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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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日程
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番号
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２ 議会運営委員会報告

３ 会期の決定

４ 議長諸報告

５ 総務・経済常任委員会所管事務調査報告

６ 行政報告

７ 一般質問

８ 報告 第１号 健全化判断比率及び資金不足比率について

９ 議案 第１号 令和３年度木古内町一般会計補正予算（第３号）

10 議案 第２号 令和３年度木古内町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）

11 議案 第５号 令和３年度木古内町簡易水道事業会計補正予算（第１号）

12 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補正予算（第１号）

13 議案 第８号 令和３年度木古内町下水道事業特別会計補正予算（第１号）

14 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補正予算（第１号）

15 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補正予算（第３号）

16 議案 第７号 令和３年度木古内町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）

17 議案 第11号 木古内町過疎地域持続的発展計画の策定について

18 議案 第９号 木古内町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例制定に

ついて
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日程
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番号
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いて



令和３年第３回定例会　提出案件及び議決結果表

議件番号 議　　　件　　　名 議決月日 議決結果

議案第１号
令和３年度木古内町一般会計補正予算（第３
号）

3. 9. 9 原案可決

議案第２号
令和３年度木古内町国民健康保険特別会計補
正予算（第２号）

3. 9. 9 原案可決

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
補正予算（第１号）

3. 9. 9 原案可決

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
計補正予算（第３号）

3. 9. 9 原案可決

議案第５号
令和３年度木古内町簡易水道事業会計補正予
算（第１号）

3. 9. 9 原案可決

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
会計補正予算（第１号）

3. 9. 9 原案可決

議案第７号
令和３年度木古内町介護保険事業特別会計補
正予算（第１号）

3. 9. 9 原案可決

議案第８号
令和３年度木古内町下水道事業特別会計補正
予算（第１号）

3. 9. 9 原案可決

議案第９号
木古内町過疎地域における固定資産税の課税
免除に関する条例制定について

3. 9. 9 原案可決

議案第１０号
木古内町中央公民館外壁・屋外建具改修工事
請負契約の議決変更について

3. 9. 9 原案可決

議案第１１号
木古内町過疎地域持続的発展計画の策定につ
いて

3. 9. 9 原案可決

議案第１２号
令和３年度木古内町一般会計補正予算（第４
号）

3. 9. 16 原案可決

同意案第1号 木古内町教育委員会委員の任命について 3. 9. 9 原案同意

同意案第2号
木古内町固定資産評価審査委員会委員の選任
について

3. 9. 9 原案同意

報告第1号 健全化判断比率及び資金不足比率について 3. 9. 9 報告済み

－1－



認定第1号
令和２年度木古内町一般会計決算認定につい
て

認定第2号
令和２年度木古内町国民健康保険特別会計決
算認定について

認定第3号
令和２年度木古内町後期高齢者医療特別会計
決算認定について

認定第4号
令和２年度木古内町国民健康保険病院事業会
計決算認定について

認定第5号
令和２年度木古内町簡易水道事業会計決算認
定について

認定第6号
令和２年度木古内町高齢者介護サービス事業
会計決算認定について

認定第7号
令和２年度木古内町介護保険事業特別会計決
算認定について

認定第8号
令和２年度木古内町介護サービス事業特別会
計決算認定について

認定第9号
令和２年度木古内町下水道事業特別会計決算
認定について

認定第10号
令和２年度木古内町介護老人保健施設事業清
算特別会計決算認定について

発議案第1号 議会閉会中の所管事務調査について 3. 9. 16 原案承認

意見書案第1号
コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方
税財源の充実を求める意見書

3. 9. 16 原案可決

意見書案第2号 松前半島道路の整備促進を求める意見書 3. 9. 16 原案可決

意見書案第3号
コロナ禍における農畜産物の消費拡大及び高
温・干ばつによる農作物被害対策を求める意
見書

3. 9. 16 原案可決

意見書案第4号
国土強靭化に資する社会資本整備等に関する
意見書

3. 9. 16 原案可決

議会閉会中の正・副議長及び議員の出張・派
遣承認について

3. 9. 16 承認

 3. 9. 9
 令和２年度木古内町
 決算審査特別委員会

 に付託

 3. 9. 16
 令和２年度木古内町
 決算審査特別委員会

 の報告通り認定

－2－
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（ 午前１０時００分 開会 ）

開 会 ・ 開 議 の 宣 告

○議長（又地信也君） 定刻になりました。ただいまから、令和3年第3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いたします。

6番 新井田昭男君、7番 相澤 巧君。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3年6月17日に開かれました、令和3年第2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9月9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3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。

令和3年9月7日 出席委員については、記載のとおりであり、欠席委員はございませんで

した。

2.令和3年第3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、9月9日から9月16日までの8日間としたい。

9日は本会議を開催し、一般質問、補正予算などの議案審議、令和2年度各会計決算認定の

上程を行う。

9月11日から12日は休会日とする。（実質6日間）
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(2)議事日程については、別紙配付のとおりである。

議事日程番号9から13、17から18及び22から31までは一括議題とする。

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

は議長に一任する。

(3)付議案件は、報告1件、議案11件、同意案2件、認定10件、発議案1件、意見書案2件で

ある。

(4)一般質問者は4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3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、飲料水を配布する。

(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。

（「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、報告を終了いたします。

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。

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

から9月16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） ご異議ないものと認めます。

よって、本定例会の会期につきましては、本日から9月16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。

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。
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令和3年6月17日に開かれました、令和3年第2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 平野です。

令和3年9月9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・経済常任委員会の所管事務調査について、会議規則第41条第1項の規定により報告

いたします。

記 1の会議開催状況につきましては、令和3年8月26日に開催しておりまして、出欠委員

並びに説明員につきましては、記載のとおりでございます。

2.所管事務調査項目。

（1）まちづくり未来課、（2）町民課、（3）産業経済課、（4）町政全般に関する緊急を要

する課題についてとなっており、調査項目については、各課記載のとおりでございます。

3.調査報告。

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

おり報告いたします。

（1）町有林皆伐事業について。

産業経済課所管の森林環境保全整備事業、並びに町有林皆伐事業の現地視察を行いました。

佐女川地区においては、森林環境譲与税を活用し栗や桜などを植樹するなど、新たな観光

スポットとして公園整備する計画が示されております。

観光客はもちろんのこと、町民の憩いの場として喜ばれる施設にするためには、遊歩道や

人道橋の整備、鳥獣対策など最大限の安全対策が望まれます。

（2）新型コロナウイルス感染症対策事業について。

国内においては、新たな変異株の感染者も広がり、一向に収束が見えない状況であります。

緊急事態宣言も含め国策や北海道の指針に沿って、対策に講じているところではあります

が、高齢者や児童・生徒はもちろん町民の命を守るため、観光客を含む来町者への対策や町

民の町外移動については、いま以上の対策やさらなる注意喚起の発信等が必要と思われます。

長期化になるにつれ、慣れや慢心が生じることが懸念されるため、いま一度、木古内町新

型コロナウイルス感染症対策本部において、あらゆる対策事業について、協議・検討をし取

り組むことを求めます。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） ご異議ないものと認めます。

以上をもちまして、報告を終了いたします。

行 政 報 告

○議長（又地信也君） 日程第6 行政報告。
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町長諸報告並びに教育長諸報告につきましては、別紙配付のとおりでありますが、町長よ

り行政報告がありますので、これを許します。

町長。

○町長（鈴木慎也君） 皆様、おはようございます。

行政報告をさせていただきます。

1.新型コロナウイルスワクチンの接種状況についてでございます。

新型コロナウイルスワクチン接種につきましては、12歳以上の町民で希望するかたの集団

接種を8月29日に終了いたしました。

対象者3,723人のうち、2回目の接種を終えた町民は3,259人で、摂取率は87.5％となって

おります。

なお、1回目の接種は3,330人で、摂取率は89.4％でした。

また引き続き、転入者など新たに希望するかたへの接種を実施しており、今後も町内医療

機関協力のもと、接種を希望する全ての町民が接種できるよう努めてまいります。以上でご

ざいます。

○議長（又地信也君） 町長の行政報告が終わりました。

質疑はございますか。

1番 平野武志君

○1番（平野武志君）1番 平野です。

今回の行政報告につきましては、コロナワクチンの接種状況ということで、これまでの行

政報告と言いますと比較的事故でしたり、火災でしたり、残念な行政報告が多い中、今回は

接種の状況のパーセンテージを報告ということで、私は全国の数値を見ても大変高い数字で

あり、誇れる行政報告なのかなと思っております。当然、都心部とこのような田舎町の人口

が違うという状況の中で、接種者の希望者には全員受けていただけるという状況が田舎に人

口が少なければ少ないほどなるという状況ではありますが、これは同様の人口規模の他町と

のパーセンテージと比べて、我が町のこの数字というのはどのくらいなのかというのが1点

と、あと一番最後の行に「接種を希望する全ての町民が接種できるよう努めてまいります」、

これまで希望されたかた全てのかたが受けられているという認識なんですけれども、その限

りではないっていうことなんでしょうか。あるいは、このあとの接種の希望のかたが接種で

きない可能性もあるということなんでしょうか。そのように含まれるような記載に感じまし

たので、そこも含めて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） 平野議員から2点の質問をいただきました。

まず先に、1点目の他の同規模の自治体と比べて当町はどうだったのかとそのような質問

に対しての答弁は、私のほうからさせていただきます。

木古内町におきましては、今回、知内町とある意味同じ生活圏ですから、木古内・知内と

もに同程度の接種率で上げていくことがこの地域にとって一番望ましいということを知内町

の西山町長とも意見交換をさせていただき、そして国保病院はじめ、病院の協力もありまし

て、週末においては知内のほうに応援に行ったりですとかそういった部分では、まさに木古

内・知内モデルという形で、一緒に連携をしてやらせていただきました。
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同規模の自治体と比べて具体的な数字はいま申し上げることはできませんが、平均よりは

接種率が高くスケジュールもワクチンの確保も病院のほうでスムーズにいきましたので、ス

ムーズにいって接種率もほかの自治体と比べて良かったのではないのかなとそのように町と

しては認識しております。以上です。

○議長（又地信也君） 副町長。

○副町長（羽沢裕一君） おはようございます。

「接種を希望する全ての町民に対して努めてまいります」という表現でございますけれど

も、現時点でこの対象者全てのかたが、現時点で打っていないかたが希望された場合のワク

チンは確保しておりますので、いま時点で希望されるまず全てのかたは、医療機関と調整さ

せていただいた中で、実施できるものと考えております。ただし、このワクチンにも期限が

ありますので、11月末等で切れるワクチンの期限等がありましので、その後に希望されるか

たにつきましては、そこはワクチンの確保状況を踏まえながら、改めて医療機関の協力のも

と実施していきたいとまいり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） ほかに。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 質疑がないようですので、以上をもちまして、行政報告を終了いた

します。

一 般 質 問

○議長（又地信也君） 日程第7 一般質問。

これより一般質問を行います。

一般質問につきましては、お手元に配付の通告書の順によって行うことにいたします。

はじめに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。

第3回定例会において、一般質問をさせていただきます。

質問は1点でございます。それでは、早速はじめたいと思います。

コロナ禍終息を見据えた観光交流人口の増加対策についてでございます。

去る8月27日に、北海道においては3回目となる緊急事態宣言が発令されました。

切り札である「ワクチン接種」は進んでいるものの、変異株の発生によるさらなる感染拡

大が懸念されている状況となっている中、我が町もコロナ対策においては、地方創生臨時交

付金を活用した感染防止対策事業や地元経済の活性化対策事業等の施策を展開し、一定の成

果が図られているものと感じております。

このような状況下で、8月26日に開催されました総務・経済常任委員会において、令和3年

度の広域観光や観光事業の現状について説明がありました。我が町の観光資源の乏しさには、

憂慮すべきと強く感じたところでございます。

今後、コロナ禍で疲弊した我が町の経済活性化を図るためには、観光交流人口の増加が必

要不可欠と考えます。

来たるべきコロナ禍終息を見据え、観光交流人口の増加による経済発展を目指すためには、
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再度、事業の精査分析が喫緊の課題と考えますので、下記について町長に伺います。

（1）観光事業におけるコロナ禍終息を見据えた抜本的見直しについてでございます。

二つ目として、観光交流人口を増加するための新規観光スポットの増設の考えについてで

ございます。三つ目は、観光事業に対する見直しや観光スポット増設を見据えた予算の考え

方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。よろしくお願い申し

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 新井田昭男議員のお尋ねにお答えをいたします。

1点目の観光事業における抜本的な見直しについてでございますが、町では年間70万人の

観光誘客を目標に、あらゆる観光施策を展開しておりますが、新型コロナの影響により町の

観光入込客数は激減しております。議員がおっしゃる既存の観光施策の見直しを行い、交流

人口の増加を図るとのことですが、私も町に多くの旅行者が訪れ、四季折々の情景を楽しみ、

体験をして、旬の美味しい食を召し上がっていただく。そういうことで町の経済が潤う、こ

れは大変喜ばしいと思いますし、新井田議員も同じ気持ちであると私はそのように思ってお

ります。

ことしのＧＷですが、咸臨丸とサラキ岬に夢見る会のメンバーの皆様が、連日球根を掘り、

旅行者のかたに販売をしておりました。これらは全てボランティア活動でなさっておられる

とのことで、旅行者に対するおもてなしの気持ちや、その活動に心から敬意と感謝を申し上

げるところでございます。

夢見る会だけではございませんが、町のあらゆる団体は少子高齢化により民間活力が不足

すること、そういったことが懸念されますので、私は民間のお力添えをいただきながら、い

ままで培ってきた町の誇りや伝統を、次の世代にしっかりとバトンをつなげていくことが大

切であるとまずは認識をしているところであります。

当町にはまだまだ可能性、ポテンシャルがあると思っております。みそぎ祭りや咸臨丸と

いった歴史の資産、美しく咲き誇るチューリップや芝桜、令和3年の本年からは町花のツツ

ジの植栽もはじまります。

学びの分野では、農業体験、漁業体験をはじめ様々な体験メニューを用意しております。

さらに、町の自然を山と海、自然を活かしましたアウトドアやアクティビティなどの新た

な町の資源の可能性について、調査研究を進めてまいります。

また、世界遺産に登録となった縄文文化による誘客、あるいは戊辰戦争ゆかりの地を巡る

など、町のハブ機能を活かした他自治体との連携によって、国内旅行者はもとより、インバ

ウンドを呼び込むことも可能となります。

これだけの多くの素材と町が従来から進めております観光資源をミックスすることによ

り、旅行者の皆様にも喜んでいただける町の観光素材になると考えております。

私が目標とします「持続可能な観光」を目指し、地域間の連携や民間活力を活かし、新し

い町の観光スタイルを作り上げていきたいと考えております。

続いて、2点目の新規観光スポットの増設についてですが、まず既存の観光資源に新たな

価値を生み出すそういったことが重要であると考えております。

いま、町が取り組みを強化したいと思っているのは、既存の観光資源の価値を高める取り
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組み、一例を挙げますと薬師山の環境整備でございます。芝桜であった山の環境をツツジや

桜を植栽することで、新たに生まれ変わります。

また、いま存在する現在ある観光資源を別な用途で集客を図りたいと思っております。こ

れは、サラキ岬の星空観光でございます。新井田議員は泉沢地区ですので、状況はご理解い

ただいていると思いますが、夜の9時で咸臨丸のモニュメントの照明が落ちます。この照明

が落ちた時に、満点の星空が辺りを包み込みます。いまでは、週末ともなれば、車で来られ

る方々でサラキ岬は大変賑わっております。ＳＮＳ上では、サラキの星空の画像がたくさん

拡散されている状況であります。

このように私達が思っている本来の観光資源ではない、でも別なところにその需要が価値

があったとそういった例もあり、こうした新たな資源については、町としましても積極的に

ＰＲをしていきたいと考えております。

3点目の予算の考え方でございますが、観光事業については投資をしたからといってすぐ

に結果が現れるものではございません。

町といたしましては、一定程度の効果や活性化につながると判断し、観光協会や観光振興

計画推進協議会のご意見も徴し、整備が必要であろうと判断した場合や観光客の増加につな

がり、経済にも効果があるとそういった判断をした際には、しっかりと予算を組んで事業を

進めてまいりたいと思っております。

また、当町の観光事業への投資となります、企業版ふるさと納税の研究も進めてまいりた

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） いま縷々、答弁要項に基づいた町長答弁がございました。一部、私

も同じ目線の部分がございました。後ほどまたそれに触れたいと思います。

基本的には、先ほど冒頭で申し上げたように、常任委員会での4月・7月の実績ベースをそ

れに基づいた聞き方をしたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。

実績ベース4月からのこれは、我が町の観光スポット9スポット、もちろんその最たるもの

が道の駅ここになるわけですけれども、ここで数字的なものをお話させていただきますけれ

ども、資料での数字でいきますと4月・7月の実績が19万3,800人、19万3,200人。それで、道

の駅の利用者が約18万6,500人ですよ。9スポットある観光、事業展開の中でいくとほぼ96％

が道の駅なんですよ。それで、中身見ますとそれに関わる例えば事業展開、何と言うか自転

車だとかあるいはみそぎ浜の町内を回る歩きだとか、この辺の実態を見ますとほとんどもう

機能していないような状況ですよね。だから、そういう目線をどうして見れないのかなって

いう思い。ただ町長、この答弁要項では希望的見解は当然あるんだけれども、それはそれで

いいんだけれども、私の見直しっていうのはやはりそういう部分をどう考えているんだと。

いまの状況だと木古内、道の駅が一極集中ですよ。我が町の4月・7月の利用客の96％がそ

こに行っちゃっているわけですよ。いくらかは、当然ながら数字が出ているものの、さほど

の数字じゃないんですよね。だから、こういう部分をどう分析しているのかなと。せっかく

18万も来ていただいているのに、トータルで19万以上の人が来ていただいているのに、各施

設へのやはり流れをどうして上手く行政主導あるいは当然ながら、観光協会あるいはそれに

関するいろんな団体さんの協議会含めた形で、いろいろ揉んではいるんだろうけれども、い

まいまの状況でいったら何かしら先が先細りかなと。私、いまがチャンスだと思うんですよ。
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私は、書面で「終息」っていう字を「終わる」っていう言葉を使わせていただいたんです

よ。だけれども、資料を見ますと担当課もほぼ同じ「終息」を「終わる終息」なんですね、

評価のこの言葉は。だけれども、これはやはり束ねるのほうが正しいかもしれない。だけれ

ども、そうは思えども希望的観測も含めて、やはり時間はもう全く効かないわけですよ。い

ま言ったように特に飲食店、宿泊業、それに関わる皆さんが不自由なやはり状態で営業され

ているわけですよ。やはり私は、町長が例えば所信表明あるいは執行方針なんかでもいまの

ような重大性をちゃんと言っているんですよ。それは、もちろん私も共鳴しますし、だけれ

ども実際やはりコロナだからコロナだからっていうようなことは、もうなんかあまり通用し

ないですよね。先ほど総務・経済常任委員会の書面でもあったように、やはりもうなんかそ

ういう慣れちゃっているんじゃないかなというような部分をまず感じます。

もう一つ、9月3日に新聞に出ましたよね、同じような資料で、道新さんから。この時に確

かに同じです、内容は。ただ、感じたのはいま9スポットあるうち、例えばサラキが一部停

止したよと、緊急事態宣言で中止したよと。あるいは、ここのスポットはもう途中で止めた

よ、札苅の村上さんは全部止めたよとかとなっているんだけれども、じゃあなぜ同僚議員が

言っていたけれども、この緊急事態の中で18万も休館もしないで人を入れるんだと、まず。

だったら何にもほかの屋外でやることだから、行政がある程度マンパワーを出していけば､

別に薬師山に行ったから移るとか、あるいはチューリップやったから移るとかっていうよう

なそれはある程度回避できるんじゃないかってそんなふうに思いました。とすれば、もっと

もっとやはりその期間だけでも集客はできたはず。そういうことを考えてもらいたい。いま

2点ぐらいの部分に関して、町長の答弁をお願いしたいんだけれども。やはりそういう良い

とか悪いとかってきちんと判断してもらって、次につなげてもらいたいですよね。確かに希

望的見解はわかる。私も同じです。しかしながら、やはりここはだめ、ここもちょっと見直

しっていうようなそういう政策面っていうのは、なんか感じないですね。その辺、答弁お願

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） 新井田議員の再質問で、お考えのほうを認識、私も理解したつもり

でお答えさせていただきます。

まず、現在も緊急事態宣言中であります。感染状況を踏まえて、もちろん観光客にはたく

さん来てほしいんですが、感染状況を踏まえてしっかりとメリハリを付けて表示をしたり、

いまの間はいわゆる公共の施設はクローズしていますので、室内のです。そういった意味で

は道の駅に関しても消毒する時間を3時間から1時間に1回にしたり、飲食のスペースも3分の

1にしたり、様々な感染対策をしているというまずは現状があるというのをご理解いただき

たいと思っております。また、令和3年の4月から7月に関しての9スポットの約90数パーセン

トが道の駅の観光ではないかとそのような趣旨のご質問だったかと思います。令和2年度と

比較しまして150％上がっているんですけれども、令和2年度も新型コロナ禍だったというこ

とで、実数字と言いますか平成30年度を参考にしていただきたいと思っております。

いわゆる通常時の平成30年で見ていただきますと、合計25万人でございます。そのうちの

約21万人が道の駅でございますが、残りの3万5,000人以上がほかのスポットに回っている現

状であります。そういった意味では、感染状況を踏まえて町のほうで対応し、そして観光協
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会や様々な事業者、事業者のかたにも感染対策をしっかりと対策をして、対策環境を踏まえ

ながら営業をしてもらうと。全ての経済を止めるわけにもいきませんので、そういった部分

は民間の企業、そして観光協会としっかり連携をして取り組んできたとそのように私のほう

では認識しておりますので、ことしの4月から7月を見て8スポットに関して、観光客が少な

いのではないかとそのような趣旨のご質問は、少し私のいま話をさせていただいたまずは平

成30年度これが基本ベースになりますので、一度そちらをご理解いただ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） 町長、いま私なんだかんだ言ったので、的が外れている部分はあっ

たんだけれども、要するに道の駅が18万人以上来ていて、その人方が上手く観光スポットに

何と言うか流れていないという言い方が良いのか悪いのかあれだけれども、その辺は来た人

の考えもあるんだけれども、流れとすればせっかくここまできているんだから、18万人もた

だ道の駅で終わっているというようなまさにそうですよ、これ見ていたら。例えば村上さん

先ほど言ったように、ゼロですよ。薬師山だって途中閉鎖で、210人ほどですよ。木古内町

みそぎまち歩きなんて、全くゼロですよ。これ見てください、4月・7月の資料。これそうだ

よ、あなた方から出ている資料だよ。違うの。これレンタサイクルきこりんなんて44名です

よ、4月・7月の実績。こういうのを見たってやはり何とかしないといけないと思わないです

か。だから、そういう人の流れもやはり計算に入れた部分でいかないと底上げになりません

よ、せっかく。1人頭も例えば観光客のやはりこうやって1,000円・2,000円落としてもらい

たいとか、そういう具体策なんて考えていないでしょう。来てくれればいいっていうような

考えじゃないですか。やはりその辺までマネジメントをきちんとした中で、危機管理も含め

たマネジメントをきっぱりすべきだと思います。だから、いろんな団体、筆頭には観光協会

さんある、あるいはなんとかの協議会ある、そういう人方ときちんと何と言うかタックがで

きているのかどうかですよ。そういう部分がとっても私は違和感を感じました。だから、そ

ういう部分の見直しっていうのは、できないのかいってことを言っているんです。だめなも

のはだめで、新しいものは新しいものというそういうやはりメリハリを付けてくださいよ。

そういうことを言っているんです、私は。それについて答弁お願いします。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（鈴木慎也君） 新井田議員の再質問にお答えさせていただきます。

まずこの資料の見方でございますが、村上芝桜、まち歩きに関しましては、事業を止めて

いる状況であります。これは、まち歩きそして村上芝桜に関しては、それぞれ主体となられ

ているかたの意向もあり、感染状況を踏まえて事業を中止したという経緯がございます。

そして、まずはいま町として何をすべきなのかというすみませんけれども、何度も繰り返

しになるかもしれませんが、全く経済とか観光をゼロに止めるわけにもいきません。ただそ

の一方で、緊急事態宣言中という感染状況を踏まえて、関係者と連携をしてしっかりと対策

をしなきゃいけない。一番何をしなきゃいけないかと言うと、陽性者を出したりクラスター、

そういったものが例えば道の駅で働く職員が陽性になってクラスターになるとかそういった

ものは、最大限止めなきゃいけないと防がなきゃいけないとそのように思っています。これ

は、町としても新井田議員もおそらくご質問されていて、観光推進をしながらも感染を気に

すると道の駅を止めないのかとそのような表現が先ほどありましたが、非常にここは私ども
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もまた観光協会、また各事業者、道の駅も含めて皆さんが本当にご苦労されながら対応され

ているとまずはそこに私は感謝と敬意を表すべきだと思っているんですけれども、本日、新

井田議員からさらにしっかりとこの状況下でも道の駅だけではなくて、感染状況を踏まえて

少しでも町内を回ってもらうような周知をしてはどうかと。ただし、感染防止対策というの

は町としてしっかりとやっていかなければいけませんので、そのあたりもご理解いただきた

いと思っていますし、引き続き新井田議員からいろいろとご意見をいただきながら、町とし

て観光、経済、感染防止対策をしっかりとやっ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） 観光交流センター、いろんなコロナになんかこじつけているような

感じがしないでもないよね。まず、わかりました。当然いま言ったように、見直しは当然こ

れ答弁要旨を見たって、していくんだっていう見解はある程度はわかりましたので。

次に、観光資源のやはり増設っていうのはあるじゃないかという問いなんですけれども、

先ほど2番に町の自然を活かしたアウトドアだとかそういう部分のことも載っています。

私は、常任委員会の書面にもあったように、いまやっている佐女川のあの山の高原のこれ

をもっともっと進化させるべきじゃないかと。せっかくいまやっている最中なので、これを

また活かす、さらに他市町の皆さんから来ていただくために、あるいはまた地元の需要を底

上げするのにもいまがやはりチャンスでないのかなというような思いがあります。だから、

例えばフィールドアスレチックを整備するとか、そういう部分の検討っていうのは私は必要

かなと。それは、もちろん予算面も当然あるので、一つの案としてこういう部分もありじゃ

ないかということを町長にお伺いしたいんです。よろしくお願いします。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（鈴木慎也君） 新井田議員の再質問にお答えいたします。

私が1回目の答弁をさせていただいた町の自然を活かしたアウトドアは、アクティビティ

などの新たな町の資源の可能性についての調査研究を進めてまいりたいとそのように答弁を

させていただきました。これは、まさにいま新井田議員からも同じような考えがあるよとそ

のような再質問をいただきました。これは、いま佐女川のパークゴルフ場の隣接する栗山の

お話でありましたが、想定としましてはどの場所になるかもわかりませんし、これから調査

研究を進めますが、佐女川のパークゴルフ場に隣接する町有林、これも予算委員会、常任委

員会をとおして議員の皆様から様々なご意見をいただきました。その中で、本年度から栗を

植栽することでございますが、また翌年度以降には桜、その他の広葉樹を植栽する予定であ

ります。基本的には、パークゴルフ場と連動することで新たな資源価値を持たせることがで

きると。これはどういうことかと言うと、おじいちゃん、おばあちゃんとお子さん、お孫さ

んが一緒にパークゴルフと栗山のエリアで遊ぶことができるとそういったものを想定してい

ますので、そういった中にアスレチック等があってもとても良いんじゃないかと私もそのよ

うに思っていますので、引き続き調査研究を進め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） 6番 新井田昭男君。

○6番（新井田昭男君） この辺は、ほぼ町長と同じような考えなんですけれども、この自然

を活かした部分でいくとやはり山だとかそっち方面が結構メインとなるんだけれども、やは
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り海だって当然こういう良い海があるわけですよ。だから、そういう意味では例えばカヌー

だとかあるいはカヤックだとかそういう遊び的なものもあってもいいのかなと思うんです。

そういう部分も含めた何かしら前向きな今後やはり考えてもらいたいなっていうふうに思

います。その辺どうでしょうか。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（鈴木慎也君） 先ほどの答弁にありましたようにアウトドア、そしてアクティビテ

ィは、山だけではなくて海も川もございますので、それらも想定して考えているということ

でございます。そして、いまコロナ禍でできることがやはりありますので、これはいまキー

コですとか私自身もほかの自治体に行きまして、ゆるキャラでしたり観光地のＰＲをいわゆ

るＳＮＳをとおして、いま現在発信しております。8月においては北斗市のずーしーほっき

ーと連携をさせていただいて、サラキ岬でしたりきじひき高原こういった部分をＳＮＳで発

信させていただいております。因みに令和3年度、ツイッター、フェイスブック、ユーチュ

ーブ、ティックトック等で合計約2万2,000回程度視聴されました。これは、キーコだけでは

そこまでの数値は伸びなかったと私どもは分析しているんですが、北斗市のずーしーほっき

ー、そして隣の町のほかのゆるキャラ、いろんなゆるキャラにフォロワーがいますので、こ

ういったコロナでこういった厳しい状況だからこそＳＮＳを活用し、ほかの自治体と連携を

して町の魅力、地域の魅力を発信する、そういったものにいま力を入れているところでござ

います。また、私自身も9月・10月予定でございますが、福島の岩部クルーズ、知内の矢越

クルーズ、そして江差のマリンピングでしたり、そういった観光施設のＰＲのためにそれぞ

れの町の首長だったり、ゆるキャラだったりと一緒に私自身、キーコも一緒に体験をして、

それを広くＳＮＳを使って発信したいとこれがいまコロナ禍でできる広域連携の新たな取り

組みなんだろうとそのような取り組みをさせていただいておりますので、一応ご報告と言い

ますかお伝えさせていただきます。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） いま広域の部分にも触れたんですけれども、広域の部分に関しては

いま言ったように、各自治体との握手ができるわけで、とりわけやはりいま我が町のそうい

う環境整備をこれはやはり急ぐべきかなとそんなふうに思っているところでございます。

三つ目の予算の部分に関しては、ふと思うんですけれども、多様な我が町の事業展開の中

で、やはりいろいろ予算付けの中で、成果が大変申し訳ない言い方なんだけれども、成果が

出ていない部分も当然あるわけですよ。だから、そういう見極めの中でそういう部分のやは

り予算付け含めた形でもう1回検討していただいて、生産性のあるこういう事業展開に投資

をするということもこれありじゃないかと思うんです。特にくどいようですけれども、観光

に関する部分に関しては、やはり総合的に底上げできると。お客さんが来てくれれば、来る

ほど我が町のそういう活性化になるんだということは、もう間違いない話なんです。いろい

ろそういう底上げの事業展開をされていますけれども、やはりここはやり方によっては、非

常に面白い事業展開ができるんじゃないかと思います。ですから、町長がおっしゃったよう

に、そういう部分も含めた中できちんと、できれば3月に向けていろいろ検討した中で、ま

た事業を変えたり増やしたりというようなことで、その辺の予算付けを期待したいんだけれ

ども、その辺どうでしょうか。

○議長（又地信也君） 町長。
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○町長（鈴木慎也君） まさに予算の考え方ということでございますが、こちらも1回目の答

弁させていただいたとおり、観光事業については投資をしたからといってすぐに効果が出る

ものではないと。だけれども、地域だったり経済、雇用、そういったものにすごく寄与する

ものであると。プラス広域の部分で、木古内だけが良ければいいとかではなくて、ほかの町

にとっても良くなる事業だとそういったものに関しましては、力強く進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） 6番 新井田昭男君。

○6番（新井田昭男君） 最後になりますけれども、やはり思うところは町長も私も同じだと

いうことも思うんですけれども、特に再三ですけれども、見直すべきところは見直していた

だいて、やはりここだという部分の観光事業に関しては、なんて言うんですかＰＤＣＡをき

ちんと回しながら、あるいはマネジメントも先ほど言いましたけれども、危機管理を含めた

マネジメントも含めて、しっかりと観光協会さん、あるいは取り巻きの協力団体さんも含め

て、何とか上手く我が町を盛り上げていただけるようにぜひぜひ今後も私もこういう立場で

いる限りでは目を向けさせていただきますので、ぜひ今後の観光事業に関しては期待を申し

上げたいと思いますので、一つよろしくお願いします。以上で質問を終わります。

○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1番 平野武志君。

○1番（平野武志君） 1番 平野です。

先ほど常任委員会の報告でもいたしましたが、コロナウイルス感染症の収束がなかなか見

えず、対応に追われる日々が続いております。我々議員も活動に制限があり、研修会の中止

や様々な行事の中止で活動が限られた中、大変苦慮しているという状況です。町長も活動制

限がある中、賢明にコロナウイルス感染症の対策に取り組んでおるところではございますが、

同時進行で町の様々な課題・解決に向けて施策を取り組んでいかないということだろうと思

います。今回の一般質問は、通告書2項目あるんですけれども、見ていただいてわかるとお

り、過去に質問した内容も多く含まれております。もちろん鈴木町長になる以前の話ではあ

るんですけれども、鈴木町長も同僚時代に私が質問したことを覚えていただければ過去に質

問している項目だなというのは感じたと思うんですけれども、ほとんどの内容が進捗してお

りません。鈴木町長に対しては、もちろんはじめて質問する内容となりますので、きょうは

前向きな答弁を期待いたします。よろしくお願いいたします。ということで、読み上げます。

1項目目、人口減少対策について。

新型コロナウイルス感染症の対策・対応に追われ、新規事業を展開するのは難しい状況で

あるとそのようにお考えでしょうか。この状況下だからこそ、取り組みの成果が出ている事

例もございます。今年度予算の審査特別委員会所見でも述べているとおり、人口減少対策の

予算措置は物足りなさを感じ、年度途中での新規事業提案を期待するとこのようにも述べて

おります。今年度も既に半期を迎えます。現状、下記の取り組みについて見解をお知らせい

ただきたいと思います。

（1）新規施策の立案について、（2）移住・定住の施策展開について、（3）上記施策と連

動するための空き家管理進捗状況について、（4）婚活・妊活に対する支援の考えについて。

以上です。

○議長（又地信也君） 答弁を求めます。
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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。

まず、前段にあります新型コロナウイルス感染症の対策・対応の中、新規事業を展開する

のは難しい状況であると考えているかでございますが、現在木古内町においては、皆様のご

協力により難しい状況よりもチャンスであるとそのように私自身認識をしております。

1年半以上にわたり新型コロナ感染症の対策について、全ての町民の皆様・医療従事者の

皆様のご協力に心から感謝を申し上げる次第でございます。

このコロナ禍であったからこそ実現できた事業がございます。例えば小中学校・健康管理

センターの換気機能付きエアコンの設置、また各地域の会館の整備のほか、本来であれば5

年から10年かかる計画でありました町内の光ファイバーの整備、小学校・中学校への1人一

台のタブレットの整備、そして除雪等のＩＣＴ化についても急加速度的に進めることができ

ました。

また、令和3年度からの新規施策の出生お祝い事業でございますが、令和3年の8月の広報

でおめでた出生数が6人、お悔やみが4人となっております。お悔やみよりおめでたの人数が

上回ったのは、平成18年の9月以来でありました。これは、大変喜ばしく思っております。

今後、庁舎内に生まれた赤ちゃんの写真を飾り、町民の皆様と新しく生まれた命をお祝い

するそういった機運を町として高めていきたいと思っております。

また、公約である、ふるさと納税の強化と企業誘致・進出についてございますが、ふるさ

と納税に関しまして、新しい返礼品の追加やこのコロナ禍での巣籠需要もあり、令和元年か

ら7.5倍になった令和2年、令和元年から令和2年は7.5倍になりましたが、その令和2年の8月

現在と比較すると現在、約また2倍の伸び率であります。

次に、企業誘致・進出に関しましては、町内にない業種・海と山を最大限に活かした水耕

栽培や魚種の養殖にターゲットを絞り進めてまいりました。

就任後、十数社の民間企業と企業誘致・進出について意見交換をさせていただき、令和3

年度現時点ですが、旧恵心園での水耕栽培が1社決定いたしました。そのほかにも、企業誘

致進出について、いま現在数社の企業と具体的な実現に向けた協議を重ねているところであ

ります。改めて、このコロナ禍でも木古内のポテンシャルがあるとそのように感じていると

ころであります。

また、人口減少の根本的問題解決というのは雇用の創出だと思っておりますので、10年後

・20年後を見据えた産業をつくり、人口減少対策として取り組んでいるところでございます。

引き続き、最大限のトップセールスに全力を尽くすことをお約束いたします。以上が、コ

ロナ禍でチャンスになった主な政策だと考えております。

次に、当町の人口減少対策でございますが、①町民の満足度向上、②雇用の創出、③3本

の柱の移住定住でありますが、それらを総合的に踏まえて進めてまいりたいと考えておりま

す。

また、新規施策の立案につきましては、現在、町職員で構成する木古内町未来へつなげる

地域力向上プロジェクトを立ち上げ、協議を進めているところであります。

プロジェクトの進捗としましては、7月28日に第1回会議を開催し、構成員が事業提案書の

素案を提出し、9月7日開催の第2回の会議において、提出された事業提案の内容の説明を受

け、実施の可能性を精査しているところであります。



- 22 -

いま現在、今後進むべき施策を選定し、事業費が必要な時はすぐ予算へ反映していく予定

としております。

2点目のお尋ねでございますが、移住・定住の新たな施策につきましては、移住定住3本の

柱を進めるとともに、一つ目のお尋ねと同様に、木古内町未来へつなげる地域力向上プロジ

ェクトの中での協議も進めております。

現在、取り組んでいる主な施策としましては、7月31日に北海道主催の首都圏在住者向け

の移住相談会に参加しておりますが、コロナ過ということもあり、オンラインでの町のＰＲ

を実施しております。

また、国・道の補助金を受けて実施いたします、わくわく地方生活実現政策パッケージ事

業につきましては、東京圏からの移住希望者が北海道の就業マッチングサイトを通じて木古

内町に移住し、登録企業等へ就業、または町で起業した場合に支援金を交付する事業ですが、

現在、事業を通じて単身者1名が就業しております。

ちょっと暮らし住宅につきましては、令和3年度はこれまで4件の申し込みがあったところ

ですが、北海道をはじめ各地で緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が発令され、いずれも

残念ながらキャンセルとなっております。

町の空き家をリフォームして居住または売買、賃貸借を行う空き家リフォーム助成事業に

つきましては、現在、申請が5件、約180万円を交付済みでございます。今後、申請を予定さ

れているかたが2件、申請を相談されているかたが2件あります。

こちらの予算につきましては、申請予定を含めると概ね300万円を使い切る見込みとなっ

ており、今後の申請に備えて、今定例会で追加補正を上程させていただくこととなっており

ます。

これらの取り組みにつきましては、今後もコロナ過の状況を踏まえながら、オンラインを

通じて町のＰＲを実施するなどの対応を進めてまいりたいと考えております。

3点目のお尋ねでございますが、移住・定住と連動するための空き家管理の進捗状況につ

きましては、現在、町の空き家バンクに登録しているのは6棟ございます。町有地につきま

しては、10筆を町のホームページに掲載をしております。

その他、民間のインターネット等に掲載している家や土地につきましても、随時確認をし、

先ほどの町の管理している空き家等の情報と含めて、住宅の地図等に情報を落とし込み、移

住等の相談の際に活用しているところであります。

今後につきましては、空き家バンクへの登録棟数を増加させるために、町の広報やホーム

ページ、民間不動産事業者等へ制度のＰＲを行うとともに、土地につきましても町有地の中

で住宅等の建設に適した土地を選定し、掲載数を増加させていきたいと考えております。

4点目のお尋ねでございますが、婚活に対する支援の考え方につきましては、婚活イベン

トについては私自身も以前取り組んでまいりました。2012年から木古内町内・札幌・今別・

仙台等で複数回開催させていただきました。そして、その後2012年以降、近隣の市・町でも

婚活イベントが開催されたそのような認識をしております。

結婚を考えているかたが抱える経済的な不安を解消するために、国の結婚新生活支援事業

の活用などを含め、一つ目のお尋ねの中でもありました木古内町未来へつなげる地域力向上

プロジェクトの中で、検討を進めているところでございます。

いま解決すべき課題の一つであります雇用について、企業誘致・進出による雇用の創出に
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全力で取り組んでいるところでございます。

また、今後は、ＬＧＢＴＱ＋やＳＯＧＩＥへの理解を深めて、性の多様性を尊重し、あり

のままで生活できるまちづくりについても検討を進めてまいりたいと考えております。

妊活に対する支援につきましては、現在、北海道が特定不妊治療費助成事業として実施を

しております。令和3年の1月には、所得制限の撤廃、助成額の増額など、制度の拡充が図ら

れたところでございます。

また、政府では来年令和の4年4月から、不妊治療の保険適用に向けた検討が進められてお

りますので、それらの動向を注視し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） 1番 平野武志君。

○1番（平野武志君） 大変、詳しく長文の説明、ありがとうございます。

私、たまたまいまルール変わりまして答弁書いただいたので、これを見ながら答弁のお言

葉と照らし合わせているんですけれども、これなかったらちょっと聞き取れないし、メモも

書ききれないなと思って大変だという思いと、丁寧な答弁でありながらも中身については、

多々再質問することがあるのかなと思って聞いておりました。

まず、小分けにして聞いていきたいと思いますけれども、いま人口減少対策の（1）の答

弁については、当然ながらこれまでもそうなんですけれども、人口減少対策の政策っていう

ことを聞くと、本当に幅広いんです。どれもこれも人口減少対策に関わるよって言えばそう

なんですけれども、前町長時代も人口減少対策の政策を聞きただすと、ありとあらゆる政策

を長々と述べていただいたという経緯があります。きょうもどっちかと言えば人口減少対策

っていうよりも、コロナ感染症対策で交付税を活用して使った部分も多々入っていたように

感じるんです。当然ながらそれも人口減少対策に関わるんでしょうけれども、コロナの交付

金で使ってやって感染対策の事業としてやっていることを人口減少対策っていうのに答弁と

して載せるのは、そぐわないのかなと私は感じました。

それで一つ目の質問で私、（1）の再質問する際に、過去にあった人口減少対策検討チーム

という組織があったと思うんですけれども、これは行政の管理職のかたを含むメンバーで構

成されて、様々な人口減少対策に事業を立案するという組織だと思うんですけれども、その

会の存在はどうなったんでしょうか。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（鈴木慎也君） 平野議員の再質問にお答えいたします。

いま現在は、私が先ほど何度も申し上げていました、木古内町未来へつなげる地域力向上

プロジェクトというものを立ち上げました。いままであった人口減少のチームについては、

いまは存在していないという状況になります。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） 我々、同僚議員も含めて私自身も人口減少対策に対しては、プロジェ

クトチームを結成するべきだと長期にわたって提言してきました。これをきょうの答弁で言

うと、7月に新たなその組織をプロジェクトを立ち上げたと書いているんですが、これ初耳

なんですね、きょう。せっかくこれまでもそのような提案をしている中、新しい動きがあっ

たら随時報告していただきたいと申していたつもりなんですが、このたび全然これが周知し

たのがきょうはじめてなんですけれども、報告についての考えについてどのように考えてい
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らっしゃいますか。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（鈴木慎也君） 平野議員の再質問にお答えいたします。

これは、庁舎内でのものでありますので、いままでは報告はしていなかったと思うんです。

ただ、平野議員からいまお話をいただく中で、町の重大課題である人口減少対策ですとか

そういった取り組みについては、本来であれば必要はないのかもしれないんですが、例えば

委員会とかの報告等だけで報告させていただくということで、ご理解をいただきたいと思っ

ております。また、未来へつなげる地域力向上プロジェクトとは、どういったものなのかと

かそういった趣旨目的という部分についてもお伝えしていなかったので、そこを少し平野議

員にはお伝えしなきゃならないのかなとは思っているんですけれども、要するに町の人口減

少、そして高齢化の流れを何とか緩和させるために、人口減少や高齢化社会の中でも地域の

経済を持続的に発展させるための施策を立ち上げるそういったことを目的に立ち上げたプロ

ジェクトであります。構成員につきましては、今年度は企業会計を除く8課から私が構成員

及びプロジェクトリーダーを選出しております。事業提案につきましては、構成員が自由な

発想で企画ができるように分野の縛りなどを設けず、構成員それぞれの考え方で進めていき

たいと思っています。そして、この構成メンバーも例えば課長、主査とかではなくて今回、

私が構成員として選んだのは、まずは町内だけではなくて町外出身の職員だったりですとか、

年代も20代から40代、まさに子育て世代でしたり、あとは女性の比率を男性と比べて7割・8

割ぐらい上げています。思い切ってそこは、いままでなかなか役所の中で女性の意見という

のもやはり新たな考えとして私達はしっかりと取り入れて、それらを踏まえて事業を考えな

きゃいけないとそういった意味で、その構成員のメンバーを今回8割方女性職員に構成員と

して任命をいたしました。概要は、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） その新たなチームの概要についてはわかりましたけれども、目的等に

ついては以前の検討対策チームと同じような内容だったと思うんです。ただ、以前の対策チ

ームの提言がなかなか上手くまとまらず、町長との行き来が上手く進まない中、委員会から

出された事業も展開されることなく、しぼんでいったみたいなイメージがあるんです。そん

な中、メンバーを一新して新たな立案をしていただこうと考えは良いんです。当然ながらこ

れからも永久に続くわけですから、人口減少対策については。そのいまのメンバーが何年も

続いてもいいですし、毎年入れ替わってもいいですし、常にそのような対策チームを組んで

やっていただきたいと思います。それ以前に3月の一般質問の答弁でも鈴木町長は、中身詳

しくは言っていないんですけれども、人口減少対策に関わる一般質問をした時に、「移住・

定住については大胆な対策に取り組む」という答弁しているんです。冒頭の通告書にも書き

ましたが、予算委員会の所見で新たな政策を年度中に出すことを期待すると書いているんで

す。それが出ていないので今回、一般質問に書いているんです。私個人的には、特に移住・

定住の部分、以前から提案している部分について、町長はどのように考えているのかってい

う具体的な答弁をいただきたいと思って質問したところです。お願いします。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（鈴木慎也君） 平野議員の再質問にお答えをいたします。

移住・定住に関する対策の中で、町有地などの大胆な活用などについての以前に私からの
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答弁があったということで、進捗状況はどうなっているのかと具体的に答えるべきだという

ような趣旨のご質問かと思います。お答えさせていただきます。

現在、新道地区の分譲地やその他の移住・定住の用地についての無償での譲渡、または購

入に対する助成制度の構築を行っております。これもただ無償にするとか、ただ助成するの

ではなくて、いままで町の行ってきた事業のプロセスをそこをしっかりと踏まえて、助成制

度の構築を行っているところであります。今後、新道地区の分譲地については、10月を目処

に募集を開始できるように進めているところであります。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） いま聞いただけでは、それが大胆な施策なのかどうなのかはわかりき

れませんけれども、町長、私以前から一般質問をしている内容は、移住されるかたに大きな

支援をして、これよその町自治体でもやって成果が出ていることなんですけれども、投資を

するわけですよ。例えば土地を無償でいま言われた提供します、お家を建てる際には援助し

ます、通勤費を出します、それは現在住まれている町民のかたへの不公平感が発生するって

いう前町長の答弁だったんですけれども、私はいまの町民を守るために新たな町民に入って

いただき、交付税の確保だったり税収のアップを、よその町に支援することは、いまの町民

を守ることなんですと言い続けてきたんです。当然ながら鈴木町長も当時町議時代には、私

の考えに賛同していただいたものだと思っておりましたし、町長の就任の際には大胆な移住

・定住の策が出てくるものだと思ってこれまで待っていたわけなんです。しかしながら、ど

うも答弁を聞くと企業誘致を一生懸命やられていると。移住・定住については当然、勤め先

が見つかってからそのあとだよというふうにも聞こえるんですね。この3本の柱と書いてい

ながらも、まずは働く場所が優先でしょうって。それ前の町長と答弁一緒なんですよ。それ

をずっと言い続けてきて、結局、移住・定住についてはよその町と遅れているっていうのが

事実なんです。きょうも（1）の答弁で、なぜかふるさと納税が伸びたっていうのこれ人口

減少にどういうつながりますけれども、なんでこの答弁入れたのかなって不思議なんですけ

れども。過去にはふるさと納税についても長年にわたって、木古内町も力を入れるべきだっ

ていうのをここ近年ですよね、ようやく力を入れていま伸びていますって。10年以上遅れて

いる話なんです。ですから、人口減少も移住・定住もいま最先端でやっているところは、10

年以上前から取り組んで実際成果を出しています。ちょっと暮らしも5年・6年言い続けてよ

うやく登録しました。登録しただけなんですよ。常に遅れて遅れていっていたのがこれまで

の現状なんです。ですので、新しい町長には若い力でどんどんどんどんチャレンジしてほし

いなっていうことで、新たな政策、新たな政策って言っているのが私の思いなんです。

まとめますと移住者、よその町から我が町に来ていただく、よく使う高規格道路が完成す

ると木古内町はハブ駅としてっていう言葉言いますけれども、七飯・北斗・函館に勤められ

ているかた、通勤圏内なんですよ。そうしたら、いまあちらに住まわれているかたがアパー

トに住まわれているかたが家族も増えたしお家を建てたいなって思われるかたの条件にさえ

まだ乗っていないんです、木古内は。このコロナ禍、都会から田舎へ移住しようっていう多

くの人の考えがあるところにも木古内はヒットしないんです、まだ。そのヒットをできるた

めには、新たな政策を作らなければいけないと言っているわけです、私は。そこもちろん意

味わかると思いますけれども、その考えについてはいかがでしょうか。

○議長（又地信也君） 町長。
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○町長（鈴木慎也君） 平野議員の質問に答弁させていただきたいんですが、まず私が全て

の事業を進める中で、やらなきゃいけないと思っていることがあります。確かにいま平野議

員、そしてほかの議員の皆様、そして町民の皆様からも若い力でどんどんやるべきだとそう

いった期待をいただいていることも大変嬉しく思っております。その一方で、いままで歴代

の首長さんがやられてきたことを一度リセットをしてからでないと次に進めないものもあっ

たりします。そういった意味では、旧恵心園でしたり旧中学校、これもなぜ企業誘致に最初

力を入れたかと言うと、そういった遺産を未活用のまま次の世代に残すわけにはいかないと。

ですから、もちろん私も自分でやりたい事業、人口減少対策いっぱいあるんですけれども、

まずはいままで受け継いできたそういった整理しなきゃいけない部分も全力で対応しなきゃ

いけないとそのように思っているということを少しご理解いただきたい。その中で、新道の

分譲地に対しても旧恵心園や旧中学校と同じような私の中で整理しなきゃいけない、優先的

にそういったものであると私はそのように認識していますので、お伝えしたいと思います。

また、通勤についてのお話をされましたが、これは国勢調査で出てくる数字でございまし

て、令和2年度分はまだ集計中でございます。平成27年の国勢調査は、木古内から木古内町

外に通勤しているかたが512人おります。そして、うち逆に来るのが478ですとかこれも今回

の令和2年度でどれぐらいの数字となって跳ね返ってくるのかと考えますと、基本的に減っ

てくると思います。そして、私も平野議員と同じように､通勤に対する支援制度これは町に

とって有効であろうと基本的には考えているんですが、これは車の通勤の人よりもまずは新

幹線だったりいさりび鉄道、町の交通公共機関をまず活かす、その部分を支援するのが具体

的なのかなというふうに考えています。ただし来年度以降、通勤・通学で町として考えてい

ますのは、まずは通勤というのは会社からいわゆる通勤手当が出ていたりします。それぞれ

の会社にとって個人にとって、状況が異なります。そういったことも踏まえて、まずは優先

すべきは子ども達への投資、その子ども達への支援が大切だろうとそのように私は考えてい

ます。ですので、通勤の支援策の前に例えば専門学校ですとか大学ですとかの通学の支援の

助成そういったものを段階的に進めたい。いまは高校までの助成なんですけれども、それも

来年度以降できれば拡充して専門学校・大学生まで拡充できるように進めていきたいと通勤

・通学の考え方はそのように思っています。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） 移住・定住に対して、通勤の部分にいまこだわって答弁おっしゃって

いましたけれども、子ども達に対するのが一番って。それ人口減少対策じゃなくて、教育の

観点から我が町は子どもに対して力を入れますっていうまず部分ですよね。それが移住・定

住につながってくるっていう思いからこれまでも給食費の無償でしたり、用具の保護者負担

減でしたりいろいろやってきましたけれども、何一つ人口減少対策、移住・定住につながっ

ていないですよ。全くもって保護者へのただ単に配りですよ。給食費無償になった木古内町

当時は、この渡島・檜山管内でも早いほうだったと思ったんですよね、3番目・4番目ぐらい、

それが早いかどうかは別として。でもそれをやってなんか自己満足で終わって、それを木古

内町は子どもの費用がこれだけかかりませんから、我が町へ来てくださいってところにつな

がっていないんですよ。これまでの政策は、ほとんどが。大学生・専門学校生に支援するっ

ておっしゃっていますけれども、何人いるんですかそれ、いま、例えば我が町。じゃあよそ

から大学生が大学までの通勤費出るから木古内に住もうって言って、その政策で移住される
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かたいると思いますか。そこは考え方が若いほうから順番に援助しようっていう考えに程度

にしか聞こえなくて、実際に移住・定住につながるかって言ったら全くつながらないなと感

じざるを得ませんでした、私は。私の考えですよ、あくまで。

それと冒頭におっしゃった町長、理解していただきたいって言葉で締めたんですけれども、

我が町の自分がやりたいことはあるけれども、後片付けがあるのでなかなか手が付けられな

いとそれは言っちゃだめなことでないですか、町長。先ほども言いましたよ、コロナの対策

をやりながらも、いまの諸課題である政策をやらなきゃいけない、同時進行で進めなきゃな

らないんですよ。それをもともと宿題として残されたことがあるので、なかなかそっちが進

められないんだというのは理解できません。そのことについてもう少しわかりやすく理解で

きるように伝えられるのであれば、もう一度お話ください。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（鈴木慎也君） 平野議員の再質問ですが、すみません。私も一生懸命答弁させてい

ただいているんですが、どうやらかなりすれ違っているみたいで、ふるさと納税に関しまし

ても企業誘致に関しても人口減少と問題が私は最初の答弁のとおりあると思っているので答

弁をさせていただきましたし、ふるさと納税も言わせていただきました。あと、いままでの

町長から譲り受けた部分で整理しなきゃいけない恵心園や企業誘致についても、それができ

るから全くほかの事業をやれませんと移住・定住、人口減少対策やりませんと言っていませ

ん。やりながらでもそれは企業誘致に活かしたり、それは並行してやらなきゃいけない、そ

れは当然のことだと思っています。そこについては、なかなか議場の中ではお互いの気持ち

が伝わらない部分も私も説明が下手なものでないのかなと思いますので、今度ゆっくりいろ

いろとご指導いただきたいとそのように思っています。

あと移住・定住について、今回の一般質問は総論の一般質問をいただいているわけであり

ます。これで各論の一般質問をいただいた場合に、イエスかノーかでお答えできると思いま

す。ただ、総論での一般質問でございますので、どうしてもこのような形の私も一生懸命答

弁をさせていただいておりますが、総論の質問に対しては総論になってしまうという部分も

ご理解いただいていると思いますが、ただ移住・定住、人口減少で足りないというのは、そ

れだけ町のことを平野議員も思っているからであって、私も同じように思っている部分があ

ります。ただ来年、人口減少対策という意味では前回の議会でもお話をさせていただきまし

たが、子育てに対してすごく力を入れている町だと。人口減少対策は子育てにまず力を入れ

ていくというふうに私、話をさせていただいております。それを踏まえての令和3年度の出

生お祝い事業であります。何を申し上げたいかと言いますと、木古内の18歳以下の人口がい

ま316人ございます。先ほど大学生・専門学生何人いるかと言ったんですが、それは話を整

理しますとまずは外に出さない、移住・定住はまずは外に出さないというところからはじめ

なきゃいけないと。その次に外から来てもらうことをやらなきゃいけないと。そこは同じ移

住・定住、人口減少対策でもしっかりと整理をして事業展開しなきゃいけないと私は思って

います。また、18歳以下の人口が316人あります。少子化対策というのは、様々な観点があ

りますが、いわゆる出生率をどのように上げたらいいのか。ただ、これは非常にデリケート

な問題であります。木古内町はいま現在、子ども1人のご家庭が83世帯あります。子ども2人

の世帯が67世帯あります。子ども3人世帯が26世帯あります。子ども4人の世帯が4世帯で、

子ども5人の世帯が1世帯です。こういったいま様々なデータをプロジェクトチーム、そして
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私もしっかりと分析して、以上のことから少子化対策、移住・定住もそうですけれども、根

本となるのは雇用の創出でもありますけれども、直接的な少子化対策については、第二子・

第三子・第四子・第五子の生まれ、育てやすい環境を整備することが必要だろうと。これは、

データ上からも様々なかたと意見を聞きながらも私はそのように認識しているところであり

ます。そういったことも踏まえて、来年度に向けて直接的な少子化対策こういったものもし

っかりとやっていきたい。これは、前回の議会では詳しくは説明はしなかったんですけれど

も、基本的な考えとして少子化対策、直接的な対策というのはこのような考えがいまのとこ

ろあります。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） 後日ゆっくりお願いしますなんてこと言っていますけれども、いま一

般質問やっている最中ですから、そのことに対して真摯にやり取りするのがこの現状ですか

ら。町長言うように、行き違いがあるようだっていうことについては、じゃあ私の聞き方が

悪いのか伝え方が言葉足らずなのか、そこが足りないとしたら反省しますけれども、例えば

町長先ほど言ったように、じゃあふるさと納税は関係ないだろうって、私は関係あると思っ

たって言いましたけれども、私も関係ないとまでは言っていないんです。広く考えると関係

ありますけれどもって、でもこのふるさと納税の増えたことによってどういう政策にやった

まで書いていれば、それは答弁としてわかりますよ。でもいまやっている成果をあまりにも

広く書きすぎているから、あえてこのふるさと納税はどういう意味で載せたんですかってい

うふうに伝えたんです。関係ないとは言っていませんので、その答弁はいいです。

じゃあ具体的に聞きますと、（3）番の空き家管理の進捗状況について。答弁の前にいまの

木古内町の町中、郡部も含めて当然町長も歩いて通勤されている部分もありますし、様々な

諸行事に各地域回っていらっしゃいますからよくわかると思うんですけれども、空き家の数

どのくらいあると思いますか。正確な数じゃなくていいです、イメージでいいです。

○議長（又地信也君） 暫時、休憩をいたします。

休憩 午前11時32分

再開 午前11時32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） 平野議員のお尋ねにお答えいたします。

空き家のというのは、まずいま住んでいない空き家ということでよろしいですか。

いまかっちりとした数字は担当課のほうでも資料がないんですけれども、だいたい100後

半から200中盤ぐらいあるのかなとそのように認識しています。

○議長（又地信也君） 1番 平野武志君。

○1番（平野武志君） 定義のライン付けって難しいと思うんです。物置みたいなのも空き家

としてカウントするのか、全く住めないようなところも空き家とカウントするのかって定義

は難しいと思うんですけれども、100・200って全然番外の数字です。遙かにその倍もありま

す、現状としては。私の定義が広げた場合にです、少し。泉沢だけでも50軒以上の空き家が

あるんですよ。そう考えたら単純に泉沢の総人口から比例していって、木古内町と計算して
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いったら100や200で済まないですよね。札苅で80軒から100軒近くあるんです。これが現状

です。どんどんどんどん危険家屋になっていってる。そのためにそうならないために空き家

リフォームでしたり、空き家の解体の助成もやっているわけですが、実際追いついていない

っていうのが現状です。そういう現状を踏まえた時に私は以前からその空き家にしっかりと

力を入れて、移住・定住の武器にするべきだと伝えてきた経緯があって、このことを進捗を

聞いているわけですけれども、この答弁が現状空き家バンクの登録が7軒、数百軒あるうち

の7軒しか登録していない。この部分について過去の答弁と変わっていないんです。という

ことは進められていないというこの現状についてどう思いますか。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（鈴木慎也君） 空き家の把握につきましては現状、いままでは所有者からの情報提

供、そして町職員が町内を巡回した際に発見するなどの方法により把握しておりました。

今後、空き家の把握のための新たな対策としまして、住宅の地図作成事業者とも連携しま

して事業者、そして職員も徒歩で現地を調査し、把握できた空き家情報を提供していきたい

と考えておりますが、空き家の定義、そしてそれが移住・定住に使えるか使えないかとかそ

ういった細かい分類が作業が大変あるとは認識していますが、いずれにしましても空き家に

ついては、地域の活力とか景観、安全、防犯、様々な観点から空き家は解決しなきゃいけな

い課題であるとそのように認識しておりますので、議員からいただいたご意見も参考にさせ

ていただきながら進めてまいりたい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） わかりました。空き家に対する取り組みは、しっかりやらなきゃなら

ないという町長の思いはわかりました。ただ、覚えておいてください。過去にも同様の進め

をするという町が答えた経緯があるんです。その時には、町民課担当だったと思いますけれ

ども、全ての空き家を写真撮ってリスト化して、我々にも提示あったんですよね。そこから

どうやったらいま言われるように、移住・定住に使えるところがあるのか、大家さんが誰で

そこの人とはどういうふうに話ができるのか、そこまでは進んだ経緯があるんです。でも実

際そこでストップしているのが、現状じゃないですか。地図業者さんとかっておっしゃいま

したけれども、担当職員の活用ともおっしゃいましたけれども、まず町内会と連携してくだ

さいよ。一番詳しいですから、町内会の方々が。そこにしっかり町が空き家の状況把握をし

っかりしたいのであれば、町内会に打診してまず調査・精査することが私は早いと思うんで

すけれども、いかがですか。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（鈴木慎也君） 貴重なご意見いただきましたので、参考にさせていただきます。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） 婚活・妊活イベント、町長も答弁の中で言ったとおり、婚活について

は自身も一般質問で取り組んだ経緯がありますよね。その時も町には積極的に婚活イベント

を展開するべきじゃないかと申していた記憶が私にはございます。妊活についても不妊治療

を含め、積極的に町が応援するべきだという考えのもとから、私は政策にすぐに出てくるも

のだろうなと考えていたんですけれども、きょうの答弁を聞くと「政府が令和4年度からの

補助を検討されている」と、「その動向を見ながら」と非常にスローダウンしたなと感じま
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す。動向見るどうこうじゃなくて、洒落じゃないですけれども、しっかりと自分がやりたい

と思うのであれば即支援の方策を考えるべきじゃないですか。どうですか。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（鈴木慎也君） 平野議員の婚活・妊活に関する再質問でございますが、妊活につい

ては非常にデリケートな問題であります。この妊活の質問だけでもおそらく20分あっても足

りないんじゃないかなっていうぐらいの本来は課題だと私自身受け止めています。また、こ

の妊活という部分で、不妊治療と言いますと女性のイメージが強いと。まだそのように思っ

ているかたが大変多いと思って私自身そのように思っているんですが、ですがＷＨＯの世界

保健機関によりますと41％は不妊、女性に原因があります。そして、24％は男性でございま

す。そして、同じく24％が女性と男性の両方、そして残りの11％は原因不明ということにな

ります。つまりパーセンテージで出していきますと、男性側にも不妊の原因がある確率とい

うのは、およそ約50％ということであります。また、不妊治療というのは精神的、身体的、

金銭的の負担がかかります。私としては国、そして町としてもこれはどこを重点的にという

よりも、やはり幅広く考えなければいけないと思っています。それで、先ほど平野議員から

令和4年から保健適用になりますよねということですけれども、令和3年の1月1日以降に拡充

されたという内容ですが、いままで所得730万円の所得制限が撤廃されました。助成費も1回

15万円だったものが、倍の30万円になりました。助成回数もいままでは生涯で6回だったも

のが一子ごと、6回までに増えました。また、年齢制限があって40歳以上、43歳未満は3回で

すとか、対象年齢も拡充前はあったんですが、拡充後は対象年齢を変更せずそのままになっ

ているんですけれども、平野議員言うように以前私も議員の時に、妊活に対しての一般質問

をした中で、町として具体的な支援策はすぐやるべきだというような考えというのは、私も

その質問を受けて最初言ったように、非常にデリケートな問題だということと、あと国が令

和3年度・4年度について、大きく動き出したという部分があります。また、町としていま一

番やらなければいけないのは、金銭的な支援よりもいわゆる精神的な部分の支援だったり、

そういったものを重点的にやるのがもしかしたら私達自治体の最初の使命なのかなと思って

おります。これは、先ほどの男性が50％原因があるという答弁をさせていただきましたが、

これは何を言いますかというと夫婦揃って治療をしなきゃいけない、それが一番効果的であ

るということの事実なんです。夫婦で不妊の原因がわかればより明確な治療ができる、その

入り口の部分でなかなかハードルが高い、デリケートな部分でもあったり、自治体との連携

がなかったものですから、悩まれている夫婦のかたがいてもこれは夫婦で悩む相談なんだと

いうなかなか悩む部分が本当に多いんですけれども、ですので町としていま最優先として考

えていますのは、金銭的な支援よりも町として夫婦一緒に不妊の検査をすることがまずは一

番入り口として大切なことであるし、やらなければいけないことだと思っていますので、ご

本人からのご相談があれば町としてしっかりとしたサポート体制をまず構築すべきであると

思っておりますので、相談に基づき妊活に対するサポートというものの入り口、窓口として

そういったものをしっかりとやっていきたいと考えているのがいまの私の考えであります。

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） 「町にご相談があれば」って言いましたけれども、誰不妊治療で町に

真っ先に相談する人います、それ。大変デリケートな問題だというのは、よくわかりますよ



- 31 -

私も。しかしながら、町が声を上げて発信してＰＲしないと相談に来られるかたもいないで

すよ。私はそう思います。ですので、この木古内町はしっかりそこをお手伝いしますと支援

しますということを挙げて、掲げて、はじめて私は相談に来るかたがいる可能性が増えるの

かなと思っております。当然、精神的部分と金銭的部分、様々な支援内容がある中で、いま

国の支援が拡充されたということで、いまの拡充された部分で、不妊治療の費用については

十分だと思っておられますか。どうですか。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（鈴木慎也君） 平野議員の最後のご質問かと思います。

この不妊治療に対する政府、自治体の取り組みというのは、出産を希望する世帯を広く支

援するものであります。そして、来年の4月から不妊治療の保険の認容が検討されて、適用

されるものと思います。これは、一個人が夫婦で奥さんだけ悩むとかそういった個人で悩む

べきことではなくて、国の国策としてやるべきだとまず私は思っています。ただ、それが大

きくこの1・2年で動き出した。それと基づいて、町としても何をやるべきかと。しっかりと

夫婦揃って、まず窓口となる最初の部分をしっかりとサポートしなきゃいけないとそういっ

た現時点での役割分担を私は先ほどの答弁で伝えさせていただきましたので、また金額。不

妊治療の金額が、平野議員がどれほど勉強されて質問されているのかわからないんですけれ

ども、不妊治療についても様々個人差の金額があります。そういったものも平均的に導き出

された最初の基本ベースとなる拡充された金額であると私は認識していますが、ただ年代だ

ったり症状によっては、足りない金額であることも確かだと思います。それらも踏まえて、

しっかりと国そして北海道とも情報共有しながら、町としても少しでも本当にこの不妊に悩

んでいるかたがいれば、町もしっかりとサポートしていきたいとそのように思っております。

ただ、デリケートな問題でありますので、なかなかどのように進めていくかというのは、

しっかりと皆さんのご意見をいただきながら、慎重に進めてまいり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） 「どの程度勉強されて聞いているのかわかりませんが」って随分な言

われ方しましたけれども、町長も単純に個人差があるのは私だってわかりますよ、そのくら

い。いまの国の支援も様々なほかの自治体でやっているのも調べていますよ。その上でいま

の国だけの策で、一個人がピンキリと言いますか少ない金額で済むかたも多くかかるかたも

いますけれども、その人達に対していまの国の支援だけで十分ですかっていうことを聞いた

んです。それに対して具体的な答えはなかったですし時間過ぎましたので、言い足りない部

分はありましたが、全てのきょうの事柄が人口減少対策につなげるためにはしっかりと町長

自ら発信していくことが大事だと思いますので、いまは発信が私は足りないとこのことだけ

は、最後に述べさせていただきたいと思います。

○議長（又地信也君） あとお昼まで10分くらいよりないんですが、2番に入りますか、平野

議員。

1番 平野武志君。

○1番（平野武志君） どうでしょう、皆さん。私から提案していいんですか。最初に読み上

げて、最初の答弁だけいただきましょうか。

○議長（又地信也君） 時間お昼になるまで、そうしたら一般質問の趣旨をというか平野議
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員のほうから伝えていただくと。時間になった時点で、そこで休憩に入ります。

1番 平野武志君。

○1番（平野武志君） 2項目目に入りますが、いまの議長の言葉どおり、昼をちょうどまた

ぐような長時間にわたってしまってすみません、皆さん。

高齢者に対する生活支援についてを2項目目の質問とさせていただきます。

当町における高齢化は進行し続けております。以前より課題として共通認識している事項

も含め、下記について見解をお聞きいたします。

（1）医療バスの乗降場所について、（2）デマンドバスの運行について、（3）高齢者を守

るための防災、特に括弧書きしておりますけれども、避難その部分の管理について、（4）健

康促進のための諸費用支援の考えについて、（5）有償ボランティアに対する町の支援の考え

方について。以上です。

○議長（又地信也君） 町長、答弁を求めます。

○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点目の医療バスの質問でございますが、始発の下釡谷バスの停前から37箇所の停留所に

停車しております。ご存じのとおりかと思いますが、帰りのバスは、利用者の自宅付近で停

車するようにしております。

今後も、医療機関を受診する住民の皆様が安心して通院できるように、安全かつ安定的な

バス運行に努めてまいりたいと思っております。

2点目のお尋ねでございますが、デマンドバスの運行につきましては、高齢者の移動手段

の確保対策に関わる重要性は認識しているところでございます。現状での町の公共的な交通

手段といたしましては、北海道新幹線、道南いさりび鉄道、函館バス、そして民間のタクシ

ー会社の利用が上げられます。

さらに、町では一つ目のお尋ねでありました医療機関送迎バスを定期運行しております。

今年度から高齢者向けに民間タクシー会社の利用に対して、使用できる高齢者等福祉サー

ビス利用券を交付しております。その他、高齢者の外出支援サービスの業務委託や通学に関

わる費用に対しての助成を行っており、交通手段の数や支援策としましては、比較的充実し

ているものと認識をしております。

また、デマンドバスなどの移動手段を町が運行させていくことは、一方で道南いさりび鉄

道や函館バス等の経営にも少なからず影響を与えることになります。これは、多方面から考

えていく必要があるとそのように認識をしております。

町といたしましては、それらの課題をしっかりと整理して、より地域にとって望ましい交

通のあり方を模索するために、次年度から地域公共交通計画の策定を進めてまいります。

3点目のお尋ねでございますが、高齢者を守る防災管理についてですが、福祉担当部局と

連携し、独居高齢者を含めた避難行動に配慮を必要とする要支援者の名簿を作成しておりま

す。災害時には関係機関職員等への名簿を提供し、避難の支援にあたることとしております。

現在は、個人情報の保護の観点から緊急時のみの名簿提供となっているところですが、今

後につきましては、平時から関係機関での避難支援等の体制づくりを進められるよう、検討

してまいります。

4点目の健康促進のための諸費用支援の考えについてですが、多くの高齢者の皆様は、そ

れぞれがご自身に合った方法で、健康促進に努めているものと認識しております。その方法
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につきましては、それぞれ多くの費用がかかっている場合もあるかと思われますが、健康促

進については、ご自身に合った方法でご自身が行うものであると基本的には考えております。

5点目の有償ボランティアに対する町の支援についてですが、現状では、町内において有

償ボランティアを行っている団体は、高齢者の事業団のみと認識をしております。町では、

運営費を補助しております。

また、町の社会福祉協議会において、ボランティアセンターを事業主体とする有償ボラン

ティア事業を立ち上げる準備を進めていると確認しておりますので、町としてしっかりとサ

ポートしてまいりたいとそのように思っています。以上でございます。

○議長（又地信也君） 昼食のため、午後1時まで休憩をいたします。

休憩 午前11時54分

再開 午後 1時00分

○議長（又地信也君） 休憩を解き、会議を再開いたします。

午前中、平野武志議員に対する町長の答弁が終わりましたので、平野武志君のほうから再

質問を行いたいと思います。

1番 平野武志君。

○1番（平野武志君） お昼休憩を挟んでの再質問ということで、昼食を取ると午後からの思

考回路が若干低下しているなとデメリットを感じております。ただ、昼休み中に午前中、議

会のライブ中継を見たかたからメールいただきまして、午前中の質問が早口で何を言ってい

るかわからないぞとアドバイスもいただきました。そういうメリットもあったということで

ございます。関係ない話で、すみません。

高齢者に対する生活支援についての答弁に対する再質問をさせていただきたいと思いま

す。今回、通告書には短文で書いたんです。（1）の医療バスの乗降場所についてという聞き

方に対して、答弁が37箇所停留所ありますよ、帰りは利用者の自宅付近で停車する場合もあ

りますよ、今後も安全かつ安定的なバス運行に努めますよっていう部分だけで終わっている

んですね。表題が高齢者に対する生活支援、そして医療バスの乗降場所についてという質問

からもうちょっと諸課題を読み取ってほしかったなと感じております。諸課題と申しますの

は、町長もどの程度町民のかたから諸課題を伺っているかわかりませんけれども、いまの37

箇所の停留所で停車されてもそのバスの停留所まで歩いて行けないと。結果、木古内町の病

院にはバスを利用して行けないという声が数多いんです。その部分について、どうお考えで

しょうか。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（鈴木慎也君） 平野議員の再質問にお答えいたします。

医療バスの乗り降りする場所については、それぞれの地域、あとそのかたの体の状況です

とか様々な課題があるということを私は認識をしております。それらを総合的に踏まえてし

っかりと整理をして、誰一人として取り残さない、そういった外出したい時にしっかりでき

るような体制づくりというのは大切だと思っておりますので、課題解決に向けてしっかりと

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） 1番 平野武志君。
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○1番（平野武志君） 課題は、もう明確なんですね。だから、以前から同様の質問をしてい

る中、病院事務長とも打合せと言いますか相談したことも何回か数えます。その際にやはり、

バスの運行として停車場所が決まっていなければ時間の変動が起こり得てしまうという不具

合が生じると。その曜日、その日、その月によって、乗る人の都合でバスを運行すると全く

もって予定時間が立たないという問題があるので、難しいという回答でした。それは確かに

そのとおりだなと思う反面、現実、木古内の病院に行けていない人をそのままにしているっ

ていう事実です。その課題を解決していくというお言葉ですけれども、具体的にどうするん

ですかと言うところまで、聞きたいですよね。どうですか。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（鈴木慎也君） 平野議員のお尋ねにお答えいたします。

これは、（1）の医療バスと（2）デマンドバスの運行、それらを総合的に判断した考えの

ものと答弁でよろしいですか。ありがとうございます。

デマンドバスと医療バスについて、現状については、平野議員からも再質問があったとお

り、私もしっかりと認識をして、これは解決しなければならない課題であると思っておりま

す。そもそもデマンドとは、需要だったり要求という意味であります。これは、町民のかた

に対するニーズ、需要というそういった意味でありますけれども、日本ではデマンド型交通

方式のバスの総称であります。これは、いわゆるオンデマンドバスとも言いまして、利用者

の要求に対応して運行する形態のバスのことであります。平野議員が再質問されたようにメ

リット、利点だったり、その一方でデメリットもあるというのもまたこのデマンドバスのあ

り方であります。利用者のいない停留所を経由しないことから、運行の効率化となり、そう

いった意味ではデマンドバスの非常に利点だと思っております。その一方、目的地までの所

要時間がほかの利用者の都合によって変わることもあります。利用者からしますと例えば1

時までに行きたいよというつもりで乗ったんですけれども、予約状況によっては目的地まで

の到着時間がわからないという欠点があります。ただし、これはＡＩ等のバス、ＩＣＴを活

用すればある程度解決できる課題であると私は認識をしております。

また、事前にバスの運行を申し込むシステムというのは、予約の際に必要な施設でしたり、

オペレーターの人件費がかかるという意味では、一般の路線バスに比べて運行経費は高くな

ると私はそのように認識しています。ただその一方で、電話一本で高齢者のかたが何時何分

にここから乗りたいよですとか、自治体によっては65歳以上の高齢者のかたにタブレットを

お配りして、乗りたい時に操作をお教えして、そういった取り組んでいる自治体もあります。

特に山間部だったり、交通公共機関が充実していない地方に向いているのがデマンドバス

であります。その一方で、自治体の人口の規模も高齢化率もある程度同規模であるんですけ

れども、山間部だったり、公共の交通機関が充実していない地域にとっては、非常に有効で

あると。そういった意味では、木古内はまたほかの少子高齢化が進んでいる同規模の地方自

治体とまた条件がやはり異なるなという部分は、認識をしています。それを踏まえた中で、

町としてどのような方法が高齢者の皆様にとって必要なのかということを考えなきゃいけな

いと思うんですが、まず1点確認をさせていただきたいのが、高齢化率というものと高齢者

の人数というのは、必ずしも比例をしないということのまずデータがあるということです。

令和2年度で人口が3,859人で、高齢者が1,927人、高齢化率が49.9％、昨年です。これは、

平均的な数字ですけれども。そして、令和7年の人口が3,366人、高齢者が1,765人になった
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時に高齢化率が52.4％です。これが木古内において、最も高い高齢化率が52.4％なんです。

令和12年に3,019人になって、高齢化率が53.9％、これが最も最大となります。そのあと

は高齢化率、あと高齢者の人数というものも減っていきます。因みに人数については、令和

2年の1,927人を最大に令和7年では1,765人、令和12年では1,626人と下がっていくというの

がいま町の現状であります。

また、令和元年の7月に実施しました高齢者日常生活圏のニーズ調査結果というものもお

示ししているかと思います。その中の質問で、外出する際の移動手段で困っていることはあ

りますかという質問に対して、困っていることはないというのが72.2％、また自宅から駅ま

で遠いというかたが9.3％、自宅からバス停まで遠いというかたが4.5％、また4番目に身体

的に列車、路線バス等の利用が困難これが5.0％、その他いろいろあるんですけれども、私

何申し上げたいかと言いますと、それらを総合的に考えて判断しなきゃいけないと。ただし、

高齢者のかたが外出したいという時に外出できる、お一人お一人に寄り添った考えのもと、

誰一人として取り残さないまちづくりを進めるにあたり、これは総力を持って解決すべき問

題だと思っています。じゃあ具体的にどうするのかというようなことですが、先ほど1回目

の答弁でさせていただきましたが、地域公共交通計画の策定というものが令和4年度からは

じまります。これは、大きな一歩であると私は認識しています。その中で、木古内町の課題

であったものがどういったものが町民のかたのニーズに合っているんだろうかというものが

導き出されるものだと思いますが、大きく分けて私個人的な考えですけれども、四つの分類

が当町の現状の実情、未来を見据えた時に検討すべき方法論と考えるというのが私、四つあ

ります。一つが医療バスの活用です。二つ目が交通公共機関の活用、三つ目が高齢者等の福

祉利用サービス券のさらなる充実、これは思った以上にタクシーのニーズが高かったと。い

ままで交付率も昨年に比べて、倍以上伸びたというところであります。そして、4番目が民

間企業と連携協定を結び、ＡＩバス等をＩＣＴを活用して進める。大きく分けてこの四つの

いずれかで令和4年度に計画を作って、誰一人として取り残さないような交通網を作ってい

きたいとそのように考えているところであります。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） 様々なデータをおっしゃいましたけれども、町長の言うように「一人

の不幸も見逃さない」ということを公言している以上、まさにいま困っている人に対応でき

ていないっていう現実に実際どうするんだと、いますぐどうするんだっていうことを聞いて

いるわけですよ。いまの四つの柱を軸に令和4年から計画するとおっしゃいましたけれども、

最初の三つはいまやっていることと変わりませんよね。四つ目の民間企業に委託なのかわか

りませんけれども、ＡＩどうちゃらを活用してって現実的に可能なのかなと疑問を感じます。

実際そういうふうに進むの、それがはたしていま困っている人達一人一人の対応にできる

のかっていう疑問。実際データも資料もありませんから、どのように一人ずつの困っている

かたにケアするのかっていうのがまず疑問です。先ほどの1回目の答弁にありましたが、交

通機関が充実していない郡部に関しては、特にそういうデマンドバスがほかの自治体ではや

られている事例が多いと、木古内に関しては交通公共が充実しているんだよと。ですから、

そこには木古内町も出資していますから、函館バスあるいはいさりび鉄道を利用してくださ

いというのも町は以前から言っておりますね。私がいま困っているかたは、医療バスに停留

所さえも行けないから乗れないんだっていう人達がそういう公共交通に乗れますか、乗れな
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いんですよ。当然、いさりび鉄道にすると郡部から三つの駅ありますけれども、どの駅も坂

を登って駅まで行く、行きは階段ないですけれども帰りは歩道橋を階段あって下りてこなき

ゃならないという。バスにしてもそうです。札苅・泉沢・釜谷それぞれの停留所が3箇所・4

箇所ありますけれども、医療バスよりも停留所の数少ないんです。そうなると自宅から歩い

て、公共交通の場所まで行けるのかって言ったら、行けないんです。そういう人達のケアを

どうするんですか、何とかしてあげましょうということなんです。私、簡単だと思います。

いまは職員配置計画もあって、職員の増員っていうのはとても難しいとは思うんですけれ

ども、町長言うように高齢者の外出に困っていますかっていうアンケートにわずか数パーセ

ントなんです。じゃあその方達の相談を受けた時に、じゃあ1か月に何回なの、一週間に何

回なのって集計していくと、極めて少ない回数で済むと思うんですよ。私は以前提案したボ

ランティア課を創設して、そこに主査一人で対応できるんじゃないかなと、公用車1台で対

応できるんじゃないかなって思うぐらいなんです。ですので、いま言われた四つの柱につい

ては、期待できませんし、私はいますぐその方達の対応をしっかりしていただきたいと。い

ますぐっていうのは、あしたからってことです。あしたから対応できるような町として発信

してほしいっていうことです。どうですか。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（鈴木慎也君） 平野議員の再質問にお答えいたします。

私、先ほど四つの検討すべき方法論というのは、計画のもとで導き出されるのがというあ

れですから、きょう、あすの方法論を話したわけではございません。平野議員おっしゃるよ

うに、きょう、あす困っているかたがいると。ただし、令和4年の計画まで待ってほしいっ

て、そんなことはあってはならないと思っています。ですので、きょう、あす困っているか

たがいるのであれば、お一人お一人にしっかりと寄り添って、いまある輸送サービスそうい

ったものを最大限に活用して、その中でしっかりとお支えしながら、そういった声をまた現

場で聞けるわけですから、そういったものを職員一丸となって、困っているかたがいるので

あれば、それはもうすぐ対応しながら進めてまいりたい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） 以前から困られたいまの事例のかたが、例えば病院に相談しました、

バスの運転手さんに相談しました、役場の職員のかたに相談しました。しかしながら、こと

ごとく気持ちはわかるんだけれども、いまの体制じゃちょっと難しいですねってお答えいた

だいているんです。しかしながら、いまの町長のお答えはそういう方達に対応するっていう

ように捉えたので、その方達は改めてどちらかに連絡すれば対応していただけるってことで

よろしいですか。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（鈴木慎也君） 対応、窓口の方法には、少し検討させていただきたいですが、ただ

間違いなく町としてきょう、あすでも困っているかたがいれば、いまあるまずは輸送サービ

スを活用したり、職員が一丸となって対応するということでご理解いただきたいと思ってお

ります。

○議長（又地信也君） 1番 平野武志君。

○1番（平野武志君） 大変前向きな答弁だと思います。窓口については、検討するとまだ決

まっていないということですので、それ決まり次第報告してください。どうですか。
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○議長（又地信也君） 町長。

○町長（鈴木慎也君） 窓口についても電話のほうがいいのか、それとも近所のよく顔を見

ているお世話しているような周りのボランティアのかたがいいのか、様々なご本人ではなか

なか連絡がしづらいとかそういったかたもいるかと思いますので、それらも総合的に踏まえ

て利用しやすいような形の体制を調えたい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） わかりました。まず、私も相談受けて持ち合わせている案件あります

ので、早速保健福祉課にあした相談したいと思いますので、いまの町長の答弁、早速対応し

っかりしていただきたいなと思います。

（2）番のデマンドバスについても、これはまた1の医療バスとは違って、医療バスは病院

に行く、体が不自由だ、足痛い、体痛いって言って緊急を要するんですけれども、どっちか

というと日々の生活に不便、木古内に行きたいんだけれども、極端に言うと役場に住民票を

もらいに行きたいんだけれどもってそういう人達が先ほども言ったように、公共交通に乗れ

ないと。だから、重要性としては（1）と（2）でいくと（1）のほうが私は重要だと思って

いるんですけれども、しかしながら先ほどのデータのとおり、今後の木古内町の高齢化を考

えるといまの交通状況では対応仕切れていないのが現実です。鈴木町長も以前よりデマンド

バスの必要性は考えておったと思いますので、より担当課と熟考してどういう形であれ、先

ほど言われた民間のＡＩ機能を活用したっていうのがはたして現実的なのかわかりませんけ

れども、早い段階で何らかの形で実行できるように努力していただきたいと思っております。

（3）番に移りたいと思います。

高齢者を守るための防災（避難）管理についてでございます。まず、こちら先ほどの答弁

では、災害時あった時に足の不自由なかた、体の不自由な高齢者が多い方々は、避難が発動

した時にどのように避難所まで行くのかっていう課題をどう対応しますかっていう質問なん

ですけれども、答弁では個人情報がいま大変厳しいので、どのようなかたがそういう困って

いるかたがいるのかっていうのをなかなか把握、町内会でもできないっていうのが現実でご

ざいます。そんな中、町はそのデータを持っておりますので、緊急時のみは名簿の提供をし

て、関係機関で避難・支援をしていくと書いておりますが、関係機関とはどこのことを指し

ているんでしょうか。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（鈴木慎也君） 平野議員の再質問にお答えいたします。

まず、この平時という部分では、主に消防本部でありましたり、警察署であります。また、

いわゆる災害時には町内会でしたり、例えば民生委員でしたり、平時と緊急時でちょっと取

扱いが違うというのが災害対策基本法で、一応そのようになっておりますので、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、意味わかりづらかったんですけれども、いざ災害時に避

難してくださいよって言った時に、町は名簿、この方々の高齢者で不自由ですから名簿です

って渡しますって書いているんです。その関係機関がいま言われた消防でいいってことです

か、警察と。

○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。
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まずは自治体、警察、消防、民生委員、児童委員、社会福祉協議会等々の福祉事業者とか、

あとそういった関わる関係者に災害時には、個人情報の情報が提供されるということであり

ます。

○議長（又地信也君） 1番 平野武志君。

○1番（平野武志君） その名簿を渡されたあと、どうされます、どう指示されます。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（鈴木慎也君） 基本的には、もう少しかみ砕いて答弁をさせていただきますと、平

常時の警察や消防のいわゆる個人情報というのは、緊急情報だったり緊急装置の登録をされ

ているかたが範囲内になります。要支援者、いわゆる支援者の名簿の中に令和3年度は530人

いるんですが、緊急情報207人、緊急装置が24人ってこれらがいま現在で警察、消防に情報

提供が平時からされているということであります。緊急時になった場合、ほかの声がけ訪問

のかたでしたり、輸送サービスを希望するかた、あと除雪、安心見守りの方々がプラスにな

って、災害時は情報提供はされるということなんですが、ただこれは私も個人的にすごく課

題に思っていまして、平常時だけが警察と消防だけでしか情報共有されていないものですか

ら、本当に緊急時、本当に困っている人が必要とするかたを誰一人残さず対応するのが困難

じゃないかと。いままでの体制だとそのように思っています。ですので、いま令和3年度中

町としまして、お一人お一人にいわゆる個人情報が絡んできますが、災害時・平時からでき

るだけ同意があったかたを支援者名簿に入れて、緊急時どのように避難をすれば誰一人残さ

ず避難できるかということをまず目標としますので、まずは今年度中にお一人お一人にしっ

かりとそれを趣旨を説明しましてご理解していただければ、令和4年度からそういった形で

緊急時と分けることなく、常に平常時からでも緊急時を想定した体制づくり、情報の共有と

いうものを目指してまいりたい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） わかりました。いまの答弁聞いてもやはりいま現在は、その方々全員

を即座に避難所に行けないという現状ですよと。それについては、町長も重く捉え、このあ

としっかり取り組むという答弁以上のものは出ないと思うんですけれども、今年度ハザード

マップの作成の予算計上された際に自主防災、現状町は各町内会単位で自主防災を確立され

てくださいっていうのを何年も前に発信したんですね。当然ながら、それなりに作れる町内

会もありますし、全く手つかずの町内会があるっていう現状は、ご存じだと思います。いま

言われた名簿登録者の400数十名のかたを仮に職員やそのような立場の方々に連絡して、全

員を救助できるようになったとしましょう。その登録されていないそれ以外の方々でも多く

のかたで、避難所まで行けない高齢者います。その方々を守るために自主防災の推奨を町は

していたと思うんです。それが現状進んでいない実情を踏まえ、予算委員会の際に町が本気

でそれを取り組むのであれば、各町内会単位で職員を配置し、自主防災の確立を職員のお手

伝いのもとにしっかり作り上げてくださいということを述べたんですが、その際に「はい」

という返事を聞いたと記憶しているんですけれども、その後の進捗を教えていただきたい。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（鈴木慎也君） まず、令和3年度に予算計上させていただきました、ハザードマップ

の更新事業であります。これは、ご存じのように日本海溝、千島海溝沖の最大クラスの津波

等を想定して、より厳しい基準でのハザードマップとなっております。これらをまず作成し
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て、町民の皆様に周知させていただく前に、各地域でワークショップを開催しようと思って

います。その中で、地域のそれぞれの課題でしたり、自主防災組織についても町としてやは

り力強く進めていきたいと思っていますので、ハザードマップの更新、ワークショップのタ

イミングで自主防災組織の議論についても各地域からお声を聞いて、進めていきたいと思っ

ております。

また、職員の配置につきましては、以前こちらも議会で答弁させていただきましたが、職

員が総力を持ってというのはもちろんなのでございますが、ただ組合と様々調整する部分が

ございますので、そこの部分に関しましては、ご理解いただきたいというような説明をさせ

ていただきました。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） その後、組合との協議はどうなりましたか。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（鈴木慎也君） ただいま、まだ協議中でございます。

○議長（又地信也君） 1番 平野武志君。

○1番（平野武志君） 先ほど言われたワークショップの開催というのは対象者だったり、や

り方についてはどのような考えですか。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（鈴木慎也君） 現時点の想定では、各地域ごとの町内会を想定しておりますが、ま

だかっちりと決まったものがございませんが、近いうちに皆様にお知らせできますので、そ

の時にはどういった形でワークショップをして、その目的とかもいま一度丁寧に説明をさせ

ていただ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） 1番 平野武志君。

○1番（平野武志君） 先ほども申したように、数年前に町は自主防災の立ち上げ、確立を各

町内会に打診しているんですよ。いまさらワークショップをやって一からスタートしましょ

うって、してくださいっていう話では全くないんですね。先ほども申し上げたとおり、各町

内会ごとである程度自主防災のルールブックを作っているところもあるんですよ。ただ、そ

こには人が足りない、行政のどのような力が必要だっていう課題が明確になっています。そ

の課題を行政がしっかり埋めていってほしいっていうことなんですよ。そのためには、ワー

クショップっていうものいらないんですよ。各町内会の役員に出向いて、何足りませんかっ

ていう声かけでいいんですよ。これとこれとこれが足りないんだよって言ったら、それに対

して行政がどこまで対応できるか、それだけでいいんですよ。どうですか。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（鈴木慎也君） 現時点では、町から例えば町内会の役員のかたに、これとこれとこ

れっていうそのほうが効率的なのかもしれません。しかし、職員がその各地域に赴いて、役

員以外の例えば少し足が不自由なかたですとか、実際にそういったかたの声も聞かせていた

だきたいと受け止めさせていただきたいとそういった思いのもと、ワークショップという開

催方法を検討したところでございます。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） いいです。ワークショップのその言葉にこだわりを持っているのかわ

かりませんけれども、出張町長室なんて素晴らしいものもやっているので、ああいうので各
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町内会の役員会にそれぞれって言いますか出向いていただて、自主防災のことだけについて、

情報交換すればそれで済むと思いますので、これ大事なことなんですよ。同僚議員も防災に

ついては、いま大丈夫だから進めないっていう問題では、いつそれが起こり得るかわからな

い、じゃあその時に避難しなきゃならない時に、体制が調っていないというのが事実ですの

で、早急にまずは各町内会への調査を取り進めてほしいということを要望します。

（4）番の私、健康促進のための諸費用の支援の考え方について、これもちょっと幅広い

質問と捉えられがちで、詳細については書かなかったのが申し訳ないなと思うんですけれど

も、答弁では健康促進は自身に合った方法で自身が行うものであると考えるとおっしゃって

いますが、町は当然町民の特に高齢者の健康促進のための様々な事業を取り組んでいるじゃ

ないですか。当然そこには、予算も発生しております。しかしながら、ことし・去年に関し

ては特にコロナ禍ですから、そのような健康促進の事業が実際できていないのも事実です。

今後も健康促進の健康管理センターに集まって何とか会ってやって、それは健康促進の事

業ですよね。そこに多からず少なからず、予算がかかっております。しかしながら、そこに

行けるかたっていうのは限られたごく一部のかたなんです。本当に先ほども言うように、そ

れは家の前まで迎えに来てくれるのかな、木古内まで足を運んでそのような会にそういうの

が得意な人、不得意な人っていますから、どっちかといえばそういうのが好きな人が集まる

空間になっているんですね。そのような健康促進の事業は良いんですけれども、例えば例で

すけれども、国保会計になるんですけれども、病院に行かれなかったへの記念品でしょうか、

を差し上げているっていう予算配分あるんですけれども、それもたまたま病院に行かなかっ

た人に国保会計を使わないからご褒美だよっていうことだと思うんですけれども、多くの予

算かかっていますね。それも健康促進の一貫だと思っていて、じゃあこれからも病院行かな

いように気を付けよう頑張ろうっていう思いになると思うんです。しかしながら、それもご

く一部のかた。私は、もっと幅広く木古内町は高齢者の健康促進に力を入れていますってい

う思いを広げることから、一個人にもこれまでそういう健康促進の事業にも行けない、記念

品もあたっていない方々に幅広く支援していく考えをもったらどうかっていう趣旨の質問で

す。それについて、もう一度答弁お願いします。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（鈴木慎也君） 平野議員の健康促進のための諸費用の支援の考え方ということで、

再質問をいただきました。

まず、介護予防事業等についての送迎ですが、いま現在全て送迎をさせていただいて対応

させていただいているということでありますので、まず現状としては参加したいっていうか

たが参加できる状況になっているということであります。

また、質問の流れから言いますと健康促進の事業に行けなかったのも一つの要因として、

例えば病院の10年間通わなかったですとか、そのあたりの質問が何とか趣旨がわかりづらか

ったんですが、基本的には健康優良家庭表彰っていうもののお話だと受け止めてよろしいで

しょうか。これはあくまでも趣旨・目的は、健康優良のかたを表彰するという目的でありま

すので、決して記念品とか何かものをあげるから健康でいてくださいっていうものではなく

て、3年なり10年健康だったかたに敬意を表して、記念品を贈るものでございますので、ま

たそれとは切り離して考えるべき事業なのかな内容なのかなと私自身はそう思います。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） 答弁がなかったんです。記念品がどうだとかいまの言っている事業が

どうとかじゃなくて、それらに対応というか行けていないかたに対して、もっと町民広くに

健康促進の支援をする考えはどうですかっていうことです。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（鈴木慎也君） 先ほども答弁させていただきましたが、各種介護予防事業について

は、希望するかたを全て送迎していますので、行けていないかたということがいないという

ことなんですけれども、少し質問の趣旨がすみません、理解できません。

（「休憩」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 午後1時37分

再開 午後1時38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） 平野議員の再質問にお答えいたします。

まず、健康促進のための町の介護事業を全て希望するかたには送迎をしているとまずこれ

が現状でございます。平野議員からの再質問の中で、介護事業以外のいわゆる個人的な趣味

でしたり、個人にとって健康だと思うそういった活動について、幅広く支援をしたらどうか

というような趣旨のご質問かと思います。

いま現在、町では個人・個別への支援となるため、なかなか行政としては難しいのかなと

そのように私は判断をしております。ただし引き続き、介護の事業も様々な高齢者のかたが

参加できるような内容の充実、見直しそういったものをしていかなきゃいけないと思います

ので、本日いただいたご意見をしっかりと受け止めさせていただきながら、誰一人として取

り残さない高齢者のかたの介護予防、健康促進に努め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） 前向きに考えるっていうのは、最後言っていただいたのでいいんです

けれども、個人にそれを配付するのはまずいっていうのはどのようなことからまずいんでし

ょうか。それは、全然ありだと思うんですけれども、私は。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（鈴木慎也君） いま現在、町では健康促進に関わる介護事業をやっております。

その内容の見直しでしたり充実というものが常にある課題として、取り組まなきゃいけな

い。ただし、平野議員がおっしゃったのは、一個人に対してウォーキングするから例えば靴

を買う時の補助をしてくださいですとか、パークゴルフのボールを補助してくださいとか、

そういった趣旨の一例ですね。町としては現在、考えておりません。

○議長（又地信也君） 1番 平野武志君。

○1番（平野武志君） わかりました。事例が悪かったのかもしれませんけれども、そういう

趣味のものに特化して支援しろということではなくて、木古内町として健康促進の事業をや
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っているわけですから、どんどん健康になってほしいっていう考えがあるわけですから、そ

れを全町民にもう少し幅広く知らしめてほしいということです。それによって、国保会計に

しろ介護事業にしろ、少しでも助けられるのかなと逆に思うんです、私は。それこそ町長じ

ゃないですけれど、あとでゆっくり話しましょう。

（5）番ありますので、有償ボランティアに対する町の支援についてですけれども、こち

ら答弁では高齢者事業団がありますよ、それは町が運営費を補助していますよ、これから社

会福祉協議会が有償ボランティア事業を立ち上げる準備を進めているようですよというぐら

いの答弁だったんですね。これだいぶ前のことになりますけれども、平成28年の9月定例会

で一般質問しておりまして、木古内町の高齢化を考えると地域包括ケアを進めるためにはボ

ランティアの団体の確立、まして有償ボランティアの木古内町が携わって確立は必要不可欠

だっていう趣旨の話をしたんです。当時の答弁がそのようなことは大事だと思うので、前向

きに考えるという答弁いただきました。その後、定例会終わったあとに担当課と調整といい

ますか打合せしまして、どういうふうに進めていこうという中で、有償ボランティアの確立

を町として進めてみると積極的にという話をした経緯があるんです。結果、その話は担当者

が代わってなくなってしまったんですけれども。いま木古内町で有償ボランティアの事業が

進もうとしている中、木古内町は確認しているという程度じゃなくて、そこへの力入れを最

大限に発揮してほしいんです。今後、どのように力入れ、支援をしていっていただけますか。

○議長（又地信也君） 答弁だけで終わります。

町長。

○町長（鈴木慎也君） 平野議員の最後の再質問の答弁をさせていただきます。

1回目の答弁でも説明させていただきましたが、有償ボランティアに対する町の支援につ

いてです。現状では、町内において有償ボランティアを行っている団体は高齢者事業団のみ

と認識していまして、町では運営費を補助しております。いま現在、社会福祉協議会におい

てボランティアセンターを事業主体とする有償ボランティア事業を立ち上げる準備を進めて

おります。1回目の答弁で、このあとに町としてしっかりとサポートしてまいりたいとその

ように答弁させていただいておりますので、そのように受け止めていただきたいなと思って

おります。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1時44分

再開 午後1時44分

○議長（又地信也君） 休憩を解き、会議を再開いたします。

1番 平野武志君の一般質問を終わります。

引き続き、一般質問を行います。

9番 竹田 努君。

○9番（竹田 努君） 9番 竹田です。

私は、災害対策（台風、大雨）について、これは何度か同様の質問をさせていただいてい

る事項であります。

ことしも西日本では前線の停滞による長期間の長雨や集中豪雨によって、河川の氾濫や土
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石流等で、甚大な被害が出ている状況であります。

8月には、函館東部地区にも、観測史上最大の降水量によって、避難指示が出される事態

となったところでもあります。

近年は、地球温暖化の影響で異常気象、豪雨も北上傾向になりつつあります。当町におい

ては、幸い雨量も少なく大きな災害もなかったため、安堵しているところでもあります。

今後は、いままでこのような大きな災害がなかったから大丈夫ということではなく、いつ

災害が発生しても対応できる心構えが必要と思っております。あらゆる災害を考慮した対策

をすべきと考えます。町長の見解について、何点か伺います。

まず1点目は、河川の雑木や河口堆積土砂これについては、増水時には氾濫につながる要

因になると思っています。今後、雑木処理及び河口部堆積土砂撤去の実施の時期はいつ頃の

予定なのか。このことについても相手がある事業であることを踏まえて、ご答弁願いたいと

思います。

二つ目は、本町地区のバイパスや釜谷地区での高波、越波等についてであります。台風等

の暴風雨の際には、非常に危険な状況にあるわけであります。これを防ぐには、以前から言

われている人工リーフや離岸堤の設置が急務と考えているところであります。北海道との協

議がどこまで進んでいるのかお聞かせ願います。

三つ目については、前段出ました同僚議員と被る可能性もありますが、防災訓練、避難施

設等の新型コロナ対策、防災備品を含んで、この考えについて町長の考えをお聞かせ願いま

す。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（鈴木慎也君） 9番、竹田議員の質問にお答えいたします。

1点目の河川の雑木・堆積土砂の撤去のご質問でございますが、木古内川についてのお尋

ねかと受け止めさせていただきました。

木古内川の河口部の堆積土砂の撤去につきましては、北海道において来月10月末の発注の

予定となっております。今年度は河口部の左岸、また国道の橋から上流へ約150ｍの区間に

おいて堆積土の撤去を行うこととなっているんですが、次年度以降も国道の橋から道道の橋、

ＪＲの橋、それぞれの区間において河道内の中州・雑木等の撤去を行っていきたいとそのよ

うに思っています。町としましては今後、4年間の計画をもって実施することとなっており

ますが、これはやはり国・道も絡んでくることでございますが、町としましてもしっかりと

早期の事業完了を強く要望していきたいとそのように思っております。

2点目の国道の228号、及び釜谷地区の越波への対応についての進捗状況についてのお尋ね

でございます。

高波による越波には、その都度、北海道の建設管理部を含め状況確認を行っております。

「含め」ということは、私も含めて職員も含めて、現場確認をさせていただいているとい

うことであります。

これは毎年、北海道への要望を行ってまいりました。しかしながら、いままでは北海道の

優先順位が低かった。そして、令和3年度については、低いために事業が不採択になったと

そのように町としては受け止めているところであります。

ですが引き続き、北海道に対しまして景観に配慮した人工リーフの早期整備、及び釜谷地

区の離岸堤の組みなおしの要望というものは、しっかりとやっていきたいと。北海道にとっ
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ては、優先順位が低いかもしれないですけれども、木古内町にとっては非常に高い優先順位

だとそのように認識していますので、要望をしていきたいと思っております。

3点目の防災訓練、避難施設の新型コロナ対策についてでございますが、先に防災訓練に

つきましては、昨年度は新型コロナウイルスの感染拡大に配慮した形で、例年のように町内

会を通じた町民参加型の訓練は実施しませんでした。町職員による避難所運営訓練を実施し

たところでございます。

また、昨年度より防災教育の一環といたしまして、「1日防災学校」を木古内小学校で実施

しております。これは、地域防災マスターや消防職員らの協力のもと、学年ごとに合わせて、

段ボールベットの組み立てや防災かるたなどを体験し、それらをとおして防災に対する正し

い知識を学習する機会を設けてたということでございます。

なお、今年度につきましては、これまでどおり町内会と連携した防災訓練を実施する予定

ではございますが、新型コロナの感染状況を十分踏まえた上で、開催の判断を決定したいと

そのように思っております。

次に、避難所施設の新型コロナ対策につきましては、昨年度、計画しておりましたパーテ

ィション、マスク、アルコール消毒液、非接触型体温計、換気のための大型扇風機等の購入

により、コロナ対策の防災備蓄品については、ある程度充足しておりますが、決してそれで

十分なわけではないとそういった認識をもっていますので、女性、育児、高齢者にとって必

要な生活品というものの備蓄も追加検討してまいりたいとそのように思っております。以上

でございます。

○議長（又地信也君） 9番 竹田 努君。

○9番（竹田 努君） 1番目の問題については、従前から見れば少しは進んできたのかなっ

ていうふうに思っております。土砂の堆積の処理については、10月に施工をするっていうよ

うなことであります。ただ、問題はやはり雑木処理なんですよね。これ町長のいまの答弁か

らしますと、道道の橋から鉄橋までの区間っていうふうにしか響いてこないんですけれども、

その間ばかりでなくて、道道から河口側、逆に鉄橋から上流側だとかいろいろ雑木の処理が

あるんですよ。ただやはり、なぜ町民の声が上がってくるかといえば、西日本での大雨・長

雨って言いますかその雨によって雨量によって河川の氾濫、特に病院、朝日の地域に住んで

いるかたについては、あそこは埋め立ての地盤なんですよね。ですから、河川が決壊すると

水の逃げ場がないっていうことですから、もう全滅ですよね。逆に考えれば。そして、いま

まで木古内町での雨量ずっと見ても府県で言っているようなああいう200だとか300だとかそ

ういう雨量にはなっていない。ここは雨が少ないから大丈夫だっていう感覚がやはり強いの

かな。やはり道と協議する場合も雑木処理であっても柳を切るだけでなくて、根っこからや

はりもう撤去、浚渫も含めてすることによって、河口が下がるわけだ。それだけやはり氾濫

の危険が少なくなるっていう現象ですから、その辺の技術的なことも含めて、確かに北海道

の予算等もあるわけですから、木古内がいくらあれしても。やはりこれは町長、町長の仕事

だ。しつこいくらいにこういう現象があって町民からこういう要望がきてどうしようもない

っていうくらいのそういうふうに訴えなければ、私はなかなか北海道取り上げてくれない。

以前もだからここの答弁に言っているように、橋から鉄橋までの間のあそこ一番混んでい

ると思います、雑木が。だけれども、そこだけ撤去すれば解消されるんじゃない。河口の河

道っていうかそれをきちんと確保するっていうのが基本だと思うんです。ですから、これは
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今後4年間で実施しますよって言っていますけれども、やはりそれの実施計画、1年次は例え

ばことしは10月以降そこの中州は撤去するんですね。そうすれば来年は上流なのか下流なの

か、どういう整備をする。前は、柳を切るだけだったんですよ。伐採をして根っこ残るんで

す。そうすれば柳の場合は、水の中からまた枝が出てくる。ほかの木はよくわからないんだ

けれども、柳の場合は特にそういう部分のあれがあるから、ユンボを使ってもう根こそぎや

はりそこ撤去するとそういう工法でなければだめなのかなっていうふうに思っているところ

であります。その辺については、町としても強く訴えるっていうことですから、そのことは

町長の使命としてしっかりやっていただきたいなと思っています。その辺の町長の決意につ

いて、伺います。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（鈴木慎也君） 竹田議員の再質問にお答えをさせていただきます。

「町長の仕事」であるということで、私自身も竹田議員から改めてそのようなお言葉をい

ただき、これはしっかりと北海道に要望して力強く要望しなきゃならないと思ったところで

あります。特にいま再質問がございました木古内川に関する雑木、根から撤去したほうがい

いのではないかとか、あと計画についてしっかりと北海道と情報共有しながら、且つ木古内

川の現状を知っているのは、やはり町民であり職員であり住んでいる私達ですから、そこを

しっかりと説明した上で、ただ作業をしてもらうだけではなくて、町民の命を守るんだとそ

ういった災害のためにやる事業でありますから、そういった意味では町民の命を守るんだと

そういった意味で、趣旨もしっかりと北海道と連携し情報共有しながら取り組んでいく。そ

の計画をある程度お示しできるような段階であれば、それは議員の皆様にお示ししていきた

いとそのように思っているところであります。以上です。

○議長（又地信也君） 9番 竹田 努君。

○9番（竹田 努君） 一番の問題は、それらのことで町長にしっかりその辺の仕事をしてい

ただきたいと。

2番目の部分ですけれども、これは北海道の優先順位が低いんだっていうようなことで、

令和3年度は不採択になっているっていうことですね。ですから、早くても来年以降になる

わけです。ただ、従前からこのことは我々が例えば訴えても北海道に要望している何年度以

降だっていう部分しか出てきていないんですよ。間違いなく例えば3年後には施工しますっ

ていうくらいのやはりそういうことをきちんとやはり確認しないと町民の不安が解消しない

んですよ。1番目の問題にしても問題は町民の不安なんですよ、不安があるからこういう事

態になっているし。ただ、バイパスについては本当にちょうど台風と強風、そして高波。例

えば、潮回りっていうか高潮だとかと相まった時の越波、ものすごい。私も前浜の地区に住

んでいますけれども、もう海から20・30ｍ離れているところでも越波の影響があるんですよ。

それと私が感じるのは、そういう事態の時に道道をなぜ通行止めにしないんだっていうの

が非常に疑問なんですよね。心している人はきちんと町道に迂回します、そうでない人は真

っ直ぐ。越波で波被ると一瞬、もう目の前見えなくなる。そのくらいすごいあれなんですよ

ね。ですからやはり、メリハリの災害対策っていうかこれは道道ですから木古内町が勝手に

波高いからって閉鎖はできない。それは例えば土現等の協議の中で、やはり安全確保のため

には、きちんとやはりそういう通行止め策等も行っていただきたいなというふうに思うんで

すよね。その辺はいままでの経験から見て、今後どういう対応策取っていくかっていうこと
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について。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（鈴木慎也君） 竹田議員の再質問にお答えいたします。

令和3年度中に高規格木古内インターチェンジ仮称が開通するというのと、今年度から中

央通の拡幅工事もはじまっております。そういった意味では、いままで通常どおりの要望を

しても無理だったからことしも来年も形上だけ要望するんだとそういったことはしたくない

と思っています。これは、木古内にとっていまある意味町として要望する条件がすごくいま

良い状態だと思っていますので、要望していきたいと思っています。例年は、社会資本整備

推進会議及び国交省の管理海岸単独要求というところへ要望しております。それで、令和3

年度本年度は、令和3年度から新たにプラスして渡島総合開発期成会の意見交換会で発言の

場をいただき、要望する予定でございましたが、新型コロナウイルスの緊急事態措置が発出

されたために残念ながら中止となっております。しかしながら、令和4年度の渡島総合開発

期成会の意見交換会も引き続き、木古内の発言の場をいただけるということでいま調整して

いますので、発言の場でしっかりと要望してまいりたいと思っております。

また特に、前浜・釜谷地区の町民のかたの不安解消というものは、長年ずっと不安で過ご

されたということも私自身認識していますし、長年だめだったからだめなんだよとそういっ

たことではなくて、絶対に令和4年度以降は町として強く要望してこれ実現させるんだとそ

ういった思いを強く持ちながら、全力で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） 9番 竹田 努君。

○9番（竹田 努君） 2番目についても了解しました。

次、3番目なんですが、例えば先ほど町長の答弁からすれば、昨年はコロナ感染拡大のた

めに防災訓練については見合わせをした。今後、コロナの感染状況を見て防災訓練を行うか

どうかって決めるっていうそういう答弁でした。私は、コロナとはここ何年間は縁切れない

と思うんです。コロナあっての防災訓練をきちんとすべきだと。ただ、防災訓練についても

いままでは町内会単位でやっていましたよね。そして、木古内町の実態は高齢化率が高くな

ってきて、先ほどの自主防災組織の必要性も議論ありましたし、やはりこれは町長、町内会

単位でやっていますと10年後くらいでなければ防災訓練の年次が回ってこない。そういう防

災訓練だったら私は、見直ししなきゃならないだろうと。例えば本町一つにして訓練、また

半分にしたエリアを分けての訓練だとか、やはり災害時の対応できる炊き出しからそういう

部分をきちんとやらなきゃだめだと。そこに一番必要になってくるのが自主防災だと思って

います。行政がいくらあれしても地域の実態わからないわけだ。どこのそれぞれの地域の家

族構成、歩行できる人、できない人、車の免許を持っているか、車があるかないかってやは

りそういう分析をする中で、地域の手を借りなきゃだめなんだ。ですから、以前から言って

いるように自主防災組織の立ち上げを行政主導でやってくれませんかって言っているのはそ

こなんです。だから、どうすれば自主防災を理解してもらって、町内会で組織化できるかっ

ていうそこにあると思うんですよね。町長は、いま先ほどの答弁の中では、防災備品もパー

ティション含めて段ボールベッドだとか徐々に充足していますから、それに加えてきょう本

当は町長から答弁いただいたので、私は言わなくても良かったんだけれども、やはり女性用

の生理用品だとか高齢者の何て言うんだろうやはり衛生用品、そういうものは欲しいねって
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いう声。それに加えて育児のそういうおむつだとかも整理をするっていうことですから、あ

あ良かったなと思っているところであります。やはり防災訓練のあり方を少し見直し、検討

すべきじゃないかなというふうに思うんですよね。その辺どうですか。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（鈴木慎也君） 竹田議員の再質問にお答えいたします。

総合的な訓練のあり方についてということで、このコロナ禍だからこそ感染症災害を想定

した訓練ができるんじゃないかとそのような趣旨のご提言だったと思います。

それらもしっかりとご意見をきょう頂戴しましたので、訓練のための訓練では意味がござ

いませんから、実際に町民のかたの健康や命を守る訓練をしなきゃいけないわけです。それ

らもしっかりと踏まえて、今後判断してまいりたいと思っています。

また、地域とともに進めていくと、地域の力を借りると。それらは本当に大切なことだと

認識していますので、そこもしっかりと進めていきたいと思います。

また、竹田議員から子どもから女性、高齢者のいわゆるそういった生活用品について、再

質問の中でいただきました。これらを町でも非常に重要であると認識をしているんですが、

ただそうなりますと避難所の体制づくりというのも例えば男性が窓口とか受け付けをしてい

るとなかなかそういったデリケートな相談がしづらいですとか、そういった状況も想定でき

ますので、そういった備蓄品の拡充とともにどのような受入体制をして、必要なかたに支援

の物品を提供できるかとそういった体制づくりも課題としてしっかりと取り組まなきゃいけ

ないと思っております。

また、いわゆる災害関連死というのも非常に最近言われておりますので、それらも一つひ

とつ課題が本当にたくさんありまして、これで良しというものはないと私自身思っておりま

す。ですので、積極的に町としても防災担当の職員と積極的に北海道や国の開催する危機管

理のトップセミナーでしたり、広域の他の自治体とのデジタルトランスフォーメーションを

活用した防災の管理マネジメントの仕方ですとか様々勉強しながら情報を収集して、木古内

の町民のお一人お一人を守るために何をしていかなきゃいけないのかとそういったものは、

このままでは万全ではないという常に変革の強い意識を持ち、取り組んでまいりたいとその

ように思っている次第でございます。以上です。

○議長（又地信也君） 9番 竹田 努君。

○9番（竹田 努君） 防災の関係最後になりますけれども、防災備品の関係です。やはり本

町地区とそれと札苅以降の地域の部分の実態がやはり若干いろんなケースが違うわけですか

ら、各地域と協議をして必要な備品整備っていうかそういうものを充足するように進めてい

ただきたいということをお願いして、1番目の質問を終えたいと思います。

次に、新型コロナウイルス感染症対策について。

北海道での新型コロナウイルス感染症の新規感染者が8月中旬以降急増し、8月27日から3

回目となる緊急事態宣言が発令されたところであります。このことを踏まえて、町では地方

創生臨時交付金を活用して、公共施設を中心に感染症対策事業に取り組んできているところ

でありますが、渡島地方においてもクラスターなどの発生、新規感染者が急増しているとこ

ろでもあります。傾向として、若年層の感染が増加していることに加えて、「デルタ株」「変

異株」が主流となってきたことであります。誰もが木古内町は安全な町だと認識できるまち

づくりが必要と考えるが、次の点について教育長の考えを伺います。
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1点目は、パークゴルフ場については、緊急事態宣言時には町内利用者のみとしておりま

す。町外のシーズン券購入者には、利用しないことで協力をいただいておりました。ただ今

回、さらに緊急事態宣言の中で同様の措置がとられたわけでありまして、そのシーズン券の

軽減等を検討できないのかっていうことの質問であります。

二つ目については、緊急事態宣言後の児童生徒の全道・全国大会出場への取り扱いについ

て、見解をお伺いいたします。

○議長（又地信也君） 答弁を求めます。

教育長。

○教育長（野村広章君） 9番、竹田 努議員の質問にお答えいたします。

1点目のシーズン券の軽減策でございますが、当町のパークゴルフ場については、8月27日

からの緊急事態宣言の発令を受け、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、利用者を木

古内町民に限定しており、町外のシーズン券購入者は、利用をしないことでご協力をいただ

いております。

しかし、今年度において二度にわたる緊急事態宣言により、町外のシーズン券購入者の方

々には、長期間の利用制限をお願いすることとなりました。

したがいまして、教育委員会といたしましては、利用機会の公平性から、町外のシーズン

券購入者の使用料軽減措置を前向きに検討してまいりたいと考えております。

今後におきましても、町内外の交流機会を促進し、パークゴルフをとおしたスポーツの振

興に努めてまいりたいと考えております。

次に、2点目の全道・全国大会出場の取り扱いについてのお尋ねでございます。

緊急事態宣言後においては、北海道吹奏楽コンクールが札幌市内コンサートホールで開催

され、木古内小学校と木古内中学校は函館地区代表として出場いたしました。また、旭川市

内陸上競技場では北海道ジュニア陸上選手権大会が開催され、木古内中学校の生徒が5人地

区代表として出場いたしました。

その結果につきましては、それぞれが優秀な成績を収めたところでございますが、中でも

木古内小学校吹奏楽部は金賞を受賞し、北海道代表として10月10日、札幌市内の同じ会場で

予定されている全国大会への出場権を獲得することができました。

学校における部活動については、新型コロナウイルス感染の状況が変化するごとに、道教

委から感染対策についての通知があり、各学校ではその対応の徹底に努めております。

このたびのコンクール等の開催にあたって、主催者側では、入場者数を制限したり、参加

者の行動履歴の把握、会場の感染症対策等を厳重に行うなどの措置を講じて大会運営を行っ

ております。

また、出場については校長判断のもとに行い、学校は道教委からの指導により、できる限

りの感染症対策を実施し、帰町後は3日間の出席停止の措置をとるとともにＰＣＲ検査を実

施するなどの感染拡大防止対策をしっかりと行っております。

昨年度においては、全国的に新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、各学校におい

ては、長期間にわたり一斉に臨時休業措置が行われ、部活動においても、全道大会や全国大

会はもとより、地方大会の多くが中止となりましたが、今年度は多くの大会が感染症対策等

を厳重に行う中で実施されております。

全道・全国大会においては、子ども達の頑張りが認められるとともに、活動をとおした達
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成感や自己肯定感の高まりが得られたり、人間関係の構築が図られるなど、その教育的効果

は大きいと認識しております。

したがいまして、教育委員会といたしましては、子ども達の健康安全の確保に努めること

はもとより、新型コロナウイルス感染の状況を見定めながら、学校ができ得る限りの感染対

策を行うとともに、保護者に十分な理解を得た上で、全道・全国大会への出場を支援してま

いりたいと考えております。

○議長（又地信也君） 9番 竹田 努君。

○9番（竹田 努君） 1番目のパーク場の軽減策については、前向きに検討をするというこ

とでありますから、一定程度理解はできます。

パークゴルフ場の扱い例えば4町を見ても、各町それぞれ異なっているんですよ。町内利

用者でなければだめだ、全面使用できないというところもある、フリーに使えるっていう町

村もあるわけであって、これは私はなぜこういう部分で単なるシーズン券の軽減ばかりでな

くて、そのことによって前段の議論ありました道の駅ではないけれども、人が来ることによ

ってやはり経済効果が生まれるっていう付帯効果もあるわけでありまして、そして木古内町

はシーズン券5,000円、他町村は6,000円っていうことで、1,000円の差が付いているってい

うことについても他町のかたからは、できれば同じくプレーするのに町民でなければ5,000

円にならないのかっていう1,000円のことで結構やはりそういう苦情ではないですけれども、

そういう声があるっていうことなものですから、それも踏まえて今度今後の予算編成時には、

ご検討願えないかなというふうに思っています。

それから、2番目の児童生徒の全道・全国大会への出動の関係。今回、ちょうど26日の総

務の常任委員会の中で中学校の吹奏楽、そのあとの小学校の全道大会、これがまさしく27日

から緊急事態宣言が出される。こういう時期でもやはり大会への参加、あえてリスクの大き

い地域に行かなきゃならないっていうのは、我々も子ども達の夢は叶えてあげたいっていう

気持ちは一緒なんですよ。先ほど教育長の答弁からしますと、参加するしないは学校に一任

していると。学校が行くって言ったら教育委員会とすれば多分だめだとは言えないのかなっ

ていうふうに思うんですよね。だから、教育長の判断もあれば教育委員会には教育委員会っ

ていう行政組織があるわけだから、そこでどういう議論がされて最終的には木古内町の対策

本部の中で、最終決定されたんだろうっていうふうに思っているんですよね。例えば仕組み

的にはそういう構図で、学校が決めて教育委員会がＯＫを出して、最終的には対策本部で決

定をして札幌にっていうふうになったのかな。

それとやはり、道教委が示した大会に参加したあとの3日間の待機って言いますか、どう

もやはり3日間というのは疑念を抱くんですよね。例えば町の職員なんかでも、例えば法事

があって他府県から兄弟が来る、何かがあって他府県に出向く、そういうかたについては少

なくとも10日なり14日は自粛っていうか自宅待機になどしてくれっていうことになっている

んですよ。ただ、小学生だから3日でいいっていうのか、この3日の定義が道教委自体も我々

からしたら何考えているんだって言わざるを得ないんですよね。やはりきちんした経過を見

て、帰ってきたら例えばＰＣＲ検査もして10日間は安静にして自宅にいなさいって、それか

ら学校への登校というような構図にならなきゃだめじゃないのかなって思うんですよね。そ

の辺は教育長、私はやはりリスクも心配なんですよ。感染が蔓延している、そして防災無線

では札幌との往来は自粛してと言っているんです、不要不急の自粛も含めて。ですから、端
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的に言ったら町民には我慢して、子ども達は例えば吹奏楽の全道大会だからいいですよって。

幸い例えばいま何も言われていませんから、感染はなくて良かったなと思っています。そ

こでもし誰かが感染をしたら、いろんなやはり業種のかたもたぶんいると思うんですよね。

そのことに全部波及しちゃうっていうそういうことを考えたら、やはりどうなんだろうっ

て我々は思うんですよね。だから、道の駅だって他府県が来ているから何とかしなさいって

ことは我々も言ってきた。だから、それは時間が短縮するだとか何とかっていう最善の感染

症対策と経済との相まった部分があるのかなっていうふうに思うんですよね。ですからやは

り、教育委員会とすればその辺はもう少しやはり高度な判断、今回は「緊急事態宣言が出て

いるからお前達我慢して」とぐらいの声が出てもいいのかなっていうふうに思うんですよね。

その辺も含めて、答弁。

○議長（又地信也君） 教育長。

○教育長（野村広章君） 竹田議員の再質問でございます。お答えしたいと思います。

まず、学校の教育活動の基になるのは、やはり文科省の通知、道教委の通知でございます。

このいま新型コロナウイルスの感染症対策については、文科省の発出した新型コロナウイ

ルス感染対策マニュアル、新しい学校での生活様式というようなものに基づいて実施してい

ます。非常に厳しい内容になっています。学校では、もう本当に三密を避けるのは当然、手

指消毒、そして家庭での健康観察等々実施しています。それとあと、学校では消毒作業も職

員がしているところでございます。そういうような中で、この全道・全国大会の出場につい

ては、もう本当に27日から緊急事態宣言になって、大会は前から決まっていて27日というふ

うになっていました。その前は蔓延防止ということで、これについて学校ともいろいろ話は

していたんですけれども、緊急事態宣言になったらどうするじゃなくて、蔓延防止から緊急

事態宣言になったらまだ厳しいこの対策・リスクを提言するような対策を子どもと家庭と一

緒になってやっていかなきゃいけないというような話も臨時校長会の中でありました。私は

そういうのを受けて、ぜひ子ども達がいままで練習をずっと続けてきた、去年は全くできな

かった、その苦しみ、悲しみ、失望感、こういうような部分はことしは何とかなくしたいな

というふうに思っておりました。しかしながら、いま竹田議員心配されるのは最ものことだ

と思います。そういうような部分を十分に加味しながら、再度臨時校長会を開いて決定して、

そして町長に相談したというような状況になっています。もう少し前に本部会議のほうで、

検討していけばよかったかなというふうな反省はあります。これからは、そのような形で町

の対策本部という機関と十分に連携を取りながら進めてまいりたいというふうに思っていま

す。

それからもう一つは、3日間どうなんだというようなことでございます。これについては、

やはり学びの保障というようなことでございます。町内の大人のかたは2週間というふうな

厳しいこれはエビデンスがきちんとしているのではないかと思うんですけれども、子どもの

場やはり学習授業の時間数だとかいろいろ保障というような部分あると思うので、そのあた

りの3日間程度というような数字になっているのではないかなというふうに思っています。

私どもは、そういうような通知を基にしながら、どうしたら子ども達の命を守って、子ど

も達の活動を豊かにしていったらいいのかというようなことをいつも考えながら学校と連携

を取りながら進めているところでございます。

○議長（又地信也君） 9番 竹田 努君。
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○9番（竹田 努君） あとの部分からいきますと3日間の部分、例えば道教委でそういう指

導だっていう私はそれはそれでいい。道教委は3日だけれども、うちは5日だよ、10日だよっ

てセッティングできないのってそのくらいの気持ちがあって、子どもだけの感染ではなくて、

子どもから例えば家族への感染のことを考えれば、そのくらいは必要だろうと思うんですよ。

それと、教育長があえて例えば蔓延防止の時期だったから26日・27日は、緊急事態が27日

に発令になったわけだからいいんだっていうそういうことではない、我々言っているのは。

それを踏まえたやはり対応っていうかメリハリある、うちは感染防止が第一だよ、やはり

木古内町はよその町から知内とは若干異なる、国保病院も抱えている、福祉の施設も多く抱

えている町なんですよ。だから、この感染については目に見えないどこから誰が感染するか

わからないっていう。はっきりわかっていればいいんですけれども、それがわからないでも

う気が付いたら熱発したっていうことで検査したら感染しましたっていう事態なんですよ。

私は、やはりそういう部分のリスクは最大避けるべきだろうというふうに思うんですよね。

だから、教育委員会だけで議論してもこの問題については、拉致あかないってことじゃな

い。決着しないと思うし今後、行政側とこの対策本部含めた部分のこれから各委員会の中で、

議論を徹底しなきゃならないのかなっていうふうに思っています。やはり教育長、子どもの

夢っていうかそれを叶えてあげたいって教育委員会の気持ちもわかる、父兄だったらなおさ

らやはり我が子のためにと思うくらい。だけれども、逆に考えてみて。一般町民目線から見

たら27日の緊急事態宣言が出た、札幌の往来等はやめようって防災無線で強調してきた。な

ぜ札幌に行かなきゃならないってそういうふうになるんですよね。私はやはりそういう部分

をきちんと子ども達なり父兄が良ければ丸だっていうことではなくて、町民全体のことを見

てやはり高度な場合によっては決断っていうかそれをすべきだろうとっていうふうに思って

います。これ以上の議論をしても教育委員会のほうからももう答弁が出てこないのかなって

いうふうに思うんですけれども、教育長、何か言ったことで教育委員会としての方向性があ

ればお願いします。

○議長（又地信也君） 教育長。

○教育長（野村広章君） 竹田議員の再質問でございます。

竹田議員がおっしゃることは、十分に理解をします。しかし、子ども達の熱意、それから

学校の立場、親御さんの理解、こんな部分はきちんと一致した上で、支援していくというよ

うな考えは変わりはありません。ただ、先ほど本部会議等の連携を密にしてほしいというよ

うなこともあります。私もそう思っております。そんな中で今後は、そういう大会に出場す

る前には、いろいろ情報共有をしながら進めていきたいなというふうに思っております。

近々10月の10日、これはもう全国大会も控えています。それで、場所は同じ札幌です。

そして、同じ宿に泊まり、同じ行程で行う行程、いろいろバスで行って直行直帰というよ

うな形の中で、行っていくというようなことで考えております。そのあたりはこれからの状

況というような部分もあろうかと思いますけれども、そのような予定をしているということ

だけは、ご理解を願いたいところでございます。

○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、一般質問。

7番 相澤 巧君。

○7番（相澤 巧君） 7番 相澤 巧です。
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一般質問させていただきます。

福祉灯油に係る支給基準の見直しについてでございます。

現在、当町において、木古内町福祉灯油等支給条例に基づき該当者には支給しており、大

変喜ばれている制度でございます。

しかし、現状の灯油価格を見ると、昨年の同時期に比べ30円ほど値上げとなっております。

支給額の1万2,000円で購入できる灯油が55ℓほど少なくなります。

新型コロナウイルス感染症の終息が見えない中で、町民の皆様におかれましては、冬期間

は家で過ごす時間が多くなると考えられることもあることから、支給額の増額を検討してい

ただきたいと思いますので、町長の見解を伺いたいと思います。よろしくお願いします。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（鈴木慎也君） 7番、相澤議員のお尋ねにお答えいたします。

福祉灯油につきましては、要件に該当する高齢者世帯、ひとり親世帯、障がい者世帯に対

し、暖房用の燃料費を支給するものでございます。

ご質問のとおり、灯油価格につきましては、昨年同時期での比較で30円程度高騰しており、

5か年の平均の価格は、およそ87円であります。現在は、平均を5円程度上回っているとその

ように認識をしております。

相澤議員のおっしゃるとおり、新型コロナウイルス感染症の拡大により、外出自粛などに

よりご自宅で過ごす時間が多くなり、使用する燃料につきましても増加することが見込まれ

ます。よって、支給額の増額について前向きに検討していきたいと考えております。

また、福祉灯油の増額の政策は、町民の皆さんとお約束した公約の一つでもあります。

子どもから高齢者まで健康で文化的な生活を安心してお過ごしいただくために、誰一人と

して取り残さない町づくりを進めてまいります。以上でございます。

○議長（又地信也君） 7番 相澤 巧君。

○7番（相澤 巧君） ありがとうございます。前向きに検討するということでございます。

できればすぐにでもやっていただきたいと。広報に載るのは確か11月号と思いますので、

よろしくお願いします。

この冬については、町内の石油販売会社に尋ねてみましたけれども、上がっても下がるこ

とはないのではないか。また、石油産出国の原産のニュースも伝わっております。前冬の前

の冬の価格まで下がることは考えられない状況にあります。ぜひよろしくお願いしたいと思

います。

また、福祉灯油についてでございます。福祉灯油の価格について、条例では1万2,000円と

規定されております。そのほかに市場価格に対して上がったらいくら、下がったらいくらと

いうような部分がない状態です。ですから、今回の私のお願いも本来であれば上手くないの

かわからないんですが、これらの支給の物事の整理を検討していっていただければなお幸い

かと思いますが、よろしくお願いします。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（鈴木慎也君） 相澤議員の再質問にお答えさせていただきます。

まず、11月に民生委員さんによる現状の調査がございます。それらを踏まえて、12月に支

給することとなっております。先ほど前向きに検討しますということですが、私自身職員と

力をあわせて、1日も早く実現できるように取り組んでまいる次第でございますが、本年度
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は当初予算で約70名分を想定しております。支給額の増額に関しましては、かっちりとした

数字はまだ確定していないため、現時点では申し上げることができませんが、市場の上限の

影響は受けない形、一律の条例改正が必要かと思っています。以上のことから、予算内で収

まるようであれば条例改正で対応できると。予算内で収まらない金額の上限だった場合は、

補正予算と条例改正が必要になります。いずれにいたしましても先ほど申し上げたとおり、

新型コロナで大変ご苦労されているという点と福祉灯油の政策は、お約束した公約でもあり

ますので、しっかりと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） 7番 相澤 巧君。

○7番（相澤 巧君） 確かに予算では、70名分の予算を組んでおります。28年度に1万2,000

円という形で改正になってから5年ほど見てみますと、最近少し下がってきていて50名程度

です。そうすれば残り予算から組んだ分から見れば、20数万余る扱いです。これを振り分け

るだけで予算内で収まるんじゃないかなと私は思うんですが、いかがでしょうか。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（鈴木慎也君） 相澤議員のお尋ねにお答えいたします。

まず、いただいた一般質問の答弁といたしましては、前向きに受け止めさせていただく、

イコールできるだけ早く実現できるようにどれだけ増額するかも含めて、いま検討している

ところでございますので、それを踏まえて条例改正だけで済むものなのか、補正予算と条例

改正。町民の皆様の立場になって考えればこれは補正予算があったほうが増額するというこ

とですから良いことなので、いずれにいたしましても1日も早いご提案をさせていただき、

新型コロナで苦慮されているかた、そしてこの福祉灯油の公約の実行という意味では、先ほ

どと同じ答弁になりますが、1日も早い実現に向けて職員とともに邁進してまいりたいとそ

のように思っております。相澤議員からいただいた意見を参考にさせていただきながら進め

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） 7番 相澤 巧君の一般質問を終了いたしました。

以上をもちまして、一般質問を終了いたします。

暫時、休憩をいたします。

休憩 午後2時50分

再開 午後3時05分

報告第1号 健全化判断比率及び資金不足比率について

○議長（又地信也君） 休憩を解き、会議を再開いたします。

日程第8 報告第1号 健全化判断比率及び資金不足比率についてを議題といたします。

報告内容の説明を求めます。

副町長。

○副町長（羽沢裕一君） ただいま上程になりました、報告第1号 健全化判断比率及び資金

不足比率についてにつきまして、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び
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第22条第1項の規定によりご報告申し上げます。

お手元に配付しております議案の後ろのほうにあります、別紙 監査委員意見書の19ペー

ジから20ページまでをあわせてご覧ください。

はじめに、当町における実質赤字比率と連結実質赤字比率は、赤字額が生じていないこと

から、比率は算出されておりません。

次に、実質公債費比率は11.3％で、前年度より1.9ポイントの増となっており、早期健全

化基準の25％を大きく下回っております。

次に、将来負担比率は71.0％で、前年度より14.2ポイントの減となっており、早期健全化

基準の350％を大きく下回っております。

実質公債費比率が前年度から増加した要因といたしましては、過疎債などの償還開始に伴

う元利償還金の増加などによるものとなっております。将来負担比率が前年度から減少した

要因といたしましては、公営企業等に係る地方債の償還に充てるための一般会計からの繰入

見込額が減少したことや、一般会計に係る地方債残高が増加したものの、地方債償還等に充

てることができる財源も増加したため、減少となっています。

今後の増減見込といたしましては、港団地建替や防災行政無線のデジタル化などの多額の

地方債の借り入れに伴う将来負担比率の上昇や償還開始に伴う公債費比率の上昇が想定され

るため、財政調整基金や減債基金などの充当可能財源を増やす必要があります。

次に、資金不足比率につきましては、対象となります簡易水道事業会計、国民健康保険病

院事業会計、高齢者介護サービス事業会計及び下水道事業特別会計の4会計とも、前年度と

同様に資金不足額が生じていないことから、比率は算出されておりません。

令和2年度決算における当町の各比率は、いずれも健全段階に位置付けられる算定内容と

なっておりますが、自主財源が少なく、地方交付税に大きく依存している脆弱な財政構造で

あることから、引き続き計画的で効率的な財政運営を進め、各比率の抑制に努めてまいりま

す。

以上で、健全化判断比率及び資金不足比率についての報告といたしますので、よろしくご

審議をお願いいたします。

○議長（又地信也君） 報告が終わりました。

質疑があればこれを許します。

質疑ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 質疑がないようですので、以上をもちまして報告を終了いたします。

議案第1号 令和3年度木古内町一般会計補正予算（第3号）

議案第2号 令和3年度木古内町国民健康保険特別会計補正予算（第2号）

議案第5号 令和3年度木古内町簡易水道事業会計補正予算（第1号）

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補正予算（第1号）

議案第8号 令和3年度木古内町下水道事業特別会計補正予算（第1号）

○議長（又地信也君） 日程第9 議案第1号 令和3年度木古内町一般会計補正予算（第3号）
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ほか4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9 議案第1号 令和3年度木古内町一般会計補正予算（第3号）、日程第10 議案第2

号 令和3年度木古内町国民健康保険特別会計補正予算（第2号）、日程第11 議案第5号 令

和3年度木古内町簡易水道事業会計補正予算（第1号）、日程第12 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補正予算（第1号）、日程第13 議案第8号 令和3年度木

古内町下水道事業特別会計補正予算（第1号）。以上でございます。

○議長（又地信也君） 以上、日程第9 議案第1号 令和3年度木古内町一般会計補正予算（第

3号）ほか4件については、関連がありますので一括議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

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1号 令和3年度木古内町

一般会計補正予算（第3号）、議案第2号 令和3年度木古内町国民健康保険特別会計補正予算

（第2号）、議案第5号 令和3年度木古内町簡易水道事業会計補正予算（第1号）、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補正予算（第1号）、及び議案第8号 令和

3年度木古内町下水道事業特別会計補正予算（第1号）につきまして、提案理由の説明を申し

上げます。

最初に、議案第1号 令和3年度木古内町一般会計補正予算（第3号）から説明をいたしま

す。

1ページをお開き願います。

歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ、3億1,469万5,000円を追加し、歳入歳出予算

の総額を、44億4,107万3,000円とするものです。

4ページをお開きください。

補正の主な内容ですが、第3表 地方債補正は、起債発行可能額の決定、並びにこのたび

の補正事業費による起債額の変更となっております。起債の目的の1項目目の臨時財政対策

債、及び児童施設整備事業債、並びに消防施設整備事業債を変更し、補正後の限度額の合計

を3億8,220万円とするものです。

歳出の主な補正内容ですが、2款 総務費は、財政調整基金積立金、公共施設自動水栓化

工事、及び空き家リフォーム助成事業補助金等の追加補正と、渡島・檜山地方税滞納整理機

構負担金の減額補正です。

3款 民生費は、国民健康保険特別会計の令和2年度決算による繰出金、高齢者介護サービ

ス事業会計負担金、外国人介護福祉人材育成支援協議会負担金、及び認定こども園整備に関

する追加補正です。

4款 衛生費は、簡易水道事業会計負担金、新型コロナワクチン接種業務委託料、健診シ

ステム整備事業委託料、及び渡島西部広域事務組合負担金の追加補正です。

6款 農林水産業費は、林業成長産業化地域創出モデル事業補助金、及びサクラマス養殖

試験事業補助金の追加補正です。

7款 商工費は、木古内町感染防止対策協力助成金の減額補正です。
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8款 土木費は、下水道事業特別会計繰出金の減額補正です。

9款 消防費は、渡島西部広域事務組合負担金の追加補正です。

なお、詳細につきましては、総務課長より説明をさせます。

次に、議案第2号 令和3年度木古内町国民健康保険特別会計補正予算（第2号）を説明い

たします。

1ページをお開き願います。

歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ、1,426万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総

額を、6億563万9,000円とするものです。

それでは、補正の内容につきまして、歳出からご説明をいたします。

7ページをお開きください。

1款 総務費、2項 徴税費、1目 賦課徴収費、18節 負担金補助及び交付金 112万4,00

0円は、渡島・檜山地方税滞納整理機構に移管する本年度の税額が確定し、国民健康保険税

の占める割合が約67.6％となりましたので、機構に対する負担金の総額 166万2,000円にこ

の割合を乗じた額を、国保会計からの負担分として追加補正するものです。

次に、8ページをお開きください。

9款 諸支出金、1項 償還金及び還付加算金、7目 その他償還金、22節 償還金利子及

び割引料 210万円は、令和2年度分災害等臨時特例交付金、及び特別調整交付金の金額確定

に伴う返還金を追加補正するものです。

9ページをお開き願います。

10款・1項・1目・節 予備費 1,104万3,000円は、令和2年度決算繰越額の確定に伴う追

加補正です。

次に、歳入の説明をいたします。

6ページをお開き願います。

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 129万4,000円は、

令和2年度決算に伴う精算によるその他一般会計繰入金の追加補正です。

7款・1項・1目・1節 繰越金 1,297万3,000円は、令和2年度決算による繰越金の追加補

正です。

次に、議案第5号 令和3年度木古内町簡易水道事業会計補正予算（第1号）を説明いたし

ます。

1ページをお開き願います。

第2条は、令和3年度予算の第4条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正

するものです。

収入は、第1款 資本的収入の既決予定額 2億4,380万円に1,200万円を追加し、その予定

額を2億5,580万円とするものです。

支出は、第1款 資本的支出の既決予定額 3億505万4,000円に1,200万円を追加し、その

予定額を3億1,705万4,000円にするものです。

議案説明資料の5ページをお開き願います。
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補正の内容は、新型コロナウイルス感染症対策として、浄水場に塩素注入制御機器を整備

するものです。

それでは詳細につきまして、ご説明いたします。

議案の7ページをお開きください。

1款 資本的支出、1項 建設改良費、4目 施設改良費、節 工事請負費 1,200万円の追

加は、木古内浄水場に塩素注入制御機器を整備するための補正です。

続いて、資本的収入の説明をいたします。

6ページをお開き願います。

1款 資本的収入、4項・1目・節 他会計補助金 1,200万円は、このたびの補正に伴う財

源を一般会計から繰り入れるための補正です。

次に、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補正予算（第1号）に

つきまして、提案理由の説明を申し上げます。

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、収益的支出の予定額を補正す

るものです。

補正の内容は、外国人介護福祉士人材育成支援協議会への負担金を追加補正するものです。

支出の第1款は、特別養護老人ホーム事業費用に50万円を追加し、補正後の予定額を5億88

7万9,000円とするものです。

資本的収入及び支出 第3条は、本年度予算第4条本文括弧書き中の資本的支出額に対し、

不足する額 5,708万4,000円を5,731万7,000円に改め、資本的収入及び支出の予定額を補正

するものです。

補正の内容は、ＩＣＴ導入事業により機器等を購入するため追加補正するものです。

収入は、第1款 資本的収入の既決予定額 2,816万5,000円に、115万8,000円を追加し、2,

932万3,000円とし、支出は第1款 資本的支出の既決予定額 8,524万9,000円に、139万1,00

0円を追加し、8,664万円とするものです。

詳細につきまして、支出から説明いたします。

6ページをお開きください。

1款 特別養護老人ホーム事業費用、1項 事業費用、3目 経費、節 負担金は、外国人

介護福祉人材育成支援事業負担金として、50万円を追加補正するものです。

8ページをお開きください。

あわせて、議案説明資料資料番号1の12ページもお願いいたします。

1款 資本的支出、1項 建設改良費、1目 有形固定資産購入費、節 備品購入費は、Ｉ

ＣＴ機器等の購入費として139万1,000円を追加補正するものです。介護システムの追加導入、

及びタブレット端末の購入、施設内Ｗｉ－Ｆｉ環境整備を行うことにより、職員の負担軽減

と業務の効率化を図るものです。

次に、収入について説明をいたします。

7ページをお開き願います。

1款 資本的収入、3項・1目・節 道費補助金 94万8,000円は、ＩＣＴ導入事業補助金を

追加補正するものです。
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4項・1目・節 介護職員支度金貸付金返還金 21万円は、職員の退職に伴い貸付金の返還

が生じたための追加補正です。

次に、議案第8号 令和3年度木古内町下水道事業特別会計補正予算（第1号）を説明いた

します。

1ページをお開き願います。

歳入歳出予算の総額は、3億5,474万9,000円で変わりありません。

補正の主な内容は、令和2年度決算による補正です。

3ページをお開き願います。

第2表 地方債補正は、このたびの補正に係る起債額の変更で、下水道事業債を1億1,560

万円から210万円を減額し、1億1,350万円とするものです。

それでは、歳出についてご説明申し上げます。

7ページをお開き願います。

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

源振替です。

次に、歳入についてご説明いたします。

6ページをお開きください。

4款・1項 繰入金、1目 他会計繰入金、1節 一般会計繰入金 8万9,000円の減額は、歳

入の調整を一般会計からの繰入金で行うものです。

5款・1項・1目・1節 繰越金 218万9,000円の追加は、令和2年度決算に伴う繰越金の追

加補正です。

7款・1項 町債、1目・1節 下水道事業債 210万円の減額は、繰越金による増額分の一

部について下水道事業資本費平準化債を減額補正するものです。

以上で、一括での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） 続きまして、議案台1号の詳細説明をお願いいたします。

総務課長。

○総務課長（福田伸一君） それでは、私のほうからは、議案第1号の詳細につきましてご説

明を申し上げます。

はじめに、歳出より説明を申し上げます。

10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、24節 積立金でございます。

1億2,212万3,000円は、財政調整基金積立金で、令和3年度普通交付税及び令和2年度繰越

金の確定、並びにこのたびの補正の財源調整による追加補正でございます。

3目 施設管理費、14節 工事請負費 925万円は、公共施設自動水栓化工事の追加補正で

ございます。

説明資料1の2ページをご覧ください。

新型コロナウイルス感染の原因として、飛沫感染と接触感染が主な要因とされていること

から、町といたしまして感染対策強化のため、主要な公共施設、24施設、142箇所のトイレ

の洗面台等の蛇口を非接触型に交換するものでございます。

5目 企画振興費、18節 負担金補助及び交付金は、218万8,000円の追加補正でございま
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す。

一次産業後継者支援事業補助金 18万8,000円は、対象者が1名増加したこと等による追加

補正でございます。

空き家リフォーム助成事業補助金 200万円は、申請の件数の増加に備えた追加補正でご

ざいます。

11ページをご覧ください。

2項 徴税費、1目 税務総務費、18節 負担金補助及び交付金 112万4,000円の減額は、

渡島・檜山地方税滞納整理機構負担金の国保会計負担分が確定したことから、一般会計分を

減額補正するものでございます。

次に、12ページをお開きください。

3項・1目 戸籍住民基本台帳費、12節 委託料 23万1,000円は、戸籍附票システム改修

業務委託料で、戸籍法改正による新たなシステム連携のため、本籍、非本籍者の戸籍附票の

初期突合作業に要する費用の追加補正でございます。

次に、13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、27節 繰出金 129万4,000円は、

令和2年度決算に伴う国民健康保険特別会計繰出金の追加補正でございます。

3目 老人福祉費、18節 負担金補助及び交付金は、344万8,000円の追加補正でございま

す。

高齢者介護サービス事業会計負担金 94万8,000円は、特別養護老人ホームいさりびに、

業務の効率化を図るため、ＩＣＴ機器を購入するための追加補正でございます。

外国人介護福祉人材育成支援協議会負担金 250万円は、特別養護老人ホームいさりびの

外国人介護福祉人材1名の受け入れに係る奨学金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。

あわせて、議案説明資料の3ページをお開きください。

2項 児童福祉費、1目 児童福祉総務費、10節 需用費 10万9,000円の追加は、感染防

止消耗品費で、町内の保育所が感染症に対する体制を整え、感染症対策を徹底しつつ事業を

継続的に提供するため、マスク等の消耗品を配布するための追加補正でございます。

2目 児童措置費、18節 負担金補助及び交付金 1億4,593万1,000円は、認定こども園整

備に関する追加補正でございます。

保育所等整備交付金及び認定こども園整備交付金町費負担金 437万6千円は、園舎屋上に

設置するソーラーパネル等の設置費用を町が負担するための追加補正でございます。

保育所等整備交付金及び認定こども園整備交付金国庫負担金 1億1,933万7,000円は、園

舎建設に関する国庫補助金で、事業主体である社会福祉法人しあわせの家に対し交付するた

めの追加補正でございます。

次に、説明資料の4ページをご覧ください。

認定こども園整備事業補助金 2,221万8,000円は、園舎建設に関し国庫補助金の対象外と

なる、グラウンド等整備費用等について園の負担を軽減するため、町が補助金を交付するた

めの追加補正でございます。

次に、15ページをお開きください。

あわせて、説明資料の5ページをお開きください。
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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 1,

200万円は、簡易水道事業会計負担金で、新型コロナウイルス感染症対策として、安心安全

な水道水を供給するため、木古内浄水場に24時間体制で塩素注入ができる塩素注入制御機器

を整備するための追加補正でございます。

2目 予防費、12節 委託料は、945万1,000円の追加補正でございます。

新型コロナワクチン接種業務委託料 539万2,000円は、接種費用に休日加算及び時間外加

算が創設されたこと、接種対象年齢が12歳以上に引き下げられたこと、接種率が想定を上回

ったことにより、追加補正するものでございます。

健（検）診結果等の様式の標準化整備事業委託料 170万5,000円は、健康診査等の実施機

関から提出される健康診査等の結果について、町が健診指針に基づき定める標準的な電磁的

記録の形式により受け取ることができるよう、町が保有する健康管理システムを改修するた

めの追加補正でございます。

健（検）診情報連携システム整備事業委託料 235万4,000円は、健（検）診の情報につい

てマイナンバー制度を活用し、マイナポータルでの閲覧や市町村間での情報連携体制構築に

向け、自治体中間サーバーに情報を提供するにあたり必要なシステムを整備するため、健康

管理システムを改修するための追加補正でございます。

次に、16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 139万円は、渡島西部広

域事務組合負担金の各町按分率の確定等による追加補正でございます。

続きまして、17ページをお開きください。

あわせまして、説明資料の6ページをお開きください。

6款 農林水産業費、2項 林業費、2目 林業振興費、18節 負担金補助及び交付金 816

万6,000円は、林業成長産業化地域創出モデル事業補助金で、木材産地の形成と地域材の安

定的な供給及び森林資源の循環利用を推進するため、意欲と能力のある林業経営者を育成し、

持続的な林業経営の確立を図ることを目的に、高性能林業機械の購入費用を補助するための

追加補正でございます。

次に、18ページをお開きください。

あわせまして、説明資料の7ページをお開きください。

3項 水産業費、2目 水産振興費、18節 負担金補助及び交付金 150万円は、サクラマ

ス養殖試験事業補助金で、回遊資源に依存しない計画的、安定的な生産体制の構築を図るた

め、サーモン養殖の事業化に向けた検討と、養殖手法の実証試験を支援するための追加補正

でございます。

事業主体は上磯郡漁業協同組合で、総事業費は600万円、北海道の負担は4分の3、町の負

担が4分の1となってございます。

19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、18節 負担金補助及び交付金 200万円の減額でご

ざいますが、木古内町感染防止対策協力助成金でございまして、対象事業者が北海道緊急事

態措置協力支援金を受給したことによる減額補正でございます。

次に、20ページをお開きください。

8款 土木費、4項 都市計画費、1目 都市計画総務費、27節 繰出金 8万9,000円の減
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額でございますが、令和2年度決算繰越額の確定に伴い下水道事業特別会計繰出金を減額補

正するものでございます。

次に、21ページをお開きください。

あわせまして、説明資料の8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 82万7,000円は、渡島西部広域事

務組合負担金の補正で、新型コロナウイルスの影響による旅費等の減額並びに木古内消防署

感染防止対策事業として、消防署内でのクラスター発生を予防するため、空気清浄機等を整

備するための追加補正でございます。

次に、歳入についてご説明をさせていただきます。

7ページをお開きください。

10款・1項・1目・1節 地方交付税 2億2,127万6,000円は、普通交付税交付決定に伴う追

加補正でございます。

14款 国庫支出金、1項 国庫負担金、2目 衛生費負担金、1節 保健衛生費負担金 1,2

03万4,000円は、新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金で、歳出で説明いたし

ました新型コロナワクチン接種業務委託料の財源として追加補正するものでございます。

2項 国庫補助金、1目・1節 総務費補助金 1,528万9,000円は、このたびの補正に伴う

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の追加補正でございます。

議案説明資料の1ページ、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の活用状況

を添付ございますので、ご参照ください。

2目 民生費補助金、2節 児童福祉費補助金は、1億1,939万1,000円の追加補正でござい

ます。

保育対策総合支援事業費補助金 5万4,000円は、歳出で説明いたしました感染防止消耗品

費の財源として追加補正するものでございます。

保育所等整備交付金 1億490万9,000円、並びに認定こども園施設整備交付金 1,442万8,

000円は、認定こども園整備に関する国庫補助金の追加補正でございます。

次に、8ページをお開きください。

3目 衛生費補助金、2節 保健衛生費補助金は、422万1,000円の減額補正でございます。

健（検）診結果等の様式の標準化整備事業補助金 85万2,000円は、健（検）診結果等の

様式の標準化整備事業委託料の財源としての追加補正でございます。補助率は、2分の1とな

ってございます。

健（検）診情報連携システム整備事業補助金 156万9,000円は、健（検）診情報連携シス

テム整備事業委託料の財源の追加補正でございます。こちらも補助率は、3分の2となってご

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国庫補助金 664万2,000円の減額でござ

いますが、ワクチン接種の財源として国庫補助金を見込んでおりましたが、国庫負担金に振

り替えたことにより減額補正するものでございます。

15款 道支出金、2項 道補助金、2目 民生費補助金、2節 老人福祉費補助金 94万8,0

00円は、ＩＣＴ導入事業補助金で、高齢者介護サービス事業会計負担金の財源として補正す

るものでございます。
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4目 農林水産業費補助金、3節 林業費補助金 816万6,000円は、林業成長産業化地域創

出モデル事業補助金で、歳出で説明いたしました同じ事業の財源としての追加補正でござい

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 1億9,266万1,000円の

減額は、このたびの補正に伴う財源調整でございます。

9ページをお開きください。

2項 特別会計繰入金、2目・1節 高齢者介護サービス事業会計繰入金 50万円は、歳出

で説明いたしました外国人介護福祉人材育成支援協議会負担金の財源として追加補正でござ

います。

19款・1項・1目・1節 繰越金 1億697万3,000円は、令和2年度繰越金の確定によるもの

でございます。

21款・1項 町債、1目 総務債、1節 臨時財政対策債 440万円は、臨時財政対策債発行

可能額が確定したことによる追加補正でございます。

2目 民生債、1節 児童施設整備事業債 2,160万円は、認定こども園施設整備に係る起

債対象事業費の増加により、追加補正するものでございます。

5目 消防債、1節 消防施設整備事業債 100万円は、消防資機材搬送車の仕様変更に伴

う設計変更による追加補正でございます。

以上で、説明を終わります。よろしくご審議をお願い申し上げます。

○議長（又地信也君） 総務課長の詳細説明が終わりました。

多岐にわたっておりますので、ここで10分ほど休憩いたします。

暫時、休憩をいたします。

休憩 午後3時39分

再開 午後3時44分

○議長（又地信也君） 休憩を解き、会議を再開いたします。

総務課長の詳細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。

3番 東出洋一君。

○3番（東出洋一君） まず、説明資料からお伺いしたいと思います。

2ページ、公共施設の今回のコロナ対策で、非接触型の蛇口を導入するということなんで

すが、これについて手を差し伸べた時、何秒間水が出てくれるのか。そのものによっては、

よく道の駅とか入ると何回も手を出したり引っ込めたり、出したり引っ込めたりしないと水

が欲しいだけ、手に欲しいだけ水がこないそういう蛇口もあるんですよ。ですから、その辺

何秒間くらい水が出るのか。そして、いいですか、これにすることによってコロナ対策はも

ちろんのこと、こういう施設で使っている水道のこれは今度料金じゃないですよね、公共施

設ですから。トン数的に増えるのか、トン数的に減るのか、そこまで試算しているのであれ

ばお答えいただきたいなと思います。

それから、これは全部で24施設の142箇所、約1,000万円、これはおそらく一業者に委託す

るのであろうと私は思うんですが、取り外した古い蛇口です。これは、どのように処理する
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のかお伺いしたいと思います。これについては、3点。

それから、次は資料の4ページ、認定こども園の関係なんですけれども先般、総務・経済

常任委員会の中で担当課長に1,221万8,000円これどうなるんですかと言った時に、過疎債の

関係で道のほうといま協議中であるということなんですが、あれから時間が経ったんですけ

れども、その経過です。どういうふうな回答が得られたのか、まだ回答がこないのか、まず

その辺お伺いしておきたいと思いますし、今回2,200万円こういうふうに国庫補助金の対象

外のものについて増額したわけですけれども、この中でもうこれが最終2,200万円で大丈夫

よと言える金額なのか、またあとからあれも追加になりました、これも追加になりましたっ

て言うとなかなか我々のほうも「なんで」ということになるので、ここでその辺一応の考え

方はお伺いしておきたいと思います。

それから次は建設水道課長、これいままでやってきたんですけれども、今度は無人化で浄

水場の24時間の監視をする関係から、塩素注入器の更新をするんですけれども、これはあれ

ですかそうするといままでは、どんな形で塩素注入していたのかいまさらながら勉強不足で

申し訳ないんですけれども、ご説明いただきたいと思います。加えて、新しく施設で遠赤外

線の施設をあれしたんですけれども、それといまのこの塩素注入でなおさら町民に安全な水

を供給できるんだろうとは思うんだけれども、遠赤外線の何て言うかな効果と言うかな、い

まさら聞くのおかしいんだけれども、もしその辺関連してご説明願いたいと思います。

それからもう一つは、サクラマスの養殖事業なんですよ。これも常任委員会の中ですごく

良いことだなと。それはすごく海を活用した中での海のというか築港を活用した中での養殖

事業というのはすごく良いなと私も思っているし、ぜひこれ成功していただきたいし、何と

か軌道に乗ってもらいたいなというふうにまた期待もしています。ただ、ここで課長どうで

しょうか、いま400匹放流するんですけれども生存率、400匹放流して生存率が何パーセント

だったら、これは事業として続けていきたいっていう思いがあるのかどうなのか、その辺の

見解をお伺いしたいと思います。それ成功することによって、この事業を将来続けていくの

かどうなのかっていう部分も答えをもっていればお答え願いたいと思います。多岐にわたり

ますけれども、お願いします。

○議長（又地信也君） 3番 東出議員にお尋ねします。

7ページのサクラマス養殖事業ですよね。それでいいんですね。

答弁は1番から、どなたですか。

建設水道課長。

○建設水道課長（構口 学君） 東出議員のお尋ねにお答えいたします。

まず、建設水道課関連が公共施設接触感染対策事業と塩素注入の2点ございましたので、

続けてお答えしたいと思います。

まず、公共施設の接触感染対策事業に対するご質問の中で、今回取り替えるセンサー型の

水の量の出る時間等のお話でしたが、基本的にはセンサーが反応している最中、出るタイプ

を設置するというふうに考えております。それに伴いまして、水道の使用量がどうなるだろ

うということの問い合わせについてですが、現状いまのひねるタイプよりはやはりセンサー

での反応になると思いますので、水の使用量としては減る可能性が高いんじゃないかという

ふうに認識しております。

いま付いている既設の水道の蛇口なんですが、これについて処理のことなんですが、言葉
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が難しい。よく真鍮という水道の蛇口で使っているものになるんですが、これに関しまして

は東出議員おっしゃるとおり、有価物というものでリサイクルというか再利用できるもので、

処理業者で取り引きしていただきますので、当然設計の中でこの分を有価額というかお金が

ありますので、それを考慮した中で発注をするふうにいま考えているところでございます。

次に、塩素注入機器の整備事業につきましてですが、実は浄水場につきましては、3年前

から無人化になっております。この間どうしていたかということにいきますと、職員のほう

で土日交代でこの塩素の数値を確認しておりました。やはり水道上法、1日1回は必ずやらな

いといけないことになっていますので、今回このコロナの交付金の事業の充当できるという

ことになりましたので、本来であれば高価なものな物ですから、次年度以降に水道事業のお

金のほうでやるという考えはございましたが、今回交付金を充当するということで、計上さ

せていただいております。

この塩素の監視装置を付けることによって、どのような効果があるということに関しまし

ては、これをやることによって塩素を入れることで、当然水の腐りとかいうものを防ぐこと

もできます。そういった意味で、より一層コロナに対するものに対して感染症対策の強化が

充実できるということで、今回提案させていただいております。以上です。

○議長（又地信也君） 副町長。

○副町長（羽沢裕一君） 東出議員の認定こども園の財源と費用の追加はあるのかという質

問にお答えいたします。

財源につきましては、委員会開催時の説明では、一般財源でまずは提案させていただきま

すというお返しをしていたところですけれども、この議案を提案するまでに道のほうとの協

議も調いまして、それで議案の14ページにも記載しているとおり、地方債の分に2,160万円

と。これは、過疎債の分として認定こども園の一般財源から、こっちの過疎債に振り替えて

の提案ということで、ご理解ください。

また、費用の今後少し増えたりとかそういう部分がないのかというご心配ですけれども、

ここについてもこれがまずはマックスという考えをもっておりますので、追加はないという

ことでご理解ください。私のほうからは、以上です。

○議長（又地信也君） 産業経済課長。

○産業経済課長（片桐一路君） サクラマスの養殖事業の関係でございます。

我々も津軽海峡下ではじめての取り組みということもありまして、なかなかデリケートな

魚だというふうに伺っていまして、結構難しいのかなという思いはあります。ただ、やはり

やる以上は8割から9割程度の生存率をまずは目指して、何とか慎重により慎重に養殖の給餌、

餌付けだとかをしっかりと取り組んでまいりたいというふうに思っております。以上です。

○議長（又地信也君） 3番 東出洋一君。

○3番（東出洋一君） 建設水道課長、よく材質、真鍮なんですよ。すごく高いんですよ。新

聞報道、それからテレビとかでそういうひとけのない公共施設のところから、蛇口をみんな

もぎ取っていくそういう悪質な人がテレビで映っていたんですよ。だから、課長が言うよう

に処理業者にぜひ、ということは簡単に言えばそういう古物商さんみたいな人に買ってもら

うと理解していいのかな。そして、私は一番良いのはそういうところにやって、我々一応は

っきり見えるのは、雑入として入ってくれば水道の蛇口交換して、真鍮の高いものを売って

雑入として受けましたよとわかれば我々一番わかりやすいんですよ。この建設に約1,000万
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円のお金とチャラにされちゃうとわからないんですよ。私は、ぜひこれそういう部分では古

物で売っていくら、そういうものは雑入で受けるという方法を取れないんだろうか、会計シ

ステム上。私は、その辺はこれからの中でも物を入れ替えたりするでしょう、そういう時に

はやはり私自身とすれば、はっきり見えるのは雑入で受けていただきたいなと。売っていく

ら、それを雑入で受けるという方法が取れないものなのかどうなのか、その辺会計システム

上のことについてお伺いしたいと思います。

サクラマスの関係、これやはり課長の期待は8割から9割の生存率を望んでいると。私も10

0％とはならないと思う。ただ最低限、私は8割でも7割でもいいんですよ。いいんですけれ

ども、そのあとどうするかっていう答弁がもらっていないんですよ。例えば5割より生存率

がなかったと。だから、ここで対漁協さんとの協議もありますけれども、やはり8割・9割の

生存率を希望するのであれば、それで1.5ｋｇから2ｋｇくらいのサクラマスが育つわけだか

ら、事業としては成り立っていくだろうし、400ｋｇのものがもうひと水槽増やして800ｋｇ

というそういうやはりどんどんどんどん増えていく部分には、今回試験的ですからいろいろ

なリスクもあるだろうけれども、将来的に漁協並びに組合員さんとの協議の中で、これはど

うしていくのかなという部分が先ほど答弁漏れていたので、その辺もう1回お願いします。

○議長（又地信也君） 建設水道課長。

○建設水道課長（構口 学君） 処理に対する収入の事務的な考え方についてのご質問で、

雑入で受けるという方法もあるんじゃないかというお話でした。

まず、こういった公共事業につきましては、こういった有価物か廃棄物かになることでそ

れぞれ設計のほうを考えております。今回は、有価物になるということで、あくまでも公共

事業ということでの発注ですので、これに対して発注段階でどこのリサイクル業者にするか

っていうことについての指定はできません。発注者側としては。これにつきましては、あく

までも公共的な基本的な先ほど東出議員が高い金額っておっしゃっていましたが、高い金額

というのが大中小それぞれ業者によって差があります。そういった中で、標準的な設計金額、

処理費というものがありますので、まずそういったことで設計を組んでおります。そういっ

た中から、設計段階では雑入ではなくて、設計費のほうから差し引きした設計にしまして、

トータルの工事費というような考え方で積算しております。以上です。

○議長（又地信也君） 産業経済課長。

○産業経済課長（片桐一路君） サクラマスの今後ということになろうかと思います。

まず、ことし400尾養殖をさせていただきまして、次年度についてはあくまでも生存率を

見極めた中で、もうちょっと増やすだとかそういうのについては、これから北海道のほうと

漁組さんと協議・検討してまいります。

それから、いま捕れた魚、捕れたサクラマスの取り扱いになるんですけれども、こちらに

ついてはいまふるさと納税の返礼品としての取り扱いを中心に考えております。

また、漁組さんのほうでは一定程度冷凍しまして、魚が出ない時期にサクラマスのフィレ

だとかっていうことで出そうというようなことで検討はしております。以上です。

○議長（又地信也君） 3番 東出洋一君。

○3番（東出洋一君） 公共事業でやるからどうのこうのって言うんだけれども、じゃあそう

したら最終的にそれから真鍮でもいま鉄でも何でも一例を挙げると、桔梗に大きなリサイク

ル工場ありますよね、クロダさんとか駒ヶ岳に行けば全道で大きい鈴木商会とかあるでしょ
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う。その時の相場っていうのは決まっているんですよ。そんな業者によって値段が違うとい

うことはあり得ないんです、古物の場合。そうなんですよ。だけれども、その物のじゃあい

よ。いずれにしてもこうこうこれだけのキロ数があって、こうこうこれだけ売れましたよと

いう報告っていうのはできるわけですよね。最終的に、事業が全部終わったら。そうしたら、

その報告は受けたいなと私は思います。ただ、古物の単価はこれ全部一緒じゃないかと私は

思っているんです。私は古物じゃないけれども、別なほうの資格持っているんだけれども、

一緒ですよ。業者によって違うわけない。

○議長（又地信也君） 建設水道課長。

○建設水道課長（構口 学君） いま東出議員の処理の単価についてのお話ですが、この水

道蛇口の細かいことで言いますと、この水道蛇口には真鍮以外のものも当然材料として使わ

れております。そういった中で、分別作業とかあるっていうことと、あと真鍮もそんな有価

格の価格なんですが、これは取り引きの価格とかによって増減があるということで、リサイ

クル業者からは聞いております。そういった中で、いまの円相場とかそういった相場の中で

も変動があるということで、そういった社会情勢的なことも影響あるということを聞いてい

ますが、一応いま参考までになんですが、真鍮のキログラムあたりでいけば400円から500円

くらいの範囲じゃないかと。この差が上限があるということに対しましては、先ほど説明い

たしました真鍮以外の材料を分別する作業等のことも考慮しますので、それはリサイクル業

者に持って行った段階で、その真鍮の重量がどうなって、その時の相場でのキロ数で決まる

というような流れがこういった処理の仕方になっております。以上です。

○議長（又地信也君） ほかに質疑ございませんか。

1番 平野武志君。

○1番（平野武志君） 1番 平野です。

2点ほどお聞かせください。

議案第1号のページ数14ページ、資料でいきますと3ページになりますが、児童福祉総務費

の需用費ということで、感染防止消耗品費ということで、保育所の支援事業。感染対策の消

耗品を配布するということなんですけれども、これいまさらって言ったら変なんですけれど

も、マスク等の消耗品が不十分なものなのか、これは子ども用なのか職員用なのか。これま

でもコロナウイルス感染症の支援については、民間企業、商工業者も含めて漏れのないよう

に不公平なく町は漏れているところをどんどんどんどん埋めて皆さんに支援してきた経緯が

ある中、今回は保育所だけということですけれども、ほかの例えば小中学校の教育施設です

とか、民間の企業も含めてこのような支援について、漏れがある部分はないのか。特に今回

は、保育所から要望があったものなのかを詳しくお聞かせいただきたいなと思います。

それと同じく、一般会計補正の21ページ、資料については8ページになりますが、資料か

らいくとクラスターの発生を防止するということで、木古内消防署に対し3種の備品を設置

したいということなんですけれども、会計上はこれ当然ながら広域の事務組合ですから、渡

島西部の広域事務組合に負担金として納めると言いますかという形をとって木古内消防署に

設置していただくという流れだと思うんです。その中で、説明もししていただいたのに聞き

漏れしていたとしたら申し訳ありませんけれども、まず43万円の備品を買うにあたり、広域

の負担金は82万円になりますと。これは、残りの部分は単純に負担金の別の意味での増なの

か、あるいは4町ありますから4町それぞれの備品を分担するために我が町の負担が多くなっ
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たのかの内訳、詳細を聞かせていただきたいのと、あと財源内訳これはテクニックなのかも

しれませんけれども、コロナウイルス臨時交付金を充てるほかに、地方債を82万円の負担金

をするに対して100万円、一般財源にお金を戻しますと。このからくりと言いますか、この

手法が正当なのかどうなのかをお聞かせいただきたいと思います。以上です。

○議長（又地信也君） 町民課長。

○町民課長（阿部亮輔君） ただいまお尋ねのありました保育所の支援事業ということで、

コロナウイルス対策ということでありますが、これは木古内町にあります二つの園に対して、

マスク等ということになっておりますけれども、実際冬期間ですとか消毒含めてマスク・消

毒を必要ということで、これは保育対策総合支援事業補助金というまた別のメニューもあり

まして、そちらのほうの補助の対象となるということで、今回は交付申請をするものであり

ます。

さらに、いま消毒のこともありましたが、冬期間やはり消毒を結構やることによって手荒

れがするということで、ハンドクリームの必要性だとかも若干話が出ておりましたので、コ

ロナウイルス対策としてマスク、あとは消毒、あとハンドクリームということで、二つの園

に対して要望のあった交付金の申請をして配布するものでございます。いままでなかったか

ということではなくて、補助金を使ったものでさらに追加の対策をするというものでござい

ます。

○議長（又地信也君） 副町長。

○副町長（羽沢裕一君） 平野議員の一般会計の補正の21ページの渡島西部広域事務組合負

担金の補正の内容について、説明をいたします。

まずは、資料にありますように感染防止対策用の備品、これは42万9,000円分空気清浄機

等々の購入ということで、計上させていただきます。プラス、これ様々な要因と言いますか

まずは令和2年度の決算実績に伴う精算分、木古内諸費、木古内署にかかるもの、木古内消

防団にかかるそれらの決算実績に伴うもの。さらには、地方債に100万円とあるここの部分

なんですけれども、これは今回購入を予定していた車がモデルチェンジするということで、

費用が購入予定してものよりも高くなったということで、改めてこの費用を計上し直したこ

とによって、購入に充てる費用が起債分100万円プラスになっていると。費用が増崇した分

と決算に伴うマイナス分ですとかで、今回の感染防止対策用の備品を買うというトータル的

にはこのような82万7,000円の追加補正という形になっております。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） 答弁漏れあると思うんですけれども、保育所の支援の部分について、

消耗品ということで消毒と手荒れした時の保湿クリームでしょうか。その他、マスクも書い

ているんですけれども、そのマスクは園児用なのか、職員用なのかっていう部分も一応お伺

いしました。それと、今回はたまたまコロナの臨時交付金の活用のほかに、保育対策の総合

支援の補助金もあるということで、自己財源がほぼ使わずにこの備品を買えるということは

理解しております。これ資料見ればわかりますから。この補助金が出るから保育所だけって

ことじゃなくて、同じようなこれから冬期を迎えるにあたって、同様の状況が様々な施設で

も発生すると思うんです。そこの部分への支援は既にされているものなのか、だから先ほど

言った小学校だったり中学校、あるいはほかの民間の企業も同じような悩みを抱えるところ

あると思うんです。そこはあえて今回、保育所だけという町の考えなんですかっていう部分
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です。

それと同じく消防費なんですが、令和2年の調整と新たに車を購入した部分に追加をする

とそこはきっと話を聞く限りはテクニックなのかなと感じるんですけれども、実際のところ

82万7,000円で40万の備品を買ったほかの40万円分も木古内の消防署にいまの資金として還

元されるっていう考えでいいんですか。そうじゃなくてトータル的にっていうことなんでし

ょうか。残りの30数万円は、計算としては断言できるこれだっていうものは示せないってい

うことでいいんでしょうか。その辺もう一度お願いします。

○議長（又地信也君） 副町長。

○副町長（羽沢裕一君） 渡島西部広域事務組合のこの負担金は、あくまでも木古内消防署

と木古内消防団にかかる費用を渡島西部広域事務組合に対して町が負担するもので、直接木

古内消防署に支出するとかそういうものではありません。あくまでも事務組合でやります。

先ほども申し上げましたように、費用としてかかるものは増額されるものは、先ほどの車

の車両の購入費が増加したことによるもの、それとこのたびの感染防止対策の備品を購入す

ることで、減る分といたしましては令和2年度の決算実績に伴うもので相殺される部分が出

てきますので、これだけの金額の負担という形になります。大変申し訳ないんですが、この

詳細の数字というのは持っておりますが、あるんですけれどもいま時点で資料手持ちとして

持ってきておりませんので、大枠でいきますとそういう形になります。以上でございます。

○議長（又地信也君） 町民課長。

○町民課長（阿部亮輔君） 保育園のマスク等についてですけれども、園児と職員と含めて

園のほうで必要数を言われておりますので、その分を配布したいと考えております。

○議長（又地信也君） 副町長。

○副町長（羽沢裕一君） 当然ながら、ほかの施設に対しても必要があれば感染防止という

観点から対策を講じていくわけですけれども、昨年度このような同じような形で小学校・中

学校も同じように、この時は保育所にはこのようなマスクですとか備品関係の購入はしてい

なかったわけですけれども、このたびは保育所ということです。ただ、平野議員おっしゃる

とおり、全体の把握というのは現時点の不足しているのかという部分の情報は、全てにおい

て網羅してはおりませんので、そこはしっかりと情報把握ができればまた対策対応していき

たいというふうに考えております。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） 理解しました。くどいようですけれども、これまでコロナの支援につ

いては、この木古内町はもう不公平感がなく、幅広い方々に支援してきています。残り残高

が減ってきて間もなく事業が終わるのか、あるいは一般財源を投入してでも今後もコロナ対

策でどんどんどんどん支援するのかはいま現状ではわかりませんけれども、いま副町長おっ

しゃったようにいま保育園の支援金が国からあるからそこに充てたっていうことだけじゃな

くて、もっと足りない部分がないのかっていうことをしっかり調査して、その上不公平感な

いようにコロナウイルス交付金の活用に使っていただきたいということを申し添えておきま

す。

○議長（又地信也君） ほかに質疑ございませんか。

8番 廣瀬雅一君。

○8番（廣瀬雅一君） 8番 廣瀬です。
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関連なんですけれども、サクラマス養殖試験事業ということで、こちらのほう先ほど同僚

議員からの質問で答弁受けた時に、7割・8割程度の見込みということで考えていますと。そ

れから考えるというように聞こえたんですけれども、大変素晴らしい事業であって、町長お

っしゃっている「水産元年」とまさにそうなのかなという部分で出てきたと。また、関係市

町村からのヒントもあったのかなとも思いつつ見ていたんですけれども、当然やるからには

成功するという部分で進んでいくと思うんです。その中で、もし成功して軌道に乗るという

考えであるのであれば将来的な構想、どのくらいの規模になるかというのは、考えているの

かどうかそこを聞きたかったです。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（鈴木慎也君） 廣瀬議員のサクラマス養殖試験事業についてのご質問にお答えいた

します。

こちらも常任委員会の中で、概要ですとか構想について、一部お話をさせていただきまし

たが、改めて説明させていただきます。

このサクラマスの養殖試験事業というのは、あくまでも試験事業でございます。2年間の

試験事業でございます。先ほど担当課長からも説明がありましたとおり、津軽海峡道南では

初ということと、あと非常に海水温ですとかそういった部分に敏感な魚であるということも

私達も認識しているところであります。しかしながら、養殖の事業をするということは、成

功してそれが事業化につながるとそういった可能性ももちろんあっての事業ということをま

ず北海道と木古内町もあと漁組も同じ共通認識だということです。ただ、養殖事業というの

は、養魚を海水湾内だったり海面に入れて養殖するだけでは採算が取れません。これは、卵

から養魚になって例えば400ｇ・800ｇある程度のサイズになって、海のほうへ例えば湾内で

養殖するわけであります。そういった意味では、養殖施設から加工施設までそれら全てが総

合的に整備されて、はじめて事業として採算性が取れると私達はそのように認識しておりま

す。ですので、現時点ではどれぐらいの規模ということは申し上げることができませんが、

あくまでも事業主体は北海道からいま漁組が委託を受けているわけですけれども、将来的に

もし事業性が可能性があるなとなれば、もちろん上磯郡漁協組合と町も一生懸命支援してま

いりたいと思いますし、もしかしたら中には民間企業でしたり様々な課題はあるものの、民

間のかたがそのまま引き継いでやりたいですとか、様々なケースが想定できるわけでござい

ますが、いずれにいたしましても議員の皆様からも期待されるご質問をいただきましたので、

何とか職員、そして漁師、漁組と力をあわせて成功するように努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） 8番 廣瀬雅一君。

○8番（廣瀬雅一君） 常任委員会の時も説明受けたという部分で、いま思い出しました。す

みません。それで、資料の中で来年4年の6月まで養殖事業ということになっていたもので、

もし成功した場合にその後の展開ということは、もう既に考えているということでよろしい

んでしょうか。2年間。養殖期間が令和4年の6月という。

○議長（又地信也君） 町長。

○町長（鈴木慎也君） 養殖期間についてのお尋ねでございますが、いわゆる海水温の関係

でございます。海水温の関係でサクラマスを養殖試験の実験をするのは、令和3年の11月か

ら令和4年の6月までとなっております。6月以降は、海水温が上昇してしまうということか
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らも6月に水揚げをすると。そして、また同じく令和4年の11月にまた新たな養魚を湾内に入

れて養殖をするとそういったスケジュール間でございます。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） まず1点目、資料の1ページ、一番後段、充当額がゼロっていうような

ことで、唯一の臨時交付金がなくなってしまったと。このあと例えば国のほうから何次配分

なのか、配分は経済対策含めてあるだろうっていうふうに思うんですけれども、このあとコ

ロナ関係で何かでてきた場合は、町長これ単費で行いますよっていう腹づもりなのか、あく

までも国の交付金がこれから何次配分ってくるのを見込んでの事業を行うのかっていうその

部分まず1点。

それから、6号議案の高齢者介護サービス事業会計の中で、一般会計の資料の中では例え

ば2ページで、公共施設接触感染対策事業で自動蛇口を整備する。高齢者施設のほうは全部

自動蛇口に切り替わっているのかどうかっていう病院はこれからなんだけれども、そういう

整備になっているのかどうなのかっていうことが1点。

それから、認定こども園の関係で外構工事、工期が3月まで。これからいま建物建てて、

できあがった時点でいまの保育園を解体をして、そこにグラウンド整備するわけだ。3月で

大丈夫なの、工期が。町の施工ではないけれども、ただ国の国庫補助も入っているわけだか

ら、きちんとやはりしなきゃならないし、その辺はたしてどうなんだろうっていうふうに思

っています。

それと、わからないから聞きたいんですけれども、一般会計の15ページで保健衛生の委託

料、新型コロナワクチン接種業務委託料で539万計上になっています。これは、受けのほう

は国保病院ではないんですね。病院のほうの事業会計の数字を見れば違うし、どうなのかな

っていう。これはそうすれば民間のお医者さんっていうか、そこに接種委託料を支払うって

いう部分なのかどうなのか。

それから、先ほど同僚議員も議論した塩素の自動注入、うちのやはり浄水場の取水、水の

取っている伏流水の部分でネックになるのは、大雨だとか要するに濁度、濁りが入ってきた

時にこれいつもやはり人力、人の目で見て塩素の注入の割合を調整していたんだけれども、

今度は遠赤外線が全てそれらも自動でやってくれるっていうそういう捉え方でいいかどうか

っていうことのそれお願いします。

○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。

まず、新型コロナウイルスの感染症対応地方創生臨時交付金の残高についてのお尋ねでご

ざいます。

いままで感染対策の中で、町民の健康を守ったり経済を回したり様々なことに交付金を活

用してきました。8割から9割程度充当して事業を進めてまいりました。今後の考え方ですけ

れども、現時点から国からは特に示されてはないという大前提のもとに答弁させていただき

ますが、町ではもちろん感染状況を踏まえて、必要であればやはり一般財源を切り崩してで

も対応しなきゃいけないと。これは、昨年の議会から新型コロナウイルス感染症対応臨時交

付金、そしてコロナ対応の基本的な考え方というのは変わっていませんので、感染状況を踏

まえ必要な時は一般財源の出動もしっかりとやるとそういった考えは変わっていませんの



- 71 -

で、ご理解いただきたいとそのように思っています。以上です。

○議長（又地信也君） 建設水道課長。

○建設水道課長（構口 学君） 私のほうからは、特養いさりびに関する蛇口の件とそのあ

と、塩素の監視についてのこととお答えいたします。

まず、特養の今回いさりびの蛇口の取替箇所につきましては、2階・3階以上に関してはい

まも非接触型の自動型になっておりまして、そのほかに3箇所だけ非接触型になっていない

箇所がございましたので、今回この事業でやることに予定しております。

次に、塩素事業のほうなんですが、濁度の出た時いまどういった管理になっているんだと

いうことだと思いますが、濁度に関しましては以前から浄水場の改修の時に、濁度の監視に

ついてはいま自動通報で職員のスマホのほうに通報がくるようなシステムを構築されており

まして、今回塩素につきましては、先ほどもお話したんですが、結構高価なものという部分

があったので、コロナの交付金を活用してやるということで、濁度に関しましては管理体制

はできているということでございます。以上です。

○議長（又地信也君） 町民課長。

○町民課長（阿部亮輔君） 認定こども園の完成の時期についてのご質問であると思います。

法人のほうに確認はとれておりますが、3月の工期全て旧園舎の解体も含めて、3月末の工

期で間に合うということで伺っております。よって、4月の新規園舎のオープンという予定

でございます。以上であります。

○議長（又地信也君） 保健福祉課長。

○保健福祉課長（吉田 宏君） 私のほうからは、新型コロナワクチンの接種業務委託料の

支払先についてですけれども、コロナワクチンの業務の支払いの委託料につきましては、接

種1回に付き、1人に付きいくらっていうものの契約を北海道・国を通じて、全国の医療機関

とさらには医師会通じて医療機関と契約しているところです。それで、木古内町内の医療機

関については、そのやった回数分を直接医療機関に払って、それ以外の木古内町民を木古内

以外で接種されるかたもいらっしゃいますので、その方々の分につきましては国保連合会を

通じてそれぞれにお支払いしている状況です。

○議長（又地信也君） ほかに質疑ございませんか。

9番 竹田 努君。

○9番（竹田 努君） 認定こども園の外構っていうか課長、例えば3月にできるっていうけ

れども、例えばグラウンドだよ、子ども達の。例えば遊んだりあれするグラウンド、3月で

竣工できる。たぶん問い合わせれば、できますよって言うけれども、物理的にどうなんだっ

ていうまだ3月ってなれば雪のある部分でしばれもある。やはり私は考えるのはグラウンド、

子ども達が遊んだりいろんなあれする場として、すごく快適なやはりグラウンドが整備にな

ったよって喜ばれるようでなければ、やったはいいが手直ししなきゃならない、余分なお金

がかかるだとか私はそういうことを心配するわけです。だから、できるって言うのであれば

何も心配ないんだけれども、余分な経費がかからないで3月の中で竣工できる、こういう確

約を得られれば何も我々どうだこうだっていうあれはないんです。しっかりその辺は見定め

てやってください。

○議長（又地信也君） 大変心配している質問ですけれども、それに対する答弁はないです

ね。
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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1号について討論を行います。

討論ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。

採決を行います。

お諮りいたします。

議案第1号 令和3年度木古内町一般会計補正予算（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2号について討論を行います。

討論ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。

採決を行います。

お諮りいたします。

議案第2号 令和3年度木古内町国民健康保険特別会計補正予算（第2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5号について討論を行います。

討論ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。

採決を行います。

お諮りいたします。

議案第5号 令和3年度木古内町簡易水道事業会計補正予算（第1号）は、原案のとおり可

決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 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6号について討論を行います。

討論ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。
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採決を行います。

お諮りいたします。

議案第6号 令和3年度木古内町高齢者介護サービス事業会計補正予算（第1号）は、原案

のとおり可決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 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8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8号 令和3年度木古内町下水道事業特別会計補正予算（第1号）は、原案のとおり

可決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

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

しました。

ここで、時間延長についてお諮りいたします。

本日、提案されております議事が全て終わるまで、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、時間延長することに決定をいたしました。

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補正予算（第1号）

○議長（又地信也君） 日程第14 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

補正予算（第1号）を議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

副町長。

○副町長（羽沢裕一君） ただいま上程になりました、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補正予算（第1号）を説明いたします。

1ページをお開き願います。

歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ、109万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額

を1億7,594万8,000円とするものです。

補正の内容につきましては、令和2年度決算による繰越金を補正するものです。

それでは、補正の内容につきまして、歳出からご説明いたします。

7ページをお開き願います。

5款・1項・1目・節 予備費 109万3,000円は、令和2年度決算繰越額の確定に伴う追加補
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正です。

次に、歳入の説明をいたします。

6ページをお開き願います。

5款・1項・1目・1節 繰越金 109万3,000円は、令和2年度決算繰越額の確定により繰越

金を追加補正するものです。

以上で、提案理由の説明を終わります。よろしくご審議をお願いいたします。

○議長（又地信也君） 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

質疑ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 質疑がないようですので、質疑を終了いたします。

これより討論を行います。

討論ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。

採決を行います。

お諮りいたします。

議案第3号 令和3年度木古内町後期高齢者医療特別会計補正予算（第1号）については、

原案のとおり可決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

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

しました。

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補正予算（第3号）

○議長（又地信也君） 日程第15 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

計補正予算（第3号）を議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

副町長。

○副町長（羽沢裕一君） ただいま上程になりました、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補正予算（第3号）につきまして、提案理由の説明を申し上げます。

あわせて、議案説明資料資料番号1の9ページから11ページをご参照ください。

このたびの補正の内容は、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金を活用し、入院

・発熱者等外来検査体制の整備を図る費用の追加、並びに新型コロナウイルスワクチンの効

果的・効率的な接種を進めるために要した費用に対し、北海道から交付される補助金を追加

するものです。

それでは、議案の1ページをお開きください。

第2条は、本年度予算第3条に定めた、収益的収入及び支出の予定額を補正するものです。

収入は、第1款 病院事業収益の既決予定額 13億2,738万5,000円に2,160万円を追加し、

13億4,898万5,000円とするものです。



- 75 -

支出は、第1款 病院事業費用の既決予定額 14億7,900万円に400万4,000円を追加し、14

億8,300万4,000円とするものです。

第3条は、本年度予算第4条に定めた、資本的収入及び支出の予定額を補正するものです。

収入は、第1款 資本的収入の既決予定額 2億600万9,000円に2,037万1,000円を追加し、

2億2,638万円とするものです。

支出は、第1款 資本的支出の既決予定額 2億8,465万1,000円に1,805万円を追加し、3億

270万1,000円とするものです。

第4条は、本年度予算第7条に定めた、議会の議決を経なければ流用することのできない経

費の給与費 9億8,406万4,000円を9億8,604万6,000円に改めるものです。

第5条は、重要な資産の取得で、機械器具備品で自動採血管準備装置一式を追加するもの

です。

なお、詳細につきましては、病院事業事務局長から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） 詳細説明を平野病院事業事務局長、お願いします。

○病院事業事務局長（平野弘輝君） それでは、議案第4号についてご説明申し上げます。

収益的支出より説明いたします。

議案、9ページをお開きください。

資料は、資料番号1の9ページから11ページをご参照願います。

1款 病院事業費用、1項 医業費用、1目 給与費、節 報酬 200万円の追加は、新型コ

ロナウイルスワクチン接種を速やかに接種するため招へいした、東京からの応援医師の報酬

でございます。

2目 材料費、節 医療消耗備品費 102万円の追加は、コロナウイルスを除去するＨＥＰ

Ａフィルター付きパーテーション2台などを増設するものです。なお、この機器につきまし

ては、前年度においても8台導入しておりますので、合計10台の設置となります。

3目 経費 98万4,000円、節 旅費交通費は、1目 給与費と同じく、ワクチン接種応援

医師の費用弁償でございます。

次に、収益的収入をご説明いたします。

議案、8ページをお開き願います。

1款 病院事業収益、1項 医業収益、3目 その他医業収益、節 公衆衛生活動収益 597

万6,000円の追加は、木古内町外のかたの当院で接種しましたワクチンの収益、並びに知内

町の新型コロナウイルス接種に係る受託収益などです。こちらにつきましては、4月に1,227

万6,000円を追加計上しておりますので、総額は1,825万2,000円となります。

続いて、資料は9ページをお開き願います。

2項 医業外収益、4目 補助金、節 道費補助金 1,562万4,000円の追加は、いずれも新

型コロナウイルス感染症に関する北海道からの補助金です。

感染症医療提供体制整備事業補助金として821万9,000円追加する内訳は、発熱者等診療・

検査医療機関等設備整備事業として、先ほど支出で説明をしましたコロナウイルスを除去す

る医療機器や感染防護服に対する補助金が215万4,000円、並びに医療圏において医療提供体

制が引き上げられたことに伴い、感染防護服等の購入に対する補助金が606万5,000円となり

ます。なお、このうち719万9,000円は、当初予算へ計上しております材料費へ充当するため、
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支出額とは一致しませんことを申し添えいたします。

続いて、資料は11ページでございます。

新型コロナウイルスワクチン接種体制支援事業として追加する740万5,000円は、国策であ

りますワクチン接種に対する支援策で5月以降に実施した、時間外・休日接種に対する補助

金であります。この補助金は、支出で説明した報酬と旅費交通費へ充当いたします。なお、

この補助金につきましても支出総額の298万4,000円と一致しませんが、442万1,000円は計上

済であります職員給与費の時間外手当等へ充当するためでございます。

続いて、資本的支出についてご説明いたします。

議案、11ページをお開きください。

資料は、9ページでございます。

1款 資本的支出、1項 建設改良費、1目 有形固定資産購入費、節 機械器具備品購入

費 1,805万円の追加は、新型コロナウイルス感染症等入院医療機関開設設備整備事業を活

用して、発熱外来患者の増加に伴いＰＣＲ検査機器を1台増設するのに37万2,000円、並びに

感染病床の拡大に伴い酸素治療を要する患者へ使用する人工呼吸器の増設に2,097万8,000円

を追加いたします。

これで、ＰＣＲ機器は3台となり、1時間で3人の検査が可能となり、診療時間内では最大2

4名の検査が可能となります。

また、人工呼吸器につきましては、コロナ感染患者等の治療に効果がある、ネーザルハイ

フローという人工呼吸器を整備するものでございます。

全自動調剤分包機 1,210万円の減額は、導入から15年が経過し故障が続いていたため当

初予算へ計上しましたが、予算委員会でもご説明したとおり、修理不能となった場合に予算

執行しますということで計上させていただいておりましたが、現時点ではまだ十分使えると

いうことでしたので、先にこのほど外来へ設置している自動採血管準備装置が修理不能とな

ったため、こちらを優先し購入するため、880万円を追加するものでございます。

次に、資本的収入についてご説明いたします。

議案、10ページをお開き願います。

1款 資本的収入、4項 道費補助金、1目・節 道費補助金 2,037万1,000円の追加は、

資本的支出でご説明した機械器具備品購入費に対する補助金です。内訳は、感染症検査機関

等設備整備事業としてＰＣＲ検査機器の購入補助金を37万1,000円、感染症医療提供体制整

備事業として人工呼吸器の購入補助金を2,000万円追加いたします。

以上で、説明を終わります。ご審議よろしくお願いいたします。

○議長（又地信也君） 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。

3番 東出洋一君。

○3番（東出洋一君） 大変申し訳ないんですけれども、ＰＣＲ検査機器の導入っていうこと

で、説明が早くて聞き逃したんだけれども、そうすると1台今回購入して3台になりましたよ

という説明でよろしいわけですよね。それで、私自身もコロナにかかったわけじゃないしわ

からないんだけれども、発熱外来で病院にかかった時点で、そうすると一連の流れをわから

ないものですからお聞きしたいんですけれども、例えば私が熱を出したと。そして、すぐ行

ってもやってもらえないですよね。それで、いろいろと電話とか何とかするでしょう。そう
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すると病院でそれ受けて、そうするとすぐその場でＰＣＲ検査をやるものなのかどうなのか、

その流れ。そして、それが例えば陰性・陽性っていう判定が1時間か2時間でわかるっていう

こういうシステムになっているんだけれども、私自身ＰＣＲの機器、前段に2台あること知

らなかったんですよ。なものだからこういう聞き方になったんだけれども、その一連の流れ

を直接この予算とは関係ないんだけれども、よく熱出したらどうなのっていうのも聞かれた

りしたこともあるんですよ。なものだから、参考までに教えていただければなと思うので、

よろしいでしょうか。

○議長（又地信也君） 病院事業事務局長。

○病院事業事務局長（平野弘輝君） 住民のかたにつきましては、一般の患者さんと交差し

ないように発熱外来、いまおっしゃられたように風邪症状や熱がある場合については、事前

に病院に電話をいただき、指定した時刻に受診をしていただくようにお願いしているところ

でございます。発熱風邪症状があるからと言って、必ずしも全てがＰＣＲ検査を実施するわ

けではございません。医師が診察して、これまでの行動歴や家族にコロナウイルス感染が考

えられるようなかたにつきましては、ＰＣＲ検査は実施しますけれども、例えば1人で暮ら

しているかたでほとんど接触がないようなかたについては、別の風邪などかなというような

かたにつきましては、ＰＣＲ検査は実施しません。ですので、実施の有無については全てド

クターが判断するということになっております。ＰＣＲ検査を実施した場合につきましては

検体摂取、検体の摂取からだいたい1時間ぐらいで、結果が出ます。ですので、1台しかなけ

れば次のかた1時間後ではできないということで、これまで2台でやってきたんですけれども、

この間8月の帰省の時期でかなりの発熱患者さんも増えまして、2台だけではなかなか回しづ

らいというようなこともありましたし、近隣の町でクラスターが発生しまして、そちらの関

連の発熱外来の受診者も増えておりますので、それを対応するというようなことで今回ＰＣ

Ｒ機器を1台増設したことでございます。補足することがあれば、病院事業管理者のほうか

らご説明申し上げます。

○議長（又地信也君） ほかに質疑ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 質疑がないようですので、質疑を終了いたします。

これより討論を行います。

討論ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。

採決を行います。

お諮りいたします。

議案第4号 令和3年度木古内町国民健康保険病院事業会計補正予算（第3号）については、

原案のとおり可決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

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

しました。

皆さんにお知らせいたします。ここで、小澤病院事業管理者が公務のため、退席となりま

す。これを許したいと思います。
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暫時、休憩をいたします。

休憩 午後4時53分

再開 午後5時01分

議案第7号 令和3年度木古内町介護保険事業特別会計補正予算（第1号）

○議長（又地信也君） 休憩を解き、会議を再開いたします。

日程第16 議案第7号 令和3年度木古内町介護保険事業特別会計補正予算（第1号）を議

題といたします。

提案理由の説明を求めます。

副町長。

○副町長（羽沢裕一君） ただいま上程になりました、議案第7号 令和3年度木古内町介護

保険事業特別会計補正予算（第1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、1,196万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総

額を7億5,918万8,000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。

5款 諸支出金、1項 償還金及び還付加算金、2目 償還金、22節 償還金利子及び割引

料 554万円は、令和2年度の低所得者保険料軽減負担金や介護給付費負担金等の国、道、支

払基金への返還金が生じたための追加補正です。

8ページをお開きください。

6款・1項・1目・節 予備費 642万2,000円は、繰越金の確定に伴う予備費の追加補正で

す。

次に、歳入の説明をいたします。

6ページをお開きください。

5款・1項 支払基金交付金、1目 介護給付費交付金、2節 過年度分 6万8,000円は、介

護給付費交付金精算金分が追加交付されることになったための追加補正です。

8款・1項・1目・1節 繰越金 1,189万4,000円は、前年度繰越金の確定に伴う追加補正で

す。

以上で、提案理由の説明を終わります。よろしくご審議をお願いいたします。

○議長（又地信也君） 提案理由の説明が終わりました。質疑に入る前に、皆さんに遅れま

したけれども、報告いたします。

1番 平野武志君が遅刻の届け出がありましたので、報告をいたします。

提案理由の説明が終わりました。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。
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これより討論を行います。

討論ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。

採決を行います。

お諮りいたします。

議案第7号 令和3年度木古内町介護保険事業特別会計補正予算（第1号）については、原

案のとおり可決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

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

しました。

議案第11号 木古内町過疎地域持続的発展計画の策定について

議案第 9号 木古内町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する

条例制定について

○議長（又地信也君） 日程第17 議案第11号 木古内町過疎地域持続的発展計画の策定に

ついて及び日程第18議案第9号 木古内町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する

条例制定についての2件は、関連がありますので一括議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

町長。

○町長（鈴木慎也君） ただいま一括上程となりました、議案第11号 木古内町過疎地域持

続的発展計画の策定について、及び議案第9号 木古内町過疎地域における固定資産税の課

税免除に関する条例制定につきまして、提案理由の説明を申し上げます。

はじめに、議案第11号から説明いたします。

木古内町過疎地域持続的発展計画を別紙のとおり策定したいので、過疎地域の持続的発展

の支援に関する特別措置法第8条第1項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法が、令和3年4月1日に施行され、木古内

町はこの法律に基づき過疎地域の指定を受けております。指定を受けた市町村は法第7条の

過疎地域持続的発展方針に基づき、過疎地域持続的発展計画を策定し議会の議決を得ること

になっております。このたびの法律の施行により、木古内町過疎地域持続的発展計画を令和

3年度から令和7年度までの5年間として、新たな計画の策定を行ったところでございます。

また、過疎対策事業債の対象事業とするためには、本計画に登載されていることが必須条

件でありますので、計画期間中に過疎対策事業債の借り入れが見込まれる事業は全て登載し

ております。なお、本計画は本年8月26日付で北海道との協議において、異議がない旨の回

答を得ております。

計画の内容や詳細につきましては、まちづくり未来課長より説明をさせますので、よろし

くご審議をお願いいたします。

次に、議案第9号を説明申し上げます。



- 80 -

このたびの条例制定は、「過疎地域自立促進特別措置法」が令和3年3月31日をもって失効

したことにより、新法であります「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が制

定されたことに伴い、条例を制定するものです。

この法律に基づき、過疎地域の持続的発展に資する産業振興を効果的に促進するため、木

古内町過疎地域持続的発展計画（仮称）の産業振興促進区域内において、一定の事業用資産

を取得等をした製造業、農林水産物等販売業、旅館業、情報サービス業等において、申請に

基づき固定資産税を3年間、課税免除を行うものであります。

改正内容や詳細につきましては、税務課長より説明をさせますので、よろしくご審議をお

願い申し上げます。以上でございます。

○議長（又地信也君） 議案第11号についての詳細説明をお願いします。

まちづくり未来課長。

○まちづくり未来課長（田畑 裕君） 私のほうから計画の策定について、ご説明を申し上げま

す。

本計画につきましては、令和3年4月1日に法が施行されたことに伴いまして、過疎法に定

められた財政上の支援措置を活用するため、木古内町過疎地域持続的発展計画を策定するも

のでございます。

過疎法に定められました財政上の支援措置につきましては、過疎対策事業債の発行、税制

特例措置、地方税の減収補填措置となっておりまして、特に過疎対策事業債の対象事業とす

るためには、当該起債にかかる国と町との同意までに、本計画に登載されていることが要件

となっております。よって、本計画におきましては、令和3年度の現時点までに一般会計、

特別会計、企業会計で予算計上し、過疎対策事業債の充当を見込んでいる事業を登載をして

おります。

それでは、計画の説明に入らせていただきます。

1ページをお開き願います。

計画の1ページから2ページにつきましては計画の目次となっておりまして、1の基本的な

事項から12の再生可能エネルギーの利用の推進までの12項目で構成をされております。

大まかな内容につきましては前回の計画、これは木古内町過疎地域自立促進市町村計画、

これが平成28年度から令和2年度までの計画でありましたが、そちらを継続する内容となっ

ておりますのでご了承願います。

また、計画の構成や登載しているデータ等につきましては、国及び北海道の指示のもとに

登載をしておりますので、そちらにつきましてはご参照いただき、前回計画からの追加・修

正点や登載している事業などを重点に説明をさせていただきます。

3ページをお開き願います。

3ページからは、1の基本的な事項として、木古内町の概況を記載しておりますが、こちら

1・2・3の3項目に分けて4ページにわたりまして、掲載をしております。

4ページ下段からは、人口及び産業の推移と動向として、人口の推移及び見通し、行財政

の状況、主要公共施設等の整備状況などが9ページまで記載をされておりまして、10ページ

から11ページには地域の持続的発展の基本方針が示されております。

こちら、12ページをお開き願います。

こちらは、前回計画にはなかった事項でありますが、今計画から（5）としまして地域の
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持続的発展のための基本目標を掲げることとされました。

つきましては、持続的発展に係る施策の効果を測定する指標として令和7年の目標人口3,3

66人を定め、各分野においても達成目標を設定し、目標達成のための施策を展開していくこ

ととしております。

（6）につきましては、計画の達成状況の評価に関する事項でありますが、こちらにつき

ましても今計画から追加された項目になります。本計画の達成状況につきまして、計画期間

満了後の令和8年度に議会へ報告することを追加しております。

（7）につきましては、本計画の期間となっております。

（8）でありますが、こちらにつきましては、公共施設等総合管理計画との整合につきま

して記載をしておりますが、前回計画におきましては策定中としておりましたが、こちら本

計画が策定されましたので、両計画の整合性を記載しております。

13ページをお開き願います。

2の移住・定住・地域間交流の促進、人材育成でありますが、こちらは前回計画から追加

された項目になります。

現状と問題点、その対策につきましては記載のとおりとさせていただいておりますが、こ

ちらの中段のほうに目標指標というのを定めております。

こちらにつきましては、地域おこし協力隊の採用数と婚姻件数を指標とし、それぞれの基

準値と目標値を定めております。この目標指標については、各項目で定めることとされてお

ります。

下段の事業計画につきましては、空き家リフォーム助成事業を登載しておりますが、事業

計画につきましては、これ以外の項目も同様となりますが、例えば移住・定住対策としてこ

の事業だけを行うということではなく、複数ある事業の中から、過疎対策事業債を充当する

予定の事業のみ登載をしておりますので、ご理解をお願いいたします。

13ページから14ページにかけましては、（4）としまして公共施設等総合管理計画との整合

について、こちらも今計画から追加をされております。

14ページですが、こちら3の産業の振興につきましては、前計画から引き続き登載をして

いる項目となりますが、それぞれ産業に分けて現状と問題点、及びその対策について登載を

しております。

20ページをお開き願います。

ページの中段に産業の振興にかかります目標指標を示しておりますが、こちらは観光入込

客数及び宿泊者数を指標としております。

事業計画につきましては、20ページから21ページにわたり記載をしておりますが、こちら

ご参照いただければと思います。

（4）でありますが、こちら産業振興促進事項につきましては、こちらこれから説明され

ます固定資産税の課税免除に関する条例制定において、課税免除の対象となります業種を今

計画から登載しておくことが必要となったことから、その業種を記載しております。

21ページから22ページにかけましてですが、こちらの4の地域における情報化は、前回計

画では交通通信体系の整備、情報化及び地域間交流の促進で一つになっていた項目を、4の

地域における情報化と5の交通施設の整備、交通手段の確保に分けて登載することとされた

ものです。
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こちらにつきましては22ページですが、こちら現状と問題点、その対策について記載をさ

せていただいておりますので、こちらもご参照願います。

下段のほうにあります目標指標におきましては、光通信未整備エリアにおける利用世帯を

指標としております。

事業計画につきましては23ページになりますが、高度無線環境整備推進事業を登載してお

ります。

続きまして、5の交通施設の整備、交通手段の確保につきましては、23ページに現況と問

題点、24ページに道路、交通に分けてその対策を記載をしております。

イの交通につきましては、④に第2青函トンネル構想の具現化要請についてを追加してお

ります。

目標指標では、路線バスの運行本数と25ページになりますが、上段に道南いさりび鉄道の

運行本数を指標としております。事業計画につきましては、こちら記載のとおりとなってお

ります。

6の生活環境の整備につきましては、25ページから30ページにかけまして上下水道、廃棄

物処理、環境、消防防災体制、公営住宅に分けて現況と問題点、及びその対策を記載してお

ります。

こちら、30ページをお開き願います。

こちらの目標指標につきましては、下水道普及率と水洗化率を指標としており、事業計画

につきましては、簡易水道事業から31ページにわたりまして、公共下水道事業ですとか、こ

ちらの記載のとおりとなっておりますので、ご参照願います。

7の子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進につきましては、31ペー

ジ・32ページにわたりまして、現況と問題点を記載をしておりまして、32ページの下段から

34ページにかけましてその対策を記載をしております。

目標指標としましては34ページになりますが、介護分野の雇用者数と小中学生の町内施設

利用者を指標としております。

事業計画につきましては、こちらも記載のとおりとなっておりますので、ご参照願います。

35ページをお開き願います。

8の医療の確保につきましては、36ページまで現況と問題点を記載しておりまして、36ペ

ージから37ページにかけまして、その対策を記載をされております。

こちら37ページの中段にあります目標指標につきましては、男性・女性それぞれの平均寿

命を指標としております。

事業計画につきましては、こちらも記載のとおりとなっておりますので、お読み取り願い

ます。

38ページをお開き願います。

9の教育の振興につきましては、38ページから41ページにかけまして、学校教育、社会教

育、生涯教育に分けまして、現況と問題点及びその対策を記載しております。

こちら41ページをお開き願います。

41ページ下段の目標指標につきましては、少年団数を指標としておりまして、事業計画に

おきましては、スクールバスの運行更新事業、あと42ページにわたりまして記載のとおりと

なっております。
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10の集落の整備につきましては、43ページにかけまして現況及びその問題点を記載してお

ります。なお、集落の整備につきましては、現時点で過疎対策事業債を充当して実施する事

業がないため、目標指標、事業計画は登載をしておりません。

こちらにつきましては、今後、過疎対策事業債の対象となる事業を実施をすることがあり

ましたら追加で登載をすることになります。

11の地域文化の振興等につきましては、43ページから44ページにかけて現況と問題点及び

その対策を記載しております。目標指標につきましては44ページの中段にありますが、文化

系サークル数とスポーツ系サークル数を指標としております。事業計画につきましては、町

史作成事業を登載しております。

45ページをお開き願います。

12の再生可能エネルギーの利用の促進につきましては、前回計画にはない新たな項目とな

ります。当町では現在、民間で太陽光パネル等の設置をしておりますが、これらの施設につ

いても所有者の撤退した場合ですとか、そのまま放置されるのではないかという問題点を上

げさせていただいております。

また、再生可能エネルギーの利用の促進につきましては、現時点で過疎対策事業債を充当

して実施する事業がございません。なお、認定こども園の太陽光パネルにつきましては、7

の子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及びその増進について登載をしており

ますので、ご了承願います。

10の集落の整備と同様に、今後、過疎対策事業債の対象となる事業を実施をすることがあ

りましたら登載することになります。

46ページからは、2.移住・定住・地域間交流の促進、人材育成から12の再生可能エネルギ

ーの利用の促進までに、過疎地域持続的発展特別事業いわゆる過疎ソフトでありますが、そ

ちらを充当する事業を抜粋をしまして、50ページまで掲載をしておりますので、ご参照くだ

さい。

資料の説明につきましては以上となりますが、本計画に登載している事業につきましては、

先にご説明いたしましたとおり、令和3年度の現時点までに各会計で予算計上をし、過疎対

策事業債の充当を見込んでいる事業を登載しております。

この計画に登載していない事業につきましては、事業予算及び町債を予算に計上、または

過疎対策事業債の起債申請を行う時点で計画を変更しまして、随時、追加で登載をしてまい

ります。

詳細説明は、以上となります。よろしくご審議をお願いいたします。

○議長（又地信也君） 次に、議案第9号の詳細説明をお願いいたします。

税務課長。

○税務課長（幅崎英樹君） それでは、詳細について説明いたします。

資料番号1の13ページをお開きください。

まず、本条例の目的については、提案理由で申し上げたとおり、産業振興に寄与する設備

投資等に税法上の優遇措置を設けるもので、旧制度の説明を表の左側に載せておりますが、

優遇措置の適用をうけるためには先ほど提案していました、計画のほうに登載されている必

要がございます。

このたびの新法に基づく新条例でも、先ほどの計画に登載されていることが必要でありま
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して、このたびの改正では資料のほうに赤字で記載のとおり、対象業種に「情報サービス業

等」を追加しまして、取得価額要件は従前の2,700万円超から、資本金の規模に応じ、500万

円以上まで引き下げるものです。

また、対象となる設備投資の範囲につきましては、旧法では「新設」あるいは「増設」に

限られておりましたが、資本金が5,000万円以下の場合は新たに、増築、改築、修繕等が加

わることとなりました。

 適用期間は3年間で、国からの税収補てんとしまして、課税免除となった税額の75％が普

通交付税に算入されます。

なお、条例の本文のほうに附則を載せておりますが、適用日については令和3年の4月1日、

その他の附則につきましては、旧法と新法の申請に伴いまして、申請者に不利益が生じない

ような規定を設けたものになります。

説明資料は、以上です。よろしくご審議ください。

○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。

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 木古内町過疎地域持続的発展計画の策定については、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。

次に、議案第9号について討論を行います。

討論ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。

採決を行います。

お諮りいたします。

議案第9号 木古内町過疎地域における固定資産税の課税免除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。
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議案第10号 木古内町中央公民館外壁・屋外建具改修工事請負契約の

議決変更について

○議長（又地信也君） 日程第19 議案第10号 木古内町中央公民館外壁・屋外建具改修工

事請負契約の議決変更についてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

町長。

○町長（鈴木慎也君） ただいま上程になりました、議案第10号 木古内町中央公民館外壁

・屋外建具改修工事請負契約の議決変更についてにつきまして、提案理由の説明を申し上げ

ます。

現在、木古内町中央公民館外壁・屋外建具改修工事につきましては、予定通り工事を進め

ております。本工事におきましては、以前より原因が判明していなかった講堂の雨漏り箇所

調査をあわせて行っており、このたび雨漏りの原因が判明したため、補修工事を追加するた

め設計変更を行い、当初の契約金額に変更が生じますので、変更内容につきまして議会の議

決を求めるものでございます。

変更する内容は、請負契約金額を7,535万円から7,679万1,000円とするものでございます。

議案説明資料資料番号1の14ページから16ページに平面図及び矩計図、写真を掲載してお

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。

9番 竹田 努君。

○9番（竹田 努君） 設計変更の金額については140万円くらいですから、そんなに大きな

額ではないと思っています。ただこれ、補正をしなくても既存の予算の中で執行できるって

いうようなことなんだろうか、まずそこ1点。

それと、以前から雨漏りの原因っていうか排煙口のからの雨漏りっていうのは、今日まで

ずっといろんな工法をしてきたんですよね。ただ、工事やっている中で急に原因が排煙の側

面だっていうのがわかったっていうのどうもなんか不自然なんだよね。以前からわかってい

ることなのにやらないできたのでないかなっていう気もしないわけでもない。

それとやはり、今回公民館の施設の改修については、以前から言っているように雨漏りも

大事だけれども、公民館前のウォール、側面の部分、あそこ公民館に行ってみればわかるよ

うに、ウォールのコンクリートの擁壁がペンキ仕上げで綺麗になっているんだよね。見た目

美観がすごく良い、綺麗になって。いいんだけれども根本的な部分、擁壁の補強っていうの

かな。それをきちんとやった上で、綺麗な例えば塗料で仕上げているっていうのであればい

いんだけれども、その辺はどうなんだろう。

それとやはり、この屋根の側面を今回こうして例えば設計変更しなければだめだったのか

っていうのもどうも不自然でならない。最初からわかりきっていることでないのかなってい

うふうに思うんだけれども、その辺はどうなんですか。

○議長（又地信也君） 建設水道課長。

○建設水道課長（構口 学君） まず、雨漏りの箇所について、なぜいまこういう処置をす
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るんだということになると思います。

まず、雨漏りの箇所につきましては、私も何度か現場のほうに行って確認をしております。

私の把握している範囲では、3年くらい前から雨漏りがあるということで、生涯学習課の

ほうからも相談を受けていまして、その当時は排煙窓のところで目視でやる程度しか確認が

できない中で、どこから雨漏りがしているかということが確認はできませんでした。今回、

外壁等の改修工事があるということの計画がありましたので、まずこの中で内部の講堂に移

動式の高架台というかそういったものを今回設置して、高い位置から講堂の屋根の裏を確認

しました。その結果、排煙窓の近辺から雨漏りの箇所が確認されました。これは、水の流れ

た形跡とかも確認できましたので、それで再度また屋上のほうに上がって、屋根材の継ぎ目

等の隠れた位置に経年劣化による隙間等も発見できましたので、そういった中でまず今回は、

予算の範囲の中で対応できるという確認はできましたから、今回契約の変更をさせていただ

くことで上げております。そのほか前際の側壁、擁壁等のことに関してでございますが、ご

存じのとおりあの擁壁は建物と一体となった構造となっております。その中で記憶があれな

んですけれども、公民館につきましては、昭和30年代後半から40年代前半に増築されたとい

うことで、聞いております。その中で、木古内の公民館の前庭のほうにつきましてはいろん

な事業、大きく言えば新幹線事業もあったということもあって、心配なさっているとおり擁

壁のクラックが若干大きくなっている現状は私も確認しております。その中で、まず最低限

の補修をさせていただいております。この最低限の補修ということなんですが、この擁壁が

安全かどうかっていう議論になってくると安全ではないということが言えます。ただ、これ

に対して何らかの処置を施すっていうことに関しては、この擁壁とあと前庭の仕様等どうい

うふうにしていくかということを今後議論していった中で、擁壁イコールあと駐車場から上

に上がる階段等の撤去も含めて、これは新たな考え方をしないといけないかと思っておりま

す。ただ、いま私が発言している考え方というのは、あくまでも建設水道課としての技術的

な観点でございますので、今後、生涯学習課と含めてどういった方向性の補修なり、あとは

どういった状況にしていくかということは検討していきたいと思っております。以上です。

○議長（又地信也君） ほかに。

9番 竹田 努君。

○9番（竹田 努君） いまの公民館講堂の排煙口の部分については、排煙の開いたり閉まっ

たりする山背の吹き付けなる部分は、いろいろ前からトラブルあったところなんだよね。だ

けれども、この側面っていうのは側面から雨漏りっていうのは、考えられないような我々素

人なんですけれども、専門家が見てそこがたまさか例えばチェック漏れしたとか何とかって

言うならいいけれども、急にここが発覚したっていうのがどうも理解しづらい。

それから、擁壁のウォールの関係なんだけれども、抜本的にやるのかどうなのかってそれ

は別な問題として、いまあそこ綺麗にペンキ塗ったら、応急処置だとかする場合にまた全部

傷つくわけだ、せっかく綺麗な環境になったのに。あのウォールだけ綺麗にするんじゃなく

て、以前から訴えている公民館の例えば玄関のたたき台のところ、レンガがボロボロになっ

て段差付いている。だから、それをやはりいまの高齢者対策含めて、公民館の利用を含めた

部分できっちりやはり何かのついでの時にきちんとしなさいって言っているんだよね。あそ

こ例えば玄関の前をタイル改修するったっていくらもかからないでしょう。その辺どうなの。

公民館の玄関前はいまはじまった問題じゃない、ウォールの部分については。前々から訴
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えているんだ。ただ、そこで誰も転んだりして怪我だとかないから何となくそれでいいのか

なってそう思っているのかなっていう気がするんだよね。その辺どうなの。例えば建設水道

課なのか、教育委員会なのかわからないけれども。

○議長（又地信也君） 今回の予算の提示から随分、かけ離れてきています。答弁あれば、

答弁を受けます。

（「関連」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 6番 新井田昭男君。

○6番（新井田昭男君） いまの図面の件ですけれども、ようやくある種長々とかかっていた、

原因がわからなかった、どこからつたっていたというようなことでわかったということで、

非常にああ良かったなとは思うんですけれども、一つ参考までに教えてもらいたいんだけれ

ども、このいわゆる海側の排煙窓なんだけれども、これって内倒しなんですか、それとも外

倒しなんですか。引き違いなのか、こういうスライド式なのか、外に倒れるのか、内側にく

るのかっていう、排煙だから当然開かなきゃいけないんだよね。気になったのは、仮に打ち

倒しっていうことで、窓が内側に建物の中に倒れるっていうことであれば、非常にやはり前

々っから危険性あったのかなというふうに感じます。いろいろ同僚議員が過去の部分で窓に

なんかいろいろ違和感あったよっていうような話もいま出ましたので、その辺の形態を確認

させてもらいたいなと思っていたんですよ。ただ、基本的にやはり開口部があるっていうこ

とは危険性が出るんですよ。一般的に使っているのは、ビル用サッシって言って、強度は住

宅よりあるんです。しかしながら、気密はそうでもないんですよ、気密性は。そういう部分

があって直に自分方で手で閉めているわけないので、下からの操作でオペレーターで巻いて、

あるいはそういうワイヤーで引っ張ってやるんだけれども、そういう構造になっているはず

なんです、古いから。だから、そういう部分でいくと引っ張り切れないとか、気密性はある

んだけれども窓自体が斜めになってちょっと隙があるとか、常に山背がまともなところじゃ

ないですか、これ海側で。だから、ちょっと考えるとそういう部分も無きにしも非ずかなと

思ったんだけれども、はたしてこれで止まってくれればいいんだけれども、この原因ってい

うのはどこの業者さんが屋根屋さんなんですか、その辺聞きたいんですけれども。

○議長（又地信也君） 建設水道課長。

○建設水道課長（構口 学君） 雨漏りの箇所でございますが、まずこの排煙窓は記憶で申

し訳ないんですが、内側に倒れるタイプだったという認識でおります。実は私どももいま新

井田議員がおっしゃったとおり、ここが原因箇所かなという推測をしておりましたが、それ

でコーティング等を大工さん等にお願いしながら施工をしておりました。その中でもそれが

約3年くらい前の話で、それをやって少し落ち着いたという現象があったんですが、その後

また雨漏りがあるという報告が生涯学習課のほうからございまして、それはどこなんだろう

と。それで、今回のこの工事の中で側面のつなぎの部分っていうか、それを内側から高所作

業台を使って確認したところ、場所を確認できたという経過がございます。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） どうもいまの課長のお話ですと、大工さんにコーキングをやっても

らったとかってそういう処理は当然、当時は良かったのかもしれないけれども、やはりコー

キングっていうのはなかなかああ見えて非常に素人が大工さんだから素人ってわけじゃない

んだろうけれども、大工さんも自分の現場なんかでも当然やるんでしょうけれども、やはり
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プロと違うんですよ。目線もまた違うし、いまどうも構口課長のこの窓っていうのは結構距

離的に横目あるんですよね。例えば5ｍ・10ｍとかってあるんですよね。だから、おそらく

その辺からその辺が原因なのかなって気はしないではないっていうようなことなので、実際

にいままで構口課長が見た範囲内で、高所台に上って、ここだねっていうことで原因つかん

だってことは、非常に良かったなとは思うんだけれども、後々これがまた漏ってきたいうこ

とにならないようにせっかくこれだけのお金かけるわけですから、どうせやるなら窓ごと替

えるというぐらいのそういうような思いもないわけでもないけれども、まずこれで収まって

いただければそれはそれでいいと思うんだけれども、どうも過去の話を総合するとその辺が

窓に原因があったのかなというような気もしないでもないです。つたわるからどこだという

特定はできないけれども、そんなふうにいま感じたものですから、わかりました。

○議長（又地信也君） いろいろ現場もこれから常任委員会の事務調査等々で、現場も見せ

てもらうということも必要だろうし、あと管理監督をガリッともう既に工事やっているわけ

ですから、していただくということでいいんじゃないのかなと思いますけれども。

ほかにございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 質疑がないようですので、質疑を終了いたします。

これより討論を行います。

討論ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。

採決を行います。

お諮りいたします。

議案第10号 木古内町中央公民館外壁・屋外建具改修工事請負契約の議決変更について

は、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 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。

同意案第1号 木古内町教育委員会委員の任命について

○議長（又地信也君） 日程第20 同意案第1号 木古内町教育委員会委員の任命についてを

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、同意案第1号 木古内町教育委員会委員

の任命についてにつきまして、提案理由の説明を申し上げます。

木古内町教育委員会委員に下記の者を任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関

する法律第4条第2項の規定により、議会の同意を求めるものでございます。

次のページに、資料を添付しておりますので、ご参照ください。
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このたび、木古内町教育委員会委員の任命について、地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律第4条第2項の規定により、議会の同意を求める仁禮秀嗣氏は、平成4年に大谷大学を

卒業された後、同年4月に登別大谷高等学校勤務を経て、平成19年4月より真宗大谷派圓照寺

に勤務し、現在は、圓照寺住職を務められております。

平成27年4月より2年6か月間にわたり、木古内町公民館運営審議会委員、並びに木古内町

社会教育委員を歴任され、平成29年10月からは木古内町教育委員会委員として、現在1期目

で、当町の教育推進に貢献されております。

また、平成27年4月より木古内町ＰＴＡ連合会会長、平成29年4月より渡島ＰＴＡ連合会副

会長を歴任され、大変教育熱心なかたでございます。

地域においても、人望の厚いかたであり、人格高潔でありますことからも、教育委員の適

任者であり、今後における、当町の教育推進に貢献していただけるものと確信をしておりま

す。

なお、委員の任期はこれまでどおり4年間で、令和3年10月1日から令和7年の9月30日まで

でございます。

以上で、提案理由の説明を終わります。ご審議の上、満場一致でのご同意を賜りますよう

お願い申し上げます。以上でございます。

○議長（又地信也君） 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

質疑ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 質疑がないようですので、質疑を終了いたします。

これより討論を行います。

討論ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。

採決を行います。

お諮りいたします。

同意案第1号 木古内町教育委員会委員の任命については、原案のとおり同意することに

賛成のかたは、ご起立をお願いいたします。

（賛成者起立）

○議長（又地信也君） 全員起立です。

よって、本案は原案のとおり同意することに決定をいたしました。

同意案第2号 木古内町固定資産評価審査委員会委員の選任について

○議長（又地信也君） 日程第21 同意案第2号 木古内町固定資産評価審査委員会委員の選

任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、同意案第2号 木古内町固定資産評価審
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査委員会委員の選任につきまして、提案理由の説明を申し上げます。

木古内町固定資産評価審査委員会委員に下記の者を任命したいので、地方税法第423条第3

項の規定により、議会の同意を求めるものでございます。

次のページに、資料を添付しておりますので、ご参照願います。

このたび、木古内町固定資産評価審査委員会委員の選任について同意を求める、名須賀六

男氏は、昭和49年3月に北海道木古内高等学校を卒業後、同年4月に木古内町役場職員となら

れ、税務課課税係、保健福祉課長などを歴任し、平成28年3月に木古内町役場を定年退職さ

れたのち、同年4月から2年間木古内町の再任用職員として、また現在は、木古内町会計年度

任用職員として勤務をされております。

税務課職員としての6年間を含め、長年にわたる木古内町職員としての知識と経験を生か

して、委員の職責を果たしていただけるものと確信をしております。

なお、任期は3年間で、令和3年10月1日から令和6年の9月30日まででございます。

以上で、提案理由の説明を終わります。ご審議の上、満場一致でのご同意を賜りますよう

お願い申し上げます。

○議長（又地信也君） 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

質疑ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 質疑がないようですので、質疑を終了いたします。

これより討論を行います。

討論ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。

採決を行います。

お諮りいたします。

同意案第2号 木古内町固定資産評価審査委員会委員の選任については、原案のとおり同

意することに賛成のかたは、ご起立をお願いいたします。

（賛成者起立）

○議長（又地信也君） 全員起立です。

よって、本案は原案のとおり同意することに決定をいたしました。

認定第1号から認定第10号（令和2年度各会計決算）

○議長（又地信也君） 日程第22、認定第1号 令和2年度木古内町一般会計決算認定につい

てほか9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22 認定第1号 令和2年度木古内町一般会計決算認定について、日程第23 認定第

2号 令和2年度木古内町国民健康保険特別会計決算認定について、日程第24 認定第3号
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令和2年度木古内町後期高齢者医療特別会計決算認定について、日程第25 認定第4号 令和

2年度木古内町国民健康保険病院事業会計決算認定について、日程第26 認定第5号 令和2

年度木古内町簡易水道事業会計決算認定について、日程第27 認定第6号 令和2年度木古内

町高齢者介護サービス事業会計決算認定について、日程第28 認定第7号 令和2年度木古内

町介護保険事業特別会計決算認定について、日程第29 認定第8号 令和2年度木古内町介護

サービス事業特別会計決算認定について、日程第30 認定第9号 令和2年度木古内町下水道

事業特別会計決算認定について、日程第31 認定第10号 令和2年度木古内町介護老人保健

施設事業清算特別会計決算認定について。以上でございます。

○議長（又地信也君） 以上、認定第1号 令和2年度木古内町一般会計決算認定についてほ

か9件については関連がありますので、一括議題といたします。

お諮りいたします。

ただいま一括議題としました10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2年度木古内町決算審査特別委員会を設置するとともに、議長及び

監査委員の新井田議員を除く8名の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10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2年度木古内町決算

審査特別委員会を設置し、議長及び監査委員の新井田議員を除く8名の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2年度木古内町決算審査特別委員会に対し、本議会

から地方自治法第98条第1項の規定に基づく検査権を付与し委任したいと思いますが、ご異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） ご異議ないものと認め、令和2年度木古内町決算審査特別委員会に対

し、本議会から地方自治法第98条第1項の規定に基づく検査権を付与し委任することに決定

をいたしました。

これより、木古内町議会委員会条例第9条第1項の規定による、委員長及び副委員長の互選

を行うため、特別委員会の開催をお願いいたします。

暫時、休憩をいたします。

休憩 午後5時55分

再開 午後6時11分

○議長（又地信也君） 休憩を解き、会議を再開いたします。

諸般の報告をいたします。

休憩中に、第1回令和2年度木古内町決算審査特別委員会が開催され、委員長及び副委員長

の互選が行われましたのでご報告いたします。

令和2年度木古内町決算審査特別委員会委員長に8番 廣瀬雅一君、副委員長に1番 平野

武志君、以上のとおり互選された旨の報告がありました。
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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2年度木古内町決算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、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。

よって、令和2年度木古内町決算審査特別委員会の審査が終了するまで、本会議を休会す

ることに決定をいたしました。

時間延長をしての本会議でありましたけれども、これにて閉会したいと思います。

皆様、どうもご苦労さまでした。

（ 午後６時１３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。
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（ 午前１０時４５分 開会 ）

開 会 ・ 開 議 の 宣 告

○議長（又地信也君） ただいまから9月9日に引き続き、会議を開会いたします。

ただいまの出席議員は10名でございます。

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

した。

ただちに本日の会議を開きます。

本日の議事日程及び説明員については、別紙配付のとおりであります。

会 議 録 署 名 議 員 の 指 名

○議長（又地信也君） 日程第1 会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第118条の規定により議長から指名いたします。

8番 廣瀬雅一君、9番 竹田 努君。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。

議 会 運 営 委 員 会 報 告

○議長（又地信也君） 日程第3 議会運営委員会報告。

議会運営委員会委員長より、議会運営に関する件について報告を求めます。

議会運営委員会 委員長 2番 手塚昌宏君。

○2番（手塚昌宏君） おはようございます。

令和3年9月16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3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。

会議開催日については、令和3年9月10日、同じく14日、出席委員については、記載のとお

りであり、欠席委員はございませんでした。

2.令和3年第3回木古内町議会定例会における意見書案の追加について。
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(1)意見書案第3号 コロナ禍における農畜産物の消費拡大及び高温・干ばつによる農作物

被害対策を求める意見書（案）。

(2)意見書案第4号 国土強靭化に資する社会資本整備等に関する意見書（案）。

3.令和3年第3回木古内町議会定例会の追加議案について。

(1)議案第12号 令和3年度木古内町一般会計補正予算（第4号）。

以上、3件を今定例会の議案及び意見書案として追加することとする。以上でございます。

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

質疑ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 質疑がないようですので、報告を終了いたします。

令和2年度木古内町決算審査特別委員会報告

○議長（又地信也君） 日程第4 令和2年度木古内町決算審査特別委員会報告。

令和3年9月9日開催の令和3年第3回木古内町議会定例会において設置されました、令和2年

度木古内町決算審査特別委員会の報告を求めます。

令和2年度木古内町決算審査特別委員会 委員長 8番 廣瀬雅一君。

○8番（廣瀬雅一君） 皆さん、おはようございます。

令和3年9月16日 木古内町議会議長 又地信也様。令和2年度木古内町決算審査特別委員

会委員長 廣瀬雅一。

令和2年度木古内町決算審査特別委員会報告書。

令和3年第3回木古内町議会定例会において、本委員会に付託された事件について、次のと

おり審査を終了したので、会議規則第41条第1項の規定により報告いたします。

記 1.会議開催状況。

開催日は、令和3年9月9日から令和3年9月16日の5日間を日程とし、出席委員、欠席委員、

説明委員は、記載のとおりでございます。

2.審査事項。

認定第1号 令和2年度木古内町一般会計決算認定についてほか9件は、記載のとおりでご

ざいます。

3.審査結果。

認定第1号 令和2年度木古内町一般会計決算認定のほか9件について慎重に審査を行った

結果、当委員会としていずれも認定すべきと決定した。

4.審査所見。

令和2年度各会計決算の中で、一般会計については、実質収支 1億797万8,000円の黒字と

なっている。

自主財源である町税や各種使用料等については、担当職員が収納意識を高く持ち努力され

てきた結果、町税においては、過去10年の中で最も高い収納率となっており、敬意を表する

ものである。今後も自主財源確保のため、収納率向上に引き続き努力されたい。

また、町民に対する様々な制度やサービスが展開されている中、利用頻度が少ない事業が
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見受けられる。今後は、いままで以上に町民への周知に取り組み、利用率向上に向け、鋭意

努力されたい。

防災対策については、例年全国的に大規模災害が発生しており、当町においても大規模な

災害が発生する恐れがある。また、北海道が千島・日本海溝沿いを震源とする巨大地震によ

る太平洋沿岸地域の津波浸水想定が公表され、当町でも津波によるさらなる浸水被害が想定

される。町民の生命と財産を守るため、備蓄品の収納場所を含め、防災計画の見直しをする

必要がある。

各種補助事業については、単年度での費用対効果は見えない事業もあるが、長期的な視野

に立ち、いままでの事業に対する検証や事業効果について、関係機関と十分に協議検討し、

効果的な事業展開を望む。

病院事業会計では、新型コロナウイルス感染症対策のため、在院日数が減り医業収益は減

少したが、その対策に国や道からの交付金があり、経常収支が2年ぶりの黒字決算となった。

しかし、現在は入院・外来患者数が通常時より大きく減少していることから、コロナ禍終

息後の経営に不安を感じるため、今後の経営について十分な協議をしておく必要がある。

また、特養いさりびの経営状況は、一般会計からの繰入金もあり黒字決算となっているが、

新型コロナウイルス感染症対策による利用制限や費用の増嵩等により、厳しい経営状況であ

る。特養いさりび内で発足したプロジェクトチームによる十分な協議・検討を重ね、経営改

善に向け鋭意努力されたい。

新型コロナウイルス感染症対策においては、行政や病院関係者のたゆまぬ行動や努力によ

り、様々な対策事業が効果的に行われ、感謝と敬意を表するところである。今後も町民が安

心・安全に生活を維持できるよう迅速かつ効果的な事業展開を期待する。以上でございます。

○議長（又地信也君） 令和2年度木古内町決算審査特別委員会委員長の報告が終わりました

が、この委員会は議長及び監査委員の新井田議員を除く8名の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。

お諮りいたします。

認定第1号 令和2年度木古内町一般会計決算認定についてほか9件につきましては、令和2

年度木古内町決算審査特別委員会委員長報告のとおり認定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） ご異議ないもの認めます。

よって、認定第1号 令和2年度木古内町一般会計決算認定についてほか9件につきまして

は、令和2年度木古内町決算審査特別委員会委員長報告のとおり認定することに決定をいた

しました。

議案第12号 令和3年度木古内町一般会計補正予算（第4号）

○議長（又地信也君） 日程第5 議案第12号 令和3年度木古内町一般会計補正予算（第4号）



- 102 -

を議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

副町長。

○副町長（羽沢裕一君） ただいま上程となりました、議案第12号 令和3年度木古内町一般

会計補正予算（第4号）につきまして、提案理由の説明を申し上げます。

1ページをお開き願います。

歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ、38万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額

を44億4,145万7,000円とするものです。

補正内容は、10款 教育費で、各部活動・大会参加報償費の追加補正です。

それでは、歳出から説明をいたします。

議案の7ページをお開き願います。

あわせて、資料番号7の議案説明資料をご覧ください。

10款 教育費、2項 小学校費、2目 教育振興費、7節 報償費 38万4,000円の追加は、

木古内小学校吹奏楽部が本年8月29日に開催された、第66回北海道吹奏楽コンクールにおい

て金賞を受賞し、北海道代表校となり、10月10日札幌市で開催される第21回東日本学校吹奏

楽大会へ出場するための参加報償費の補正です。

資料の1ページ目に事業の目的、概要、2ページ目は参加に要する費用及び予算の執行状況

と補正額の内訳、3ページは参加者名簿、4ページ及び5ページ目は開催要項を添付しており

ますので、ご参照願います。

次に、歳入を説明いたします。

6ページをお開き願います。

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 38万4,000円は、この

たびの補正を財政調整基金から繰り入れて財源とするものです。

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。

9番 竹田 努君。

○9番（竹田 努君） この東日本大会については、本会議の中でも縷々説明があった部分で

すから、子ども達に頑張ってきてほしいなっていうそういう思いがあります。ただ、今定例

会の中でもコロナ感染症対策についての議論は、多くの箇所で出されています。それで、子

ども達が東日本大会に参加をしてきたあと、どのような例えば子どもには親、家族がいるわ

けですから、俗に言う感染率の高い札幌に行って帰ってきた、そうしたら安心できる部分を

どう考えているのかっていう部分です。今回の補正は何も問題ないわけですけれども、その

あとの安心できる行ってきて大丈夫だったっていう部分のその確認をどうするのかって。

○議長（又地信也君） 予算の説明はあったんだけれども、いま質問者の言うように、感染

症対策の部分で全く何もないんですよね、説明が。私はその辺はするべきだと思うんです。

生涯学習課長。

○生涯学習課長（西山敬二君） ただいま、竹田議員のお尋ねにお答えいたします。

このたび小学校吹奏楽部が全道大会を経て、金賞を受賞し、このたび東日本大会へ出場す

ることになりました。この東日本大会につきましては、全道大会同様札幌市での開催という
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ふうになります。それにおきましてまず教育委員会といたしましては、道教委の通知に基づ

く中で、3日間の経過観察っていう部分をまず学校のほうに周知しております。10月9日に出

発して、10日に貴町されるわけですけれども、10月11日・12日・13日の3日間は、まず経過

観察っていうことで自宅で待機となります。その後、13日にＰＣＲ検査を実施いたしまして、

そこで陰性等の確認をして、14日から学校に出るというような流れで現在のところ進めてい

るところでございます。

○議長（又地信也君） 9番 竹田 努君。

○9番（竹田 努君） いま説明を聞いて安心したっていうか、ただやはり道教委が3日間の

待機だから、うちも道教委に従うっていうそれは通常なんですけれども、やはり木古内町は

国保病院も抱えている、そして感染症の受け入れもしているっていうそういう町ですから、

やはり3日のものを5日だとか道教委より日数をあれするだとか、これやはりいまのコロナの

感染症については、終息なんて考えられないわけですから、それを前提にした対策。帰って

きたらＰＣＲ検査で確認をするっていうのは、大変良いことだなと思っていますから、その

辺も含めて十分さらなる安全確保に努力していただきたい。

○議長（又地信也君） ほかに。

1番 平野武志君。

○1番（平野武志君） 1番 平野です。

今定例会の初日に竹田議員からは、子ども達の全道大会に行くことについてと一般質問も

ありまして、その中で教育長から答弁を私も聞いておりましたが、その考えについてはよく

理解しているところでございます。

今回は東日本の大会ということで、前回は北海道中から集まられる、今回は全国から東日

本、東京よりも上だと思うんです。全国から集まられるということで、より全国の都市部か

らも来られるのかなと思っております。それで、開催要項を見て心配したんですけれども、

当然ながら主催者については、コロナ感染対策をしっかりやられているということは通知済

だと思いますけれども、やはり送り出す町として感染対策について、どこまでしっかりやら

れているっていうのを調査されたのか、その上で納得して送り出しているのかっていうこと

が1点目。

それと現在、感染者数は全国的にも減少傾向ではありますが、来週にはまたシルバーウィ

ークと言われる連休、お彼岸があって、全国で人出が人の流れがまた多くなるのかなと。

その後、感染者数がまた増える可能性があるのではないかと心配しているんですけれども、

この10月9日までに全国あるいは北海道の感染者数の動向を見て、再度中止だとかする考え

はお持ちなのか、この大会がやる限りどんな状況でも行かせるっていうなのかをお聞かせい

ただきたいと思います。

○議長（又地信也君） 生涯学習課長。

○生涯学習課長（西山敬二君） 平野議員のお尋ねにお答えいたします。

まず1点目ですけれども、このたびも札幌市のほうで東日本大会ということで、全国大会

が開催されます。今回、東日本大会ということで、全国というよりも北海道、あと東北、東

京、北陸、あと西関東、東関東ということで、ある程度参加する地域については限られてお

りますけれども、その中でやはり東京だとか関東っていうふうになると感染地域が拡大して

いる地域でもございます。このたびの主催者等と確認する中で、これまでも前回もいろいろ
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主催者と確認させていただきましたが、まず2週間前・2週間後という部分につきましては、

子ども達の健康観察っていう部分を徹底されて実施して、最終的には報告のほうもしており

ます。その中で、やはり高熱だとか咳の症状、風邪症状等ある子については、参加を控えて

ほしいというふうに主催のほうからも通知がございますので、その辺については当町につき

ましてもその指示に従う中で、進めていく予定となっております。

また今後、感染状況の拡大等によって、東日本大会の参加に対する出場するのか、それと

も断念するのかという部分ですけれども、あくまでも主催者のほうで感染状況をしっかり対

策を取る中で進めてきておりますので、主催者の行う大会を開催するということであれば、

当町としてもいろんな対策を講じながら、参加させたいというふうに考えております。

○議長（又地信也君） 1番 平野武志君。

○1番（平野武志君） 1点目の感染対策についてですけれども、当然ながら行く前に健康観

察をして、体調悪いかたは来られない当たり前の話だと思うんですけれども、それを通知さ

れていますと。私が聞いたのは、実際開催される会場の流れでしたりとか、どのように消毒

が施されているのだとか、やはり行ってからのほうが心配なんです。前回の全道大会の時も

おおよそ教育長からほかの学校との接触はないですだとか、真っ直ぐホテルとそこしか直行

しないんですよ、移動の際にもおトイレも半分我慢してもらうというような結果報告を聞い

たんですけれども、今回も流れの中でしっかりと感染対策がされているのかと。そこの部分

を行くギリギリまでしっかり確認をし続けて、落ちが一つもないようにしていただきたいと

いう意味からこのような質問をさせていただいておりますので、いま現在わかる範囲で教え

ていただきたいなと思います。

○議長（又地信也君） 生涯学習課長。

○生涯学習課長（西山敬二君） ただいま平野議員のお尋ねですけれども、このたびの東日

本大会につきましては、前回の全道大会と同じ会場で開催されます。会場のほうでは、自動

的に換気できるシステム等もございますし、今回も前回同様、一般の観覧者につきましては

50％の収容ということで、制限を設けております。子ども達の出演につきましても、あくま

でもステージ上では演奏を行って、そのあとはすぐ会場をあとにしてすぐ帰ってくるような

流れとなっております。一般の生徒については、会場にも入れませんので、そういった部分

につきましては、前回と同じような状況となっております。

また、事前に音出し等の準備もあるんですけれども、それは個別の部屋それぞれの学校で

対応しているというふうに聞いておりますので、その辺については感染対策についてもしっ

かりと対応されているということで、ご承知おきいただければと思います。

○議長（又地信也君） 1番 平野武志君。

○1番（平野武志君） 子ども達がこれまで頑張られた成果をこのような場で発表する場所に

何とか行かせてあげたいという前回の教育長のお言葉、これは我々全議員も当然ながら一緒

でございます。いま感染対策を聞くといま現在は、しっかりいま聞き入れられる範囲では、

万全にやっているということですけれども、我々もこれ補正予算をとおすということは、子

ども達を札幌に送り出す一員でございますから、当然ながら子ども達の命を守るのはもちろ

んのこと、町民もやはり前回の竹田議員ではありませんけれども、不安を抱えているかたも

います。当然そういう町民の命も守るという観点から、町と協力しなければいけませんので、

この後もしっかり行って帰ってくるまで、町としてしっかり対策については、最後まで取り
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組んでいただきたいなと。気になる部分は常に聞いて、もしも落ちがあるような部分を少し

でも見つけたら、しっかりそこは主催者側に連絡するなりでもして、そこまでの意気込みで

送り出してほしいなと思いますので、以上です。

○議長（又地信也君） ほかに質疑ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 質疑がないようですので、質疑を終了いたします。

これより討論を行います。

討論ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。

採決を行います。

お諮りいたします。

議案第12号 令和3年度木古内町一般会計補正予算（第4号）については、原案のとおり可

決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

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

しました。

発議案第1号 議会閉会中の所管事務調査について

○議長（又地信也君） 日程第6 発議案第1号 議会閉会中の所管事務調査についてを議題

といたします。

議会閉会中の所管事務調査について、会議規則第75条の規定により総務・経済常任委員会

及び議会運営委員会の各委員長より別紙のとおり、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、本案については原案とおり承認することに決定

をいたしました。

意見書案第1号 コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源の充実を

求める意見書

○議長（又地信也君） 日程第7 意見書案第1号 コロナ禍による厳しい財政状況に対処し

地方税財源の充実を求める意見書についてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。
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7番 相澤 巧君。

○7番（相澤 巧君） 7番 相澤 巧です。

意見書案第1号 令和3年9月16日 木古内町議会 議長 又地信也様。

提出者 木古内町議会議員 相澤 巧、賛成者 木古内町議会議員 新井田昭男、同じく

竹田 努。

意見書案第1号 コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源の充実を求める意見

書（案）について、会議規則第14条第1項及び第2項の規定により別紙のとおり提出します。

新型コロナウイルスの感染拡大は、変異株の猛威も加わり、我が国の各方面に甚大な経済

的・社会的影響を及ぼしており、国民生活への不安が続いている。この中で、地方財政は、

来年度においても巨額の財源不足が避けられない厳しい状況に直面している。

地方自治体においては、新型コロナウイルス感染症対策はもとより、地方創生、雇用対策、

防災・減災対策、デジタル化や脱炭素社会の実現とともに、財政需要の増嵩が見込まれる社

会保障等への対応に迫られており、このためには、地方税財源の充実が不可欠である。

よって、国においては、令和4年度地方財政対策及び地方税制改正に向け、下記事項を確

実に実現されるよう、強く要望することから、記載しておりますとおり以下5点の要望事項

について、内閣総理大臣及び各関係大臣に提出するものです。

以上、提案理由といたしますので、議員の皆様のご賛同をよろしくお願いいたします。

○議長（又地信也君） 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

質疑ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 質疑がないようですので、質疑を終了いたします。

これより討論を行います。

討論ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。

採決を行います。

お諮りいたします。

意見書案第1号 コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源の充実を求める意見

書については、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

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

しました。

意見書案第2号 松前半島道路の整備促進を求める意見書

○議長（又地信也君） 日程第8 意見書案第2号 松前半島道路の整備促進を求める意見書

についてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

8番 廣瀬雅一君。
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○8番（廣瀬雅一君） 8番 廣瀬雅一です。

意見書案第2号 令和3年9月16日 木古内町議会 議長 又地信也様。

提出者 木古内町議会議員 廣瀬雅一、賛成者 木古内町議会議員 平野武志、同じく手

塚昌宏。

意見書案第2号 松前半島道路の整備促進を求める意見書（案）について、会議規則第14

条第1項及び第2項の規定により別紙のとおり提出いたします。

松前半島道路は、松前町から北海道新幹線木古内駅周辺や函館・江差自動車道茂辺地木古

内道路に接続する路線で、平成10年に地域高規格道路の計画路線に指定され、令和3年に新

広域道路交通計画に位置付けられた。

現道の国道228号は、昭和63年に旧国鉄松前線が廃止となって以降、当該沿線地域の人・

物の流通を担う唯一の道路として地域を支えている。しかし、急峻な地形と津軽海峡に挟ま

れた海岸線に位置しているため、台風や低気圧による大雨や大しけ、落石などにより通行止

めがたびたび発生し、観光や産業振興、医療施設への救急搬送や通院などに不安を抱えてい

る。

また、令和3年7月に松前町と福島町の間に位置する白神覆道の上部コンクリート片の落下

により、一時通行止めとなったが、人的被害はなく安堵したものの、住民の不安は増大し、

救急搬送及び公共交通に大きく影響したうえ、規制区間6ｋｍに対し、う回路が147.5ｋｍと

日常生活にも大きく支障を生じる形となった。

さらに、太平洋沿岸の津波浸水想定は、令和3年に改定され、海岸沿線の多くが浸水想定

域となり、対策として、避難や救助、救命に必要な高規格道路の整備が急がれている。

以上のことから、松前半島道路の早期整備は、沿線住民の長年の悲願であり、本路線の一

日も早い整備と開通が確実なものとなるよう強く要望することから、下記の要望事項のとお

り内閣総理大臣及び各関係大臣に提出するものです。

以上、提案理由といたしますので、議員の皆様のご賛同をよろしくお願いいたします。

○議長（又地信也君） 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

質疑ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 質疑がないようですので、質疑を終了いたします。

これより討論を行います。

討論ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。

採決を行います。

お諮りいたします。

意見書案第2号 松前半島道路の整備促進を求める意見書については、原案のとおり可決

することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

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

しました。
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意見書案第3号 コロナ禍における農畜産物の消費拡大及び高温・干ばつによる

農作物被害対策を求める意見書

○議長（又地信也君） 日程第9 意見書案第3号 コロナ禍における農畜産物の消費拡大及

び高温・干ばつによる農作物被害対策を求める意見書についてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

2番 手塚昌宏君。

○2番（手塚昌宏君） 2番 手塚昌宏です。

意見書案第3号 令和3年9月16日 木古内町議会 議長 又地信也様。

提出者 木古内町議会議員 手塚昌宏、賛成者 木古内町議会議員 東出洋一、同じく吉

田裕幸。

意見書案第3号 コロナ禍における農畜産物の消費拡大及び高温・干ばつによる農作物被

害対策を求める意見書（案）について、会議規則第14条第1項及び第2項の規定により別紙の

とおり提出します。

新型コロナウイルスにおいては、昨年から感染拡大が収まらず、未だに世界全体に経済の

低迷を招いており、国内では8月27日から21都道府県に緊急事態宣言が拡大され、まん延防

止等重点措置も12県となるなど危機的な状況にあります。

この影響で、観光・インバウンド需要などの落ち込みや人流の抑制によって中食・外食産

業の低迷が依然として続いており、農業においても米や牛肉・乳製品、小麦、小豆、砂糖な

どの農畜産物価格の低下と需要の減少を招いており、価格回復と需要喚起対策の強化が不可

欠となっています。

こうしたもと、本道においては7月から8月上旬にかけて記録的な高温・少雨の気候が続い

たことから、全道にわたって農作物全般に被害が及んでおり、大幅な収量減少が見込まれて

います。また、野菜においては、収穫時期を迎え高温障害等で廃耕する圃場もあるほか、定

植直後の苗において潅水作業が追い付かず枯れてしまうなど大きな影響が出ています。さら

に、酪農・畜産においても高温・干ばつにより、飼料作物が生育停滞から枯れはじめ、今後

の生乳生産への影響が危惧されています。

一方、水稲においては豊作基調にありますが、高温による乳白粒の発生など品質低下が心

配され、加えて、2020年産米の過剰在庫で米価下落が懸念されています。

ついては、次年度に向けて営農継続が図られますよう、記載しております下記の要望事項

について、内閣総理大臣及び各関係大臣に提出するものです。

以上、提案理由としますので、議員の皆様のご賛同をよろしくお願いいたします。

○議長（又地信也君） 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

質疑ございませんか。

1番 平野武志君。

○1番（平野武志君） 1番 平野です。

町内あるいは近隣町の米農家さんと話することありましたら、お米は例年同様順調だとい

う意見を聞きました。私の聞いた範囲ですけれども。そんな中、7行目・8行目でしょうか、

全道においては7月・8月上旬にかけて、記録的な高温・小雨の気候が続いたというこの影響

によって、農作物の収量減少が見込まれていますという記載でございます。当町の農業者も
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たくさんおられると思うんですけれども、当町の農業者においてもこのような影響で収量減

少というのは、多くの農業者さんでいま現在も見込まれているんでしょうか。そこの部分だ

け、お伺いしたいと思います。

○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。

全道的にはこのような状況になっております。木古内町でも9月10日頃から稲刈りがはじ

まりました。その中で、高温・小雨の影響と思われる青米粒の増加などが大きく見受けられ

まして、思ったほどの収量はないだろうというようなことでございます。町内で農業者でも

13日から稲刈りがはじまった人もおりましたけれども、この稲の状況を見て刈り取りを3日

休む、4日休む、そういう状況になっております。私達も刈る前はさほど被害はないだろう

と認識しておりましたが、実際刈り取りはじまりますとそのような状況になっていることで

ございますので、全道的な状況と酷似しているのかなと私は思います。以上です。

○議長（又地信也君） ほかに質疑ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 質疑がないようですので、質疑を終了いたします。

これより討論を行います。

討論ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。

採決を行います。

お諮りいたします。

意見書案第3号 コロナ禍における農畜産物の消費拡大及び高温・干ばつによる農作物被

害対策を求める意見書については、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

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

しました。

意見書案第4号 国土強靭化に資する社会資本整備等に関する意見書

○議長（又地信也君） 日程第10 意見書案第4号 国土強靭化に資する社会資本整備等に関

する意見書についてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

5番 安齋 彰君。

○5番（安齋 彰君） 5番 安齋 彰です。

意見書案第4号 令和3年9月16日 木古内町議会 議長 又地信也様。

提出者 木古内町議会議員 安齋 彰、賛成者 木古内町議会議員 手塚昌宏、同じく吉

田裕幸。

意見書案第4号 国土強靭化に資する社会資本整備等に関する意見書（案）について、会

議規則第14条第1項及び第2項の規定により別紙のとおり提出します。



- 110 -

北海道は、豊かで美しい自然環境や広大な大地と海に育まれた豊富で新鮮な食など、多様

な魅力を有し、国内外より訪れる観光客の増加が続いていたが、新型コロナウイルス感染症

の影響の長期化により、本道の経済は食産業や観光業、農林水産業など幅広い分野において、

大きな打撃を受けている。また、近年道内においても、平成28年8月の一連の台風や平成30

年7月豪雨、9月の北海道胆振東部地震といった自然災害が、激甚化・頻発化する傾向にある。

今後は、ポストコロナを見据えた新たな未来に向けた取り組みを加速することが必要であ

り、そのためには、道民の安全で安心な暮らしを守ることはもとより、北海道の強みである

「食」や「観光」に関連する地域が持つ潜在力が最大限発揮されるよう、平常時・災害時を

問わない北海道を支える基盤の確立に向け、防災・減災、国土強靭化に資する社会資本の整

備を図ることが必要である。こうした中、地方財政は依然として厳しい状況にあることから、

国と地方の適切な役割分担のもと、防災・減災、国土強靭化に必要な予算を安定的かつ継続

的に確保することが重要である。

よって、国においては、次の事項について特段の措置を講ずるよう強く要望するため、記

載しておりますとおり以下11点の要望事項について、内閣総理大臣及び各関係大臣に提出す

るものです。

以上、提案理由といたしますので、議員の皆様のご賛同をよろしくお願いいたします。

○議長（又地信也君） 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

質疑ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 質疑がないようですので、質疑を終了いたします。

これより討論を行います。

討論ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（又地信也君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。

採決を行います。

お諮りいたします。

意見書案第4号 国土強靭化に資する社会資本整備等に関する意見書については、原案の

とおり可決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

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

しました。

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11 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。
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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、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、別紙配付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、本定例会に付議されました案件は全て審議を終

了いたしましたので、会議を閉じます。

以上をもちまして、令和3年第3回木古内町議会定例会を閉会いたします。

大変、ご苦労様でした。

（ 午前１１時３３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9月16日

木古 内町議会議長 又 地 信 也

署 名 議 員 廣 瀬 雅 一

署 名 議 員 竹 田 努
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