す。

交通死亡事故ゼロの記録は、町民が一丸となった運動により、昨年末に2,700日を超え、

現在も記録を更新しております。今後も運動を一日一日積み重ねて、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
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進いたします。

加えて、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の開催や防

犯協会と協力した歳末特別警戒を実施し、犯罪のないまちづくりを目指してまいります。

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、木古内警察署や防犯協会、町内金融機関との連携を図り、街頭啓発や防災行政無

線などを活用し、迅速な情報提供を行ってまいります。

次に、行財政・住民参加であります。

様々な行政課題へ柔軟に対応できる組織運営のため、人事評価制度の効果的な活用や、各

種研修による能力開発などを推進し、適材適所の人員配置を目指します。

また、木古内町「おもてなし」向上プロジェクトの取り組みを進め、特に職員の接遇能力

向上を図り、より信頼される明るい役場づくりを目指します。

町職員一人ひとりが個性を活かし、やりがいをもって、自分らしく輝いて仕事ができる環

境を整えてまいります。

情報化社会が急速に進展する中、行政情報に対する安全対策の実施が強く求められており、

今後も引き続き、各種電子情報基盤の整備を的確に行っていきます。

当町が独自性を発揮して様々な施策を展開していくためには、何よりも財政基盤の強化が

不可欠であります。

町の収入の約半分を占める地方交付税は、令和2年度国勢調査により集計した人口を反映

するため、人口減少に歯止めがかからない現状では、非常に厳しい試算をせざるを得ない状

況であります。

また、新型コロナウイルス感染とのたたかいが続く中、日本経済が低迷し町税等も一定程

度減少する見込みとなっておりますが、町民のいのちと健康を守り、かつ町民の生活と地域

経済を停滞させないため、国の施策を最大限活用しながらも、それらでカバーできないとこ

ろは財政調整基金などを切り崩してでも、必要な事業を適期に展開していかなければなりま

せん。

その上で、将来が安定した財政運営を継続していくためには、引き続き徹底した経費節減

に努めるとともに、町税・地方交付税に続く新たな財源を創出していくことが必要です。

そこで一番大事になってくるのは、ふるさと納税での財源確保です。令和2年度において

は、これまでの寄附額の7倍を超える約3,000万円のご寄附をいただきました。

令和3年度においても、一次産業や二次産業と連携し、商品群を強化するとともに、特産

品認定制度を新たに創設し、町経済の発展を意識し取り組んでまいります。

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、広く町民の意見

を求め、企画立案の過程から意見反映してまいります。

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分担

をし、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、広報紙やホームページを充実するとともに防災行政無線の活用な

どにより、迅速かつ的確な情報の提供を行ってまいります。

令和2年度に試行実施したＧｏＴｏ町長室、お出かけ町長室については、率直な意見交換

ができたと概ね評価されておりますので、より参加しやすい実施形態を検討しつつ、継続し
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てまいります。

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は、既に一部事務組合や広域連

合、定住自立圏等に参加しています。

当町が参加している広域行政組織は、渡島西部広域事務組合、渡島廃棄物処理広域連合、

新幹線木古内駅活用推進協議会等であります。

平成26年には、函館市を中心市とする2市16町により南北海道定住自立圏形成協定を締結

し、共生ビジョンを策定するとともに、平成31年1月、第2次共生ビジョンへ移行しています。

ドクターヘリの運航、道南いさりび鉄道への支援、広域医療体制、広域観光、基幹道路等

のネットワーク整備などを登載するそのことにより、財政措置が得られることとなっており

ますので、引き続き連携しつつ各事業を進めてまいります。

また、姉妹都市である山形県鶴岡市とは、引き続き交流の絆を深めるとともに、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や、友好都市東

京都江戸川区との交流事業を継続して取り組んでまいります。

以上、令和3年度の町政執行に臨む、私の所信を述べさせていただきました。

いまは、暮らしや働き方、社会構造が目まぐるしく変化する時代です。変化を敏感にとら

え、チャンスに変える。このことを丁寧かつスピーディーに実現してまいります。

第6次木古内町振興計画の基本理念である、『「協働」～ともに語り、ともに行動するまち

づくり』の実現を目指し、町民並びに町議会議員の皆様の多くのご意見やご提言、それらを

真摯に耳を傾け、幸せを感じられる政策の実現に向けて、職員一丸となって町政の推進に取

り組む所存でございます。

また、新型コロナ感染症から町民の皆様の命と生活を守るための対策は、最重要課題とし

て最大限取り組んでまいります。

「いま（現在）と未来のために持続可能な町づくり」に挑戦してまいりますので、町議会

議員の皆様、町民の皆様の一層のご理解とご協力を賜りますようお願いを申し上げ、町政執

行方針といたします。

○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。

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。

令和3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） 皆様、おはようございます。

令和3年度教育行政執行方針。

令和3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教育行政の執行に関す

る主要な方針について申し上げます。

今日の社会は、人口減少や少子高齢化に加え、産業構造の変化、地球温暖化など数多くの

課題を抱えております。また、人工知能やロボットなどの絶え間ない技術革新により情報社
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会から新たな未来社会に向かっております。さらに、新型コロナウイルス感染症による影響

など、社会経済情勢が大きく変化する中、教育を取り巻く環境もめまぐるしく動いておりま

す。

このような中にあって、次代を担う子ども達には、予測困難な未来社会を自立的に生きる

ため、社会の形成に参画するための資質・能力を一層確実に育成することが求められており

ます。

また、町民の誰もが生涯にわたり芸術・文化、スポーツ活動などをとおして活力ある地域

社会を築き、豊かな心をはぐくむための生涯学習の充実が求められております。

さらに、新型コロナウイルス感染症については長期的な対応が求められることが見込まれ

る状況であります。こうした中でも、最新の感染状況を踏まえ、感染症予防の観点から新し

い生活様式の実践に引き続き取り組み、持続的に子ども達の健やかな学びを保障していくこ

とや、生涯学習活動を進めていくことが重要であります。

このため、本町の教育大綱とした第7次木古内町教育総合推進中期計画の基本理念である

「いのちをはぐくみ ふるさとを愛し たくましく未来を切り拓く人づくり」の実現に向け、

子ども一人ひとりの確かな学力、豊かな心、健やかな体をバランスよくはぐくむ調和のとれ

た教育活動を推進し、その基盤となる教育環境づくりに努めてまいります。

また、町民が主体的に楽しく学び続け、文化やスポーツに親しむことができる活力ある生

涯学習活動を推進してまいります。

木古内町教育委員会として、このような認識の下、以下のとおり重点目標を掲げ、取り組

んでまいります。

第一は、「学校教育の推進」についてです。

昨年度の小学校に引き続き、今年度は中学校の新学習指導要領が全面実施となります。

子ども達は、自分の良さや可能性を認識するとともに、あらゆる他者を価値ある存在とし

て尊重し、多様な人々と協働しながら様々な社会的変化を乗り越え、豊かな人生を切り拓き、

持続可能な社会の創り手となることが求められております。

このため、次の8項目について学校教育を推進してまいります。

一点目は、「確かな学力の向上」についてです。

各学校においては、子ども達の学習への興味・関心を高め、「主体的・対話的で深い学び」

の実現や個に応じた指導の充実に向けて、指導方法の工夫・改善を進めてまいります。

また、「分かる・楽しい・力のつく」授業づくりのため、習熟度別少人数指導やティーム

・ティーチングなどの学習形態の工夫、補充的な学習の工夫などをとおしてきめ細かな指導

の充実に努めてまいります。

さらに、全国学力・学習状況調査やほっかいどうチャレンジテスト、標準学力検査等を活

用するとともに、学力や学習状況の分析により学力向上プランを策定し子ども達への指導の

充実や授業改善に生かしてまいります。

二点目は、「新しい時代に対応した教育の推進」についてです。

昨年度、国のＧＩＧＡスクール構想に基づき、一人1台の端末整備と学校の通信ネットワ
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ーク環境整備を完了しております。

リモート学習などＩＣＴを活用した新しい生活・学習様式の取り組みを進めるとともに、

ＩＣＴ機器を積極的に活用した授業推進のため、スクールサポーターを配置し教職員の支援

に努めてまいります。

また、情報社会において基本となる考え方と態度を養うため、学校や家庭との連携を図り

ながら、インターネットや携帯電話の利用等における情報モラル・情報活用能力を身に付け

る指導に努めてまいります。

さらに、持続可能な社会を目指すＳＤＧｓを念頭にグローバルな視点から、共生の態度形

成を図るため、異文化理解や英語でのコミュニケーション活動をはじめ、各教科における内

容を相互に関連付けて教科等横断的な学習を進めてまいります。また、外国語指導助手（Ａ

ＬＴ）を引き続き配置し、小中一貫した英語に親しむ教育環境の充実に努めてまいります。

三点目は、「特別支援教育の推進」についてです。

各学校における取り組みの交流や研修をとおして教師の専門性の向上を図るとともに、子

ども達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、相談

体制の充実や教育・保健福祉関係機関との連携に努めてまいります。

また、よりきめ細かな支援を行うため、対象となる子どもの教育的ニーズに応じた支援体

制や学習環境を整備するとともに、通常の学級に在籍し支援を必要とする子どものために、

小中学校に特別支援教育支援員を7名配置し、個々の状況に応じた的確な支援に努めてまい

ります。

四点目は、「豊かな心を育成する教育の推進」についてです。

特別な教科道徳においては、各学校の推進体制を確立し「考え、議論する道徳」指導の充

実に努めるとともに、道徳の時間の授業を公開し、家庭や地域に開かれた道徳教育に努めて

まいります。

学校の教育活動全体をとおして行われる道徳教育では、特別活動や総合的な学習の時間な

どを活用し、自然の中での集団宿泊活動、職場体験活動、奉仕体験活動などの体験活動を推

進し、道徳性の向上に努めてまいります。

読書活動については、日頃から読書に親しむ生活習慣を推奨し、落ち着きと豊かな感性・

創造力をはぐくむ教育環境の充実に努めてまいります。

また、子ども同士の人間関係は、安心して学ぶことができる環境に大きな影響を与えます。

子ども達の日頃の悩みや不登校、いじめ等の問題行動については、早期発見・早期対応を

進める生徒指導体制の確立に努めてまいります。

さらに、心の教室相談員（スクールカウンセラー）を引き続き配置し、教育相談機能の充

実を図るとともに、子ども達の心の成長を側面から支援してまいります。

ふるさと教育については、木古内町の歴史、文化及び産業などを取り上げ、多様な体験的

活動をと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。

五点目は、「健康な体と体力の向上」についてです。

子どもが健康の大切さへの理解を一層深め、自ら運動に親しむことを通じて体力・運動能
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力を高めていけるよう、体育・保健体育の授業を充実するとともに、なわとび運動の推奨な

どの取り組みを進めてまいります。

また、望ましい生活習慣や学習習慣の定着に向けた取り組みを進めるとともに、「早寝・

早起き・朝ごはん・そと遊び」の推進を図り、家庭やスポーツ少年団等と連携した運動習慣

定着の取り組みを進めてまいります。

学校保健については、健康安全教育の推進を図るため、学校保健計画に基づく各種検診や

基本的な予防の徹底に努めるとともに、学校保健会等の関係団体と連携し充実に努めてまい

ります。

食育指導については、栄養教諭を中心に全教職員が連携・協力した食育推進体制の充実に

努めるとともに、望ましい食習慣を身につけることができるよう、学校給食を活用した指導

の充実に努めてまいります。

学校給食センターにおいては、施設の改善や衛生管理の徹底を図るとともに、栄養バラン

スの取れた献立の工夫、国内産や地元産物の活用に配意しながら、安全安心で美味しい給食

の提供に努めてまいります。

六点目は、「地域とともにある学校づくり」についてです。

保護者や地域に対し教育活動に関する積極的な情報発信をすることや学校経営に対する提

言を受けるなど、学校運営協議会（コミュニティ・スクール）の充実に努めてまいります。

安全教育については、子ども達が社会や自然の様々な危険を理解し、自らの命を自ら守り

抜くため、小中学校の学校安全計画の改善・充実に努めるとともに、警察や関係機関と連携

を図り交通安全教室や防災訓練に計画的に取り組んでまいります。

保・小・中の連携教育については、目指す子ども像の共有化を図るため、道徳教育や総合

的な学習の時間などと関連づけながら異校種間の交流に取り組んでまいります。

七点目は、「教職員の資質・指導力の向上」についてです。

質的向上を目指す校内研修への変革をはじめ、小中学校連携による研修の取り組み、教育

課程・生徒指導等に関する各種研修会への参加奨励や道教委指導主事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。

また、教職員が積極的に自己研鑽を図るため、意欲を持って取り組めるよう町独自の派遣

研修を進めてまいります。

学校における働き方改革については、教職員が健康でゆとりをもって子ども達と向き合う

ため、木古内町アクションプランに基づいた実効性のある取り組みを行い、教職員の多忙化

解消に努めてまいります。特に、教職員の在校等時間について適切な計画・記録のため、勤

務時間を客観的に把握するシステムを活用し、業務の平準化、効率化などの取り組みを進め

てまいります。

八点目は、「教育環境・教育施設の整備」についてです。

木古内小学校の部活動用備品等を整備するとともに、木古内中学校のグラウンドフェンス

改修や義務教育教材備品等の整備を行います。

小・中学校においては、校舎周辺街路灯のＬＥＤ化改修を行うとともに、校内通信ネット
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ワーク環境等の活用を進めてまいります。

また、子ども達の学校給食費をはじめ小中学校の部活動における全道・全国大会出場に伴

う経費については、引き続き全額助成を行います。教科単元テストやドリルなどの副教材に

ついては、保護者負担軽減に資するため、購入助成を充実してまいります。

なお、施設の維持管理については、安全で快適な環境づくりのため、定期的な点検を実施

し、所要の改修や設備の充実に努めてまいります。

次に、「生涯学習活動の推進」についてです。

町民一人ひとりが、生きがいのある充実した人生を送ることを目指し、生涯にわたって、

自由に学習機会を選択し、心豊かに学び合い、交流の輪を広げ、新たな生きがいを見つけ出

すことができるよう、ライフステージに応じた学習活動の環境整備が重要であります。

このため、事業計画を策定し、次の6項目について生涯学習活動を推進してまいります。

一点目は、「家庭教育と青少年教育の推進」についてです。

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。

地域子ども会やスポーツ少年団などと連携・協力しながら様々な体験活動への関心を高

め、子どもの主体性や向上心を培う活動を支援してまいります。

学校支援事業については、町民がこれまでの経験や学習成果を生かし子ども達との関わり

合いや学校への支援を通じて、地域の教育力につながる活動を推進してまいります。

また、子ども達が確かな学びの実現に向けて、生涯にわたって学び続けるようにするため、

プログラミング講座の実施に取り組んでまいります。

また、子ども達が芸術・文化にふれる機会や親子の体験活動の充実に努めてまいります。

青年教育については、青年活動がまちづくりにつながるよう、研修事業への参加奨励を図

るとともに、主体的な活動に結びつく学習支援に努めてまいります。

二点目は、「主体的に学ぶ成人教育・高齢者教育の推進」についてです。

学習ニーズに対応した趣味・教養に関わる公民館講座や地域に出向く出前講座の充実に努

めるとともに、学習情報の積極的な提供に努めてまいります。

社会参加活動については、地域の特性を生かした多様な活動を行っている地域女性会など

と連携・協力して、世代間交流や異団体との交流を推進してまいります。

高齢者教育については、高齢者の方々が仲間との交流や学習活動を通じて地域と関わり生

きがいと自立心を持ち続けることができるよう、引き続きリロナイふれあい学園の充実に努

めてまいります。

三点目は、「芸術文化活動の推進と文化財の保護」についてです。

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。

また、町民が優れた舞台芸術に触れることができるよう、芸術鑑賞機会の充実に努めてま

いります。
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文化財の保護と活用については、郷土資料館「いかりん館」における講座や展示の充実に

努めるとともに、学校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意識の

高揚に努めてまいります。

町史編さん事業については、今年度は4か年計画の最終年となることから引き続き編さん

計画に基づいて取り組んでまいります。

四点目は、「読書活動の推進」についてです。

第2次木古内町子どもの読書活動推進計画に基づき、家庭や地域、学校など社会全体で子

ども達が読書に親しむ機会の充実に努めてまいります。

また、中央公民館図書室の蔵書充実に努めるとともに、読書活動への関心を高めるための

図書室だより発行やホームページの活用など広報活動の充実に努めてまいります。

さらに、道立図書館や学校図書館との連携を図り読書の普及に努めるとともに、読み聞か

せ会などをとおして読書に親しみやすい図書室づくりに努めてまいります。

五点目は、「生涯にわたるスポーツの推進」についてです。

体力や年齢に応じて誰もが気軽にスポーツができるよう、各種大会や教室など学習機会の

充実に努めてまいります。

また、子ども達の運動習慣の定着や体力運動能力向上のため、子ども運動教室等をとおし

てスポーツに親しむ環境づくりに努めてまいります。

さらに、木古内町スポーツ協会やスポーツ少年団との連携強化を図るとともに、スポーツ

団体の各種大会や組織運営を支援してまいります。

子ども達のスポーツ大会等への参加助成については、全道・全国大会へ出場する際の保護

者負担軽減に資するよう、支援してまいります。

六点目は、「社会教育施設等の整備」についてです。

中央公民館においては、外壁・屋外建具の大規模改修や地下タンク液面計等の設置を行う

とともに、各体育施設においては、機械器具等の備品の整備を行います。

なお、各施設においては、町民が安全に安心して利用できるよう、定期的な点検や補修を

行い適切な維持管理に努めるとともに、各種計画に基づき施設の長寿命化を図ってまいりま

す。

以上、令和3年度の教育行政の執行に関する主要な方針について申し上げました。

木古内町が将来にわたって持続的に発展していくためには、地域を支える人材の育成を担

う教育の役割は大変重要であります。

教育委員会は、これからの社会を担う子ども達の健やかな成長をはぐくむとともに、創造

性豊かで調和のとれた生涯学習を推進するため、その使命を自覚し、教育の振興と発展に向

けて全力で取り組んでまいりたいと考えておりますので、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賜りますよう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。

11時30分まで、休憩をいたします。
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休憩 午前11時19分

再開 午前11時30分

一 般 質 問

○議長（又地信也君） 休憩を解き、会議を再開いたします。

日程第9 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といたします。

はじめに8番 廣瀬雅一君。

○8番（廣瀬雅一君） 8番 廣瀬雅一です。皆さん、おはようございます。

私のほうから1点、選挙公約についてでございます。

新型コロナウイルス感染症の終息がいまだ見えない中、当町の感染症対策は、大変スピー

ド感をもって様々な対策を講じてきたと思っております。しかしながら、感染症対策につい

ては、まだまだ課題が山積していると思っておりますので、今後も建設的な協議・議論を実

施する中で、施策が展開されることに期待します。

さて、選挙公約ですが、町長に就任してからもう少しで1年が経過しようとしております。

所信表明でも町長の思いをお聞きしておりますが、就任直後から新型コロナウイルス感染

症対策が最重要課題となり、町長が選挙公約に掲げている施策については、思うような進捗

が見受けられません。

そこで、下記の選挙公約に対する現在の進捗状況と課題、今後の展開について、町長へお

伺いいたします。

数ある公約の中で、私が気になった点、2点上げております。

（1）ふるさと納税を財源とした水道料金の基本料金の値下げについて、（2）ＬＥＤ水耕

栽培・陸上養殖など安定した雇用と生産の確保についてでございます。お願いいたします。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（鈴木慎也君） 8番、廣瀬議員のご質問にお答えいたします。

1点目の選挙公約について、ふるさと納税を財源とした水道料金の基本料値下げについて

でございます。

これまで、ふるさと納税の寄附額の推移というのは、議員ご存じのとおり、大きな額の寄

附者を除きまして、年平均約400万円程度となっておりました。

しかし、令和2年度におきましては、寄附の受付から配送事務など、業務委託を本格的に

開始したことや、掲載サイトの増加、商品群の充実などを行い、見込みではありますが、3,

300万円を超える寄附をいただくことができました。

ふるさと納税の使途につきましては、子育て支援や保健・医療・福祉等様々ございますが、

町長就任後、使途を定めない「町民と町長のワクワクプロジェクト」を追加いたしまして、

水道料金の基本料金の値下げを含めて様々な事業に活用できるよう取り組んでまいりまし

た。

その結果、今年度におきましては、これら使途を定めないふるさと納税が全体の約38％を
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占めておりますので、引き続き、このような使途での寄附額を増加させまして、選挙公約の

実現に邁進してまいります。

ふるさと納税については、本年度から新たにスタートラインにたち、取り組んでおります

ので、水道料金の基本料金の値下げの時期につきましては、令和3年度以降の寄附額あるい

は、財政状況も踏まえまして、任期内の実現に向け、総合的に判断していきたいと思ってお

ります。

2点目のＬＥＤ水耕栽培・陸上養殖など安定した雇用の生産確保についてのご質問でござ

います。

年間をとおして安定した雇用の生産、その確保が未来のまちづくりに向け、極めて重要で

あるとそのように認識しております。

私が公約に掲げました水耕栽培事業と陸上養殖事業の誘致についての進捗状況でございま

すが、水耕栽培については、現在まで2件の事業者から問い合わせがあります。現在、諸条

件等を整理しているところであります。

陸上養殖については、町では北海道や水産技術普及指導所、漁業者や漁協などと意見交換

や情報収集に努めました。その中でもまず漁業者が前向きに取り組みたいと要望がありまし

たウニの陸上養殖について、先進地視察を行い、調査研究を進めております。

いまは、1名の漁業者が木古内支所の取水施設で試験的にではありますが、ウニの陸上養

殖に取り組んでおります。

また、北海道から新たな養殖事業についての提案があり、現在、関係機関と協議を進めて

いるところであります。

一方、別件では民間の事業者から、養殖事業についての問い合わせもあります。

町といたしましては、全ての養殖事業についての可能性を除外せずに、農業者や農協、漁

業者や漁協と意見を交わしながら、北海道や他自治体、民間及び大学等としっかりと連携を

して、町で想定される全ての可能性を探りながら、実現に向けて一歩ずつ確実に進んでまい

りたいとそのように考えております。以上でございます。

○議長（又地信也君） 8番 廣瀬雅一君。

○8番（廣瀬雅一君） いまふるさと納税の寄附額に関して、令和2年度は年平均いままでは4

00万円だったところが約8倍増ということで、これに関しては担当課含め、行政皆さんの努

力と。あと先日、町長がテレビに出られまして、かなりアピール、町を良くしたいというア

ピールもあっての要因だと感じております。益々この辺は、増収をたどってもらえればあり

がたいかなと思っております。

それで、（1）番のちょっと深掘りした質問でございます。

このコロナ禍において、諸外国と比べ、日本の感染者が少ないのは、やはり手洗いの習慣

などが一つ大きな要因となっていると思います。これからも水道インフラは、最重要だと思

っております。

木古内町の水道整備は、道南でも古く函館に次いで整備がはじまったと伺っております。

まず、水道管の老朽化の把握状況と、整備計画においてこの基本料引き下げの影響は皆無

なのか。また、基本的に地方公営企業法は独立採算制となっておりますが、財源措置の整合

性はどうなのかと。また、渡島西部4町近隣自治体と比較しての見解。

また、当町における基本料は用途に応じて細分化となっておりますけれども、値下げに関
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して一律なのか、また用途に応じて違うのかと。これによって水道料金の決定までのプロセ

スを再質問といたします。

○議長（又地信也君） 暫時、休憩をいたします。

休憩 午前11時39分

再開 午前11時40分

○議長（又地信也君） 休憩を解き、会議を再開いたします。

（「休憩を求めます」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 暫時、休憩をいたします。

休憩 午前11時40分

再開 午前11時42分

○議長（又地信也君） 休憩を解き、会議を再開いたします。

答弁を求めます。

町長。

○町長（鈴木慎也君） 廣瀬議員の再質問でございますが、先ほど最初の答弁させていただ

いたように、水道事業の税の状況でしたり一般財源の状況、そういったものを踏まえて任期

内の実現に向けて取り組んでいきたいということですが、ちょっと質問が多岐にわたった部

分もあったんですが、これは公約としてのお約束でありますから、1日も早い実現に向けて

取り組んでまいりたいとそのように思っております。以上です。

○議長（又地信也君） 8番 廣瀬雅一君。

○8番（廣瀬雅一君） 私の再質問もちょっと深掘りしすぎた部分もありまして、逸脱したこ

とをお詫びします。

端的にふるさと納税、私は安定した財源ではないのかなと思っておりますけれども、この

辺を基本料金に充てるのはいかがなものかなという部分と、先ほど言った地方公営企業法っ

ていうのは原則、独立採算制っていうふうに伺っていましたけれども、こちらの整合性って

いうのをちょっとお答えいただきたいと思います。

○議長（又地信也君） 暫時、休憩をいたします。

休憩 午前11時43分

再開 午前11時43分

○議長（又地信也君） 休憩を解き、会議を再開いたします。

町長。

○町長（鈴木慎也君） 廣瀬議員のお尋ねにお答えいたします。

まず、1点目の水道料っていう部分がいかがなものかということであります。私が議員時

代もそうですが、政治活動の中で人口そして経済が低迷する中、この町民サービスを安心安

全に維持していくためには、やはり町としては挑戦しなきゃいけないと。安心安全を維持す
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るだけでは、衰退していくと。そういった今後、町の未来を見据えた時にそういった現状が

ある中で、でも先ほどの所信表明でも申し述べさせていただきましたが、地方交付税や財政

調整基金を切り崩したりすることなく、新たな財源を生み出す。これは何かと言いますと、

いま質問いただいていますふるさと納税というところのいま一般質問でありますので、ふる

さと納税で新たな財源を町として稼ぐなどそういった持続可能なまちづくりを進めていく

と。それで、なぜ水道料金なのかということですが、全ての町民において公平であり公正で

あるというところが1点です。

あともう一つは、なぜ水道料を下げたかと言いますと、町民のかたお一人お一人に私も職

員も議会も含めて、このままだと町民サービスが厳しくなるんじゃないかなとそのように思

っているけれども、外からの財源を集めることによって、実際に基本料を下げることができ

るとかそういった実感。町が少しずつ稼いで、持続可能なまちづくりに変わっていくんだと

そういった実感を町民のかたお一人お一人に知ってほしいなとそういった思いがこもってい

るものであります。

それで、2点目でございますが、独立採算制という特別会計でございますが、基本的には

そうですが、町民の皆様とお約束した政策という部分で、ここはふるさと納税の財源を活用

して先ほども答弁させていただきましたが、しかるべきタイミングに公約を実行できるよう

に1日・1日邁進してまいりたいとそのように思っております。以上です。

○議長（又地信也君） 8番 廣瀬雅一君。

○8番（廣瀬雅一君） 町長の思いは十分わかりました。ただ、企業会計であり地方公営企業

法というものがあると思うんです。この辺の見解というのがそちらはどうお考えなのかとい

うことなんですけれども。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（鈴木慎也君） 町といたしましては、問題なく対応できるとそのように思っていま

す。

○議長（又地信也君） 8番 廣瀬雅一君。

○8番（廣瀬雅一君） 町長の思いもわかりました。料金引き下げには反対はしません。ただ、

課題が多くハードルも高く、かなりあれかなと思っております。ただ、このことに関して将

来に禍根を残さず、将来の子ども達に負担のない方法で実施するよう要望しておきます。

続いて（2）番の再質問でございます。

先ほどの答弁で、ある程度先行きが見えるかなっていうような思いもございます。

ただ、ＬＥＤ水耕栽培・陸上養殖は、開発企業・参入企業にとっては機密事項もあります

ので、当町での地場環境を作り、継続発信することが誘致にもつながっていくと思います。

私も町議議会議員に就任後、一般質問では何度も企業誘致関連質問を行いました。今後も

継続したいと思っております。

そこで、町長に確認ですけれども、昨年4月17日の朝刊で「町の将来像を両候補に聞く」

と題してのインタビューの中での返答で、「細かいニーズを聞いて支援策を講じます。その

上で、発光ダイオードによる水耕栽培・陸上養殖を進めていきたい。企業誘致はそのあとで

す。」という掲載されておりました。いま一度、町長の企業誘致に対する思いを伺いたいと

思います。

○議長（又地信也君） 町長。
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○町長（鈴木慎也君） 廣瀬議員のお尋ねにお答えいたします。

昨年、令和2年の4月17日の朝刊の記事の件でございますが、まず想定としまして町のいわ

ゆる単独ではないんですが、一運営者として事業者としての考えを最初に私も思っていまし

た。ただ、企業誘致そして業種を絞ることによって、様々な会社さんから企業誘致を当町で

して、可能性を探るといま問い合わせが増えておりますので、まずは民間からいただいたそ

ういった問い合わせを優先的にクリアして、結果につなげていければいいのかなとそのよう

に思っています。想定では、ここまで問い合わせが来るものだと思っていませんでしたので、

ある程度町で実験をはじめたり独自性をもって進んでいかなければいけないのかなとそのよ

うな覚悟でおったんですが、いまのところ民間事業者さんから問い合わせが増えております

ので、あくまでも企業誘致という形で、進めてまいりたいといまはそのように思っています。

○議長（又地信也君） 8番 廣瀬雅一君。

○8番（廣瀬雅一君） 先ほども言いました、先行きが見えた部分と町長の答弁を聞きまして、

安心した部分もあります。

最後に、これもちょっと質問と逸脱しているかもしれませんけれども、公約の中で「いま

と未来を守るために挑戦する町政」と記載されております。木古内町の最上位計画である第

6次振興計画へその思いと中間検証を踏まえた中で、このコロナ禍情勢が変わっております。

また、先ほど執行方針にもありました「社会構造がめまぐるしく変わっている」というこ

とで、見直す予定はあるのか、また公約の優先順位があるのか、その辺をお聞きしたいと思

いますけれども、どうでしょう。

○議長（又地信也君） 暫時、休憩をいたします。

休憩 午前11時51分

再開 午前11時52分

○議長（又地信也君） 休憩を解き、会議を再開いたします。

町長。

○町長（鈴木慎也君） 廣瀬議員の再質問のお尋ねでございますが、選挙公約につきまして、

優先順位はあるのかとそのお尋ねに対してでございます。

全ての政策というのは、私の思いもありますが、業界でしたり町民のかたのそれぞれの思

いがあると思っています。それで、それぞれのかたからすると、全部が優先されるものだと。

それを政策としてまとめさせていただいたということでは、全ての政策が重要度が高いと優

先的にやらなきゃいけないというまず基本的な考えがあります。ただ、現実的に制度設計だ

ったり財源でしたり、あと新たにはじめる新規の事業、今回も何点か上げさせていただきま

したが。あと、いままで継続していたものを制度設計を変えてやっていくとか、様々考えま

すと優先順位を付けるわけではないんですが、やはりスピードを持って達成できるものと、

今回のふるさと納税を集めた水道料金のように、ある程度の財源が必要となるものは、時間

がかかってしまうと事実だと思いますが、全ての公約が達成できるようにやはり私としては

全力で、全てにおいて全力で、取り組んでいくとそういった気持ちであります。以上です。

○議長（又地信也君） 8番 廣瀬雅一君。

○8番（廣瀬雅一君） まずはじめに、再質問の内容がちょっと多岐というか逸脱していた部
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分もございました。そちらのほうは、取り下げます。6次振興計画に関してもそちらは、違

う場面でお聞きしたいなと思っております。

町長の選挙公約に対する思いというのは、いまの段階で十分確認いたしました。その公約

を達成するために、我々議員と建設的な協議をして、進めて実現に向けてほしいと思い、質

問を終わります。

○議長（又地信也君） 8番 廣瀬雅一君の一般質問を終了いたします。

昼食のため、1時まで休憩をいたします。

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。

午前に引き続き、一般質問を続けます。

1番 平野武志君。

○1番（平野武志君） 1番 平野武志です。

鈴木町長が就任してから、まもなく1年が経過しようとしております。冒頭、廣瀬議員か

らも挨拶ありましたとおり、この間、新型コロナウイルス感染症との戦いが続き、新体制で

の船出は大変厳しいスタートであったと思います。そんな中、町民や事業者を守るためのコ

ロナ関連事業の取り組みでしたり、また鈴木町長の持ち前の明るさでの雰囲気作りや、また

ＳＮＳを通じた新しい形での情報発信などなど、全力で取り組んでいる姿には敬意を表しま

す。

そしていよいよ、一からの予算編成がこの令和3年度からです。期待できる新たな政策も

ございますが、所信表明と比べると若干物足りない部分も感じましたので、その部分を一般

質問の中で伺っていきたいと思います。

私自身、鈴木町長への一般質問ははじめてとなりますので、町長のテーマでもある全力挑

戦に沿った答弁を期待いたしております。

それでは、項目を読ませていただきます。

1項目目です。令和3年度町政執行方針の具体的内容について。

例年3月定例会に示される執行方針は、町政を担う町長が1年の目標を定め、町民のために

取り組んでいくという表明であるため、当然その年の予算と整合性があるものと認識してお

ります。

全ての項目が重要であり、様々お聞きしたいところではございますが、私自身が特に注視

する下記の4点について、お伺いいたします。

（1）第6次木古内町振興計画は、当町における最上位計画と位置付けておりますが、この

計画は、前町長時代に策定した計画でございます。新しい町長として新規の計画作成や、ま

た中身の変更をする考えを持っていないのかどうなのか、これが1点目でございます。

（2）新規事業につきましては、ふるさと納税次第とも捉えられる表現であり、歳入とし

て確定することができない財源では、新たな事業展開につながらないと思いますが、町長の

見解を伺いたいと思います。

また、そのふるさと納税の中で、特産品認定制度を新たに創設すると記載しておりますが、
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この制度に係る詳細と見解もあわせてお伺いしたいと思います。

（3）町有林の伐期については、平成31年の一般質問で、毎年5ｈａ以上の皆伐を進めて、

50年後の平準化を想定するとの回答でございましたが、その計画と方針に沿う予算計上を今

回されているのかどうなのかお伺いします。

（4）でございます。これまでも数多く人口減少については、私も質問してきましたし、

鈴木町長も議員時代から特に力を入れている分野だと思いますが、その対策については歯止

めがかからない状況では、収入の約半分を占める地方交付税の見通しも非常に厳しい試算を

せざるを得ない状況だとこのように執行方針の中では記載しております。

さらに、第2期木古内町まち・ひと・しごと創生総合戦略をもとに事業を展開していると

ありますが、これも先ほどの振興計画と一緒で、前町長時代に作成したものであり、内容に

つきましては分析がメインとなっており、目標数値を掲げてはいますが、未達成の項目が多

数です。常任委員会でも様々な意見が出され、その際に内容を見直していくという答弁があ

りましたが、その後、見直された変更案も示されておりません。計画に掲載している以上は、

結果が伴う施策実行が求められます。特に、以前から提案している移住・定住対策について

は、具体的な施策展開し、挑戦していくべきだと思いますが、町長の見解をお知らせくださ

い。

○議長（又地信也君） 1点目、答弁を求めます。

町長。

○町長（鈴木慎也君） 1番、平野議員のお尋ねにお答えいたします。

1点目のお尋ねでございますが、第6次木古内町振興計画は、平成26年に策定し平成35年、

令和5年でございますが、10年間のまちづくりの指針として、官民協働で策定されました。

計画にあたりましては、まちづくり委員会を開催いたしまして、民間委員の意見を取り入

れて協議し、取りまとめたものでございます。

基本構想や基本計画は、第7次の振興計画策定において、改めて決定されることとなって

おります。

また、具体的な施策であります実施計画につきましては、毎年度ローリングして見直しを

実施しております。今後も、新たな事業の展開があった場合は、随時見直しをしていくとい

うことになります。

2点目のお尋ねですが、新たな事業については、国庫補助及び地方債など特定財源の充当

そういったものを優先的に検討しつつ、ふるさと納税していただいたかたの思いを施策に反

映させてまいりたいとそのように思っております。

そして次に、特産品の認定制度でございます。

北海道新幹線及び道の駅の開業に伴い、多くの観光客が当町を訪れるようになりました。

それにあわせて、町内事業者も特産品の開発や販売を積極的にしておりましたが、特産品

としての基準が明確ではなかったということで、今回改めて「木古内ブランド特産品認定要

綱」を定め、特産品として登録するための根拠を明確にした上で、町の特産品としてしっか

りとＰＲし、町の認知度の向上をはじめ、上品質の特産品「木古内品質」としてのブランド

化を目指してまいりたいと考えております。

特産品として認定された商品には、認定証と町の公式ステッカー、こちらはシールタイプ

のものとデータでもということで考えておりますが、あわせて交付をし、商品に貼っていた
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だくことで、一目見て木古内町の特産品だとわかるようにしていく予定でございます。

また、ふるさと納税の返礼品にも適用いたしますので、事業者の皆様には多くのアイデア

を出していただき、一品でも多くの木古内の特産品が認定されるものと考えております。

3点目のお尋ねでございます。

令和3年度につきましては、木古内地区で8.8ｈａ皆伐を予定しております。今後について

も多少の増減はあるかと思いますが、概ね同規模の予算を毎年計上していくとこのような予

定となっております。

4点目のお尋ねでございます。

木古内町まち・ひと・しごと創生総合戦略については、毎年度、評価・検証を行い、都度、

変更を行うこととしております。

今年度は、3月今月ですが、今月に開催を予定している次回策定推進委員会において、変

更素案を提示して修正を予定しております。

移住・定住対策は、様々な政策の総合力であるとそのように私は認識しております。

現在、企業誘致による雇用の場の確保とともに、子どもからお年寄りまでが安心して生活

できる環境を整えるために、下水道の着実な整備など、住環境整備を進めております。

当町にとりまして、いまがチャンスであるとそのように認識しておりますので、いままで

のプロセスをしっかりと踏まえた上で、町有地の利活用等、大胆な移住・定住対策の政策実

行に向け取り組んでまいります。以上でございます。

○議長（又地信也君） 1番 平野武志君。

○1番（平野武志君） まず、内容の再質問に入る前に、鈴木町長とは議員で5年間ともに活

動をしてきました。その際に、一般質問等々をお互いに協力しあう部分もあり、協議しあう

中で、行政側の答弁について若干丁寧ではなかったり、的を得ていなかったりする部分が多

いよねっていう話もした記憶があるんですけれども、議員の立場になった時にきょうの町長

の答弁は、それらをクリアして答弁書ができたとご自身では思いになりますか。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（鈴木慎也君） 平野議員の再質問というか、私自身の気持ちはどうなんだという部

分かと思います。答弁をするという責任感とそういったものを重責の重さというのは非常に

感じておりますが、その中でもやはり議員の皆様と町を良くしたいという思いは一緒なわけ

ですから、私としては全てにおいて全力でやらせていただいていると。その中で、答弁も一

生懸命全力でやるとそれが基本だと思っております。

○議長（又地信也君） 1番 平野武志君。

○1番（平野武志君） 実際、答弁いただいている言葉、表情を見る中で、全力で取り組んで

いただいているのは感じたわけでございますが、本人のしっかりとした思い、言葉を聞きた

くこのような質問をさせていただきました。

答弁内容については、当然ながら考えの違いもあるわけですから、私の思っていることを

行政もしっかり理解し、同じ考えを持っている部分もあれば、当然答弁の中ではそうでもな

い部分もありますので、今回は特に考えの違いがある部分について、時間も限られている中

で、再質問していきたいと思います。

まず、（1）番の振興計画についてでございますが、町長おっしゃるとおり、これまで過去

10年計画のうちの7年目でしょうか、これまでも様々変更の事業があります。当然、ローリ
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ングしている部分もあります。そこについては、町長が代わる以前から振興計画という大事

な計画に沿って進む以上、変更を常に協議して毎年変えていると言いながらも、提示された

ことないんです。その資料をこれまで提示されていなかったもの、まずはそれを我々議員に

も変えているものを資料として提示していただきたいとそのことについて、まずお伺いしま

す。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（鈴木慎也君） 平野議員のお尋ねにお答えいたします。

まさにおっしゃるとおりだと思っております。令和2年は17事業、そして令和3年度につき

ましては5事業、ブラッシュアップの追加をしております。いままで変更した部分のお示し

というのは、していなかったというのは事実でございますので、ただ資料としますと膨大な

ものになりますので、一定程度資料を整理したものを議員の皆様にお示しできるようにちょ

っと協議を進めていきたいなとそのように思っています。

○議長（又地信也君） 1番 平野武志君。

○1番（平野武志君） 資料を提示していただけるということで、それはもちろん全ての振興

計画の計画作っている最中の資料も我々も協議しましたけれども、それが全部の資料となる

と膨大なのも理解しますので、しっかりと要点をまとめて、ローリングだとかの事業の変化

があるものについて、まとめたものを提示していただきたいと思います。本来は、それを提

示していただいたあとに、振興計画の見直しということを一般質問でするのが適切だと思い

ますけれども、今回は変えている資料がないものですから、私は町長の思いとして、以前作

られた計画を新たな意気込みで臨んだ町長がしっかり計画も含めて変えるんだとそういう気

持ちがないのかということで、質問させていただいたんですね。答弁の中で、「官民一体」

で作られたと。官民一体で作られたものを後任の町長としてしっかり突き進めるんだという

ふうにも聞こえたんですけれども、まさに鈴木町長は官民の民から、まさに総意を受けて新

町長になったわけですから、どのような冒頭の廣瀬議員の一般質問ではありませんけれども、

様々な施策や思い、若い力への期待がある中、そこを踏まえた上で民とともに再度、振興計

画を先駆けて作ると。3年まだありますけれども、作るという思いが私はあってもいいんじ

ゃないかと思って聞いたわけです。そのことについての答弁をもう一度いただきたいと思い

ます。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（鈴木慎也君） 平野議員のお尋ねにお答えいたします。

なぜ最重要計画なのか、最大の計画なのかというと、やはり官民という町民一人ひとりの

委員のそういった思いが入っていると。そういったところからも上位に大切にするべきだろ

うというふうに私個人思っているところがあります。

そして、いわゆる振興計画の中は、展開すべき政策というのは、現行の振興計画において

もおおよそ網羅されている部分があります。ただ、具体的な施策につきましては、実施計画

に反映させて基本構想における基本目標の達成に向けて、取り組んでいくということであり

ます。以上のことから、次の第7次がまた新たなスタートとなるわけですが、いまの6次にお

きましてもしっかりとローリングをしながら、基本的なまちづくりというのは、首長が代わ

ったからとかではなくて、基本的に木古内としての大きな指針というのは、やはり私はそれ

は大切にすべきだと思っております。以上でございます。
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○議長（又地信也君） 1番 平野武志君。

○1番（平野武志君） まず、現段階での町長の考えはわかりました。しかしながら、7年前

に官民一体で作られたのが時代背景もありますし、時代の変革もある中、7年経ったいま官

民で共同では作られたものの、いろいろ変わっている部分もあるから作り直そうっていうこ

とに対して、いやいや私達がきちんと考えたのに反対しますっていうことにはならないと思

うんです。しかも、やはり新町長に期待する以上、やはり随時今回の執行方針でも6次の振

興計画に沿ってと。どうも先人をしっかりと引き継いでという気持ちはわかりますけれども、

どうも色が出ていないんじゃないかなと感じたわけです。そういう意味から、この振興計画

の作り直しということを言ったわけですけれども、いまの答弁を聞いてお金もかかることで

すから、それをしっかり変更は出していくっていうことで理解したいと思います。

（2）番に移らさせていただきます。

これは、若干廣瀬議員の一般質問とも被る部分ではあるんですけれども、要はふるさと納

税の歳入を充てにした事業の展開をしていくという記載の仕方なんですよ。予算書を見ても

ふるさと納税というのは、歳入としては充てにできないという、いくらくるのか実際やって

みないとわからないという観点から、予算の計上ってしていないんですね、歳入のほうに。

そんな中、言葉とリンクしないと思うんです。毎年毎年、ふるさと納税の歳入をゼロにす

るとしたら、どうなんですか。前年のふるさと納税の金額をもとに新規事業に取り組むとい

うことなのか、私はしっかり去年の実績があるのであれば、新年度の予算にも歳入としてし

っかり載せて、それではじめてこのふるさと納税の歳入を充てにどういう新規事業を作るっ

ていうのであれば、このような質問にはならないんです。意味ちょっとわかりますか、伝わ

りますか。ですので、ふるさと納税を充てにした事業へ取り組むっていう言葉については適

切じゃないと思ったので、この質問をさせていただきました。しかも、いまの（2）番の答

弁は、より何か消極的な回答になったと私感じました。

それで、結局新規事業については、内容の重視よりも補助金や地方債などの充当がありき

というように聞こえたんですけれども、そこの部分の考え方についてももう一度お聞きした

と思います。これまでも福祉・教育・人口減少対策、様々な新規事業については、全てがこ

の補助金や地方債を充てにしてきたわけではないと思います。やらなきゃない事業について

は、そういう起債等々を関係なくやらなきゃないものも発生してくるので、いまの答弁です

とそういうのがなければ新規事業はできないとも聞こえたんです。その辺をもう一度、考え

をお聞かせください。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（鈴木慎也君） 平野議員のお尋ねにお答えいたします。

ふるさと納税の納税額が伸びなかった場合、新規事業は断念するのかとそのような趣旨の

ご質問かと思います。私の思いといたしましては、納税額の金額にかかわらず、新規事業の

必要性が優先して検討されるべきだと思っております。事業の効果、対象の範囲、政策の優

先度度合いとまた振興計画における位置付け、様々なことを踏まえて新規事業の展開を検討

していきたいと思っております。

また、当初予算書にいわゆる登載していないんじゃないかという部分でございますが、総

務省の指導もありまして、歳入という部分ではそういったベースになっております。

一応、令和2年度から納税額がお陰様で増えたということもあり、12月にだいたいの寄附
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額の目安が把握できましたので、それらを令和3年度の予算書に基金に一度いれて、それか

ら予算書に登載していると。それが、予算の説明資料の9ページにも書いているとおり、10

の事業、新規が4件とそういった実情になっております。以上です。

○議長（又地信也君） 1番 平野武志君。

○1番（平野武志君） いま最初の3行ぐらい、すごい良い答弁したじゃないですか。「ふるさ

と納税にかかわらず、新規事業として必要な施策については、しっかりやると」、その言葉

を執行方針に書いてほしかったんです。やはり捉え方としては、当然公約のふるさと納税を

ということもおっしゃっていますし、そのことを頑張りたいという気持ちは大いにわかりま

すし、我々議会も過去数年にわたりふるさと納税の取り組みについてはいろいろ協議してき

たわけですから、しかし書き方として「ふるさと納税を充てにする」っていう表現の仕方は、

今後もやはり訂正したほうがいいと思います、私は。それを申し述べておきます。そこにつ

いてもう一度聞きたい、返事をいただきたいのと、あといまの（2）番の特産品認定をする

と。これ私もちょっといろいろ過去に調べてみたんですけれども、大きなと言いますか都道

府県単位あるいは自治体規模が大きな市・都では、とんでもない特産品の数がある中で、本

当に絞ったこの認定制度を用いているところもあるんですね。しかしながら、木古内規模の

少ない人口規模あるいは特産品の規模も少ない中で、このような制度を取り入れている事例

ってちょっと探せなかったんです。そのような事例を既に学ばれて、ここに至ったのかどう

なのか。学んだのであれば、その事例をちょっと教えていただきたいと思います。というの

が、数限られている特産品の中で、この特産品認定とわざわざステッカーなのかふるさと納

税に使うのかわかりませんけれども、自己満足の世界になっちゃわないかなと思って心配な

んですよね。企業の数もしれている、商品もしれている、じゃあ一部の企業だけを取り入れ

て認定するのか、じゃあもう一つの企業は認めてもらえないのか、田舎であればあるほどそ

ういう不公平感も出てくる可能性もある。そういう観点からいくと、申請してきたもの全部

認定しなきゃならないと。じゃあここの町は、認定っていうのが特別なわけではなくて、全

部認定しているんだよねっていうふうにもなりかねないと思うので、そのような質問、趣旨

としてはそういうことでございます。お聞かせください。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（鈴木慎也君） まず、2点目の特産品認定制度に関わる再質問について、お答えいた

します。

基本的には認定書のステッカー、若しくはデータを発行する関係で、全ての事業者に申請

をお願いしたいなと思っています。これは、先ほども答弁させていただきましたが、ふるさ

と納税の返礼品確保に向けても一定程度、商品のラインナップは必要であると判断している

ところがあります。そして、いま現在、特産品のいわゆる要綱というものを作成しておりま

す。これもまだ案でございますので、これから詰めていくことになりますが、基本的には木

古内町で例えば収穫及び生産された商品でありますとか、北海道そして木古内町の知名度向

上ですとか、収穫の向上につながるものとか、様々な基準を設けていきたいと思っています。

そして、町として特産品に令和3年度から新制度を作るという部分の思いは、いままで特

産品と呼んでいたものの明確な根拠となるものがなかったというところと、あと今後ふるさ

と納税も含めて、さらに木古内の美味しい食べ物が特産品として世の中に出回るとそういっ

た意味では、しっかりとした品質のものを納税してくれたかた、若しくはお金を出して購入
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してくれたかたにお届けしなきゃいけないとそういった品質の部分からもこの制度が必要だ

ろうとそのように思っています。

また、同規模の町での事例という部分でのご質問かと思いますけれども、様々町と言うよ

りも私は市で制度化しているところがたくさん全国にそれぞれあります。そういったところ

を参考にしながらも、ただ木古内の現状にあった制度をしっかりとして、木古内の特産品を

さらに世の中に出してＰＲしていきたいとそういったものでございますが、そのような答弁

でよろしいでしょうか。

○議長（又地信也君） 1番 平野武志君。

○1番（平野武志君） ブランド化について、これまでもしっかりとブランド化をされていな

いというような言葉もありましたけれども、それがはたして適切なのかどうなのかちょっと

疑問符はあるんですけれども、ここの詳細、私も商工会に携わっている者ですから、農業者

の議員のかたもいらっしゃいますし、この制度についてはここでも限られた時間の中でちょ

っと文言としては足りないので、質問としては終えたいと思います。また、予算委員会であ

ったり、このあと明確な資料を含めた提示があった時に、追加で議論したいと考えておりま

すので、その際はよろしくお願いいたします。

（3）番に移らせていただきます。

答弁といたしましては、過去の常任委員会で私は5ｈａ以上の皆伐を進めていくと50年後

に平準化になるという説明だったんですけれども、それを超えて今回は8.8ｈａの皆伐を予

定ということで、当初説明していただいたよりもことしは多くやるんだよということなんで

すけれども、執行方針を見ると伐期を迎えるスギが450㎡あるということで、常任委員会で

聞いた時よりも数字が多くなっているような感覚あるんですけれども、はたして8.8㎡で50

年後の平準化っていうのをラインに乗っているものなのか、あるいは年数を変えているもの

なのか、計画の状況についてもう一度詳しく教えていただきたい。

それと、常任委員会の時は持っていた町有林全てを対象に調査をし、計算式だったんです

けれども、このたび私有林の寄附をいただいて、また大きく町有林の規模が増えたと思うん

です。そこもしっかりといれた中の計画を取り組んでいるのかどうなのか、その答えがきょ

うの答弁だったのかもあわせてお聞かせいただきたい。

○議長（又地信也君） 平野議員、平米って言っていましたけれども、ヘクタールですので。

1番 平野武志君。

○1番（平野武志君） 平米と言いましたけれども、ヘクタールの間違いでございました。申

し訳ございません。

町長。

○町長（鈴木慎也君） 平野議員のお尋ねにお答えいたします。

議員質問のとおり、寄附された山林も含めて、計画を変更してございます。その上で、8.

8ｈａと言うことで、計画を変更してございますので、平準化させるには年数がかかります

が、約50年後には平準化になる想定ということで、計画を練り直して事業を進めているとこ

ろでございます。以上です

○議長（又地信也君） 1番 平野武志君。

○1番（平野武志君） わずか数か月前にいただいたのを、既に入れ込んだ中で計画を立てて

いるということで、素早い仕事だなと感心しております。その計画について、後ほど資料と
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して我々議員にも示していただきたいなと。過去には常任委員会で調査でまわったわけです

から、その資料をお願いして、（3）番は終わりにしたいと思います。

（4）番が一番時間かかる中身に深入りしたいなという案件だったんですけれども、時間

がちょっと厳しくなってきたので、端的に聞きますけれども、町長の答弁は時間関係ないで

すよね、長くてもいいです。

まず、「まち・ひと・しごと戦略」これを常任委員会でやった時には、まだ鈴木町長も議

員だったと思うんですけれども、その目標値、成果については、全然届かない部分があると

いうことは町長も理解していると思います。これは、過去に新井田議員もこの「まち・ひと

・しごと」については、一般質問したことあると思うんですけれども、その際もしっかりと

中身を見直して目標数値も含めて、内容を精査して変えて提示するっていうお言葉いただい

た記憶あるんですね。その後、内容を精査した中身をまずは我々いただいていないと。

また、このあと変更をいろいろしていくと言いますけれども、これまでの変動してきた経

過と今後の変動については、しっかり報告をしていただきたい。一番大事なことは、その目

標数値に届かなかった部分をどうやって届かせるために、施策として反映させるかっていう

ことだと思うんです。鈴木町長の答弁にありましたとおり、「大胆な移住定住政策の実行に

向けて取り組む」と言ってはいますが、じゃあことしの新年度予算でどうなんでしょうかと

なると、残念ながら人口減少対策移住定住については、深い新しい政策が出ていなく、そこ

はちょっと残念に思っている部分なんですけれども、先ほどの答弁のお言葉と実際次年度の

予算に反映されていない部分についても考えをお聞かせいただきたいと思います。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（鈴木慎也君） 平野議員のお尋ねにお答えいたします。

議員から先ほどと同じようにいただいたご意見、内容を整理した資料をしっかりとお示し

すると。透明性のあるスピード感のある行政というのは、やはり議員の皆様にある程度資料

の一つにしても提供しなければいけないと思っておりますので、内部でしっかりと協議をし

てしかるべきタイミングで報告させていただきたいとそのように思っております。

また、移住定住に関する大胆な移住定住対策という部分で、新年度予算に登載がされてい

なかったという部分の質問かと思います。現在、町では宅地に適した町有地を想定しており

ます。これは、新年度予算を計上しなくても、いま町に宅地として活用できそうな町有地、

そういったものをいま想定して大胆な移住定住対策をいま検討しているところでございます

ので、といった以上の理由から新年度予算には、例えば土地の購入ですとかそういったもの

が計上されなかったとそういったことでございます。

○議長（又地信也君） 1番 平野武志君。

○1番（平野武志君） いま現在、町長に就任してから取り組んだ事業としては、この新年度

予算に間に合わない事業もあるのかなということは理解します。したいがいまして、いま言

われたことは計画事業の中身が精査されたあとに、ことしの途中でも補正になるものなのか、

新年度として事業として反映されるのかわかりませんが、先ほど町長のテーマでもあります

「常にスピード感を持って」という言葉もありますので、この切羽詰まった人口減少対策に

ついては、もう少しでも早く取り組むようにお願いを申し上げたい。

それと、それはいまは新しい施策を展開する場面ですけれども、過去に町長が町に提言し

ていた施策です、人口減少対策。特に通勤者への支援でしたりだとか、あとは私が移住者に
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対するいろいろな補助政策を提案した際も、当時の鈴木議員は賛同していただいていたと思

うんですけれども、そういう部分がなかなか予算に反映されていない、事業として発動され

ていないっていう部分についてはいかがでしょうか。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（鈴木慎也君） 平野議員のお尋ねにお答えいたします。

移住定住と言いますのは、本当に重要なテーマだと思っております。木古内町のこの町の

地理的条件ですとか、あと分析されたデータ、そういったものをいろいろと考えた結果、や

はり移住定住のニーズはどこにあるんだろうかとそこをやはり町として打ち出していかなけ

ればいけないと思っております。基本的には3本の柱となるようなニーズがあるのではない

かと思っております。

まず1点目は、過去に私も議員で質問しましたが、ベッドタウンという部分のニーズです。

約500人が周辺の市町村から通勤している状態にあります。これらは、何を重視するのか

と言いますと、子育てだったり、高齢者の支援でしたり、交通の利便性、スーパーや病院だ

ったり生活の利便性、そういったものをニーズとして考えた時に、ベッドタウンの一つの可

能性としてあるかと思います。

二つ目でございます。二つ目は、いわゆる企業誘致、そして企業人材のニーズ、これも地

域おこし協力隊の漁師募集というのもこれらに含まれてくるかと思っています。これらは、

農家や漁業の一次産業ももちろんですが木古内の大自然、そういったものを考えた時に都会

からのそういった魅力あふれるこういった地方に来たいんじゃないかとそういったニーズが

あるかと思っています。

三つ目のニーズがいわゆるリゾートのニーズだと思っています。これは、いわゆる季節に

よって釣りをしに来たり、様々なかたがいるかと思いますが、いま町内である一定程度の別

荘、そういった建物があることも一定程度は把握しておりますので、そういったものを全部

含めて、どういった移住定住対策をしていくのかと。これも企業誘致と同様、期間も集中さ

せ、移住定住のいわゆるどういったかたのニーズなのかそういったものもしっかりと絞って

いきたいと思っています。ただし、新年度予算になぜ反映されていないかということは、い

まあるまず町有地、宅地に適した町有地を上手く利活用するという考えのもとで予算計上は

されていませんが、基本的な私の移住定住に考える以上の3本の柱と言いますか、そういっ

たものを大切にして今後、政策実行に向けて取り組んでいきたいと思っております。

○議長（又地信也君） 1番 平野武志君。

○1番（平野武志君） 再質問に対抗するしっかりとした「3本の柱」という言葉と、町長の

おっしゃっている移住定住に人口減少対策に関する考えは、いまの答弁完璧だと思います。

ただ、今回もことしの新年度予算の移住定住のＰＲの費用も前年同様でございます。

議長、いますぐ答弁求めないで次のに入りますので、あとひとことだけお話させてくださ

い。この「まち・ひと・しごと」の部分の達成できていなかった部分をどう改善するか、空

き家バンクであったり、移住定住の数値であったり、これまでも木古内町は十数年にわたり、

人口減少対策で様々な施策を展開しているんです。教育関係、子ども達の給食費無償もどっ

ちかと言えば早いほうにやりましたし、それがしっかりと移住定住のＰＲにつながっていな

いから、結果が伴っていないってことなんですよ。まずは、お金をかけるばっかりではなく

て、いまやっている取り組みでしっかり移住定住に結果に結びつけるっていう行動をしっか
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り研究して取り組んでいただきたいと思いますので。それで、時間になりましたので、1項

目目終わりたいと思います。

それでは、2項目目に入りたいと思います。

水産業における観光振興と連携した取り組みについてでございます。

今年度は「水産業元年」との見出しを掲げ、漁業者チャレンジ応援補助金の創設をはじめ、

町長が水産業に力を入れているという姿勢を示してきました。これまでも陸上養殖チャレン

ジの公約や全国へ漁業者募集など、期待が高まる取り組みを公言、そして実行していること

と思います。

今後も水産業の発展を目指すためには、視点を変えた効果的な事業を展開することも必要

であり、観光事業と連携した取り組みは、町内観光の発展も期待できる事業であり、漁業者

の収入確保をあわせ持ったプロジェクトと考えます。

そこで、下記の3点について、現状と町長の見解をお伺いいたします。

（1）体験観光で実施しているウニ取り・殻剥き体験の取り組みに対する進捗状況をお聞

きいたします。

特に釜谷漁港は、町内唯一の遊漁船を停留できる漁港であり、マリンパーク化を進め、町

内の観光スポットへ展開するべきと考えます。

また、幸連地区の長磯を平磯とも言いますが、活かした観光事業を実施することにより、

観光客や海水浴客で賑わう木古内町を目指すべきと考えます。補足なんですけれども、これ

はあくまで観光がメインではなくて、観光を活かしてその観光客に活用って言いますか協力

いただいて、漁業者へのプラスアルファを目的とするっていう意味のほうが重要性として私

は高いですから、申し添えておきます。

（2）番でございます。釣り人との資源共有について。

漁業者と同様に釣りを好む方々は、海や川を愛しています。

資源の確保や環境美化の観点から、ルールやマナーを共有する取り組みを行うべきだと考

えます。

また、釣り人を積極的に誘致する町として取り組んではいかがでしょうか。

町内外のマリンクラブを中心に「海を愛し資源を守る会」、あくまで仮称ではございます

けれども、このような会を結成して賛助会員を募り、例えば年に1回の特産品を送るなどの

取り組みをすることによって木古内町は、釣り人のこともしっかり考えるし、海のこともし

っかり考えているということをアピールして、そのことによってマナーの向上や資源の確保

につなげるという取り組みも私はできると思っています。

（3）漁業者への直売所の提供について。

名前出してしまっておりますけれども、キコリロさんを参考に漁業者の方々にも直売所を

設ける施設を検討するべきではないのかなと思います。

単独でこれまでもいろんな海岸線の通りに海産物の販売所という直売所みたくして単独で

やっているところありますけれども、なかなか単独で成功している事例ってないんです。や

はり共同の施設があったところのほうが成功している事例が多いと思うことから複合化、例

えばキコリロさんですとか、ほかの施設とも考えた併設をしていくことが理想だと思います

ので、そのこともお伺いいたします。以上です。

○議長（又地信也君） 町長。
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○町長（鈴木慎也君） 1番、平野議員の質問にお答えいたします。

1点目のウニ取りを活用した観光資源の取り組みについてですが、平成29年と平成30年度

にウニ取り体験と殻割体験というものを試験的に行いました。

令和元年度からは、木古内まちづくり体験観光推進協議会のメニューとして実施しており

ましたが、令和2年度はコロナの影響で受け入れはありませんでした。今後は、個人向けメ

ニューとしても検討したいと思っております。

次に、釜谷漁港のマリンパーク化のご質問でございますが、漁港の本質は、漁業者が漁業

活動を行う施設であるということでございます。釜谷漁港のマリンパーク化を検討するには、

漁業者が活用していないスペースがあること、それがまずはスペース上の前提となると思っ

ています。加えて、漁協がいま現在養殖事業の計画を持っていることから、課題が多いなと

感じております。しかし、実現可能性について、これはしっかりと調査をしていきたいと思

っております。

また、幸連地区の長磯の活用につきましては、木古内町の長く続く磯は他の地域にはない

大変貴重なものであると私もそのように認識しております。

開放する上で駐車場やトイレ、そして水道の設備、監視人などの費用の問題がありますが、

海に入る機会が減っている子ども達の遊び場・学び場としての可能性は非常にあるんじゃな

いかとそのように私も感じておりますので、インフラ整備費用、そして漁業権などの課題を

整理して、漁組や関係機関と協議していきたいなと思っています。

2点目の釣り人との資源共有についてですが、私は就任直後から町の水産業の立て直しを

図ることこれを目標に掲げております。

その中で、水産業元年と位置付け新たな制度の創設を行うなど、とりわけ町の水産業の発

展に全力を尽くしてきました。まずは、漁業者の所得向上を図ることが私の使命であるとそ

のように思っています。

水産資源の維持、そして確保のためには、漁獲サイズや数量の制限というものは必要不可

欠であります。漁業者には、制限のかかっている魚種等がありますが、遊漁船には一部の制

限しかかかっておりません。そのため当海域では、遊漁団体と漁協が協定を締結しておりま

すので、ルールやマナーを守っていただくよう改めてしっかりと周知していかなきゃいけな

いとそのように思っております。

釣り人の積極的な誘致につきましては、自然が多く残るこの木古内町ですから、自然との

触れ合いを求めたレクリエーションとしても釣りを楽しまれているんじゃないかなと思って

おります。ですが、その一方で、海の貴重な資源が乱獲されることも懸念しなければならな

いとそのように認識しております。

遊漁のかたには、資源の枯渇化を避ける意味でも、ルールやマナーを守っていただくよう

遊漁団体に周知をして、町として看板等の設置を検討します。

3点目の漁業者への直売所の提供についてですが、木古内の海産物、これは本当に素晴ら

しい品質であると私も認識しております。

町のこうした良い海産物を広く住民の方々に召し上がっていただきたいと思っております

ので、今後、漁業者並びに関係機関と直売所について、実現に向けた協議を進めてまいりま

す。議員の質問のように、それが複合化なのかどうなのかはよりもまず、直売所がそういっ

た対策可能なのかどうかとか、そういったところも前向きに進めていきたいと思っています。
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以上です。

○議長（又地信也君） 1番 平野武志君。

○1番（平野武志君） これも細々と聞いていきたいと思います。

まず（1）の体験観光でいまやられているウニ取りですけれども、答弁が「今後は個人向

けメニューとしても検討していく」ということでしたけれども、この事業をやる時の最初に、

漁師さんの高齢化が進んでいるからウニを取りやすい環境を作るのと、体験観光並びに一般

観光客の誘致と言いますかそういうことを進めるというのは一番最初の計画に入っていたん

ですよ。ですから、その計画についてはいまどう進んでいますかって聞いたんですけれども、

今後はこのメニューとしても検討するということは、現状何も進んでいないっていうことで

捉えてよろしいですか。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（鈴木慎也君） このウニに関しては、一般の実績がなかったということから、この

ような表現になっております。

○議長（又地信也君） 1番 平野武志君。

○1番（平野武志君） 一般の実績と言いますのは、受け入れる体制がはたして調っているか

どうかだと思うんです。体験観光って令和2年はちょっと置いておいて、コロナの関係上来

られなかった。体験観光については、町が様々な観光協会さん含め、体験観光の案内をして、

そのメニューの中で取り入れているということですけれども、じゃあ一般の人がウニ取りや

りたいからって言って、ここに来られるような体制が調っているわけじゃないですよね。

ですから、いまの答弁も一般のかたが来られていないからゼロという表現ですって言うの

おかしくないですか。調っていないって進んでいないっていうのが答えだと思うんですけれ

ども、いかがでしょうか。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（鈴木慎也君） 議員のおっしゃるとおりであります。実績といたしましては、子ど

も達の体験観光等で実績があります。私も当時、子ども達と一緒にウニの殻を割って、体験

させていただきました。その中から非常に素晴らしい事業だなというのは認識しています。

ただその中で、声がありましたのは、もしかしたら子ども達への体験よりも一般の大人の

お客様のほうがより喜んでくれるんじゃないかとそのような声もあったと聞いています。

ただ、議員がおっしゃるように、一般のお客さんを迎え入れるそういった環境がしっかり

と調っていなかったということは確かでありますので、しっかりとこれは改善を図り、どの

ように運営していくのかも含めて、いま一度しっかりと検討して改善してまいりたいと思っ

ております。

○議長（又地信也君） 1番 平野武志君。

○1番（平野武志君） 今後、そのように取り組んでいくと言う言葉を受け止めました。しか

し、冒頭の計画からいくとすっかり遅いんですよ。今後、メニューとしても検討という話し

ている時点で、一番最初の約束からずれているっていうことだけは、いま一度把握しておい

ていただきたいと思います。

それと、私が提案している釜谷漁港のマリンパーク化並びに幸連地区の長磯については、

様々なかたに私も意見としていただいたり、あるいは自分の考えを述べた時に、そんな夢物

語みたいな話でいくらお金かけてやればやるんだっていうふうに頭っから話を受け入れてく
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れない人もいます。反面、そのような観光資源ができれば木古内町として大きな観光客を誘

致できる資源になり得るよねって、しかも自然を活かして。これ話が割れるんですよ、賛否

としては。しかしながらきょうは、町長の答弁でも前向きに考えていくという言葉をいただ

きましたので、私もいろいろ言葉をありがたく感じ、追加でいろいろお話したいと思うんで

すけれども、過去に20年以上前でしょうか、木古内の大平地区に海水浴場があったんです。

とあわせて、幸連の長磯については特段誰かが整備をしているわけでもなく、駐車場も当

時の幸連地区のＪＲの敷地なんでしょうか、そこにたくさん車を止められるところあったん

ですけれども、大平の海水浴場そして幸連地区の長磯がどのくらい賑わっていたかっていう

のを感覚で理解いるでしょうか。もし町長、当時当然木古内にいらっしゃいませんし、まだ

成人前でしょうから担当課長でもいいですから、わかっていればそこをお聞きしたいと思い

ます。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（鈴木慎也君） 平野議員のお尋ねにお答えいたします。

当時、おそらくまだ私は子どもで、木古内にもおりませんでしたので、副町長から説明さ

せます。

○議長（又地信也君） 副町長。

○副町長（羽沢裕一君） 20数年前、大平地区においてどの程度賑わっていたかということ

でよろしいでしょうか。相当、賑わっていたという記憶にございますし、また幸連－泉沢間

のそれこそ先ほどおっしゃられたＪＲの駐車場部分に車を止めてという部分です。ＪＲなの

かわからないですけれどもあの空き地の部分、道路をわたってという空き地の部分というこ

とでよろしいでしょうか。あそこも土日になりますと相当数の車が止まって、また浜自体は

そこで見たことないですが、車自体も相当駐車されていたというふうに記憶しております。

以上です。

○議長（又地信也君） 1番 平野武志君。

○1番（平野武志君） すみません、急に昔の思い入れを探るようなことを聞きまして。私も

鈴木町長と世代は一緒ですから、20数年以上前と言いますとまだ20歳前後、もうちょっとい

っていますか、そんな地域のことをよく把握していたわけでもないんですけれども、商売も

当時はやっていましたけれども、感覚的にですよ。大平地区の海水浴場は、駐車場が一応あ

るんですけれども、そこに止めきれずに路上駐車であったり歩道に駐車してあったり、幸連

地区も天気の良いまさにいま副町長がおっしゃったように、土日ですね。その駐車場をしっ

かりとした駐車場じゃないんですけれども、一応みんなが止めている駐車場、あるいは海岸

のほうに入っていくとちょっとした水産業者があるところの空き地だったりだとか、あとは

道路、車が一方すれ違えないような5台・10台ぐらい入れる隙間っていうのが結構あったん

です。そこに止めきれないぐらいの駐車があり、さらには路上駐車があり、交通事故も起き、

海はゴミで散乱し、中には密漁者が多数いるという荒れ果てたという言葉が適切かどうかは

わかりませんけれども、そういう不具合も多かったんですけれども、そのくらい人で賑わっ

ていたという状況があるんです。おそらく大平地区のビーチと幸連のお客さんも含めて、8

月の1か月間だけで経済効果にすると私は数億円にもなるような経済効果があると思うんで

す。それは、あくまでも私調べですから、的確な数字ではありませんが。それだけこの近郊

には、海で遊べるというところがございませんし、昔は子どもの我々だけの海に行ったもの
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ですが、いまは時代も変わり当然子どもだけで海に行くと危険があると事故もあるというこ

とで、子どもだけで海に行くことも叶いませんし、かと言って保護者が海に連れて行くとい

う機会もなかなかないものですから、鈴木町長おっしゃるように、いまの子ども達は海と触

れる機会が少ない、この海と面している木古内でもそういう現状なんですよ。では、海と面

していない地域の子ども達はもっとですよね。そういう子達がそのような施設と言いますか

観光施設を整備することによって、すごい需要があると思うんです、私は。そこに向かって

チャレンジしてほしいと思うんです。当然それは、観光誘致という観点だけではなく、そこ

で例えば駐車場を整備したら駐車場代が発生します、そこで土日に海水客のお客さんが来た

ら、漁協さんが海産物の販売をします、様々な観点で漁業者への恩返しと言いますか振り替

えもできると思うんです。そういう観点からいま前向きな言葉いただいて、じゃあ具体的に

はどうなんだっていうことには当然至らないと思いますが、しっかり進めていただきたいな

と。というのが過去、同様の一般質問しているんです。当時、もちろん町長違いますけれど

も、担当課長いまいらっしゃいますけれども、その前向きな話、じゃあどうやって進めてい

く、何が課題だってした経緯があったんですけれども、結局頓挫と言いますか進まなかった

経緯あるので、そのように協議はしてみるけれども、なあなあでなんとなくなくなったよっ

ていうことだけはないように、壁に担当課がそういうの調べると必ず壁にあたるんですよ、

諸課題が。これはできない、こういうハードルがあるから、じゃあできませんねじゃなくて、

そこはやはり町長の立場でしっかり取り組んだほうがいいと思うのであれば、町長の力で一

歩踏み込んだルールの改正も含めてやるべきだと思いますので、しっかり取り進めていただ

きたいというのが（1）でございます。答弁いただきましょうか。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（鈴木慎也君） 平野議員の木古内の自然に対する熱い思いというのは、しっかりと

受け止めさせていただきました。一度目の答弁でもさせていただきましたが、その中で特に

磯につきましては、様々な課題があるというのを現状把握しております。体験観光などは、

特別採捕ということで北海道の許可が必要になります。そして、漁組の許可は一般のかた対

象にいま現在70名ほど交付しているんですけれども、海苔とかふのりとかマツボとかもずく、

そういったものに限り調査研究として漁業権の許可を漁組さんが発行しているという実態が

いまあります。ただその中で、過去にあさり等乱獲をされて資源が枯渇したとそういった経

緯もあります。そういったいまの現状と過去のあるその魚種が枯渇してしまったとそういっ

た経験もしっかりと今後どうしたらより木古内の長磯が輝くんだろうかとそういったことを

トータル的にいま考える私自身タイミングだと思っておりますので、職員と力をあわせるの

は当然でございますが、漁組・漁師さん、そして近隣のかた、そして観光協会等とも関係機

関ともしっかりと前向きな協議を進めていきたいとそのようにいま思っております。以上で

す。

○議長（又地信也君） 1番 平野武志君。

○1番（平野武志君） そのような前向きの答弁をいただきました。追加で1点だけ、このマ

リンパーク化釜谷のそれと長磯の開放をする取り組みについては、これもともと漁師さんか

ら私は発案した意見をいただいたんです。私と知人の漁師さんが話した中で、そのように進

めたら良いっていうので、過去平成24年でしたか一般質問に至った経緯がありますので、や

はりそこは漁師さんもただ黙って密漁されるよりは、しっかりとした整備をして喜んでもら
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えると。そこに何らかの漁師さんのプラスメリットも発生できればお互いウインだよねって

いう話からの発想ですので、必ず漁師さんのプラスになる何かを作れると思いますので、そ

のことを頭にいれて進めていただきたいなと思いますので。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（鈴木慎也君） ただいま、平野議員から漁師さんからもそういった声があったとそ

ういったいま再質問をいただきましたが、それぞれ漁師さんにもそれぞれ個人個人思うこと

があると思いますので、それが総意ではないだろうなとは思っております。

私も平野議員からこのような質問をいただいた中で、漁師さんや漁組さん、そして関係機

関のかたと意見交換をさせていただく中で、やはり観光として遊漁船に限ると積極的に誘致

するという部分と資源を守るという部分と、漁師さんの収入を確保するという部分で、本当

に相反する部分もあるんですが、ただそのためにはしっかりとしたルールがまず必要である

とそういったことで、1回目の答弁では看板等を設置して周知していくというような答弁を

させていただきました。

今後は、周知をしてしっかりとルールが守った中で、それぞれが成り立てばいいと思って

いるんですけれども、北海道で一番はじめにいわゆる漁業権を木古内の漁組さんが出して、

一般のかたが海苔とかふのりを採ったというのが実は、北海道で木古内の漁組さんが一番最

初らしいんです。そういった意味では、すごく開放的な先進的な取り組みを以前からしてい

たというのは、私も認識しております。ただ、遊漁船に関しましては、ルールを守ってもら

いながらもいわゆる特産品と言われるような魚種については、サイズだけではなくて枚数で

したりそういった部分のいわゆるライセンスと言いますか、そういった取り組みまでたぶん

見据えながらもしっかりとルールを守っていただくとそういったふうに私いまのところ考え

ているんですが、何とか遊漁船の皆様にはしっかりとルールを守っていただければなと本当

にそれに尽きると思っています。以上です。

○議長（又地信也君） 1番 平野武志君。

○1番（平野武志君） 町長、いまの答弁ちょっとフライングですね。まだ、遊漁船の話の再

質問していないので、いま長磯とマリンパーク化のほうだけです。遊漁船のほうはこれ（2）

番なので、これからの再質問になりますので。

（1）番については、先ほど申し述べたとおりでございます。例えば過去にあさりの資源

がなくなっただとか、これから話しますけれども遊漁船がたくさん魚を捕って資源がなくな

る、それもしっかり町長が言うように、いまは先に遊漁船のほうのルール言いましたけれど

も、あさりの資源も同じなんです。当時は当然整備もしていないですし、誰もが勝手に入っ

て、勝手に遊んでいく、当然それはなくなるのも当たり前ですよね。そういうのを防ぐため

にもしっかりとした整備をして、お金を払って喜んで入ってもらって、マナーを守ってもら

って、その結果資源にもつながるということにもなるということを伝えたかったんです。

そこを踏まえて、（2）の釣り人との資源共有についてですけれども、私が聞きましたマリ

ンクラブに対する町としての取り組み・共有については答弁なかったと思うんですけれど

も、そこはスルーでしょうか。何かそこについての答弁、これいまもらっているんですけれ

ども、ないんですけれども、どうでしょうか。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（鈴木慎也君） （2）の下のほうです。「年に1回特産品を送るなどの取り組みをする
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こと」というところに対しての答弁でございますが、現時点では特産品を送ってお願いしま

すというよりは、まず看板等設置をしてルールを守っていただくそういった取り組みに全力

を尽くすとそういった状態でございますので、いまのところ特産品を送るなどということは、

検討してございません。以上です。

○議長（又地信也君） 1番 平野武志君。

○1番（平野武志君） これは、一般質問の書き方として町長もなんかそのように捉えたよう

にも思いますけれども、決して遊漁船、釣り人のかたが取り過ぎたからだめなんだよってい

う話では全然ないんです。いまの現状、私も実は釣り大好きなので、釣りしょっちゅうして

いるんです。仲間もたくさんいますし、釜谷漁港から出て行く船の知人もたくさんいます。

それらの方々からの様々な情報を聞くと、まずをもって漁師さんは遊漁船のことをよく思

っていないと、現状。当然遊漁船の方々は、漁師さんの資源だからそこを犯してはいけない

と思いつつも、船長さんによってしっかりルールを把握していないから、やって場所やった

らだめな場所、サイズがどこまでだったら釣ってもいいのか、戻さなきゃならないのか、そ

こをはっきりされてない人もいるんですよ。守られている人もいますよ、もちろん。その結

果、やってはいけない例えば漁師さんの網の中に入ってやるだとかやらないだとか、そうい

うのわからない人がそれは釜谷の漁港から出ている人だけじゃないんです。時期になると木

古内・知内沖に当別・茂辺地・函館のマリーナからも相当な数来るんです。日曜日辺りパー

ッと数えるとここ5年ぐらいは、魚があまり釣れなくて来ていなかったんですけれども、去

年・ことしあたりはまた回復してきたということで、だいたい土日になるとバッと数えただ

けでも100艘ぐらいの船がいるのが現状なんです。その方々が先ほど言うように、ルールを

守らないかたが何割いるかわかりませんけれども、守らない人達のおかげで資源を犯されて

いたり、漁師さんから遊漁船に対するよく思われていないっていう釣りの仕方と言いますか

マナーが守られていないとかそういう現状があるわけなんです。そこを看板一つだけではな

くて、しっかり明確化した上で、その変わりそういうルールをしっかり守っていただければ

当然木古内町にも釣りにもちろん来てくださいって、こういう特定もありますし、その変わ

りこのルールを守っていただいて、しっかりと漁師さんの資源もそこも当然申し添えるんで

す。メインは漁師さんの資源ですから。そういう取り組みをいかに町としてやっていけるか

っていうことなんです。そこについて、もう一度答えあればお聞きします。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（鈴木慎也君） 平野議員のお尋ねにお答えいたします。

遊漁船の部分は、様々なルールはあるんですが、魚を捕ること自体法律で縛りかかってい

るわけではありませんので、そこにつきましては漁組さんなり漁師さんもそれぞれ大変思う

ことがあるかと思います。

そして、この木古内に限らずこの道南の海域においては、遊漁船によるというよりも影響

として年間約200ｔぐらいの魚種の水揚げが、もし遊漁船がいないと想定するならば、漁師

さんの全体の水揚げが約200ｔぐらい増えるんじゃないかとそのような調査をされているデ

ータも聞いたことがあります。

いずれにいたしましても、限られた自然と資源の枯渇化というのをしっかりと町として守

るために関係機関の皆さん、そして町として先ほども答弁させていただきましたが、看板に

周知をするだけではなくて、様々なかたのご意見・教えをいただきながら、お力添えをいた
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だきながら、この木古内の海、漁師さんをしっかりと守っていきたいと。その上で、ルール

を守って楽しんでいただければとそのように思っております。以上です。

○議長（又地信也君） 1番 平野武志君。

○1番（平野武志君） （2）については、まだまだ思いと提案はあるんですけれども、意図

としては理解していただいたと思いますので、そこを踏まえて今後の漁業2年目に向けて、

このような進みも方向性もしっかりと取り組んでいただきたいということを申し添えます。

（3）ですけれども、直売所も実現に向けたまずは協議・意見を聞くということですけれ

ども、例えばいまもう既にオープンしているキコリロさんなんですけれども、開設当時は様

々な経緯があって、あの場所になったと思うんですけれども、過去には農協の資材場、販売

所が近くにあったのがなくなりました。現在、隣接されている様々な諸状況から現在のキコ

リロの位置が適正なのかという意見交換をした際に、やはりいまの道の駅がすごいお客さん

が来ている現状を見るとキコリロもその中に入ったほうがいいんじゃないかなんて言ってい

るかたもいらっしゃったんです。一番最初の通告でも言ったとおり、漁業者の販売所も当然

単独ではなく、例えばキコリロさんと提携して協力して、農家さんの直売所もあって新鮮な

野菜が買える、漁師さんの捕りたての魚も買える場所が一つの場所にあるっていうお客さん

にとっても大変利便性の高いものになり得ると思うんです。じゃあそれがはたして道の駅が

適正なのかどうかは、それが100点かどうかはわかりませんけれども、特にこの漁業者さん

の直売所については、そういうことも踏まえてしっかり取り組んでいただきたい。そのよう

な販売所ができることによって、いまふるさと納税でも商品化されていない物もしっかりと

確率する可能性も高くなると思うんです。そのようなことを答弁はしっかりと協議しますと

いうことで目で受け止めましたので、答弁いりませんので、以上で2項目目の質問を終えた

いと思います。

三つ目の項目に入りたいと思います。

庁舎内の環境と機構改革についてでございます。

鈴木町長就任後、本人の明るく気さくな長所が活きて、役場内の雰囲気が明るくなったよ

うに感じます。ＧｏＴｏ町長室の開催や一般町民の町長室への訪問も多く受け入れ、透明性

も増してきているとそのように実感いたします。

ですが、1階のフロアですとか階段ですとか、電気の面であったり雰囲気だったり、薄暗

さを感じたりだとか町民への声かけの体制がまだまだ不十分だなと思うようなシーンも見受

けられます。

鈴木町長、思いやりをテーマに町政を進めるために、執行方針の中で「おもてなし」をテ

ーマに職員の接遇能力の向上、庁舎の環境改善を図るとありますが、その具体案をまずはお

知らせいただきたいと思います。

それにあわせて、下記の提案をしますので、あわせて見解もいただきたいと。その提案で

ございますが、（1）役場総合窓口を開設してはいかがでしょうかと。（2）各町内会に担当

職員を配置してはいかがでしょうか。（3）専門職員の積極的な人事交流をしたほうがいいの

ではないか。（4）町長室のいまある壁を撤去して透明にしてはいかがでしょうかということ

が4番目。（5）がボランティア課を創設してはいかがでしょうか。（6）各種手続き、町民が

役場に足を運ぶのではなく、出張サービスをしたほうがいいのではないかという6項目を提

案しますので、お伺いいたします。
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○議長（又地信也君） 町長。

○町長（鈴木慎也君） 平野議員の質問にお答えいたします。

庁舎内の環境と機構改革についてのお尋ねでございますが、町長就任後令和2年の9月に、

私のほうから職員に対しまして、おもてなし向上への考え方を示させていただきました。

数回にわたり職員との協議を進めており、おもてなし向上へのアクションプランを策定中

であります。町民のニーズと社会の変化に対応した、新しい行政サービスの創出こういった

ものが求められていると思いますので、目指してまいりたいと思っております。

まだ、素案の状況でございますが、より信頼される明るいまちづくり、役場づくりを実現

するために、職員の接遇能力向上への取り組みや広報・情報提供の充実、町民ニーズの把握

と町政への反映への取り組み、庁舎の環境改善の取り組みなど、いまできる取り組みを一つ

ずつ進めておるところでございます。

具体案につきましては、一点目、接遇のマニュアルを作成しまして、徹底実施することで

あります。これは、できるだけ早期にマニュアルを作成し、新採用職員の採用時の研修に活

用したいとそのように思っております。

二点目としまして、防災行政無線こちらの工夫でございます。

本年度開催させていただきました、ＧｏＴｏ町長室でも意見をいただいたところでありま

すが、季節感を感じられるチャイムを放送できるようにいま検討しているところであります。

三点目として、やすらぎを与える庁舎空間の創出であります。

就任後すぐに、正面玄関エントランスを整理したところですが、まだ散乱しているポスタ

ーがありますので、きれいに収めるため、本年度中に風除室に掲示板を増設する予定であり

ます。いずれにいたしましても議員ご質問のように、明るく開放感のあるイメージになるよ

うに努めてまいりたいと思っております。

いま、策定中でありますアクションプランの具体案の一端を述べさせていただきましたが、

平野議員から様々なご意見をいただきましたので、それぞれの見解を述べさせていただきた

いと思っております。

まず、（2）の各町内会に担当職員の配置についてでございますが、各町内会に職員を担当

させ、職員が総合窓口の立場として町民の皆様のニーズの把握や、町民サービスの向上を図

りたいとそのように私自身考えておりますので、検討いたします。

ただ、この件につきましては、関係機関との協議というものが必要となりますので、慎重

に協議をし調整していきたいとそのように思っております。

次に（3）、専門職員の積極的な人事交流についてのお尋ねですが、事務職については、北

海道などと調整を図りながら、積極的に実施したいと考えております。なお、技術職につい

ては、相手方もございますので、それぞれの状況も踏まえて、検討していきたいと考えてお

ります。

（4）町長室の壁の撤去の件でございます。

就任後、重要な会議以外は、扉を閉じず、フルオープンな状況としております。

議員の提案にある透明ガラス化につきましては、様々重要な会議等もございますので、透

明ガラス化というのは難しいと考えておりますが、町民の方々に少しでも立ち寄っていただ

けるようオープンで開かれた町長室も目指してまいりたいと工夫をしていきたいと思ってお

ります。



- 50 -

また（1）、役場総合窓口の開設、（5）ボランティア課の創設、（6）各種手続きの出張サ

ービスについてでございますが、いま現在、確定申告や保険証の更新、無料入浴券の交付事

務等を地域に出向いて対応させていただいております。

また、はんこレス化を進め、各種手続きの際の負担軽減や時間短縮を図ることとしており

ます。ご提案につきましては、おもてなし向上を考えると非常に重要なことだと認識してお

りますが、いま現在、人員配置上困難なため、現時点では難しいと判断しております。

まずは、現在策定中のプランに沿って実施していきたいと考えておりますが、進捗状況も

踏まえながら、議員提案の事業についても、様々な角度から検討してまいりたいとそのよう

に思っております。以上です。

○議長（又地信也君） 1番 平野武志君。

○1番（平野武志君） このテーマといたしましては、機構改革様々な部署の編成も含めての

提案なんですけれども、これの一番のなぜこのことをいうかと言うと、やはり職員含む方々

の資質の向上、これは過去についても私自身も職員の資質向上についてと一般質問2回か3回

くらいしているんですけれども、これはいつも一応申し上げますけれども、勘違いしていた

だきたくないのが職員のかたを避難しているわけではなく、時によってやはり町民にそのよ

うに思われる場面が発生しているそのような事例も私も聞きますし、そのように感じたシー

ンもあります。ですので、そういうことを一つでも減らすために、いまやられているかたは

しっかりやられているかたもたくさんいらっしゃいますよ。でもそう上手くできていないシ

ーンを減らすために、改革していくという意味での提案でございますので、そこだけ受け違

いがないようにお聞きいただきたいと思います。

いまの答弁の中では、既に町長はおもてなしのプランを協議され、準備は進めているとい

うお答えにいま一部は安心しました。ですが、この内容です。言えば環境改善でしたり、接

遇能力向上の取り組みって言えば当たり前の話であって、いまさらやらなきゃないのかと思

う反面、これまで接遇のマニュアルがなかったというのにもちょっとびっくりしました。

役場職員窓口のかたばっかりじゃないんですけれども、基本サービス業だと私は思うんで

す、町民に対する。その方々の対応する際のマニュアルがない、これまではなくてもできて

いたのかどうかわかりませんけれども、やはり作るべきだと思います。それをしっかり作っ

て、発動させていただきたいと思います。

いずれにしましても、遅くてもこれからでも取り組むことは大事でございますので、しっ

かりおもてなし向上プラン完成に向けて、協議し完成させていただきたいと思います。

それとは別に、提案の部分についてはもう少し詳細な意図を申し上げたいと思います。

まず、（3）番につきましては、こちら専門職員の積極的な人事交流とこれ大変申し訳ない

んですけれども、私もちょっと言葉足りなかったんですけれども、この答弁といたしまして

は、現在の庁舎内の人事交流をこれまでどおり進めていくっていうご返事に聞こえたんです

けれども、北海道との人事交流等をこれまでどおり進めていくっていうことですよね。

私が言いたかったのは、庁舎内ばかりじゃなく、庁舎内はもちろんなんですけれどもそれ

以外、例えば栄養士さん、それから保健師さん、もっと言うと事業会計のほうにもなります

けれども看護師さん、介護士さん、消防士さん等々の方々を指した専門職っていうことで言

っていたんです。既に庁舎内で北海道でしたり、渡島の様々な部署との人事交流を行ってお

りますから、その趣旨や効果についてのメリットは十分把握されていると思いますので、私
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はいま言った例の職の方々もメリットを考えると人事交流ということができないのかなと。

それに対して町は、取り組みとして対応が可能なのかなとそこの部分を聞きたかったわけ

です。まず（3）のいまの部分について、お伺いします。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（鈴木慎也君） 平野議員の（3）専門職の積極的な人事交流について、答弁させてい

ただきます。

実績といたしまして、過去に保健師が実績があります。また、消防に関しましては、広域

で職員の交流はしておりますので、実際いまある町としては二つが該当するのかなと思って

おります。ただ、ほかの介護士だったり看護師だったりしますと、それぞれ相手方もあるこ

とからまだ実績がないというものの、今後の町の未来を考えた時に北海道だけではなくて、

近隣の自治体とも情報交換をしながら連携をしなきゃいけないと。たぶんそのような5年・1

0年先を見た時に、そのような状況に想定しながらあらゆる可能性を考え、職員の能力向上

につながるように努めていきたいと思っております。以上です。

○議長（又地信也君） 1番 平野武志君。

○1番（平野武志君） ここで町長が確定した明言もできるわけもないこともわかっています

が、しっかりとそのようにそのことを踏まえて良いことですねと言ってくれたんだなという

ふうに思います。これは、やはり同部署で長きにわたり同じかたがいることでのデメリット

だったり不具合という事例がたくさんあるんですよ。もちろん専門職というのは、そこの例

えば事務に1名ないし2名しかいない中、仕事を覚えることを考えると簡単に異動できないこ

とも理解するんです。しかしながら、やはり人事交流の必要さというのを考えると上手く交

流するべきだなと思う部分がありますので、それぞれの事業会計のかたも含んで、それにつ

いてできるかどうなのか今後協議進めていただきたいと町として思いますので、よろしくお

願いいたします。

それと（2）番ですけれども、町内会に関係部署と協議してということですけれども、担

当の職員を既に配置をする方向も考えているというお言葉いただきましたので、本当は私

（2）については、自分の思いを言うつもりでしたけれども、既に考えているということで

すので、配置をするメリットと言いますかどういう目的で配置をするのかっていう既に考え

があればお聞かせいただきたいと思います。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（鈴木慎也君） 平野議員の再質問にお答えいたします。

先ほど答弁させていただいたように、町民の皆様のニーズの把握、そういった町民サービ

スの向上をより身近なところで、職員が察知するとキャッチするとそういったことがいま求

められていると思っております。

また、令和2年度です。ある町内会から花いっぱい運動の中で、その町内会に住む若い職

員が数名手伝いに来てくれて良かったとそのようなお褒めの言葉もいただいたり、様々職員

が地域においての活動というのを声をいただいております。

そうしたことも踏まえて、前向きに考えていることでございますので、関係機関との協議

が必要となりますので、進めていきたいと思っております。

また、いま職員77名いるわけでございますが、平均年齢が40.9歳でございます。私がいま

41ですから、私平均年齢以上ということになります。40.9歳ということは、非常に若い職場
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ということになりますので、もちろん若さを活かして私だけじゃなくて職員も明るく元気に

町民の皆様のために一生懸命働くと。そのためには、若い人の力だけではなくて、様々な経

験を持つ諸先輩方から、また町民のかたから育ててもらうんだとそういった気持ちも大切で

あろうと思っていますので、今後ともより開かれた行政になるように一生懸命努めていきた

いとそのように思っております。以上です。

○議長（又地信也君） 1番 平野武志君。

○1番（平野武志君） 職員の各町内会に配属がどういう形かはわかりませんし、当然協議先

があるということなので、この先の進みには注視したいと思いますけれども、まず一番（2）

番と（5）番、ボランティア課の創設とあるところ、ちょっと私としては連動するんですけ

れども、そこ含めて（2）と（5）の再質問だと思って聞いていただきたいんですけれども。

まず、（2）については現状、町が町内会に様々な協力依頼をしていると思うんです。ご存

じのとおり、各町内会の役員さんばっかりじゃなく会員さんも含めて高齢化が進んで、正直

言いますと町内会活動がまわらなくなっている町内会もある。あるいは今後、まわらなくな

るであろうということが予想されます。まずそのことを把握してほしいんです。

特にことしは、防災ハザードマップを作成し配布するということですけれども、そこで一

番大事な自主防災がはたして反映されているのかということですよね。現状、自主防災のい

ま作成については、町としては各町内会に依頼と言いますかお任せと言いますか、そういう

現状だと思うんです。例えばハザードマップができても地域の各高齢者個人がハザードマッ

プにしたがった行動を取れるかということが一番大事なことであって、そこが確率されてい

ない状況なんです。もう一つが、町長が過去提言していた孤独死ゼロ、この対策の強化をす

るべきであると。これには、町内会をはじめご近所連携をなくしては強化に至りません。そ

れがはたしていまの町内会で可能なのかどうなのか、いまの様々な福祉サービスもやってお

りますよ、見守りを含む。それではたして十分なの、実際不十分で孤独死されている事例も

あるわけですから。それをやはりいまの福祉サービスだけに全部をお任せするっていうのは

やはり無理で、町内会が協力しあわなきゃならない、ご近所同士が協力しあわなきゃならな

い。でもその体制を確立を調えているのかと言ったら、調えられない今後について、行政が

全部やれっていう話じゃないです、まずは。把握していただきたいと、そこからのスタート

だと思うんです。それで、何が課題になって何を改善していかなきゃならないのかっていう

ことがまさに町として動ける材料になると思うんです。そのことを含みます。

そして、そのような町内会活動も含めてですけれども、例えばいま一部の職員のかたはす

でに町内会活動で一生懸命活動されてかたもいらっしゃいますよね。また、教育活動にボラ

ンティアとして様々時間を割かれているかたもいらっしゃいます。それらの方々は、その町

内会のため教育活動のため、例えば勤務内にもその仕事を費やしているシーンってあると思

うですよ。現状、それを容認していると思うんです。私は賛成です、それに。そうしなけれ

ばいけないと思っています。

（5）に連動するというのが極端にボランティア課の創設とまで書きましたけれども、要

は日常の業務の中にそういう町内会の活動であったりだとか、子ども達の教育活動の協力だ

ったりだとか、そういうこともそれぞれの職員で組み込んでいく。それも業務の中として見

るべきだという意味がこのボランティア課の創設ということにつながるんです。正直、町内

会活動であったり地域活動、これ大変なんですよ。それを例えばこれからどこと折衝するか
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はわかりませんけれども、それに取り組んでくださいって言ったって、何のメリットあって

やるんだと思う人もいますし、その自分の時間を割いてまでボランティア活動でやるのって

本当大変ですからね。そういうことがないように町としてしっかり活動も繰り返しになりま

すけれども、仕事として見るべきだって意味がこの2と5になります。ちょっと伝わりづらか

ったかもしれませんけれども、その意見に対しての見解をお聞かせいただきたいと思います。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（鈴木慎也君） 平野議員、本当に大切なことをいろいろとご提言いただきました。

私の今回、おもてなしプロジェクトは、まずは各町内会のニーズを聞くというのがまず大

前提でありますので、その中でいまいただいた諸課題をしっかりと一つでも丁寧に解決でき

るように取り組みを進めていきたいと思っております。以上です。

○議長（又地信也君） 1番 平野武志君。

○1番（平野武志君） 最後になって随分簡単な答弁なりましたね。いますごい町内会活動、

地域のことに対して町がどう一緒にやるべきかその諸課題の提言の中で、すごい大事な話だ

と思ったんですけれども、「ニーズを聞くことに頑張りたいと思います、以上です」でいい

んでしょうか、どうですか。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（鈴木慎也君） 平野議員、きょうの議員のいろいろ様々な一般質問をいただいてい

るわけですが、その中で孤独死と言いますかそういった部分は、ほかの議員からも一般質問

ありますので、どこまでいまお答えしていいのかっていうので正直迷った部分があったもの

で、すみません。気持ちとしてはもちろん何度も申し上げさせていただきますが、高齢化が

進む我が町で地域の声をしっかりと聞いて、町内会のかたが活動するのが困難にならないよ

う、職員と総力を挙げて努めていきたいとそういった思いであります。

○議長（又地信也君） 1番 平野武志君。

○1番（平野武志君） いま、孤独死についての答弁は避けたと言いますけれども、そうじゃ

ないんです。それはそれとして、案件としては言いましたけれども、いまも言葉としては職

員一同町内会活動をしっかり手助けしていきたいと言いますけれども、その具体例としてど

うやって町が取り組めるかっていう話をしているんです。当然、いますぐ明確な答えもらえ

ればいいんですけれども、もらえないのであれば、今後その部分については検討していくっ

ていうコメントでもいいので、ただ一生懸命取り組みますであれば、いまの提言している部

分がどこまで町長として認識されているのか把握されているのかっていうのが感じなかった

ものですから。もう1回言いますけれども、職員が地域活動をすることも業務の一環として

入れてはいかがですかということに対しての答弁をいただきたいと思います。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（鈴木慎也君） 業務として入れるか入れないかというのもそれも関係機関と協議し

て進めていきたいと思っております。

いずれにしましても、おもてなし向上へのアクションプランをいま策定中でありますので、

町民の皆様のニーズと社会の変化に対応した開かれた行政サービスというのを目指しており

ますので、議員におかれましても今後とも様々なご意見、ご提言をいただきながら進めてい

きたいとそのように思っておりますので、今後ともご協力のほどよろしくお願いいたします。

以上です。
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○議長（又地信也君） 1番 平野武志君。

○1番（平野武志君） おもてなしと言葉では申すのは簡単なんですけれども、正直、現代希

薄化が進んでいるこのご時世の中で、なかなか実行しづらいというのが現状であります。

いくら町長が町民のためと思っても全ての職員にそれを強制するわけにもいきませんし、

やはり全職員がそのことに対しての意識を高めることが必要であります。当然、得意不得意

もありますから、高齢者のおじいちゃんおばあちゃんと話すのは得意な職員もいれば、それ

が苦手な職員もいる、そういう方々に何でできないのじゃなくて、しっかり不得意なことよ

りも得意なことを伸ばすとそういうことも今度職員の接遇については必要なことになってく

ると思いますので、きょう言った様々な提言についても含めて協議していただいて、今後お

もてなしのアクションプランを策定中という機構改革がしっかり進むことをお願いと言いま

すか、しまして終わりたいと思います。以上、終わります。

○議長（又地信也君） 1番 平野武志君の一般質問を終了いたします。

ここで、休憩をしたいと思います。

休憩 午後2時41分

再開 午後2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。

一般質問を続けます。

次に6番 新井田昭男君。

○6番（新井田昭男君） 6番 新井田でございます。

大変、一般質問で3時をもう過ぎようとしているんですけれども、大変お疲れだと思うん

ですけれども、私の順番にまいりましたので、一つお付き合いを願いたいと思います。

令和3年第1回木古内町議会定例会において、一般質問をさせていただきます。

私の質問は、保健福祉課所管の緊急通報器具貸与事業並びに緊急通報情報事業についてで

ございます。

去る2月18日に開催されました総務・経済常任委員会において、第8期木古内町老人福祉計

画・介護保険事業計画（素案）が示されました。

この計画では、多岐にわたる福祉計画が盛り込まれ、関係機関との連携の中、我が町の福

祉向上のために、ご尽力をいただいていることに改めまして敬意を表するところでございま

す。

この計画の中に第7期の計画実施状況が記載されており、その中で緊急通報器具貸与事業

並びに緊急通報情報事業の実績が明記されております。

今後、明確に後期高齢者や一人住まいのかたの増加が見込まれる状況で、「ひとりの不幸

も見逃さない」ためにも、この両事業を展開することによる成果が大いに期待されると強く

感じております。

当町においては、すでに後期高齢社会という課題に直面しており、地域住民の安心を確保

するために、両事業へのさらなる公助と、地域を巻き込んだ共助は必要不可欠と考えます。

以上のような観点から、下記の3点について町長に伺います。

一つは、地域包括ケアシステムの深化・推進はあるものの、在宅でのさらなる安心を確保
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するために、緊急通報器具貸与事業での通報機器利用者の増加に対する取り組みについてで

ございます。

二つ目は、緊急通報情報事業は、緊急時に消防署・警察署が連絡先や病名等の情報による

しっかりとした対応としておりますが、今後を見据え、情報登録者数の増加に対する取り組

みについてでございます。

三つ目は、我が町で、「ひとりの不幸も見逃さない」ため、公助の考えと地域を巻き込ん

だ共助の考えについてでございます。以上、3点について、お尋ねを申し上げます。

○議長（又地信也君） 答弁を求めます。

町長。

○町長（鈴木慎也君） 6番、新井田議員の質問について、お答えいたします。

1点目の緊急通報器具貸与事業での通報機器利用者の増加に対する取り組みについてでご

ざいますが、緊急通報器具につきましては、概ね65歳以上のひとり暮らし老人等や、身体障

害者手帳の1から2級の交付を受けているかたからの申請により、必要と認めるかたに対し貸

し出しをしております。

2月末現在で、町が所有いたします一般家庭用30台のうち24台を貸し出ししております。

申請されたすべてのかたがいまのところ受けている状況にあります。このほか、いさりび

団地では30戸全てに器具を備え付けてあります。

現在、貸与している緊急通報器具につきましては、今後さらに高齢化が進むことや今後Ｉ

ＴやＡＩの活用などを考慮し検討しながら、令和4年度中に緊急通報器具を更新することで、

より多くの高齢者の皆様の安心と安全の確保を図ってまいりたいと考えております。

2点目の今後を見据えた緊急通報情報登録者数の増加に対する取り組みについてでござい

ますが、緊急通報情報表は、声かけ訪問員が最初に訪問した際、独居高齢者等のお宅に記入

と備え付けをお願いしているものであります。本人の承諾を得て、消防署と警察署に情報提

供することにより、緊急時に適切な対応がとられてることで、独居高齢者等の安心・安全を

確保することを目的としております。これは、平成24年度から実施しており、令和3年の2月

末現在で227名が登録されております。

今後の緊急通報情報登録者数の増加に向けた取り組みといたしましては、一番重要である

のは地域との情報、それを共有することと認識しておりますので、各町内会の皆様との連携

を強化し、登録者の増加に取り組み、より多くの高齢者の皆様の安心・安全の確保を図って

まいりたいとそのように考えております。

3点目の「ひとりの不幸も見逃さないための公助の考えと、地域を巻き込んだ共助の考え

について」でございますが、公助は、住み慣れた地域で生活していただくための取り組みを

継続していくことや、互助、共助では対応できないことなどを側面から支援していくことと

考えております。

共助は、基礎となるのは自助でございますが、やはり自助には限界があります。

ですので、人と人、隣近所、そして地域で支え合うんだとそのような互助、共助が必要で

あると私も考えております。

いずれにいたしましても、早急に異変を発見し孤独死ゼロを目指すというのは新井田議員

と同じで気持ちであります。私も過去に議員時代、この関連の一般質問をしているところで

ございます。そういった同じ思いでありますので、引き続き、包括ケアシステムのさらなる
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深化・推進に取り組んでまいりたいと思っております。以上でございます。

○議長（又地信也君） 6番 新井田昭男君。

○6番（新井田昭男君） いまの答弁の中で、全て私の考えが網羅されているんじゃないかな

とそんなまず思いです。しかしながら、たまさか私がこの質問をきょうに至る経緯がござい

ましたので、これは2月の先ほど申し上げました18日の常任委員会の中で、このいわゆる資

料説明があった時に、実は1月の20日に我が地区で一つの事例がございました。

それは、大変残念ながらいわゆる孤独死という形の事例がございまして、非常に気の毒だ

なということで、その時は非常に思っていまして、たまさか2月の18日に資料説明の中でい

まの器具の実態だとか、あるいはいま申し上げたような緊急情報のいわゆる登録に関わる実

績だとか、これは良いというふうに直感私なりにさせていただいて、その時町長も私のなん

ぼも離れていない距離の中で、ちょっとお聞きしていただいて頷いていただいたとそんな記

憶、承知をしているんですけれども。そんなことで、非常にそういう部分でこれはやはり今

後の高齢者社会の中では、どんどんどんどんそういうケースが増えるんだろうと。これは、

何と言うか端的に数の原理と言いますか、そういう中で別に分析したわけでもないですし、

直感的にそんな思いがございまして、これはぜひいわゆる担当課含めた行政の考えも含めて

ちょっと前向きに考えて、さらなる考えを聞きたいという思いがございまして、きょうの経

過に至りました。先ほど町長も議員時代に、そんな思いでということで私も記憶しておりま

す。

ただ、ちょっと私一つ思ったのが第7期の実績と第8期の計画の中で、要するに何も変化が

ないんですね、中身。例えばやっていることはものすごく良いことなんだけれども、仮に私

もちょっと事前の資料請求の中で、いわゆる7期の3年間直近ですけれども、この間にそうい

う不幸が何件ぐらいあったんだろうかっていうそういうお話も資料請求の中でさせてもらっ

たんです。そうしたら、一応1・2件のそういう情報はいただいているというお話だったんで

す、資料として。そこで、私も「ん？」と思ったんです。1・2件、これは良いことだと思う

んです。だけれども、しかしながらやはり1件でも2件でも不幸があったという事実は、これ

やはり1件だから良い、2件だから良いっていう問題でもないし、計画自体も私は大変申し訳

ない言い方なんだけれども、そういう事例があったらばやはりこういう貸し出しを強化する

とか、何かしらの前向きなアクションがあっていいのかなと思うんですよ。だけれども、計

画は立てたよ、それで重複的には例えば交付以外のサービス事業もいろいろ7期においては9

事業でやられているんだけれども、その中で三つか四つぐらい重複、例えば見回りだとかい

ろんな手厚い事業展開されているんですね。それはそれとして、大いに認めて良いことだと

思うんですけれども、ただやはり計画の中でそういう事例が出たということでいけば、何回

もくどいようですけれども、やはり何かしらのこういうアクションがあってしかるべき。計

画作ったからそれでいいんだっていうどうもその辺がいわゆる言葉は悪いですけれども、な

おざりっていう言葉が適切かどうかわからないけれども、そんなふうに今回強く感じまして、

ぜひこの辺の話も聞いてもらいながら、計画性のあり方もやはり一つこれを機会に何かを感

じてもらいたいと担当課含めて。そういうちょっと思いがございまして、非常に一生懸命や

られている中で、こういうなんかちょっと釘を刺すような表現もいかがなものかと思うんだ

けれども、そんなふうに感じました。ですから、全体の町長の思い、あるいはそういう部分

に関しては、理解はさせていただきましたけれども、いまの計画にあたっての当然変化があ
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るわけで、そういう変化に対応した今後の計画のあり方について、ちょっと言える範囲で結

構でございますけれども、ご答弁いただきたい。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（鈴木慎也君） 新井田議員の再質問にお答えさせていただきます。

ひとりの不幸も見逃さないためという意味では、先ほども議員と私も同じ考えであるかと

思いますが、やはり公助の考えと地域を巻き込んだ共助の考えというものが基本になるかと

思います。その中で、公助の取り組みといたしまして、緊急通報器具の貸与事業、緊急通報

情報の事業につきましては今後、先ほど答弁させていただいたように、さらなる充実を図っ

てまいる所存ではございますが、これらの取り組みを進めるにあたりましては、地域の皆様

との連携、公助の取り組みが必要不可欠であると私自身そのように認識しております。

今後は、議員からいただいた様々なご意見を参考に、これらの取り組みをどのように進め

るのかを検討して、町内会連合会や各町内会など地域の皆様にご協力をいただきながら、ひ

とりの不幸も見逃すことのないよう高齢者の皆様がご自宅で安心・安全に暮らせるよう、ま

ちづくりを進めていきたいと思っています。

また、町内会の実態把握という部分では、自主的な声かけ訪問などの実施状況、福祉部な

どの設置状況、季節的なイベントの対応状況、町内会連合会との連携強化ですか様々あるん

ですが、その町内会によりまして福祉部の設置状況とか様々違いますので、まずはいまの状

況をしっかりと把握していきたいなとそのように思っております。

また、計画に対しましては、本当に貴重なご意見をいただいたと思いますので、今後の参

考とさせていただきたいと思っております。以上です。

○議長（又地信也君） 6番 新井田昭男君。

○6番（新井田昭男君） 町長、どうもありがとうございます。

それで、ちょっとまた戻りますけれども、答弁要旨の中では申請による必要と認めた場合

というような表現になっているんだけれども、ざっくりいまどうなんでしょうか。我が町の

高齢者状況って言ったら、令和2年の実績でいくと65歳以上の人口が49.3％という評価にな

っているんです。ところが8期で、計画でいけば3年計画ですので、最終年度が令和5年です

よね。これでいきますと65歳の高齢者率が56.1％なんですよ。もう2人以上のかたが要は、

もう高齢者扱いだということになるわけですよね。こういう状況を踏まえていくと、いま現

在で所有する機械が30台あるよと。うち24台貸し付けて、活躍しているんだということなん

だけれども、これ具体的に私例えば人数でいくと65歳が令和5年で1,957人っていう資料が出

ているんです。総人口が3,488人っていうことなんですね、これ。こういう一つの表が出て

いるんです、行政さんから。こういうことを踏まえると全員にそれを与えるってことは当然

不可能な話で、ただ一つの提案としてやはり基礎疾患のあるかた、こういうかたと先ほど町

長からもいろいろランクによって貸し付けの部分あるみたいですけれども、今後やはり一つ

の案として基礎疾患のあるかたを対象にするっていうこともこれやぶさかでないんじゃない

かと思うんです。これいろいろ検討の余地は当然あると思うんだけれども、まずそういうち

ょっとご提案に対しての見解をお尋ねをさせてください。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（鈴木慎也君） 新井田議員のお尋ねにお答えいたします。

高齢化がどんどん木古内町が進んでいくんだと。その中で、いまの台数では足りないんじ
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ゃないかとそのような趣旨のご質問かと思います。

いま現在、要綱上は概ね65歳以上となっております。その中で、疾患があるかたとか対象

して先ほど答弁させていただきました。実際、利用されているかたの多くが80代・90代でご

ざいます。全体の10％未満が70歳のかたでございます。そういった意味では、20年前からの

要綱ですから65歳以上ということですが、実際には元気なかたがたくさんいるというのもま

た事実で、その一方で65歳のかたがたくさん増えていくという課題も認識しております。

それらをしっかりと踏まえて、令和4年度に向けてどういった機器が木古内町の状況にあ

っているのかとそういったところを先ほどの答弁と少し被るかもしれないんですけれども、

ＩＴやＡＩなどを活用しながら、ただ台数もいまのままで良いとは決して思っていませんの

で、その辺りもしっかりと分析しながら、まずは地域の声とかケアマネのかたの現場の声と

か様々参考にさせていただきながら、その機能の中身だったり台数について、協議して進め

ていきたいとそのように思っております。以上でございます。

○議長（又地信也君） 6番 新井田昭男君。

○6番（新井田昭男君） ぜひ、やはりいまご答弁いただいたように、いわゆる後期高齢者含

めて人口増っていうのはもうはっきりしているわけですから、いま町長が言ったようなこと

をたまさか4年中に通報機器の更新もあるという一つの大きな流れの変化もあるわけで、ぜ

ひ1台でも多く対応できるようなそういう対応をしていただければと思います。

2番の緊急通報情報の表について、これ現在227名が登録されていると。これも現状でいけ

ば当然ながらもっともっとあるべきかなとは私個人的には認識しているんだけれども、やは

り制度的にはこれも個人情報云々だとかっていうようなことになるのかもしれないけれど

も、ここにきてはやはりいまひとりの不幸も見逃さないということでいけば、もっともっと

登録者を増やすための周知方法ですよね。なんかいままで見ると私もあまり勉強不足で承知

していないんだけれども、いわゆるこれも委託事業っていう形なんですよね。いわゆる社会

福祉協議会経由での対応ですよね。だから、そういう部分が実際こういう状況の中で、どう

いうふうな周知をされているんだろうということもちょっとわかる範囲でいいからお聞かせ

願いたいです。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（鈴木慎也君） 新井田議員のお尋ねにお答えいたします。

緊急通報情報の事業で、どのように周知をされているのかとそのような趣旨の再質問だと

思います。最初に、声がけ訪問員が訪問した際に、独居高齢者等のお宅に緊急通報情報表の

記入と備え付けをお願いすることとしています。本人の承諾を得て消防と警察に情報提供す

ることによりまして、緊急時に適切な対応が取られると。そのことで、独居高齢者等の安心

・安全を確保するというのが目的であります。これは、平成24年から実施しております。

声がけ訪問員の訪問につきましては、満65歳の誕生日月に個別に利用の案内を送付してお

ります。平成29年の9月には、満70歳以上の独居高齢者の皆様に声がけ訪問を普段利用して

いないかたへの再度、利用の案内をいたしました。そうしましたら、82名中、22名が新たに

希望されたということでございます。2月の末の現在は、緊急通報情報登録者数が227名で、

声がけ訪問の件数が因みになんですが194件ございます。

いずれにいたしましても、新井田議員がおっしゃるように、今月大丈夫だったから来月も

大丈夫だろうとそのような私達事務仕事をしていたらだめだという認識ありますので、でき
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るだけ一人ひとりに寄り添って状態を把握しながら、できるだけ高齢者の皆様の安心・安全

を守るために寄り添いながら、状況を把握していきたいとそのように思っております。以上

です。

○議長（又地信也君） 6番 新井田昭男君。

○6番（新井田昭男君） 周知の仕方については、積極的というようなちょっとあまり感じじ

ゃないんだけれども、一応の年齢になった時の案内はさせていただいているという理解はさ

せていただきましたけれども、ただ、いま町長がおっしゃったように、今月いいから来月も

いいよということでは当然ないわけですね。ですから、こういう良い制度はやはり少し間隔

を短くするとか、やはり案内を密にして1人でも多くの皆さんが安心して在宅できるような

そういうこともやはり目的としてはそこなわけですから、そういう部分に少し時間をかける

とか、ちょっと足を運んでもらうとか汗水垂らして、そういう部分は必要だと思います。い

ま町長から言われたように、この辺はさらなるまた確認の中で、いろいろ情報収集というよ

うなお話もいただきました。ぜひ制度とすればくどいようですけれども、非常に良い制度だ

と私は思います。改めて思っていますし、ぜひぜひさらなる会員が増えることを期待したい

と思います。

もう一つは、私の言っている共助あるいはこの部分に関しては、やはり私ちょっと疑問に

思う部分がありまして、27町内会あるんだけれども、うち泉沢なんだけれども、保健福祉部

分っていわゆる部があるんです。いろいろ地元の部分で活躍してもらっているんだけれども、

この27町内会の中でそういう福祉部だとかもたれている、全部もたれているのかな、その辺

ちょっと行政でどんなふうに認識しているのかお尋ねします。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（鈴木慎也君） 新井田議員のお尋ねにお答えさせていただきます。

先ほどの再質問の中で、町内会の実態把握について、2番目に福祉部などの設置部状況と

いう答弁をさせていただきました。

しっかりと現状把握をすることが大事だということを認識しておりますので、これからし

っかりと把握していきたいとそのように思っております。以上です。

○議長（又地信也君） 6番 新井田昭男君。

○6番（新井田昭男君） やはりどうしても行政あるいはそれに加わる例えば社協の皆さん、

一生懸命働いているけれども、これは全て100％じゃないわけですよ。一生懸命やっている

んだけれども、例えば機械を貸し出したって、その機械が100％機能するかと言ったらそう

ではないです。それは、十二分に承知しております。ただ、そういうものがあるっていうこ

とだけも、やはりそれを使っている皆さんが安心を抱くわけです。そういう部分の安心料で

す、一つは。そういう部分とどうしてもやはり町内会と連携っていうのは、かかせないわけ

です、ここまできたら。ですから、町内会の状況は町内会さんが一番良くご存じなわけで、

そういう部分ときちんと行政あるいは担当課が握手をしながら、やはり物事を進めていかな

いとやっているからいいんだとか、結局なおざりになってしまう。計画そのものも何も変化

がない。そういう状況になってしまいますので、そんなふうに思いますので、ぜひその辺は

くどいようですけれども、この機械の増量とかあるいは登録のさらなる増加だとか、そして

地域各団体やっていますけれども、町内会を巻き込んだそういう活動をもっともっとやはり

すべきだと思いますし、それが強いてはそういう見逃さない状況になるわけで、ぜひ町長の
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意気込みもちょっと確認させていただきましたし、私の思いも聞いていただきましたので、

あと3分ちょっとくらいありますけれども。

ただ一つ、最後にお願い、要望したいのは、やはりまず町長におかれましては、全てにお

ける危機管理ですよね。これは、別に防災だけが危機管理だけじゃないわけです。やはり全

ての事業展開の中での危機管理、何があったらどう対処すべきだとか、こういう死亡例があ

ったらそれに対してどう取り組むんだとかというそういう危機管理、これはまず構築してい

ただければなと一つ思います。

それとやはり担当課におかれましては、何回もくどいようですけれども、既にもう後期高

齢化社会に入っているわけですよ。公務員としていろいろレクチャー受けて、これはいった

い何なんだということも住民寄り添うんだっていう部分は誰もが知っているわけで、いちい

ちそんなくどくど言わないんだけれども、ただそういう部分もやはり頭の念頭において、や

はり今後の事業展開にぜひ成果が上がるような尽力をお願いしたい。これ申し伝えまして、

私の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） 6番 新井田昭男君の一般質問を終了いたします。

次に9番 竹田 努君。

○9番（竹田 努君） 9番 竹田 努です。

私の一般質問については、既に2名のかたの質問と若干同様の部分がございます。できる

だけ被らないように視点、角度を変えて町長の考えを求めたいとこのように思います。

令和3年度町政執行方針について。

就任1年間は、新型コロナウイルス感染症対策に費やした1年だと思っております。

令和3年度においては、鈴木町政の公約等が反映されている執行方針で、出生お祝い事業、

認定こども園整備への支援、高齢者福祉サービス利用券交付事業等が示されたところでもあ

ります。

人口4,000人を切り、高齢化率も50％を超え、このままでは主要財源である税収、地方交

付税への影響も懸念がされます。

また、各企業会計においても、コロナ禍での運営については、大変ご苦労しているものと

思いますが、今後さらに人口減少、高齢化の影響が出てくるものではないかと将来に大変不

安を抱いているところでもあります。

いままでは、高齢になっても安心して暮らせるまちづくりに必要な手立てが若干不足して

いるような思いであります。下記の2点について、町長の見解を伺いたいと思います。

まず、一つ目でありますが、人口減少対策の一つとして高規格幹線道路函館・江差自動車

道供用開始に合わせた大胆な移住・定住対策をする必要があるってことを思っております。

二つ目は、ふるさと納税の増収策についての考えであります。よろしくお願いします。

○議長（又地信也君） 答弁を求めます。

町長。

○町長（鈴木慎也君） 9番、竹田議員の質問について、お答えいたします。

1点目のお尋ねですが、仮称木古内インターチェンジの開通は、人の流れ及び物流の活性

化とともに救急搬送の迅速化など、当町に大きな効果をもたらすものと期待されております。

移住・定住対策は、様々な政策の総合力であるとそのように認識しておりますので、現在、

企業誘致による雇用の場の確保とともに、子どもからお年寄りまでが安心して生活できる環
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境を整えるために、下水道の着実な整備など、住環境整備を進めております。

この開通というのは、当町にとってチャンスであると認識しております。いままでのプロ

セスをしっかりと踏まえた上で、町有地の利活用、大胆な移住・定住対策の政策実行に向け

取り組んでまいります。

2点目のふるさと納税の増収案についてですが、これまでふるさと納税の寄附額の推移で

ございますが、議員ご存じのとおり、大きな額の寄附者を除き、年平均400万円程度となっ

ておりました。

しかし、令和2年度におきましては、寄附の受付から配送事務など、業務委託を本格的に

開始したことや掲載サイトの数の増加、または商品群の充実などを行いました。見込みでは

ございますが、3,300万円を超える寄附をいただくことができました。が、結果でございま

す。

今後においても、本年度の実績をもとに、商工業者や一次産業者の方々へ丁寧にこの趣旨

だったり、経済効果ですとか様々なことを説明し、さらにその商品群を結果的に増やしてく

れるように取り組みを進めていきたいと思っています。

また、掲載しているサイトにつきましても、過去の実績を踏まえて、サイトも増加するこ

とを検討しております。

さらには、現在商品数のうち、約2％の割合しかない魚介類でございますが、現在、漁組

と前向きに協議が進められているというそういった状況であります。令和3年度の早いうち

に、新たな商品アイテムとして掲載される予定であります。

ふるさと納税の増収というものは、地域経済の発展はもとより、将来も安定した財政運営

を継続するために、最も重要な財源確保の手段の一つであると思っております。

令和3年度の予算では、3,500万円を見込み予算確保をしたところでございますが、見込額

以上の寄附額となるよう、官民一体となって進めてまいりたいとそのように思っております。

以上でございます。

○議長（又地信也君） 9番 竹田 努君。

○9番（竹田 努君） 町長、これまで私は一貫してこの人口減少、財政、このことをずっと

訴えてきています。振り返って見ると新幹線を核としたまちづくり構想、ここでもはっきり

高速交通網の整備によって企業誘致だけでなく、町外からの移住希望者にも大変魅力ある町

だってことを訴えているんです。これはっきり明記をしています。そのあと27年から総合戦

略、これが5か年同じような移住定住対策をしてきたんですよ。そして、いまは2期目に入っ

て2年目、かなりの長い期間この移住定住対策を取り組んできています。人口4,000人を切っ

て、毎年約100名弱が減少しています。10年経ちますと3,000人を切るわけです、その推移か

らしますと。やはり私は、そうならないために減ることによって税収だとか、地方交付税を

大きな頼りにしている町として非常に財政的に不安を感じます。やはり人口減少を少しでも

鈍化させる、こういう取り組みが必要だと思っています。ですから、移住定住といかに人口

を流出させないかっていうその取り組みを併用したやはり事業というかそういうものが必要

になってくると思っているんですよ。ただやはり、執行方針には縷々記載をしています。だ

けれども、そうしたら具体的に何をするんだってことになれば、予算計上にはないっていう。

それを今後どうするのかっていう部分、考えがあれば。

○議長（又地信也君） 町長。
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○町長（鈴木慎也君） 竹田議員のおっしゃるとおりで、木古内町は社会減3割、自然減7割、

いわゆる自然減と言うのは出生から亡くなったかたのマイナス幅がどんどんどんどん広がっ

ているとそういった状態であります。

一方で、合計特殊出生率も1.25と非常に低いというのが実情であります。ただ、実際にご

出産されたお母様の平均の人数については2.5人ということで、木古内町の少子化の主な原

因というのは、少子化というよりも少母化、お母さんになるかたが少ないというのが一つの

原因であるというのをわかっております。ですので、今回はじめて出生お祝い制度事業を令

和3年度に登載させていただきました。これも「木古内町に生まれてきてくれてありがとう

ございます」とそういった町としての歓迎の意味を込めさせていただきました。数少ない子

ども達に対して、町全体で応援しようじゃないかとそういった思いを込めて、一つは人口減

少対策、そして子育て支援としてこの事業をさせていただきました。

あと、先ほど竹田議員から移住定住についてお話がありましたが、先ほどほかの議員の答

弁の中で私、約500人が周辺の市町村から通勤しているというような説明をさせていただき

ましたが、今度逆に木古内からどれぐらいのかたが通勤しているんだというと400人レベル

なんですよね。だいたい同じなんですけれども、木古内から働きに行っているかたのほうが

意外と少ないというところであります。そういったところも踏まえて、移住定住の3本の柱

の一つとして、ベッドタウンとしてのニーズに我が町の地理的な部分でしたり子育て支援で

したり、ある程度充実しているものだろうとありますので、何度も同じような答弁になりま

すが、令和3年度の当初の予算には入っておりませんが、いまある宅地として利活用できる

町有地、これらをいま整理をして協議をしている最中でありますので、何とか大胆な移住定

住につながるようにしていきたいとそのような思いであります。以上でございます。

○議長（又地信也君） 9番 竹田 努君。

○9番（竹田 努君） 町長は、町有地を十分に利活用して誘致をしたいって思いはわかりま

す。前段に言いましたように、これまで何十年も木古内町は交通の要衝、利便が良いからっ

てずっと今日まで毎年のように執行方針にはそのような掲載をし、当然総合戦略の中でも重

要な位置付けだと思っています。ただ、やはりなぜそういう実現できなかったのかというこ

との検証、これいまどうこうって行政に攻めるっていうかそういうことじゃなくて、今日ま

でそういう部分をきっちり整理してこなかったんじゃないのかなって思っています。やはり、

他町から転入したいっていうかたは何らかのメリットがなければ、やはり来ませんよ。いく

らいま来春、木古内から七飯まで函館に行くのに30分、当然通勤圏ですよ。木古内に例えば

住んでもらったら、何があるんだっていうことを私はこういうふうに書いた「高規格幹線道

路の開通にあわせて大胆な政策」って言ったのは、そこなんですよ。何とか目玉を作らなけ

ればだめだと。減税がいいのか、土地については町有地を提供する、まだまだいろんなこと

が考えられる。車を持っている人には車庫も建ててあげますよとか、例えばの話です。いろ

んなことがありますし、そして木古内に住めば福祉政策、福祉の町です。医療機関も充実し

ている、福祉施設も充実している、春になれば小規模多機能のオープンする、小規模多機能

だってすぐそばに道営住宅が1ルーム、1人暮らしのかたが入居できる。1人暮らしのかたが

入所しても何かあればすぐ小規模多機能で面倒みてもらえるっていうこういう好条件、立地

条件の町はないと思うんですよね。やはりこれらをきちんと訴えて早く、私は鈴木町長に期

待をしているんですよ。やはりいままでできなかったけれども、何か一つ一歩でも前に進ま
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せるっていうそれが例えばいろんな検討をして、いろんな目玉事業も作った、制度も作った

けれども、結果的に誰も来なかった、これやむを得ないんじゃないですか。企業誘致だって

そうですよね。ずっと今日まで木古内町とすれば企業誘致をしてきたんですけれども、なか

なか実現しなかった、何年か前にホテルだけですよね。だから、そういうことも含めてこれ

やはり高規格、この供用開始は少ない最後のチャンスだと私は思っています。だから、これ

に向けて当初の予算にはないにしても、例えば早急に議論、内部のプロジェクトを立ち上げ

て、早い時期の臨時会でもいいから何か一つでもそういうものを打ち出して、早くやはり全

国なのか道南なのかわからないけれども、ＰＲをするっていうやはり努力を私は期待したい

と思うんですよね。そのことについては、どうですか。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（鈴木慎也君） 竹田議員のお尋ねにお答えいたします。

議員の心がこもった再質問、やはり最後のチャンスだと議員がいまそのようにおっしゃい

ました。私もそのように思っている部分もあります。質問の中で結果が出なかった理由って

いうような質問もありましたので、それらの部分もしっかりと分析して、今後に活かさなき

ゃいけないと思っています。また、再質問の中で挑戦なくして失敗もできないんじゃないか

とそのようなお気持ちを再質問をとおして竹田議員から言葉をいただいたのかなと私なりに

そのように理解いたしました。

いずれにいたしましても、最初の答弁させていただいたように、正直決して期間があるわ

けじゃなくて、もしかしたら遅すぎるぐらいだとそのように私も認識して自覚もしています

ので、ですからこれからもしっかりと職員と力をあわせて、議員の皆様達にお示しできるよ

うに努めたいと思っております。

また、公営住宅の入居の状況でございますが、2号棟とお話がありましたので、現在24戸

中14戸予定していますので、残りが10戸となっております。1号棟に対しては、2戸というこ

とであります。また、全体をとおして見ても概ね利用はされている状態でもありますが、住

宅の適切な管理もしなきゃいけないんですが、それらもやはり移住定住の政策としっかりと

考えた上で、判断をしなければならないとそのように強く認識をいたしました。

議員におかれましては引き続き、様々なご意見やご提言を議員からいただきながら、移住

定住をとおして町の発展につながるように私も全力で努めていきたいと思っておりますの

で、今後ともご指導、ご協力をいただければと思っております。以上でございます。

○議長（又地信也君） 9番 竹田 努君。

○9番（竹田 努君） 町長、やはりまだ木古内町にはいろんな魅力ある、いろんなものがあ

るんじゃないかと思うんです。自分も気がつかない部分、行政側であればこういうのもある

っていうのがそういうのは見出して、早くそういう周知をして、結果結果で付いてくるわけ

ですから、やはりそういう運動を早くするっていうことを訴えたいと思います。

それから、ふるさと納税については、いままで400万の寄附採納が7倍の3,000万円強にな

ったって。これは、すごくやはりこの数字これを見る限り、いままでずっと例えばふるさと

納税、ほかの町では1億・2億だとかっていう話がある中で、木古内町は400万とか確かに特

産品のこれっていったものが目玉なるものがないっていう。強いて言ったら、はこだて和牛

だと思う。やはりふるさと納税は、木古内町を応援したいっていうかたが寄附採納をして、

それに伴う返礼品を受け、税の軽減を受けるっていうそういう仕組みになるわけですから、
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やはり本来であればそういう考えではじまったふるさと納税なんですが、今日的な状況から

見て、逆に返礼品を求めて寄附採納をするかたもいるっていうふうに伺っておりますので、

そこを逆に行政とすれば逆手に取って目玉の返礼品をやはり作る、揃える。前段の質問の中

で、そういう返礼品含めた海産物含めた部分については、整理をするって。私は、やはりそ

ういうことを含めて思い切った政策、若い町長だからできるっていう特権も私はあるような

気がするんですよ。極端なことを言えば、平成2年度実績3,000万円、今後7倍とすればいく

らになりますか。億単位ですよ。億の寄附採納を得られるとしたら、はこだて和牛5頭買っ

て返礼品に向けるだとか、私はやはりいまは総務課の担当が兼務しています。そうでなく、

2年度の実績の7倍を想定をしたふるさと納税の担当部署を作る、やはりそのくらいの意気込

みが必要だと思っています。課なり係の名称についても、今回このあと提案される例えば機

構の見直しの中で、「まちづくり新幹線課」が「まちづくり未来課」になるようであります。

ユニークな発想だなってやはりそういう夢がある担当部署を作る、これがふるさと納税の

取り組む担当なんだ、そのための返礼品作り。はこだて和牛5頭の予算を張り付けるだとか、

やはりそういう思い切ったことをしなければ、先の前段の質問者への答弁も付いてくるんで

すよ。私は、やはりそのことが良いかどうかは別にして、いま極論を言いましたけれども、

そういうやはり取り組みをして夢のある、それでやってみたらやはり上手くなかった、それ

じゃまた元に戻そうってそういうことだってできるわけだから。チャレンジもしないで指加

えていたってだめだと思う。まずは実践ですよ、実践をしてとにかく。私は、やはりことし

の予算が3,500万円って言いましたよね。そうでなく、もっと夢持った数字を上げるだとか

目標に向かって、その変わりこういうことをしなければだめだよっていろんなサイトも増や

すんだっていうことも含めて、ただ自力でも頑張らなければだめ。各サイトだけに任せっき

りで、自然増でなったってそういう呼び込みならだめだと思うんです。努力してやはり勝ち

取ったそういう行政でなければ、だめなような気がしています。そのことについて町長、即

答の答えでなくてもいいですから、町長の考えを。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（鈴木慎也君） 竹田議員のお尋ねにお答えいたします。

議員も先ほど質問の中で、令和3年度からの機構改革で、いままでは総務課が兼務してお

ったんですが、新しい機構改革の中で担当の部署ができますので、いままで以上に取り組み

を強くすることができるというふうに思っております。少しでも結果が良くなるように、職

員と力をあわせながら町内の事業者さん、そして関係者の皆さんと進んでいかなければいけ

ないと。ただし、やはり条件というのが様々あると思うんですが、竹田議員から本当に勉強

になるご提言とかご意見をいただいて、やはりこのふるさと納税もいろんなサイトに登録す

るとか、いろんな商品を揃えるとか大事だとは思うんですが、結局はやはり「草の根」が大

事なんじゃないのかなと私も最近そのように思っております。町外に住むご家族でしたり知

人のかたに、それぞれが声をかける、そういった総合力のもとに竹田議員が先ほど質問した

ような本当にみんな努力の結晶だと。そういった部分では、その結果の達成感と言いますか

そういったものも変わってくると思いますので、議員からいただきました貴重なご意見をし

っかりと受け止めさせていただき、令和3年度におきましては、少しでも良いご報告ができ

るように前進してまいりたいとそのように思っております。以上でございます。

○議長（又地信也君） 9番 竹田 努君。



- 65 -

○9番（竹田 努君） 概ね、了解はしました。町長、そこで当然先ほど言った担当部署を設

置をするかどうかっていうことは別にして、やはり個人企業でなく町内の企業の立ち上げ、

ふるさと納税を専門に取り扱うようなやはりほかの大きな上士幌町なんかは何十億っていう

ふるさと納税ある。それは、なんか公社みたいなのを作って成功している。それが順序が会

社の立ち上げが先だったのか、内部のそういう協議の積み重ねがそういう会社の創設になっ

たのかっていうのはよく承知はしていないんですけれども、だいたい個人企業だったら限界

がある。ですから、もしこれが本当に町長がふるさと納税を伸ばしたいって言うのであれば、

やはり町内に企業を立ち上げなければだめ。これは、行政も支援をしながらやはりどうすれ

ばいいのかっていうようなことを含めて、十分な検討を期待をして質問を終わります。

○議長（又地信也君） 9番 竹田 努君の一般質問を終了いたします。

次に3番 東出洋一君。

○3番（東出洋一君） 3番 東出です。

前段に3名ほどのかたがふるさと納税について、町長と随分やり取りしておりましたので、

私またちょっと角度を変えながら進めたいと思います。

ふるさと納税について。

地方自治体が自ら財源を確保し、様々な施策を実現するために有効な手段であると思いま

す。

人口減少・高齢化が深刻化する中で、当町の資源を最大限活用し、町内の経済を再生して

いく上で重要な制度であります。

令和2年度は、3,000万円ちょっとの寄附をいただいており、その努力は評価に値するもの

であります。さらに拡大していく必要があると思います。

今回の執行方針では、町税、地方交付税、ふるさと納税で財源を確保するんだと言われて

おります。それも結構でございます。また、それに対してふるさと納税をしてくれたかたと

継続的、そして長くつながりを持つ取り組みを進めていくことも重要かと思います。

そのためには、どう知恵を出し、どう商品群を増やすのか生産団体との連携も必要かと思

います。いろいろあると思います。

そこで、以下の2点について町長の考えをお伺いいたします。

1.ふるさと納税をされたかたに対し、継続的に寄附をしていただくための取り組みについ

てを1問目といたします。

2問目は、返礼品の内容について、海産物の返礼品が少ないように感じるが、今後の返礼

品の増加策についてをお伺いいたします。

○議長（又地信也君） 答弁を求めます。

町長。

○町長（鈴木慎也君） 3番 東出議員の質問にお答えいたします。

1点目のふるさと納税をされたかたに対し、継続的に寄附をしていただくための取り組み

についてですが、議員がおっしゃるとおり、ふるさと納税をしてくれたかたと継続的なつな

がりを持つということは、非常に重要と認識をしております。

当町におきましては、寄附していただいたかたに対し、返礼品にはお礼文を同封するとと

もに、毎年、継続的に寄附していただいているかたには、町のパンフレット等を同封させて

いただくなどの取り組みをしております。
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また、木古内町に縁のある方々に対しましては、お会いする場面で直接お礼をさせていた

だくことや、次年度に向けての情報発信もあわせて行っております。

さらには、本年度から本格的に様々なサイトを活用し事業展開しておりますが、サイト内

に書き込まれた情報、いわゆる口コミなどを確認し事業者等へ提供、そのもとで改善、さら

に改善をすることで、リピーターになっていただくための取り組みそういったものを進めて

おります。

いずれにいたしましても、令和2年度に多くの方々がご寄附をいただいたことに感謝を申

します。令和3年度においても、これまで同様の取り組みを進め、さらに、他の手法につい

ても検討し、前進してまいりたいと思っております。

2点目の返礼品の内容について、海産物の返礼品が少ないように感じるが、今後の返礼品

の増加策についてでございますが、現在のふるさと納税における贈答品の分類別比率につき

ましては、お土産品が33.4％、農作物が25％、肉類が31.6％、旅行商品が6.6％、魚介類と

酒類がともに1.7％となっております。おっしゃるように、海産物の返礼品が少ない状況で

あります。これまでも、上磯郡漁業協同組合と協議を進めてまいりましたが、広域の組合と

いうこともありまして、令和2年は商品の掲載ができなかったものの、協議を重ねる中、令

和3年度の商品掲載となるような前向きな協議が現在進められております。

どのような商品リストになるかは、今後、協議の上決まっていくので、いま現時点でお答

えはできませんが、全国でも魚介類が大変人気であると同時に、やはりこの木古内の海で採

れた美味しい魚を全国の皆様に食べてほしいと思っています。

ふるさと納税の増収は、地域経済の発展はもとより、将来も安定した財政運営を継続して

いくために、最も重要な財源確保の手段の一つであると思っておりますので、令和3年度予

算では、3,500万円を見込み予算確保をしたところですが、予算額以上の寄附額となるよう、

官民一体となって進んでいきたいとそのように思っております。以上でございます。

○議長（又地信也君） 3番 東出洋一君。

○3番（東出洋一君） 再質問させていただきます。

それじゃあ今回、3,500万円を見込んでおるわけですけれども、いいですか。需用費で1,0

50万円、役務費で425万円、それから使用料賃借料で560万円、これを見込んでいるんですよ

ね。そうですよね、担当。まずそれじゃあ、返礼品は3割以内におそらくこれは抑えている

と思う。これいろいろと問題があってこれをあれしたんですけれども、ただ需用費というの

はこれは返礼品ですよね。そうですよね。それから、役務費いろいろと発送にかかるお金だ

と思います。使用料賃借料で560万円、差し引けば3,500万円のあれがあったとしても、1,50

0万よりないんですよ。返礼品に関わる経費が全体の58.1％、電卓打って、間違いないから。

3割は需用費でもっていかれます。ところが、役務費と賃借料で28％吹っ飛んじゃう。そ

れ考えたらみんな3,500万円、去年から見れば7倍になりました、8倍になりましたと言って

喜んでいるけれども、実際ゼロにないわけでしょう。返礼品を充てにして納税してくれるか

たもおるし、いろいろあると思う。肉欲しくてやってくれる人もいる、海産物欲しくてやっ

てくれる人もいるかも。それ考えたことありますか、どうその辺は。町長、その辺は随分い

ままで3人のかたに前向きな答弁をされてきたけれども、これ私言うの間違っているのかな。

間違っているのであれば私訂正しますし、実際その辺は元手かかっているんですよ。差っ

引きしたら単純にいまこれやったら1,500万円よりないんですよ。その辺は、私ちょっと3人
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と変わった方向でいきますと言ったのは、そこなんですよ。まずその辺の行政側の考え方を

きちんとさせていただかないと、ただ良かった良かったと手叩いていたって、入ってくるか

ら出ていくものは差っ引かなければならないっていうこういうルールになっているので、こ

の辺は。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（鈴木慎也君） 東出議員のお尋ねにお答えをいたします。

まず、ふるさと納税の根拠法令というのは、地方税法になります。その地方税法の第37条

の2に、道府県民税の寄附金額の減免除、そして同法第314条、これが市町村民税の寄附金の

免除額がいわゆるふるさと納税として寄附した税金のうち2,000円を超える部分とそういっ

たものが法的根拠となっているというのは、まず大前提でちょっとお話させてもらうんです

けれども、一応平成31年に総務省のほうから返礼割合を3割以下にすること、そして事務費

の部分を寄附額、トータル5割以下にすることというように厳格化になっております。我が

町といたしましては、そのルールにしっかりと基づいて進めております。

そして、予算の部分ですので、この場が適切なのか予算委員会が適切なのかちょっとそこ

はあれなんですけれども、いずれにいたしましても町としてはしっかりとルールに基づいて

やっているという認識でございますが、すみません。

○議長（又地信也君） 3番 東出洋一君。

○3番（東出洋一君） 町長、私もそこまでは勉強してきました。ここに総務省からの通達は

私も持っています。ただ、いま言った町長、最高でマックスでも50％でしょう。それから、

道町民税どうのこうのって言いましたよね、それはしてくれた人がその還付を受けるのであ

って、あなた達は何も税法上のあれは、寄附した人がされるのであって、そうでしょう。全

然話違うでしょう、受けた側は何もあれでしょう。それで、まず細かいことは町長、予算委

員会の中でと言ったけれども、これ私はこの議論をいまこの場にまだありますけれども、や

ったほかに細かいことは私、予算委員会でいっぱいありますよ。ただ、それはそれとしてし

ながらも、ただはたしてきょうはそこはあまりこだわないで、3,500万円あれしたにしても

半分近いのがお土産だ、返礼品だ、運賃だ、やれなんだかんだで持っていかれるっていうこ

とについては、この辺は返礼品は3割より下げる気はないと思う。どこの町にも負けたくな

いから。ただ、発送だとか賃借料だとか圧縮するのはそこよりないんじゃない。私はそう思

うんだけれども。なんか良い方法を例えば3,500万円のうち、2,000万円は町で純粋に使える

というような、一銭でも多くしていかなければならないという工夫をしてもらいたい。そう

いうことについては、どうでしょう、再度お伺いしますけれども。

それと、今度返礼品の品質だと思うんです。私、返礼品として受け取ったはいいが、物が

傷んでいた、腐っていたとか何とかってなったら、もう二度と木古内町におそらく来てくれ

ないと思う。良心的な人は電話してこうやって傷んでいましたよって言ってくれて、また町

で再度発送し直すかもしれないけれども、やはり送る側の品質管理。強いて言えば、安全安

心な物を送付してやらなければならないわけですよね。そうすると、一番やはり心配なのは

生ものですよ。農産品含めて、野菜なんかも出していましたよね。それから、これから町長

が言っている海産物に関しては、どういうものを想定しているのか、消費期限の長いものを

私は、でなかったらこれは早めに食べてくださいとか何とかっていうふうにそういう親切心

を持ってやらないとなかなかリピーターにはなれないと思うので、その辺の品質管理がやは
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り私は大事だと思う。

それと、先ほど竹田議員から品質管理をするためには、やはりその商品のチェック体制を

どうするかなんですよ。おそらくいままでどこに私はやっていたかわからないけれども、ど

こかで集中的にものを集めてそこでチェック体制をして、品質的に大丈夫だなというそうい

う何て言うか竹田議員は企業って言ったけれども、私はそういう部署も必要になってくるん

じゃないかなと思うんですけれども、その辺についての考え方あればお伺いしたいと思いま

す。

それから、実はもう1点、農産品。木古内の場合は、ニラ・ほうれん草・トマト、3品なん

ですよね。これらのものもやはり一つの商品群増やす中では、私は大事かなと思っているん

ですよ。それで先日、私町長とも知内農協で行き会ったけれども、センター長とも話したら

話は相談には乗りますということなので、やはり商品群を増やす中にはそういう木古内の言

われている農産物の3品。これらのものも積極的に私は取り入れていくことも大事かと思う

んだけれども、その辺は同じ経済団体である農協さんとも私は協議をする時間を持ってもい

いだろうし、向こうは相談には乗りますと言っていますので、この辺のちょっと考え方をお

伺いします。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（鈴木慎也君） 東出議員の再質問の中で、品質管理の体制という質問がありました。

これは、先ほどの特産品に認定制度も含めて、当たり前のことなんですけれども、当たり

前のことが大切であるとそういった認識はしっかりと私持っております。

いままでこの金額でいただいた寄附額で、大きなクレーム等はなかった。ですが、さらに

伸ばしていくとなるとそのリスクも増えるだろうという意味では事業者さん、そして委託会

社の品質管理体制について、町としてもしっかりと伝えていかなければいけないなと思って

おります。

あと、農作物のご質問かと思いますが、これまでＪＡの新函館農協知内基幹支店と協議を

しました。直売をしている農家のかたに対して直接交渉し、ふるさと納税事業への参画をお

願いしてきたというところであり、令和2年は1件の農家さんでしたが、令和3年度はもう1件

の農家さんが参加する予定であります。そして、各生産組合との協議がしておりませんので、

今後も様々相談していきたいなと思っております。一度、休憩をお願いします。

○議長（又地信也君） 暫時、休憩をいたします。

休憩 午後4時18分

再開 午後4時21分

○議長（又地信也君） 休憩を解き、会議を再開いたします。

3番 東出洋一君。

○3番（東出洋一君） ふるさと納税については、まだちょっと言いたいことも残っていまし

たけれども、次に進みたいと思います。

教育長にお尋ねいたします。

新しい時代に対応した教育の推進についてでございます。

教育行政執行方針に、「小中一貫した英語に親しむ教育環境の充実」とあります。英語を
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身近に感じるようＡＬＴを配置しておりますが、子ども達が、より英語に親しみ、興味を持

ってくれるようさらなる事業展開が私は必要じゃないのかなと考えております。

そこで、下記の3点について教育長にお伺いいたします。

（1）ここに外国語とありますけれども、ここ英語ということで、理解していただきたい

と思います。英語にふれあう機会を増やすため、町内在住の外国人と交流する場を提供する

考えはございませんか。

二つ目、子ども達の英語に対する基礎能力の向上を考え、学校や保護者を通じ、積極的に

英語検定などを活用する考えはないのか、お伺いいたします。

（3）番目、子ども達が生きた英語に触れられることができるように、海外研修等の事業

を実施する考えはございませんか。以下、3点についてお伺いいたします。

○議長（又地信也君） 教育長。

○教育長（野村広章君） 3番、東出洋一議員のお尋ねの令和3年度教育行政執行方針におけ

る新しい時代に対応した教育の推進について、お答えいたします。

一つ目は、町内在住の外国人と交流する場の提供についてでございます。

教育委員会では、子ども達が外国の方々と英語での体験活動をとおして、英語力やコミュ

ニケーション能力の向上を図ることを目的に、平成30年度からイングリッシュキャンプ事業

を実施しております。

渡島管内の外国語指導助手ＡＬＴや留学生、地域ボランティアの方々などの協力により、

スカイプ通信を使用して海外在住の外国人に木古内町をＰＲする体験活動や、コミュニケー

ションゲームなどの交流体験を実施しております。

また、社会教育事業においては、子ども達の異世代間交流に町内在住の外国人も参加し、

民族舞踊の披露や歌の交流などをとおして、異なる国の文化への関心や理解につながってい

ると考えます。

したがいまして、英語教育や国際交流の充実を図るため、社会教育事業等において、今後

も外国人との交流の機会を設けてまいりたいと考えております。

二つ目は、英語検定等の活用についてのお尋ねですけれども、現在、木古内中学校の生徒

全員を対象として年に1度、英検ＩＢＡこれは自治体版の英検ですが、による英語検定を実

施しております。

中学校では、北海道教育委員会の事業を活用し、正確な英語力の把握や英語力向上のため、

平成31年度から検定を実施しているところでございます。

この検定は、テスト時間の短縮など、より使いやすくするために開発された内容になって

おり、学校においては、日常的な英語力の測定や学習成果の確認などに活用しております。

したがいまして、今後も英検IＢＡの活用について継続的に取り組んでまいりたいと考え

ております。

三つ目の海外研修事業の実施についてのお尋ねでございますが、生きた英語に触れること

ができる機会は大切であると認識しておりますが、事業実施に際しては、海外での長期滞在

において子ども達の安全安心を確保すること、また教員等の引率者の精神的な負担が大きい

ことなどが課題であると承知しております。

一方で、インターネットの普及や国際化による外国人との交流機会の増加などから、多様

な学習プログラムの工夫が可能となり、より効果のある活動の展開が期待できると考えてお
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ります。

したいがいまして、教育委員会といたしましては引き続き、子ども達が生きた英語に触れ

ることができるよう、外国語指導助手ＡＬＴや、このたび整備されたＩＣＴ機器等の活用を

図るとともに、交流体験活動の充実に努めてまいりたいと考えているところでございます。

○議長（又地信也君） 3番 東出洋一君。

○3番（東出洋一君） 教育長のほうから前向きな答弁をいただきましたので、実際ここに私

書かなかったんですけれども、「小中一貫」と言っているんですけれども、所管は教育委員

会じゃないんですけれども、やはり幼児、小さい保育園。来年度から認定こども園っていう

形になるんだけども、やはり小中じゃなくて所管は違うだろうけれども、考え方とすればこ

っちになるかと思うんだけれども、どうでしょう。その辺は、幼児・小学生・中学生とこう

いう一連の流れを私は作っていただきたいなと私そう思っているんです。ということは、私

もこういう年になって、その頃になると孫みたいなものですよ。やはりかわいいですよね。

ですから、できればその辺で生まれてすぐのところから英語に親しんでもらうと。そして、

いまのこの国際社会の中で英語を活用して、これからいろいろな情報社会の中で、英語を活

かしていただきたいなと思うので、ちょっと教育長のほうのあれじゃないと思うんですけれ

ども、幼児のほうもおそらく保育所でも少しは確かやっていると思うんですよ。ただ、そこ

で一貫性を持たせてもらいたいなと思って、いまそういう聞き方していますので、その辺に

ついてお伺いしたいと思います。まず、そこ1点。

○議長（又地信也君） 教育長。

○教育長（野村広章君） 東出議員のお尋ねにお答えしたいと思います。

今般、認定こども園ということで、保育園と幼稚園の合体した形での制度に乗った施設が

できると。子ども達の教育活動っていうような部分でも関係があると思いますので、私のほ

うからも回答させていただきたいと思います。

いま現在は幼稚園はないですけれども保育園、保小中という連携の一つの考え方はもって

いるところです。どのようにその子ども達が成長して、どのような姿になるのかというよう

な目標を定めながら保小中の連携に努めているところでございます。

特に英語に親しむっていうような機会、大事だと言われています。東出議員が言われるよ

うに、ＡＬＴもたまに永盛保育園・木古内保育園に行って、いろんな子どもとふれあうとい

う場面設定をしています。

先日、校長会の中で幼小の連携というようなポイントで、ちょっとチェックしてください

というようなことでお願いしました。いまやっていること、連携をやっていること、それか

らこれから少しずつやっていけること、こんなことをつなげていくということが大事でない

のかなというふうに考えております。

したいがいまして、英語というか外国の異文化に触れる活動と言うんですか、そんな部分

を要素に入れながら進めさせていただきたいなというふうに考えています。

○議長（又地信也君） 3番 東出洋一君。

○3番（東出洋一君） そういう意味では、連携をより一層密にして、本当に小さい子ってい

うのはすごく物覚えが早いわけですよね。いくらでも頭の中に詰まるわけですよね、我々と

違って。だから、やはり私は英語は大事だと思っていますので、少しでも多くそういう機会

を作ってあげる行政になっていただきたいなとこのように考えておりますので、そこは答弁
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求めません。ただ、これどうなんでしょう、次に移るんですけれども私、せっかく英語がこ

れだけしゃべられるようになったよ、これだけ書けるようになったよと。ある程度、自信付

くと思うんですよね。ちょっと町で外国の人と話したら、お互い名前だけは交換できたよと

か何とかってなると、そこで一つの喜びも出てくるだろうし、そうするとやはりそれを支え

ていくためには先ほど教育長のほうから話されたけれども、年に一度中学生全員生徒全員対

象に、年一度の英検を実施しているということなんですけれども、この辺も級があると思う

んだけれども、ちょっと私わからないんですけれども、何級くらいから受けさせているのか

なと。強いて言えば、その子によってはほかの子よりはちょっとできるよと、その子は3級

受けさせるよ、この人だいたい普通だから4級にするよというふうに自由に検定を選べられ

るものなのか、中学生だったら最低限これですねというラインがあるのか、その辺はどうな

っていますか。

○議長（又地信也君） 教育長。

○教育長（野村広章君） ただいまのご質問でございますが、この英検ＩＢＡですけれども、

これスコア制になっているんです。東出議員がお伺いのは、5級・4級・3級・2級・準2級・2

級・1級、そんな形。中学校でやっているのはスコア制なんです、同じ問題。書く、読む、

聞く、そして話す、この4技能です。これを全てコンパクトにまとめた質問で実施できると

いうことでやっています。それで、スコアですからその何問の回答率で、これは5級ですよ

と4級ですよと、そういうような相当点数の比較をしながら級取得が取得って言うわけじゃ

ないですけれども、目安でわかるというような制度なんです。ほかに一般的な英検は、英検

実用英語の英検、それからＴＯＥＩＣというようなものもあるんですけれども、ＴＯＥＩＣ

というような制度もスコア制なんです。それは、中学校ではスコア制を使っているというこ

とでございます。

○議長（又地信也君） 3番 東出洋一君。

○3番（東出洋一君） 最終的には一般質問なので私はこう思うよという部分と、そちらとや

り取りしなければならないんだけれども、大変申し訳ない一般質問になってしまいましたけ

れども、私は最終的にはやはりそうやって実力を付けた人達を海外だとか、それからいま木

古内にいろいろないさりびですか、そこに確か研修生で来ておりますよね。そういう人達と

今後の事業の中で、はたして交流が可能なのかどうなのか。私は、ＡＬＴの先生もこれは当

然ですけれども、ちょっとまた変わった形での英語を教えてあげるっていうそういう場を私

は作ってあげるべきだと思うんだけれども、そういう部分での考え方は再度確認しますけれ

ども、いろんな人と会わせてあげるということについては、私は大いにやっていくべきだと

思うんですよ。その辺についての今回一般質問しましたけれども、今年度の事業計画の中で、

イングリッシュキャンプもありますよね。だから、そういう時にはやはりそういういろんな

人を組み入れてあれをするという作業を私は進めていただきたいなと思います。これは、要

望しておきます。

それともう一つは、せっかくこうやってふるさと納税をして、教育の部分でも190万円か

な、ありますよね。なんかそんなものを有効活用して、私は海外研修に大いに出してやるべ

きだろうと。今回の答弁の中では、いろいろな危険も伴うような引率する先生の危険のこと

を書いているけれども、これはどこに行ったってそれはつきものだと思う。海外だろうが国

内だろうが、だけれどもやはり生きた英語を身につけさせるためには、何とか海外研修にや
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るという意向はないですか。そこをもう1回お伺いします。

○議長（又地信也君） 教育長。

○教育長（野村広章君） 海外研修の実施についてというようなことで、再質問でございま

す。海外研修で得るものは、かなり大きいのではないかなと私も認識しています。しかし、

このたび整備されたＩＣＴの活用です。何とかして、そしてＡＬＴ、そして先ほど言いまし

た木古内町に在住している方々の活用と言えば失礼ですけれども、そういう方々にも協力を

願ってイングリッシュキャンプの充実、そして外国人の方々の交流を深めていきたいなとい

うふうに思っているところでございます。

○議長（又地信也君） 3番 東出洋一君の一般質問を終了いたします。

以上をもちまして、一般質問は終了いたしました。

暫時、休憩をいたします。

休憩 午後4時38分

再開 午後4時50分

議案第11号 令和2年度木古内町一般会計補正予算（第12号）

議案第12号 令和2年度木古内町国民健康保険特別会計補正予算（第5号）

議案第13号 令和2年度木古内町後期高齢者医療特別会計補正予算（第3号）

議案第14号 令和2年度木古内町国民健康保険病院事業会計補正予算（第7号）

議案第15号 令和2年度木古内町簡易水道事業会計補正予算（第3号）

議案第16号 令和2年度木古内町高齢者介護サービス事業会計補正予算（第4号）

議案第17号 令和2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18号 令和2年度木古内町下水道事業特別会計補正予算（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。

皆さんに時間延長について、お諮りいたします。

日程第10から17までは、一括議案となりますが、議案審議が終了するまで、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） ご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10、議案第11号 令和2年度木古内町一般会計補正予算（第12号）ほか7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（加藤隆一君） それでは、朗読いたします。

日程第10 議案第11号 令和2年度木古内町一般会計補正予算（第12号）、日程第11 議案

第12号 令和2年度木古内町国民健康保険特別会計補正予算（第5号）、日程第12 議案第13

号 令和2年度木古内町後期高齢者医療特別会計補正予算（第3号）、日程第13 議案第14号

令和2年度木古内町国民健康保険病院事業会計補正予算（第7号）、日程第14 議案第15号



- 73 -

令和2年度木古内町簡易水道事業会計補正予算（第3号）、日程第15 議案第16号 令和2年

度木古内町高齢者介護サービス事業会計補正予算（第4号）、日程第16 議案第17号 令和2

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17 議案第18号 令和2年度

木古内町下水道事業特別会計補正予算（第4号）。以上でございます。

○議長（又地信也君） 提案理由の説明を求めます。

はじめに、副町長。

○副町長（羽沢裕一君） ただいま一括上程となりました、議案第11号 令和2年度木古内町

一般会計補正予算（第12号）及び、議案第12号 令和2年度木古内町国民健康保険特別会計

補正予算（第5号）、議案第13号 令和2年度木古内町後期高齢者医療特別会計補正予算（第3

号）、議案第14号 令和2年度木古内町国民健康保険病院事業会計補正予算（第7号）、議案

第15号 令和2年度木古内町簡易水道事業会計補正予算（第3号）、議案第16号 令和2年度木

古内町高齢者介護サービス事業会計補正予算（第4号）、議案第17号 令和2年度木古内町介

護保険事業特別会計補正予算（第4号）、並びに議案第18号 令和2年度木古内町下水道事業

特別会計補正予算（第4号）につきまして、提案理由をご説明申し上げます。

はじめに、議案第11号 令和2年度木古内町一般会計補正予算（第12号）から説明いたし

ます。

歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ3,383万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額

を53億8,859万7,000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並びに減収

補てん債等を追加したための起債額の補正で、補正後の限度額の総額を7億4,517万3,000円

とするものです。

6ページの第4表 繰越明許費補正は、4款 衛生費、1項 保健衛生費、事業名 新型コロ

ナウイルスワクチン接種事業は、2,444万3,000円から1,520万1,000円を減額し924万2,000円、

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70万3,000

円、及び9款・1項 消防費、事業名 防災行政無線更新事業は、4億1,301万7,000円から4,3

96万7,000円を減額し、3億6,905万円、10款 教育費、2項 小学校費、事業名 学校施設環

境改善空調整備事業は1,650万円、3項 中学校費、事業名 学校施設環境改善空調整備事業

は、1,175万9,000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、実績見込みによる減額補正です。

2款 総務費は、自治法・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等

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、高齢者介護サービス事業会計負担金並びに、介護保険事業特別会計繰出

金等の追加、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、会計年度任用職員報酬等の追加、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、及び商工費は事業実績等の確定見込みによる減額補正です。

8款 土木費は、第一佐女川橋汚水管渠移設工事補償費の追加、及び事業実績等の確定見

込みによる減額補正です。

9款 消防費は、渡島西部広域事務組合負担金の追加並びに、事業実績等の確定見込みに

よる減額補正です。
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10款 教育費は、小・中学校医薬消耗品費等の追加、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、北海道第5期地域住宅交付金の追加に伴う公営住宅使用料の財源振替で

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。

次に、議案第12号 令和2年度木古内町国民健康保険特別会計補正予算（第5号）を説明い

たします。

1ページをお開きください。

歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ159万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を

6億4,907万8,000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ページをお開きください。

1款 総務費、1項 総務管理費、2目 連合会負担金、18節 負担金補助及び交付金 2万

8,000円は、特別調整交付金交付基準の一部改正に伴う、事業状況報告システムの様式追加

によるシステム改修負担金の追加です。

次に、8ページをお開きください。

6款 保健事業費、1項・1目 特定健康診査等事業費は、令和2年度特定健康診査等負担金

の交付決定による財源振替です。

次に、9ページをお開きください。

3項 特別総合保健施設事業費、2目 施設管理費、10節 需用費 42万6,000円は、Ａ重

油の使用実績による減額です。

14節 工事請負費 135万2,000円は、健康管理センター冷房機取付工事の入札執行による

減額です。

次に、10ページをお開きください。

9款 諸支出金、3項 繰出金、1目 直営診療施設勘定繰出金、27節 繰出金 350万1,00

0円は、直営診療施設に対する特別調整交付金の確定による追加です。

次に、11ページをお開きください。

10款・1項・1目・節 予備費 16万円は、特定健康診査等負担金の交付決定等による減額

です。

次に、歳入をご説明いたします。

6ページをお開きください。

4款 道支出金、1項 道負担金、1目 保険給付費等交付金、2節 保険給付費等特別交付

金 336万9,000円は、直営診療施設に対する特別調整交付金の確定で350万1,000円の追加、

令和2年度特定健康診査等負担金の交付決定により13万2,000円の減額をするものです。

6款 繰入金、1項・1目 一般会計繰入金、5節 その他一般会計繰入金 177万8,000円は、

歳出で説明いたしましたＡ重油並びに健康管理センター冷房機取付工事の補正に伴う減額で

す。
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次に、議案第13号 令和2年度木古内町後期高齢者医療特別会計補正予算（第3号）を説明

いたします。

1ページをお開きください。

歳入歳出予算の総額は変わりありません。

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。

6ページをお開きください。

2款・1項 保健事業費、1目 疾病予防費は、健康診査等受託事業収入並びに、重複・頻

回受診者受託事業収入の確定による財源振替です。

次に、歳入をご説明いたします。

5ページをお開きください。

3款 繰入金、1項 一般会計繰入金、1目・1節 事務費繰入金 35万8,000円は、健康診

査等受託事業収入並びに、重複・頻回受診者受託事業収入の確定による追加です。

5款 諸収入、2項・1目 受託事業収入、1節 健康診査等受託事業収入 35万1,000円、

及び2節 重複・頻回受診者訪問指導事業収入 7,000円は、健康診査等受託事業収入並びに、

重複・頻回受診者受託事業収入の確定による減額です。

次に、議案第14号 令和2年度木古内町国民健康保険病院事業会計補正予算（第7号）につ

きまして、ご説明申し上げます。

1ページをお開き願います。

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、収益的収

入では、第1款 病院事業収益、第2項 医業外収益に8,848万6,000円を追加し、総額を15億

7,105万円とするものです。

収益的支出では、第1款 病院事業費用、第1項 医業費用に150万円を追加し、総額を15

億3,357万円とするものです。

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 令和2年度木古内町簡易水道事業会計補正予算（第3号）につきまして、

提案理由をご説明申し上げます。

1ページをお開きください。

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ついて、収入 第1款

簡易水道事業収益 第2項 営業外収益で16万7,000円を減額、第3項 特別収益で220万2,

000円を追加し、その総額を1億4,549万6,000円とするものです。

収入の主な補正内容は、生活支援対策に要する経費の確定による一般会計からの補助金の

減額、消費税及び地方消費税の還付による追加補正です。

資本的収入及び支出 第3条は、本年度予算第4条に定めた予定額について、収入 第1款

資本的収入、第1項 企業債で1,720万円を減額、第2項 工事負担金で448万5,000円を追

加し、その総額を1億9,718万5,000円とするものです。

支出 第1款 資本的支出、第1項 建設改良費で1,335万5,000円を減額し、その総額を2

億5,368万8,000円とするものです。

支出の主な補正内容は、事業費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、建設水道課長より説明をさせます。
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次に、議案第16号 令和2年度木古内町高齢者介護サービス事業会計補正予算（第4号）に

つきまして、ご説明申し上げます。

1ページをお開き願います。

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、収益的収

入では、第1款 特別養護老人ホーム事業収益、第2項 事業外収益に1億1,000万円を追加し、

総額を5億5,199万1,000円とするものです。

このたびの補正は、第3条にあるとおり、経営強化のため一般会計から補助を受けるもの

です。

議案説明資料資料番号1、12ページに木古内町高齢者介護サービス事業収支計画書を添付

しておりますのでご参照ください。

次に、議案第17号 令和2年度木古内町介護保険事業特別会計補正予算（第4号）につきま

して、ご説明申し上げます。

1ページをお開きください。

歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ3,591万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額

を、7億7,381万3,000円とするものです。

このたびの補正の主な内容ですが、2款 保険給付費、6款 予備費ともに介護サービス等

給付費の支出額の確定見込みによる補正です。

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18号 令和2年度木古内町下水道事業特別会計補正予算（第4号）につきまし

て、ご説明申し上げます。

1ページをお開きください。

歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ2,904万5,000円を減額し、歳入歳出予算の総

額を2億9,318万2,000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2,150万円を減額し、補正後の限度額の総額を6,840万円とする

ものです。

5ページの第3表 繰越明許費補正は、2款 施設費、1項 施設整備費、事業名 木古内町

公共下水道事業として、1,200万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 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

見込みに伴う減額補正です。

2款 施設費は、汚水管渠新設工事等の入札減など実績確定見込みによる減額です。

3款 公債費は、地方債の財源振替をするものです。

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。

以上でございます。ご審議をよろしくお願いいたします。

○議長（又地信也君） 副町長からの説明が終わりました。

次に、詳細説明をお願いいたします。

議案第11号 総務課長。
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○総務課長（福田伸一君） それでは、議案第11号の詳細につきまして、ご説明を申し上げ

ます。

はじめに、歳出よりご説明を行います。

16ページをお開きください。

1款・1項・1目 議会費 222万4,000円の減額は、実績見込みによる減額補正でございま

す。

17ページをお開きください。

2款 総務費、1項 総務管理費、1目 一般管理費、1節 報酬 367万7,000円、4節 共

済費 45万8,000円は、病気休暇等に対応するための会計年度任用職員報酬に係るもので、

実績見込みにより減額補正するものでございます。

8節 旅費 80万円、9節 交際費 20万円は、これも実績見込みにより減額補正するもの

でございます。

18節 負担金補助及び交付金 917万6,000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 80万円、道南いさりび鉄道通学利用者助成金 45万円の減額、及び北海

道からの派遣職員に係る負担金 1,042万6,000円の追加によるものでございます。

24節 積立金 3,455万3,000円の追加は、備荒資金組合積立金 42万7,000円の減額、及

び教育基金積立金 199万円、並びにまちづくり応援基金積立金 3,299万円の追加補正でご

ざいます。

3目 施設管理費、1節 報酬 160万円、4節 共済費 20万円、10節 需用費 210万円

の減額は、実績見込みによる減額、17節 備品購入費 87万1,000円の減額は、入札執行に

よる減額補正でございます。

次に、18ページをお開きください。

5目 企画振興費、7節 報償費 16万1,000円は、札幌木古内会及び東京木古内会総会中

止による参加報償費の減額でございます。

8節 旅費 102万円は、実績見込みによる減額でございます。

18節 負担金補助及び交付金 江差木古内線バス運行補助金 230万2,000円は、新型コロ

ナウイルス感染症の感染拡大に伴い、学校の休校や活動自粛により運賃収入が減少したため

の運行補助金の追加でございます。

その他の項目につきましては、いずれも実績見込みに伴う減額補正でございます。

6目 新幹線推進費、1節 報酬から18節 負担金補助及び交付金 757万5,000円は、新型

コロナウイルス感染症による各種プロモーションや会議の中止など、実績見込みに伴う減額

補正でございます。

次に、19ページをお開きください。

7目 広域観光推進費、1節 報酬から17節 備品購入費まであわせまして653万1,000円の

減額は、観光大使事業の実施回数見直しや、道の駅の前センター長退職に伴う指定管理料の

減額、旅行会社商談会等の中止、地域おこし協力隊の採用時期等、いずれも実績見込みに伴

う減額補正でございます。

次に、20ページをお開きください。

3項・1目 戸籍住民基本台帳費、18節 負担金補助及び交付金 47万5,000円は、通知カ

ード・個人番号カード関連事務を地方公共団体情報システム機構に委任していることから、
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交付金の令和2年度上限見込み額が確定したことに伴う追加補正でございます。

次に、21ページをお開きください。

4項 選挙費、2目 木古内町長選挙費 95万6,000円、並びに3目 木古内町議会議員選挙

費 85万7,000円は、事業実績確定による減額でございます。

次に、22ページをお開きください。

5項・1目 統計調査費、3節 職員手当等 39万3,000円は、国勢調査時間外勤務手当の予

算執行額確定による減額でございます。

次に、23ページをお開きください。

3款 民生費、1項 社会福祉費、1目 社会福祉総務費、18節 負担金補助及び交付金 2

70万円は、失業者生活支援助成金事業の実績見込みによる減額補正でございます。

19節 扶助費 33万6,000円は、福祉灯油等支給事業の実績見込みによる減額補正でござ

います。

27節 繰出金 177万8,000円は、国民健康保険特別会計の補正に伴う減額補正でございま

す。

3目 老人福祉費、11節 役務費から17節 備品購入費は、主に小規模多機能型居宅介護

施設整備に係る実績に伴う減額でございまして、12節 委託料ですが、介護職員初任者研修

委託料は、実績見込みにより116万1,000円の減額となってございます。

18節 負担金補助及び交付金 1億1,000万円は、高齢者介護サービス事業会計の経営強化

のための追加補正でございます。

27節 繰出金 737万2,000円は、介護保険事業特別会計の補正に伴う繰出金の追加補正で

ございます。

次に、24ページをお開きください。

5目 保健福祉総務費、8節 旅費 24万7,000円は、実績見込みによる減額補正でござい

ます。

12節 委託料の日中一時支援事業委託料は、実績見込みによる減額補正でございます。

障害者福祉システム改修業務委託料は、障害者自立支援給付費審査支払等システム事業の

令和3年度に予定される報酬改定及び制度改正に伴うシステム改修に要する経費の追加補正

でございます。

19節 扶助費 139万6,000円は、利用者の減少による減額補正でございます。

8目 住民運動費、18節 負担金補助及び交付金 45万5,000円は、防犯灯料金・設置・補

修補助金の実績見込みによる減額補正でございます。

10目 福祉施設管理費、10節 需用費 74万9,000円は、燃料費の実績見込みによる減額

補正でございます。

11節 後期高齢者医療費、27節 繰出金 35万8,000円は、後期高齢者医療特別会計の補

正に伴う繰出金の追加補正でございます。

次に、25ページをお開きください。

12目 特別定額給付金給付事業費、3節 職員手当等から18節 負担金補助及び交付金 3

06万7,000円は、特別定額給付金事業の実績による減額補正でございます。

次に、26ページをお開きください。

2項 児童福祉費、2目 児童福祉総務費は、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時



- 79 -

交付金の財源振替でございます。

2目 児童措置費、12節 委託料 2,260万円は、入所児童数の減少による減額補正でござ

います。

19節 扶助費 320万円は、児童手当の給付実績見込みによる減額補正でございます。

3目 児童福祉施設費は、子ども子育て支援交付金が増額されたこと等に伴い財源振替を

行うものでございます。

次に、27ページをお開きください。

4款 衛生費、1項 保健衛生費、1目 保健衛生総務費、18節 負担金補助及び交付金で8,

348万5,000円は、病院事業会計負担金の確定により追加補正するものでございます。

簡易水道事業会計負担金 16万7,000円は、生活支援対策に要する経費の確定による減額

補正でございます。

2目 予防費、1節 報酬及び4節 共済費は、新型コロナウイルスワクチン接種業務のた

め、会計年度任用職員を雇用するための追加補正でございます。

10節 需用費、11節 役務費のうち電話料及び電話回線増設料、17節 備品購入費は、新

型コロナウイルスワクチン接種業務にかかる追加補正でございます。

12節 委託料のうち、新型コロナウイルスワクチン接種業務委託料 1,912万7,000円は、

令和2年度から令和3年度予算に計上するよう取り扱いが変更されたことによる減額補正でご

ざいます。その他については、各種がん検診及び妊産婦健診、予防接種等の実績見込みによ

る減額補正でございます。

議案説明資料、資料番号1の1ページに、新型コロナウイルスワクチン接種事業に係る補正

の詳細を掲載してございますので、ご参照願います。

次に、28ページをお開きください。

3目 環境衛生費、18節 負担金補助及び交付金は、空き家等解体除去補助金 278万2,00

0円は、空き家等解体除去補助金申請額の確定による減額補正でございます。

合併浄化槽設置補助金 620万円は、実績見込みによる減額補正でございます。

4目 保健活動費、8節 旅費は、実績見込みによる減額補正でございます。

次に、29ページをお開きください。

2項 清掃費、1目 清掃総務費、18節 負担金補助及び交付金 608万6,000円は、渡島西

部広域事務組合及び渡島廃棄物処理広域連合負担金の各項目の精査による減額補正でござい

ます。

次に、30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、8節 旅費 14万7,000円は、実績

見込みによる減額補正でございます。

次に、31ページをお開きください。

2項 林業費、1目 林業総務費、18節 負担金補助及び交付金で、道南スギ産地形成推進

協議会負担金は事業中止のため、狩猟免許等取得補助金は実績見込みによる減額補正でござ

います。

2目 林業振興費、8節 旅費は、実績見込み、12節 委託料は、入札執行による減額補正

でございます。

3目 町有林管理費、12節 委託料 146万円は、いずれも入札減や実測面積の減少等によ
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る減額補正でございます。

次に、32ページをお開きください。

3項 水産業費、1目 水産業総務費、10節 需用費 20万円は、実績見込みによる減額補

正でございます。

2目 水産振興費、18節 負担金補助及び交付金 405万円でございます。これにつきまし

ても、実績見込みによる減額補正でございます。

次に、33ページをお開きください。

7款・1項 商工費、2目 商工振興費、7節 報償費から18節 負担金補助及び交付金まで、

968万8,000円の減額は、鶴岡大産業祭りの中止など、新型コロナウイルス感染症の影響によ

るイベント等の中止や、事業実績による減額でございます。

3目 観光推進費、1節 報酬、4節 共済費は、観光スタッフの採用時期による減額補正

でございます。

7節 報償費のうち、観光振興計画事業講師謝金 10万円は、北海道観光振興機構の事業

への振り替えによる減額補正でございます。

観光振興計画推進協議会委員報償費 19万2,000円は、報酬辞退の申し出による減額補正

でございます。

8節 旅費、10節 需用費は、プロモーション等が中止になったことによる減額補正でご

ざいます。

11節 役務費は、報償費と同じく、北海道観光振興機構の事業への振り替えによる減額補

正でございます。

12節 委託料から18節 負担金補助及び交付金は、イベントの中止や実績見込みによる減

額補正でございます。

次に、34ページをお開きください。

8款 土木費、1項 土木管理費、1目 土木総務費、12節 委託料 100万円は、予算執行

がなかったことによる減額補正でございます。

次に、35ページをお開きください。

2項 道路橋梁費、1目 道路維持費、8節 旅費、10節 需用費、15節 原材料費は、実

績見込みによる減額補正でございます。

12節 委託料、14節 工事請負費は、入札執行による減額補正でございます。

21節 補償・補填及び賠償金、第一佐女川橋汚水管渠移設業務補償費 31万円は、入札執

行による減額補正でございます。第一佐女川橋汚水管渠移設工事補償費は、850万円の追加

補正でございます。

次に、36ページをお開きください。

4項 都市計画費、1目 都市計画総務費、12節 委託料 16万4,000円は、木古内町都市

計画変更図書作成業務委託料の減額、27節 繰出金 4万3,000円は、下水道事業特別会計繰

出金の減額補正でございます。

次に、37ページをお開き願います。

5項 住宅費、1目 住宅管理費は、国庫補助金等の財源振替でございます。

2目 道営住宅管理費、10節 需用費 48万3,000円は、凍結による漏水が発生したことに

よる修繕費の追加補正でございます。財源には道営住宅指定管理業務委託金が全額充当され
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ることとなってございます。

3目 公営住宅建設費、21節 補償・補填及び賠償金 48万4,000円は、港団地建替に伴う

仮移転補償費の実績見込みによる減額補正でございます。

次に、38ページをお開きください。

9款・1項・1目 消防費、18節 負担金補助及び交付金 1,778万2,000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、及び小型動力ポンプ付大型水槽車更新に係る

起債について、12月定例会で渡島西部広域事務組合が全額起債を借り入れることによる、負

担金の減額補正をしましたが、その後、一部を町が借り入れ、負担金として支出することに

なったため、追加補正をするものでございます。

2目 災害対策費、10節 需用費から14節 工事請負費は、防災行政無線更新工事に伴う

入札執行、及び実績見込みによる減額補正でございます。

次に、39ページをお開きください。

10款 教育費、1項 教育総務費、2目 事務局費、7節 報償費、8節 旅費は、事業中止

による減額補正でございます。

10節 需用費、11節 役務費は、事業実績による減額補正でございます。

次に、40ページをお開きください。

2項 小学校費、1目 学校管理費、10節 需用費 40万円は、新型コロナウイルス感染症

対策として、消耗品や保健衛生用品を購入するための追加補正でございます。

財源には、学校保健特別対策事業費補助金及び新型コロナウイルス対応地方創生臨時交付

金が充当されることとしてございます。

議案説明資料、資料番号1の2ページに、小・中学校に係る事業費の詳細を掲載してござい

ますので、ご参照ください。

12節 委託料 36万3,000円は、校内ネットワーク機器保守委託の契約期間短縮による減

額補正でございます。

14節 工事請負費 400万円は、入札執行による減額補正でございます。

2目 教育振興費、7節 報償費 42万3,000円は、運動会や各種大会等の中止による減額

補正でございます。

11節 役務費 56万7,000円は、通信料の契約期間の短縮による減額補正でございます。

14節 工事請負費 242万円は、入札執行による減額補正でございます。

次に、41ページをお開きください。

3項 中学校費、1目 学校管理費、10節 需用費 40万円は、新型コロナウイルス感染症

対策として、消耗品や保健衛生用品を購入するための追加補正でございます。財源は、小学

校費と同様でございます。

12節 委託料 35万4,000円は、校内ネットワーク機器保守委託の契約期間短縮による減

額補正でございます。

14節 工事請負費 504万1,000円は、入札執行による減額補正でございます。

2目 教育振興費、7節 報償費 125万円は、各種大会等の中止による減額補正でござい

ます。

11節 役務費 56万7,000円は、通信料の契約期間の短縮による減額補正でございます。

14節 工事請負費 362万7,000円は、入札執行による減額補正でございます。
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次に、42ページをお開きください。

4項 社会教育費、1目 社会教育総務費 234万5,000円は、実績見込みによる減額補正で

ございます。

2目 公民館費 257万円、これも実績見込みによる減額補正でございます。

次に、43ページをお開きください。

3目 資料館運営管理費 78万6,000円、これも実績見込みによる減額補正でございます。

次に、44ページをお開きください。

5項 保健体育費、1目 保健体育総務費、7節 報償費 101万9,000円は、主催事業や全

国・全道大会等の中止に伴う減額補正でございます。

2目 保健体育施設費 301万円は、町民プールの開館期間の短縮に伴う実績見込みによる

減額補正でございます。

3目 学校給食費 127万3,000円は、新型コロナウイルス感染症対策により、小中学校が

臨時休校したことに伴う燃料費の使用量減少による減額補正でございます。

次に、45ページをお開きください。

12款・1項 公債費、1目 元金及び2目 利子でございますが、公営住宅使用料の財源振

替をするものでございます。

次に、46ページをご覧ください。

14款・1項・1目 職員給与費 523万円は、実績見込みにより減額補正をするものでござ

います。

次に、歳入の説明を行わせていただきます。

9ページをお開きください。

12款 分担金及び負担金、2項 負担金、1目 民生費負担金、2節 児童福祉費負担金 1

10万円は、保育所入所児童が減少していることによる減額補正でございます。

14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 67

万4,000円は、利用者の死亡等、利用者減に伴う減額補正でございます。

2節 児童福祉費負担金 1,192万円で、子どものための教育・保育給付費負担金 1,002

万円は、保育所運営費委託料の減額により、負担金算定基礎額が減額になることに伴う減額

補正でございます。

児童手当負担金 190万円は、給付実績等に伴う減額補正でございます。

2目 衛生費負担金、1節 保健衛生費負担金 1,912万7,000円は、新型コロナウイルスワ

クチン接種対策費負担金で、令和3年度予算に計上することによる減額補正でございます。

2項 国庫補助金、1目・1節 総務費補助金 5,377万7,000円で、個人番号カード交付事

業費補助金 47万5,000円は、個人番号カード交付事業の令和2年度上限見込額が確定したこ

とに伴う追加補正でございます。

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金は、5,330万2,000円の追加補正でござ

います。

次に、10ページをお開きください。

2目 民生費補助金、1節 社会福祉費補助金 地域生活支援事業補助金 30万1,000円は、

歳出の障害福祉システム改修業務委託料の財源としての追加補正でございます。
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特別定額給付金給付事業費補助金 170万円、同じく事務費補助金 139万3,000円は、特

別定額給付金給付事業の実績による減額補正でございます。

2節 児童福祉費補助金 8万1,000円は、放課後児童健全育成事業、いわゆる学童保育で

ございますが、これに係る子ども子育て支援交付金の交付決定による追加補正でございます。

3目 衛生費補助金、1節 循環型社会形成推進交付金 84万2,000円は、合併浄化槽設置

事業に係る循環型社会形成交付金の交付額確定に伴う減額補正でございます。

2節 保健衛生費補助金 緊急風しん抗体検査等事業補助金 53万2,000円は、歳出の風し

ん抗体検査委託料の減額に伴う補正でございます。

新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金は、171万円の追加補正でござい

ます。

4目 土木費補助金、1節 道路改良費交付金 414万7,000円は、橋梁長寿命化事業交付金

の交付金額確定に伴う追加補正でございます。

2節 住宅費交付金 459万1,000円は、北海道第5期地域住宅交付金の交付金額確定に伴う

追加補正でございます。

5目・1節 教育費補助金、学校保健特別対策事業費補助金 40万円は、歳出の小学校・中

学校費の新型コロナウイルス感染症対策として購入する消耗品、保健衛生用品の財源として

の追加補正でございます。

公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金 250万円は、事業完了により補助

金の額が確定したことによる減額補正でございます。

次に、11ページをお開きください。

15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 33万7,0

00円は、国庫負担金と同じく障害者介護給付等に係る利用者の死亡等利用者減に伴う減額補

正でございます。

2節 児童福祉費負担金 543万8,000円は、国庫負担金と同様の事由による減額補正でご

ざいます。

2項 道補助金、2目 民生費補助金、1節 社会福祉費補助金 7万円は、日中一時支援事

業委託料の減額による減額補正でございます。

7節 児童福祉費補助金 8万1,000円は、放課後児童健全育成事業に係る、子ども子育て

支援交付金の交付決定による追加補正でございます。

4目 農林水産業費補助金 57万円は、森林環境保全整備事業の事業費確定による減額補

正でございます。

3項 道委託金、1目 総務費委託金、3節 統計調査費委託金 39万3,000円は、国勢調査

の事業費確定による委託金の減額補正でございます。

次に、12ページをお開きください。

5目 土木費委託金、3節 住宅費委託金 48万3,000円は、道営住宅指定管理業務委託金

の追加補正でございます。

16款 財産収入、1項 財産運用収入、2目・1節 利子及び配当金 42万7,000円の減額は、

備荒資金積立金の配分金確定に伴う減額補正でございます。

2項 財産売払収入、1目 不動産売払収入、1節 土地売払収入 127万2,000円は、町有

地を売却したことによる追加補正でございます。
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議案説明資料の資料番号1の8ページ・9ページに、売却の概要及び売却箇所を掲載してご

ざいますので、ご参照ください。

17款・1項 寄附金、3目・1節 教育費寄附金 199万円、及び13ページをご覧ください。

4目 まちづくり応援寄附金 3,299万円は、ふるさと納税の実績見込みによる追加補正で

ございます。

18款 繰入金、1項 基金繰入金、1目・1節 財政調整基金繰入金 8,556万7,000円の減

額は、このたびの補正に係る財源調整でございます。

2目・1節 江差線代替輸送確保基金繰入金 230万2,000円は、歳出で説明した江差木古内

線バス運行補助金の財源としての追加補正でございます。

8目・1節 地域福祉基金繰入金 1億1,000万円は、高齢者介護サービス事業会計負担金の

財源としての追加補正でございます。

20款 諸収入、5項・1目・3節 雑入で、いきいきふるさと推進事業助成金 598万円は、

対象事業が新型コロナウイルスの影響により中止、若しくは減額となったことで交付基準額

を下回ったことによる減額補正でございます。

雇用保険繰替金は、3,000円の追加補正でございます。

次に、14ページをお開きください。

21款・1項 町債、1目 総務債、2節 過疎地域自立促進特別事業債 910万円は、過疎ソ

フト起債額の確定による減額補正です。

議案説明資料、資料番号1、10ページをご参照願います。

4節 減収補てん債 617万3,000円は、新型コロナウイルス感染症の影響により生じた減

収を補てんするため、地方消費税交付金、市町村たばこ税、地方揮発油譲与税交付金の減収

見込みに係る起債の追加補正でございます。

2目 民生債、1節 介護施設整備事業債 1,020万円は、小規模多機能型居宅介護施設建

設工事等の事業費確定による減額補正でございます。

3目 農林水産業債、1節 農業施設整備事業債 20万円は、農業競争力強化基盤整備事業

の事業実績見込みによる減額補正でございます。

4目 土木債、1節 橋梁整備事業債 20万円は、事業実績による減額補正でございます。

2節 公営住宅整備事業債 30万円は、港団地解体事業の事業実績見込みによる減額補正

でございます。

次に、15ページをお開きください。

5目 消防債、1節 消防施設整備事業債 2,160万円は、渡島西部広域事務組合が実施し

た、小型動力ポンプ付大型水槽車更新事業の財源として、過疎債を充当するための追加補正

でございます。

2節 防災施設整備事業債 4,400万円は、防災行政無線更新工事等の事業費確定による減

額補正でございます。

6目 教育債、1節 教育施設整備事業債 50万円は、小中学校通信ネットワーク整備事業

の財源としての追加補正でございます。

2節 保健体育施設整備事業債 600万円は、スポーツセンター外壁・建具等改修工事の事

業実績による減額補正でございます。

議案説明資料、資料番号1の3ページから7ページに、地方創生臨時交付金実施計画につい
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ての資料を添付してございますので、参考までにご覧いただきたいと思います。

以上で、私の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議をお願い申し上げます。

○議長（又地信也君） 次に、議案第14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14号について、ご説明申し上げます。

支出より説明いたします。

6ページをお開きください。

1款 病院事業費用、1項 医業費用、3目 経費 150万円の追加は、北海道の補助事業で

ある医療機関等勤務環境改善支援事業を活用して、コロナ禍における病院職員の勤務環境の

改善を図るため、消耗備品費へ100万円、修繕費へ50万円追加計上をするものでございます。

購入予定物品は、議案説明資料11ページをご参照ください。

修繕費は、感染対策として3階感染症病棟に設置してあるシャワールームの改修で、押し

ボタン方式から混合栓のタイプへ変更するものでございます。

なお、本事業は北海道へ寄せられた寄附金が原資となっており、病院への補助上限額は15

0万円となっております。

続いて、収入をご説明いたします。

5ページをお開きください。

1款 病院事業収益、2項 医業外収益、2目 他会計補助金 850万円の追加は、過疎ソフ

ト事業である地域医療対策補助金の確定によるものです。

続いて、3目 他会計負担金 7,498万5,000円の追加は、病院事業に対する地方交付税措

置額の確定によるものです。

続いて、8目 補助金、節 道費補助金 150万円の追加は、支出で説明した備品購入費と

修繕費の追加計上に対する北海道からの補助金でございます。

国庫補助金 350万1,000円の追加は、医師などの確保対策及び救急患者を受け入れに要し

た費用に対する補助金の確定によるものです。

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号の詳細説明をお願いします。

建設水道課長。

○建設水道課長（構口 学君） それでは、議案第15号 木古内町簡易水道事業会計補正予

算（第3号）について、ご説明申し上げます。

8ページをお開き願います。

収益的収入になります。

1款 簡易水道事業収益、2項 営業外収益、3目・節 他会計補助金で、16万8,000円の減

額は、令和2年5月から7月の3か月間に行いました生活支援対策に要した経費の確定によるも

のでございます。

5目・節 雑収益の1,000円の増額は、消費税及び地方消費税の更正申告による利息で、還

付加算金となります。

3項 特別収益、1目・節 過年度特別損益収益修正益 220万2,000円の増額も、更正申告

による消費税及び地方消費税の還付金です。

10ページをお開き願います。
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資本的支出になります。

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 73万円の

減額と工事請負費 13万円の減額は、今年度交換したメーターの購入費と取替工事の執行残

となります。

2目 配水管改良費、節 工事請負費 124万円の減額、委託料 180万円の減額は、それ

ぞれ事業完了による執行残となります。

3目 配水管移設費、節 工事請負費 129万8,000円の減額、委託料 82万円の減額もそ

れぞれ事業完了による執行残によるものです。

11ページをお開き願います。

4目 施設改良費、節 工事請負費 714万9,000円の減額は、それぞれ三つの工事の事業

完了による執行残です。

5目 有形固定資産購入費、節 車両運搬具購入費 18万8,000円の減額は、公用車購入に

よる執行残になります。

次に、9ページに戻ります。

資本的収入になります。

1款 資本的収入、1項・1目・節 企業債 1,720万円の減額は、記載しております六つの

事業の確定によるものです。

2項・1目・節 工事負担金 448万5,000円の追加は、函館江差自動車道建設に伴う水道管

移設工事の事業費確定によるものでございます。

以上で、説明を終わります。

○議長（又地信也君） 次に、議案第17号の詳細説明をお願いいたします。

保健福祉課長。

○保健福祉課長（吉田 宏君） それでは、議案第17号の詳細につきまして、ご説明いたし

ます。

歳出よりご説明いたします。

7ページをお開きください。

2款・1項 保険給付費、1目 介護サービス等給付費、18節 負担金補助及び交付金 5,7

19万4,000円は、介護サービス等給付費の増加に伴う追加補正です。

8ページをお開きください。

2款 保険給付費、2項・1目 高額介護サービス費、18節 負担金補助及び交付金 186万

3,000円は、高額介護サービス給付費の増に伴う追加補正です。

9ページをお開きください。

6款・1項・1目・節 予備費 2,314万6,000円の減額は、介護サービス等給付費及び高額

介護サービス給付費の追加補正の財源とするため、予備費により充当するものです。

次に、歳入の説明を行います。

6ページをお開きください。

4款 国庫支出金、1項 国庫負担金、1目 介護給付費負担金、1節 現年度分 602万8,0

00円、5款・1項 支払基金交付金、1目 介護給付費交付金、1節 現年度分 1,230万円、6

款 道支出金、1項 道負担金、1目 介護給付費負担金、1節 現年度分 1,021万1,000円、

及び7款 繰入金、1項 一般会計繰入金、1目 介護給付費繰入金、1節 現年度分 737万2,



- 87 -

000円は、ともに介護サービス等給付費及び、高額介護サービス給付費の増額に伴い追加補

正するものでございます。

説明は以上です。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18号の詳細説明をお願いいたします。

建設水道課長。

○建設水道課長（構口 学君） それでは、議案第18号について、ご説明申し上げます。

歳出から説明させていただきます。

10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、26節 公課費で16万1,000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。

2目 クリーンセンター費、10節 需用費で、電気料 40万円、薬品費 25万円、整備費

25万円、計90万円の減額は、不用額を減額するものです。

12節 委託料で、汚泥処分委託料 15万円、汚泥運搬委託料 10万円、計25万円の減額も

不用額を減額するものです。

11ページになります。

2款 施設費、1項・1目 施設整備費、10節 需用費で40万の減額は、汚水管渠修繕費、

給水管切り回しの不用額です。

12節 委託料 599万円の減額と14節 工事請負費で2,134万4,000円の減額は、社会資本

整備交付金の交付額の決定と入札減による不用額の減額、及び第一佐女川橋汚水管渠移設工

事に伴う1,200万円の増額分を合計したものとなります。

なお、この移設工事については、令和3年度へ繰り越しとなります。

3款 公債費は、財源振替するものです。

続いて、歳入の説明に入ります。

8ページに戻ります。

2款 使用料及び手数料、2項 手数料、4目 汚泥処理手数料 100万円の増額は、実績見

込みによる増額です。

3款 国庫支出金、1項 国庫補助金、1目 下水道費補助金 1,948万円の減額は、社会資

本整備総合交付金の交付額確定による減額です。

4款・1項 繰入金、1目 他会計繰入金、1節 一般会計繰入金 9万4,000円の減額は、歳

入歳出の調整によるものでございます。

6款 諸収入、2項・1目・1節 雑入 283万9,000円の増額は、平成26年度・27年度におけ

る消費税申告を更正した請求したことによる消費税の還付金となります。

9ページです。

3項 受託事業収入、1目 受託事業収入、1節 下水道事業受託事業収入の819万円の増額

については、第一佐女川橋汚水管渠移設業務補償費の入札減による不用額、歳出で説明いた

しました新たに追加する、第一佐女川橋汚水管渠工事補償費の850万円を増額するものです。

7款・1項 町債、1目・1節 下水道事業債の2,150万円の減額については、それぞれ事業

費の確定により公共下水道事業債の減額と、下水道事業債資本費平準化債の減額をあわせた

ものとなります。

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。
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○議長（又地信也君） 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

質疑ございませんか。

9番 竹田 努君。

○9番（竹田 努君） 2点、ちょっと確認含めて質問します。

一般会計23ページ、負担金の中で1億1,000万円、介護サービス事業会計への負担金として

計上しています。これ説明の中で、経営強化のために1億1,000万円、私は施設の資金不足が

発生をして、資金手立てなのかなっていうふうに思っていたんですけれども、この経営強化。

どういうことをするのかっていうのと、なぜこの経営強化の1億1,000万円が3月のこの時

期なのか、この辺がどうも理解できない。私のきょう一般質問の中でも、各企業会計も健全

経営でなければ財政、一般会計だけ良くてもだめだっていうことを強調してきたんですよね。

ただ、本当に資金不足でなくて経営強化、どういうことをするのかっていうのが理解でき

ない。まずその辺ちょっと行政側の答弁、お願いします。

それと37ページ、道営住宅の48万3,000円、これ水道の凍結のための費用だと。これは、

道の道費の中で財源的には補てんされています。だけれども、この凍結が構造的な欠陥で凍

結になっているのか、人的なミスなのか、そしてどの部分なのかっていう部分も説明がされ

ていないんですよね。やはり大事だと思うんですよ。これから「であえーる」ももう1棟建

設されます。構造的なものであればきちんとやはり分析をして、これから町が施設を管理す

るわけなんだから、その辺はきちんとやはり整理をしていかなきゃならないと。その辺の内

容っていうか中身がわかるのであれば、答弁願います。もし町のほうでわからないとすれば

道に確認をして、後ほど答えをもらうということでも結構です。

○議長（又地信也君） 2点ほどあります。1点目は。

副町長。

○副町長（羽沢裕一君） ただいまの竹田議員からのご質問、木古内町高齢者介護サービス

事業への1億1,000万円の負担金のご質問でございます。

説明の中では、経営強化という言葉を使いましたが、実質的には資料番号1の12ページを

ご覧いただければわかるとおり、まず令和2年度の見込みといたしまして、既に現金残高年

度末というところですが、381万5,000円のマイナスという現在の見込みになってございます。

したいがいまして、議員がご指摘のとおり、資金がショートすると資金不足になるという

ことから、まずこのタイミングで介護サービス事業会計への繰り出しをお願いしたいと。

町としましては、特養という介護福祉サービス、これは当然必要なものと考えております

し、しかしながらこの福祉介護サービス、利益を生み出すものでもないとそういうふうにも

考えてございます。ですが、マイナスが続けば町としても当然ながら負担というものは限度

がありますので、本来であればプラスマイナスゼロというラインが続けば一番良いんでしょ

うけれども、そこを目指してこの経営強化という部分で、内部でも様々な特養でですけれど

も、プロジェクトチームを立ち上げ、どういった増収対策ができるかとか、今後努めてまい

ります。

また、町としましてはこれは短期的なあくまでも資金的なもの、これで福祉基金のほうも

残りがありませんので、特養へのまず基金を使っての繰り出しというのはこれが最後になり

ますので、ここはまず短期的なものといたしまして、令和2年度以降の運営をお願いしたい

と。中長期的には、これも12月の総務・経済常任委員会の中で議論したところなんですけれ
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ども、様々利用者の増加ですとか人件費、人を減らすわけではなく、一体的に人の異動など

等を絡めた中で、安定した経営というものを目指していきたいという考えでございます。以

上でございます。

○議長（又地信也君） 2点目、建設水道課長。

○建設水道課長（構口 学君） 道営住宅に関する修繕費の補正についてのご質問でござい

ますが、まずこの場所についてなんですが、2階に集会室の集まる場所があります。

こちらのほうにつきましては、1階の部分が廊下部となって非常に空気の流れがあるとこ

ろで、2階の上に関してはこの分に関しては、3階の分がないものですから、ちょうどこの集

会室の部分が冷えやすい状況にある場所になります。

構造的な欠陥ということのお話もあったんですが、このたびの修繕につきましては、北海

道全体でやはりこの自然災害という位置付けで、今回の零下に対して補てんをしていただけ

るというお話がありました。その結果、これで今回補正させていただくものですが、決して

構造的な欠陥ではございません。ただ、今後に踏まえまして、凍結がないような処置をこの

修繕費も含めて対応することで、今回補正させていただいております。以上です。

○議長（又地信也君） ほかに。

9番 竹田 努君。

○9番（竹田 努君） いまの水道の凍結の部分なんだけれども、道から補てんされるからい

いっていう感覚ではだめだと思うんです。構造的なものでないとしてもこの零下っていうの

は、ことしだけでないと思うんですよ。来年だって零下になるかもわからない。またぞろ凍

結するんですよ。やはり根本的に例えば構造でないっていうかもしれないけれども、そうで

なかったら逐次集会所を町の管理だとすれば、毎回水道落とさなきゃならない。そういうこ

とを怠って凍結になったのかっていう部分も含めて、なんかその辺が定かでないんだよね。

だから、これ以上の議論はしないけれども、私はやはり構造的なものだったら道に訴えな

きゃならないっていうふうに思っているものだから、その辺の確認含めてやはりこういう。

ただ、いま課長が答えたように零下によるものだとすれば、やはり来年以降の対策もきち

んとやはり整理をしなきゃならないって思っています。

それから、1億1,000万円の繰り出し、あとで経営強化と言えども資金不足だっていうこと

であれば、やはり私は3月でなくてもっと早い時期に繰り入れすべきだと思うんですよね。

施設も経営するほうとすれば安心安全、そして今回のコロナ禍の中で、施設は私はかなり

苦労していると思うんですよ。コロナの発生、感染させなかったっていう部分では、私は繰

り入れがだめだっていうことでなくて、ただ説明の中で経営強化だとかっていう言葉を使っ

てきたから、もう少しやはりシビアにきちんとこうなんだっていうことをあれすべきでない

のかなっていうふうに思って。

それと特養、老健から特養に移行した。地域福祉基金では2億1,000万円投入しているわけ

だ、その前に病院会計から1億投入して、3億1,000万円この施設に繰り入れしている。それ

で尚且つ、資金不足が出るっていうことであれば、根本的なネックがあるだろうと。この辺

の対策については、私はやはり行政側がきちんとその辺分析をして、場合によってはドンと、

ドンとっていうか資金手立てをすべきだと思う。副町長は、地域福祉基金がなくなったから

っていう部分で、あと出さないみたいなニュアンスでも響くんだけれども、そうでなくてい

つでも特養の営利を求めないって施設だとすれば行政がきちんと補てんするから、そういう
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時はきちんと担当に行政側も財政にいつでも来いと、いつでも補てんするってそういう安心

して働く人が安心して働けるやはり環境を作るべきだと思っています。特に答弁はいらない

けれども、やはり最初の説明の部分と時期の問題は、ちょっとなんとなく腑に落ちない。

今後、このようなことのないように努めていただきたいということで。

○議長（又地信也君） ほかに質疑ございませんか。

1番 平野武志君。

○1番（平野武志君） 1番 平野です。

ちょっと補正の中で何点か疑問点あった部分は、事前に担当課とも確認して調整取れたん

ですけれども、ちょっといま説明を聞いた中で、私自身事前に聞けなかった部分の何点か安

易な確認になるんですけれども、教えていただきたいんですけれども、一般会計のページ数

でいきますと17ページ。ここで、ふるさと納税の積立金が補正、歳入がそのまま基金に繰り

入れられるという流れだと思うんですけれども、このお金の流れなんですけれども、1年間

入ったお金がどこで管理されていて、どこで1年分をこの3月の補正でドンとやる、その流れ

を教えていただきたいのと、あと教育基金については説明もうちょっと、いま聞き漏らした

のでもう一度説明いただきたいのと、ふるさと納税をする際に納税していただくかたが先ほ

ど一般質問の話の中でも様々な政策のジャンルを選べるということで町長もお話されていま

したけれども、その仕分けっていうのはまちづくり応援基金に一括で入れてしまったあとに

されるものなのかどうなのか、その辺の資料って添付されているのかも含めて説明いただき

たいと思います。

あと、上の負担金なんですけれども、これたぶん道職員のかたを我が町が人件費負担って

いう部分だと思うんですけれども、これ2年目の記憶あるんですけれども、去年もこの項目

として補正されたのか記憶なかったものですから。ことしに限りこのようなやり方で、北海

道のほうからお給料払われて、この項目で北海道のほうに戻すっていう方式だっていう認識

でよろしいんですね。プラス、パーセンテージも教えていただければ、100分の何か。とり

あえず、4点です。

○議長（又地信也君） 1点目、総務課長。

○総務課長（福田伸一君） まず、ふるさと納税に関しましては、毎月その都度サイトのほ

うから連絡がありまして、調定を上げて歳入をして、それぞれの目的ごとの基金の口座に入

れることになります。このたび年度末という迎えるにあたって、その実績に基づいた補正を

していただき、支出証書等により正式に支出行為を起こすということになります。

それから、目的仕分けにつきましては、これは歳入する段階で寄附者のかたからそれぞれ

の目的が示されてまいりますので、それを確認してそれぞれの基金に歳入することになって

まいります。

それから、自治法地域振興派遣の件につきましては、これはこれまで毎年度1月に精算し

て、請求が3月にくるというふうな事務の流れになってございます。これにつきましては様

々、通勤手当、扶養手当等の手当類も全て含めた精算という形での請求になるということで、

この時期になってございます。以上でございます。

教育基金につきましても、これはふるさと納税の教育基金に役立ててくださいという目的

ですので、教育に役立てるということでの基金の積み立てになってございます。

○議長（又地信也君） 総務課長。
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○総務課長（福田伸一君） 自治法地域振興派遣これにつきましては、全額が町の負担とい

うことになってございます。

○議長（又地信也君） 1番 平野武志君。

○1番（平野武志君） そうしますと、この教育基金の部分もふるさと納税だということで、

先ほどからふるさと納税の額については、一般質問の中で3,300万円というベースの話で聞

いていたんですけれども、トータル3,500万円だという認識でよろしいんですね、これまで

の金額合計が、まずそこの確認です。

それで、と言いますとそのふるさと納税の入金が歳入が年度末に一括でくるっていう説明

なんですよね、ちょっと聞きづらかったんですけれども。そのサイトから入った、そこの部

分を聞いているんです。それまでは、サイトがお預かりしているということでいいんですか

っていうことを聞いたんです。そうであれば、サイトから歳入として発生して今度は基金に

入れる、じゃあ種類がホームページを見ると5個・6個ぐらいある中で、この2種類しか分け

られないんですか。それとも、まちづくり応援基金の中のジャンルとして小分けにされてい

るのであれば、その資料はどこかに付けていますかと。その資料はいただけますかというこ

とを聞いているんです。

○議長（又地信也君） 総務課長。

○総務課長（福田伸一君） まず実務的なお話ですが、ふるさと納税につきましては、その

都度サイトから通知があり次第、歳計外のほうに調定を上げてお金は積んでおいて、このた

び補正をしましたので、これをもって全て歳出、支出行為を行って基金に積み立てるという

流れになります。

それから、基金の種類なんですが、これについては教育を目的とした寄附、これにつきま

しては教育基金に積むこととしておりまして、その他の目的につきましては、まちづくり応

援基金に全て積み立てするということにそういった区分になってございます。

それから、資料につきましては、改めまして提出をさせていただきたいということで考え

てございます。

○議長（又地信也君） 1番 平野武志君。

○1番（平野武志君） 総務課長、詳細説明で1時間もお話されましたので、大変疲れている

なと感じる答弁でしたけれども、確認で応援基金積立金の中で、それぞれ分かれている資料、

明細はもちろんあるじゃないですか。「あとで」っていますぐでもよい、手元にあったりし

ないんですか、あるいは間もなく閉会しますけれども、閉会したあとにすぐ出しますでもい

いんですけれども、どうですか。

○議長（又地信也君） 会計管理者。

○会計管理者（幅崎英樹君） 会計管理者ということで、お答えいたします。

先ほど総務課長の説明の中で、前段、目的別の口座に入金されるというような説明があっ

たんですが、そこは町のほうの歳入の予算で、まちづくり応援寄附金と教育寄附金、この2

本で予算組みをしております。寄附されたかたがいろんな目的別に寄附をされるんですが、

その段階ではいろんな子育て事業だとか自然を守る事業だとか、納税者からはそういった細

かい区分で寄附されるんですが、歳入の受け皿としてはまちづくり応援寄附金と教育寄附金、

この2本で受けております。そのあと、平野議員お尋ねの細分に細かく配当というか充当し

ていくのは、翌々年度、2年後の当初予算の中に今年度決算した分を目的別に、当初予算の
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段階で充当していくとそのような流れになっております。なので、令和2年度の目的別に充

当されている分は、平成30年度の決算分が充当されていると。この3月に補正しているのは、

予算組はしているものの、この3月で見込みがほぼ固まってきた段階で見込んだ額プラス、

このあとまだ3月続きますので、大口の寄附があっても積立金のほうに積めるように歳出に

少し膨らませて予算計上するのがこの3月の寄附金の補正になります。以上です。

○議長（又地信也君） 暫時、休憩をいたします。

休憩 午後6時12分

再開 午後6時13分

○議長（又地信也君） 休憩を解き、会議を再開いたします。

副町長。

○副町長（羽沢裕一君） 先ほど基金の充当の仕方をご説明いたしましたが、現時点でこの3,

299万円という補正をさせていただいておりますが、令和3年度への充当の考え方としては、

令和2年の12月時点で一区切りをさせていただきまして、12月までに確定した数字をもって、

そこまでの令和3年度の予算に充当するという取り扱いに今年度数字が増えたものですから、

そのような形に変えております。従前はそれまでは、この400万円程度ぐらいに対しまして

は、2年というルールでやってきたんですけれども、今年度はいま令和2年度に寄附をいただ

いたものは、3月までですと不確定になりますので、12月で線を引いて12月分までのこの基

金をもって、令和3年度の予算に反映させているということでご理解ください。

また、このたび補正いたしました明細につきまして、ちょっと資料のほうを確認した上で、

提出させていただきたいと思いますので、ご理解ください。以上でございます。

○議長（又地信也君） 1番 平野武志君。

○1番（平野武志君） 休憩いただいていいですか、説明が分かりづらい。

○議長（又地信也君） 暫時、休憩をいたします。

休憩 午後6時14分

再開 午後6時18分

○議長（又地信也君） 休憩を解き、会議を再開いたします。

ほかに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。

最初に、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 令和2年度木古内町一般会計補正予算（第12号）は、原案のとおり可決する
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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。

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 令和2年度木古内町国民健康保険特別会計補正予算（第5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。

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 令和2年度木古内町後期高齢者医療特別会計補正予算（第3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。

次に、議案第14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14号 令和2年度木古内町国民健康保険病院事業会計補正予算（第7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。

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）
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○議長（又地信也君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。

採決を行います。

お諮りいたします。

議案第15号 令和2年度木古内町簡易水道事業会計補正予算（第3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。

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 令和2年度木古内町高齢者介護サービス事業会計補正予算（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。

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 令和2年度木古内町介護保険事業特別会計補正予算（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） 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18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18号 令和2年度木古内町下水道事業特別会計補正予算（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） ご異議なしと認め、本案は原案のとおり可決することに決定をいた
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しました。

延 会 の 宣 告

○議長（又地信也君） お諮りいたします。

本日の会議はこれをもちまして、延会したいと思いますが、ご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） ご異議なしと認めます。

したがって本日は、これで延会することに決定をいたしました。

本日は、これにて延会いたします。

なお、3月8日の本会議は、午前10時から開会いたします。

どうもご苦労様でした。

（ 午後６時２３分 延会 ）
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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。

令和3年 3月 5日

木古内町議会議長 又 地 信 也

署 名 議 員 安 齋 彰

署 名 議 員 新井田 昭 男
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令和３年第１回木古内町議会定例会議事日程

第２号 令和３年３月８日（月） 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 議案 第20号 木古内町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予
防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等
を定める条例の一部を改正する条例制定について

３ 議案 第21号 木古内町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関す
る基準を定める条例の一部を改正する条例制定について

４ 議案 第22号 木古内町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運
営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効
果的な支援の方法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

５ 議案 第24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

６ 議案 第26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
める条例の一部を改正する条例制定について

７ 議案 第27号 機構改革に伴う関係条例の整理に関する条例制定について

８ 諮問 第１号 人権擁護委員候補者の推薦について

９ 諮問 第２号 人権擁護委員候補者の推薦について

10 議案 第19号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定について

11 議案 第23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

12 議案 第25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

13 議案 第１号 令和3年度木古内町一般会計予算

14 議案 第２号 令和3年度木古内町国民健康保険特別会計予算

15 議案 第３号 令和3年度木古内町後期高齢者医療特別会計予算

16 議案 第４号 令和3年度木古内町国民健康保険病院事業会計予算

17 議案 第５号 令和3年度木古内町簡易水道事業会計予算
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日程
議 件 番 号 議 件 名

番号

18 議案 第６号 令和3年度木古内町高齢者介護サービス事業会計予算

19 議案 第７号 令和3年度木古内町介護保険事業特別会計予算

20 議案 第８号 令和3年度木古内町介護サービス事業特別会計予算

21 議案 第９号 令和3年度木古内町下水道事業特別会計予算

22 議案 第10号 令和3年度木古内町介護老人保健施設事業清算特別会計予算
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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、3月5日に引き続き、令和3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。

小澤病院事業管理者は、職務のため欠席となりますので、報告いたします。

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。

7番 相澤 巧君、8番 廣瀬雅一君。以上、2名を指名いたします。

議案第20号 木古内町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに

指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する

基準等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2 議案第20号 木古内町指定介護予防支援等の事業の人員及

び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

等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（鈴木慎也君） ただいま上程になりました、議案第20号 木古内町指定介護予防支

援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援

の方法に関する基準等を定め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。

本条例の改正につきましては、このたび、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運

営に関する基準等の一部が改正されたことに伴い改正するものです。

附則といたしまして、この条例は、令和3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、保健福祉務課長より説明をさせますので、よろしくご審議の

ほどお願いいたします。

○議長（又地信也君） 詳細説明をお願いいたします。
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保健福祉課長。

○保健福祉課長（吉田 宏君） それでは、議案第20号について、ご説明させていただきま

す。

資料番号1、議案説明資料の17ページから21ページが新旧対照表となっておりますが、概

要をまとめました14ページから16ページの資料により、ご説明いたします。

それでは、14ページをお開きください。

1の改正の趣旨といたしましては、介護保険の指定居宅サービス等の事業の人員、設備及

び運営に関する基準等を定める基準等の改正に伴い、本条例を同様の基準内容に改めるもの

です。

2の改正する条例のうち、（2）が議案第20号となりますので、3の主な条例改正の内容のう

ち、条例（2）に該当するものがこのたびの改正内容となります。

それでは、3の（1）の介護人材の確保・介護現場の業務効率化及び負担軽減では、④のハ

ラスメント対策の強化から⑦の運営規程等の掲示の柔軟化まで、それぞれ記載のとおり業務

の効率化や負担軽減を図るものです。

15ページをお開きください。

（2）の感染症や災害への対応力強化では、①の感染症対策の強化、②の業務継続に向け

た取り組みの強化等としてそれぞれ記載のとおり、研修や訓練の実施等を義務付けることに

より、対応力の強化を図るものです。

（4））の自立支援・重度化防止の取り組みの推進では、①の介護保険等関連情報の活用に

より、介護サービスのＰＤＣＡサイクルの推進を求めるものです。

5のその他では、①の高齢者の虐待防止の推進として記載の内容について、義務付けるも

のです。

16ページをお開きください。

4の施行期日等ですが、この条例は令和3年4月1日からの施行となりますが、3の（2）の①

感染症対策の強化、②業務継続に向けた取り組みの強化等、（5）の①高齢者虐待防止の推進

につきましては、令和6年3月31日までの3年間の経過措置を設けております。

説明は以上です。ご審議よろしくお願いいたします。

○議長（又地信也君） 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

質疑ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 質疑がないようですので、質疑を終了いたします。

これより討論を行います。

討論ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。

採決を行います。

お諮りいたします。

議案第20号 木古内町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援

等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等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。
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（「異議なし」と呼ぶ声あり）

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

しました。

議案第21号 木古内町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び

運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定について

○議長（又地信也君） 日程第3 議案第21号 木古内町指定地域密着型サービスの事業の人

員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定についてを議題とい

たします。

提案理由の説明を求めます。

町長。

○町長（鈴木慎也君） ただいま上程になりました、議案第21号 木古内町指定地域密着型

サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定

について、提案理由の説明を申し上げます。

本条例の改正につきましては、このたび、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運

営に関する基準等の一部が改正されたことに伴い改正するものです。

附則といたしまして、この条例は、令和3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、保健福祉課長より説明をさせますので、よろしくご審議をお

願いいたします。

○議長（又地信也君） 詳細説明をお願いいたします。

保健福祉課長。

○保健福祉課長（吉田 宏君） それでは、議案第21号について、ご説明させていただきま

す。

資料番号1、議案説明資料の22ページから64ページが新旧対照表となっておりますが、概

要をまとめた14ページから16ページの資料により、ご説明します。

それでは、14ページをお開きください。

1の改正の趣旨といたしましては、介護保険の指定居宅サービス等の事業の人員、設備及

び運営に関する基準等を定める基準等の改正に伴い、本条例を同様の基準ないようにあらた

めるものです。

2の改正する条例のうち、（3）が議案第21号となりますので、3の主な改正内容のうち、条

例（3）に該当するものがこのたびの改正内容となります。

（1）の介護人材の確保・介護現場の業務効率化及び負担軽減では、①の基準人員の緩和

から7の運営規程等の掲示の柔軟化まで、それぞれ記載のとおり業務の効率化や負担軽減を

図るものです。

15ページをお開きください。

（2）の感染症や災害への対応力強化では、①の感染症対策の強化から③の避難訓練等へ

の地域住民との連携まで、それぞれ記載の内容のとおり、感染症や災害への対応力の強化を

図るものです。
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（3）の地域包括ケアシステムの推進では、②の認知症介護基礎研修の受講の義務付けと

して、資格者に研修を義務付けるものです。

（4）の自立支援・重度化防止の取り組みの推進では、①の介護保険等関連情報の活用か

ら③の栄養ケア・マネジメントの充実まで、それぞれ記載の内容について求めることにより、

自立支援重症化防止の取り組みの推進を図るものです。

（5）のその他では、①の高齢者虐待防止の推進として、記載の内容について義務付ける

ものです。

16ページをお開きください。

詳細説明を 説明は以上です。ご審議よろしくお願いいたします。

○議長（又地信也君） 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

質疑ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 質疑がないようですので、質疑を終了いたします。

これより討論を行います。

討論ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。

採決を行います。

お諮りいたします。

議案第21号 木古内町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例制定については、原案のとおり可決することにご異議ご

ざいませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

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

しました。

議案第22号 木古内町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び

運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の

方法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4 議案第22号 木古内町指定地域密着型介護予防サービスの

事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための

効果的な支援の方法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（鈴木慎也君） ただいま上程になりました、議案第22号 木古内町指定地域密着型

介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係

る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制
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定について、提案理由の説明を申し上げます。

本条例の改正につきましては、このたび、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運

営に関する基準等の一部が改正されたことに伴い改正するものです。

附則といたしまして、この条例は、令和3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、保健福祉務課長より説明をさせますので、よろしくご審議お

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。

保健福祉課長。

○保健福祉課長（吉田 宏君） それでは、議案第22号について、ご説明させていただきま

す。

資料番号1、議案説明資料の65ページから82ページまでが新旧対照表となっておりますが、

概要をまとめました14ページから16ページの資料によりご説明いたします。

それでは、14ページをお開きください。

1の改正の趣旨といたしましては、介護保険の指定居宅サービス等の事業の人員、設備及

び運営に関する基準等を定める基準等の改正に伴い、本条例を同様の基準内容に改めるもの

です。

2の改正する条例のうち、（4）が議案第22号となりますので、3の主な条例改正の内容のう

ち、条例（4）に該当するものがこのたびの改正内容となります。

（1）の介護人材の確保・介護現場の業務効率化及び負担軽減では、①の人員基準の緩和

から⑦の運営規程等の掲示の柔軟化まで、それぞれ記載のとおり、業務の効率化や負担軽減

を図るものです。

15ページをお開きください。

（2）の感染症や災害への対応力強化では、①の感染症対策の強化から③の避難訓練等へ

の地域住民との連携まで、それぞれ記載の内容のとおり、感染症や災害への対応力の強化を

図るものです。

（3）の地域包括ケアシステムの推進では、②の認知症介護基礎研修の受講の義務付けと

して、無資格者に研修を義務付けるものです。

（4）の自立支援・重度化防止の取り組みの推進では、①の介護保険等関連情報の活用に

より介護サービスのＰＤＣＡサイクルの推進を求めるものです。

（5）のその他では、①の高齢者虐待防止の推進として、記載の内容について義務付ける

ものです。

16ページをお開きください。

4の施行期日等ですが、この条例は令和3年4月1日からの施行となりますが、3の（2）の①

感染症対策の強化、②業務継続に向けた取り組みの強化等、（3）の②認知症介護基礎研修の

受講の義務付け、（5）の①高齢医者虐待防止の推進につきましては、令和6年3月31日までの

3年間の経過措置を設けております。

説明は以上です。ご審議委よろしくお願いいたします。

○議長（又地信也君） 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

質疑ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）
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○議長（又地信也君） 質疑がないようですので、質疑を終了いたします。

これより討論を行います。

討論ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。

採決を行います。

お諮りいたします。

議案第22号 木古内町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並び

に指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基

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。

議案第24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

○議長（又地信也君） 日程第5 議案第24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（鈴木慎也君） ただいま上程になりました、議案第24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、提案理由の説明を申し上げます。

令和3年2月3日に公布されました、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正

する法律に基づき、本条例における新型コロナウイルス感染症の定義を改めるため、本条例

の一部を改正するものです。

附則といたしまして、この条例は、公布の日から施行するとしております。

なお、詳細につきましては、議案説明資料、資料番号1の92ページに新旧対照表を添付し

ておりますので、ご参照ください。

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。
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お諮りいたします。

議案第24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は、原案のと

おり可決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

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

しました。

議案第26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6 議案第26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（鈴木慎也君） ただいま上程になりました、議案第26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。

本条例の改正につきましては、このたび、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運

営に関する基準等の一部が改正されたことに伴い改正するものであります。

附則といたしまして、この条例は、令和3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、保健福祉務課長より説明をさせますので、よろしくご審議の

ほどお願いいたします。

○保健福祉課長（吉田 宏君） それでは、議案第26号につきまして、ご説明させていただ

きます。

資料番号1、議案説明資料の83ページから89ページまでが新旧対照表となっておりますが、

概要をまとめました14ページから16ページの資料によりご説明いたします。

それでは、14ページをお開きください。

1の改正の趣旨といたしましては、介護保険の指定居宅サービス等の事業の人員、設備及

び運営に関する基準等を定める基準等の改正に伴い、本条例を同様の基準内容に改めるもの

です。

2の改正する条例のうち、（1）が議案第26号となりますので、3の主な改正内容のうち条例

（1）に該当するものがこのたびの改正内容となります。

（1）の介護人材の確保・介護現場の業務効率化及び負担軽減では、①の人員基準の緩和、

④のハラスメント対策の強化から⑦の運営規程等の掲示の柔軟化まで、それぞれ記載のとお

り、業務の効率化や負担軽減を図るものです。

15ページをお開きください。

（2）の感染症や災害への対応力強化では、①の感染症対策の強化、②の業務継続に向け

た取り組みの強化等として、それぞれ記載のとおり、研修や訓練の実施等を義務付けること

により、対応力の強化を図るものです。
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（3）の地域包括ケアシステムの推進では、①のケアマネジメントの質の向上と公正中立

性の確保として、記載の内容について利用者への説明を義務付けるものです。

（4）の自立支援・重度化防止の取り組みの推進では、①の介護保険等関連情報の活用に

より、介護サービスのＰＤＣＡサイクルの推進を求めるものです。

（5）のその他では、①の高齢者虐待防止の推進として、記載の内容について義務付ける

ものです。

16ページをお開きください。

4の施行期日等ですが、この条例は令和3年4月1日からの施行となりますが、3の（2）の①

感染症対策の強化、②業務継続に向けた取り組みの強化等、（5）の①高齢者虐待防止の推進

につきましては、令和6年3月31日までの3年間の経過措置を設けております。

また、条例第14条第20号の2、ケアプラン作成事業所の点検・検証の仕組みの導入につき

ましては、令和3年10月1日からの施行ということになっております。

説明は以上です。ご審議よろしくお願いいたします。

○議長（又地信也君） 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

質疑ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 質疑がないようですので、質疑を終了いたします。

これより討論を行います。

討論ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。

採決を行います。

お諮りいたします。

議案第26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

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

か。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

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

しました。

議案第27号 機構改革に伴う関係条例の整理に関する条例制定について

○議長（又地信也君） 日程第7 議案第27号 機構改革に伴う関係条例の整理に関する条例

制定についてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

町長。

○町長（鈴木慎也君） ただいま上程になりました、議案第27号 機構改革に伴う関係条例

の整理に関する条例制定について、提案理由の説明を申し上げます。

本条例の改正につきましては、令和3年4月1日付でまちづくり新幹線課をまちづくり未来



- 107 -

課に変更するものです。

詳細につきましてご説明いたしますので、議案説明資料 資料番号1の95ページと96ペー

ジに記載の新旧対照表をご覧願います。

第1条は、木古内町課設置条例の一部改正で、第1条第5号並びに、第2条第5号中の「まち

づくり新幹線課」を「まちづくり未来課」に改め、第2条第5号中、カを削り、同条第6号に

「ク 広域観光に関すること」を加えるものです。

第2条は、木古内町まちづくり委員会条例の一部改正で、第11条中の「まちづくり新幹線

課」を「まちづくり未来課」に改めるものです。

第3条は、木古内町土地利用計画審議会条例の一部改正で、第7条中の「まちづくり新幹線

課」を「まちづくり未来課」に改めるものです。

附則といたしまして、この条例は、令和3年4月1日から施行するとしております。

説明は以上です。よろしくご審議のほどお願いいたします。

○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。

9番 竹田 努君。

○9番（竹田 努君） 今回の機構の見直しについては一般質問、本会議の中でも若干議論し

ましたけれども、やはり以前からこの新幹線っていうのもうそろそろ変えるべきでないかっ

て我々も訴えてきた部分がこういうちょっとユニークな課になって良かったなと思っていま

す。ただ、機構の見直しの中で議論した中で、課の名称は変わったんですけれども、予算科

目等で新幹線推進等があるその部分は今後どうするのかっていう、内部で課の設置に検討し

た中でのどういう考えなのかっていうことをちょっと。

○議長（又地信也君） 副町長。

○副町長（羽沢裕一君） ただいまの予算科目の持ち方ということで、ご質問ありました。

令和3年度の予算を策定する段階では、これまでどおりの事務分掌で予算を策定し、令和3

年度の予算に計上してございます。

これは、機構改革は本日議決になれば今後令和3年度4月1日からの施行ということでスタ

ートいたしますが、まずはそのままの予算科目で、令和3年度は執行させていただき、不都

合がなければと言いますかその状況を見て、令和4年度にはしっかりと所管課で科目等を持

つべきものなのか、それともこのままの状態で、これまでにも様々な総務費で予算をもって

いるもの等々がありますので、その辺踏まえて状況を見ながら対応していきたいというふう

に考えております。令和3年度につきましては、このままで予算のほうは執行していきたい

というふうに考えております。以上でございます。

○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。
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お諮りいたします。

議案第27号 機構改革に伴う関係条例の整理に関する条例制定については、原案のとおり

可決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 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。

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8 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（鈴木慎也君） ただいま上程になりました、諮問第1号 人権擁護委員候補者の推薦

について、提案理由の説明を申し上げます。

推薦者の経歴等につきましては、議案の次のページに議案説明資料、資料番号4を添付し

ておりますので、ご参照願います。

職業は、無職ですが、圓照寺坊守をされております。

平成4年に大谷大学文学部を卒業され、平成4年4月から大谷大学真宗総合研究所に勤務、

平成21年9月から真宗大谷派圓照寺坊守としてなられております。

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） ご異議なしと認め、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。
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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9 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（鈴木慎也君） ただいま上程になりました、諮問第2号 人権擁護委員候補者の推薦

について、提案理由の説明を申し上げます。

推薦者の経歴等につきましては、議案の次のページに議案説明資料、資料番号5を添付し

ておりますので、ご参照願います。

職業は、無職でございます。

昭和43年に北海道函館商業高等学校を卒業され、昭和44年4月から木古内町役場に勤務、

平成22年3月に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3期9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） ご異議なしと認め、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19号～議案第25号

議案第1号～議案第10号（令和3年度各会計予算）

○議長（又地信也君） 日程第10 議案第19号 職員の給与に関する条例の一部を改正する

条例制定についてほか12件については、令和3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。
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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（加藤隆一君） それでは、朗読いたします。

日程第10 議案第19号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定について、日

程第11 議案第23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12 議案第25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13 議案第1号 令和3年度木古内町一般会計予算、日程第14 議案第2号 令和3年度

木古内町国民健康保険特別会計予算、日程第15 議案第3号 令和3年度木古内町後期高齢者

医療特別会計予算、日程第16 議案第4号 令和3年度木古内町国民健康保険病院事業会計予

算、日程第17 議案第5号 令和3年度木古内町簡易水道事業会計予算、日程第18 議案第6

号 令和3年度木古内町高齢者介護サービス事業会計予算、日程第19 議案第7号 令和3年

度木古内町介護保険事業特別会計予算、日程第20 議案第8号 令和3年度木古内町介護サー

ビス事業特別会計予算、日程第21 議案第9号 令和3年度木古内町下水道事業特別会計予算、

日程第22 議案第10号 令和3年度木古内町介護老人保健施設事業清算特別会計予算。

以上でございます。

○議長（又地信也君） お諮りいたします。

ただいま一括議題としました13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、令和3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13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、令和3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、令和3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） 異議ないものと認め、令和3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 午前10時40分

再開 午前10時56分

○議長（又地信也君） 休憩を解き、会議を再開いたします。
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諸般の報告をいたします。

休憩中に、第1回令和3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。

令和3年度木古内町予算等審査特別委員会委員長に1番 平野武志君、副委員長に8番 廣

瀬雅一君。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、令和3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） ご異議ないものと認めます。

よって、令和3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。

どうも、ご苦労様です。

（ 午前１０時５８分 休会 ）
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地方自治法第123条第2項の規定により署名する。

令和3年 3月 8日

木古内町議会議長 又 地 信 也
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令和３年第１回木古内町議会定例会議事日程

第３号 令和３年３月１２日（金） 午前１１時４５分開議

日程
議 件 番 号 議 件 名
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２ 議長諸報告

３ 令和３年度木古内町予算等審査特別委員会報告

４ 発議案第１号 議会閉会中の所管事務調査について

５ 議会閉会中の正・副議長及び議員の出張・派遣承認について
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（ 午前１１時４５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8日に引き続き、会議を開

きます。

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。

なお、小澤病院事業管理者は職務多忙のため、木村まちづくり新幹線課長は体調不良のた

め、欠席となります。

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。

9番 竹田 努君、1番 平野武志君。以上、2名を指名いたします。

議 長 諸 報 告

○議長（又地信也君） 日程第2 議長諸報告。

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

令和3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3 令和3年度木古内町予算等審査特別委員会報告。

令和3年3月8日開催の令和3年第1回木古内町議会定例会において設置されました、令和3年

度木古内町予算等審査特別委員会の報告を求めます。

令和3年度木古内町予算等審査特別委員会委員長 1番 平野武志君。

○1番（平野武志君） 1番 平野武志です。

令和3年3月12日 木古内町議会議長 又地信也様。令和3年度木古内町予算等審査特別委

員会委員長 平野武志。

令和3年度木古内町予算等審査特別委員会報告書。

令和3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いたしましたので、会議規則第41条第1項の規定により
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報告いたします。

記 1の会議開催状況につきましては、令和3年3月5日を第1回目といたしまして、次ペー

ジ、令和3年3月12日本日まで5回の開催でございまして、出席委員、説明員につきましては、

記載のとおりでございます。

2.付託案件。

こちらは、全文読み上げます。

議案第19号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定について、議案第23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1号 令和3年度木古内町一

般会計予算、議案第2号 令和3年度木古内町国民健康保険特別会計予算、議案第3号 令和3

年度木古内町後期高齢者医療特別会計予算、議案第4号 令和3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 令和3年度木古内町簡易水道事業会計予算、議案第6号 令和3

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 令和3年度木古内町介護保険事

業特別会計予算、議案第8号 令和3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 令和3年度木古内町下水道事業特別会計予算、議案第10号 令和3年度木古内町介護老人

保健施設事業清算特別会計予算。以上、13件はいずれも原案どおり可決すべきものと決定い

たしました。

続いて、記 3の審査所見を申し述べます。

令和3年度各会計予算10件並びに予算関連議案3件について、3月8日から12日の日程で審査

を行いました。

一般会計予算額は、歳入歳出それぞれ前年度より0.8％増の歳入歳出それぞれ40億1,790万

円となっています。また、特別会計、企業会計をあわせた全会計では、1.5％増の85億3,180

万円となっています。

町長就任後、はじめての予算編成であり、所信表明に基づく新規事業も組み込まれてはお

りましたが、人口減少対策そこに関する事業や高齢者を守るための福祉施策など、大胆かつ

チャレンジする新規施策は、執行方針で述べていた内容からみると若干、物足りなさを感じ

ました。

しかし、町長から機構改革を今後実施する中で、今後の新規施策を模索するなど前向きな

答弁もあることから、令和3年度内の補正、若しくは令和4年度以降の新規施策提案には期待

いたします。

令和3年度木古内町予算等審査特別委員会による各課の審査で、以下のことに意見を付す。

1.新規事業につきましては、的確な審査を行うため資料の添付は必須であります。

ですが、新規事業に対する資料不足については、毎年の懸案事項であり、ことしも多くの

課で指摘したところでございます。

また、各事業におけるビジョンや企画内容の曖昧さを指摘する箇所も多く見受けられるた

め、今後は改善を求めます。

2.当町の医療・福祉施設においては、新型コロナウイルス感染症の影響もあり、病院事業

会計では入院患者数の大幅な減少、高齢者介護サービス事業会計においても通所サービス利

用者数の減少など、大変厳しい経営状況でございました。

いずれも木古内町における最重要の医療・福祉施設であり、令和3年度の運営に向け課題
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を掌握・改善することで健全経営を目指し、町民が安心して利用できる施設の維持について

鋭意努力されたい。

また、小規模多機能型居宅介護施設「さくら」こちらにつきましても上記施設同様、利用

者に喜んでもらえる施設になることを期待いたします。

3.町内の各公共施設は、公共施設等総合管理計画に基づき改修を進め、長寿命化を図って

いることにつきましては、理解するところでございます。令和3年度も公共施設の改修工事

を予算計上しておりますが、町民の意見や要望を把握し現地確認をする中で、計画に掲載さ

れていない改修も検討することを求めます。

近年は除雪費用が膨大になっておりますが、町民サービスの視点からは必要な経費であり

ます。除雪については、行き届いた除雪が行われており、今後も町民のニーズを把握した中

で除雪サービスを継続していただきたい。

また、除雪に関する新たな運行管理システムを本格稼働に向けて開始する年でございます。

このシステムを導入することで、担当課が指揮を執る管理体制が強化されることを期待い

たします。

4.町長総括で質疑された栗の植栽事業は、予算委員会において新規事業でありながらビジ

ョンの明確さが特に低く、有害鳥獣を含む安全対策を確保できないままの予算計上であった

とそのように感じております。

その後、総括質疑における町長の答弁からは、将来のビジョン、また安全対策については

しっかりと説明がなされ、理解したところでございます。ですが今後、町に寄附をしていた

だいた持ち主のご厚意をしっかり活かすためには、事業内容をさらに精査し、町民の憩いの

場となるよう事業展開することが信義誠実の原則であります。以上でございます。

○議長（又地信也君） 令和3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） ご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、令和3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。

令和3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13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） ご異議なしと認め、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。



- 121 -

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4 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。

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5 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） ご異議なしと認め、承認することに決定をいたしました。

閉 会 の 宣 告

○議長（又地信也君） 以上をもちまして、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、令和3年第1回木古内町議会定例会を閉会いたします。

長時間にわたり、ご苦労様でした。

（ 午前１１時５８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。

令和3年3月12日

木古 内町議会議長 又 地 信 也

署 名 議 員 竹 田 努

署 名 議 員 平 野 武 志
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