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平成３１年第１回定例会（第２号） 

 
平成３１年３月５日（火曜日）午前１０時００分開議   
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午前１０時００分 開議 

  ─────────────────── 

開 議 宣 告           

  ─────────────────── 

○議長（坂田邦彦） ただいまから、平成３１年

第１回七飯町議会定例会の本日の会議を開きま

す。 

  ─────────────────── 

 日程第１ 

  会議録署名議員の指名 

  ─────────────────── 

○議長（坂田邦彦） 日程第１ 会議録署名議員

の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員として、 

１６番  稲 垣 明 美 議員   

１７番  神 﨑 和 枝 議員   

以上２議員を指名いたします。 

  ─────────────────── 

 日程第２ 

  一般質問 

  ─────────────────── 

○議長（坂田邦彦） 日程第２ 一般質問を行い

ます。 

 通告順に発言を許します。 

 横田有一議員。 

○１番（横田有一） それでは、１問質問させて

いただきます。 

 停電時における高齢者や障害者への対策につい

て。 

 昨年９月に想定されなかった大地震が北海道で

発生した。また、近年は町内においても停電が何

度か発生している状況である。 

 町は、１３年前に最長で４日間の塩害による停

電があったが、停電に対する反省が生かされてい

ないような感じがしている。 

 そこで、高齢者、障害者に対する対策、特に独

居対策について次の質問を伺いたい。 

 １、過去５年間の町内での停電の発生件数と発

生原因について。 

 ２、停電時に福祉避難所は開設していたのか。

していたのであれば、周知方法と利用人数につい

て。 

 ３、在宅のひとり暮らしの者、一人で歩けない

者に対してどのように対応していたのか。 

 ４、町内の福祉施設や医療機関では停電対策を

講じているのか。 

 以上、よろしくお願いします。 

○議長（坂田邦彦） 総務財政課長。 

○総務財政課長（俉楼 司） １点目、２点目に

ついては私から答弁させていただきます。 

 このたびの御質問要旨の中で、町では１３年前

に最長で４日間の塩害による停電があったが、停

電に対する反省が生かされていないように感じて

いるとございます。 

 昨年９月に発生いたしました胆振東部地震に起

因する全道的な停電がございましたが、平成１６

年９月、１４年前になりますが、このときにも台

風による猛烈な風により倒木が多数発生し、町内

のほぼ全域で停電になっていることから、議員の

おっしゃる１３年前の停電とはこのことではない

かと捉え、答弁してまいります。 

 まず、１点目の過去５年間での町内での停電の

発生件数と発生原因についてでございます。 

 北海道電力株式会社へ確認した数値をもって答

弁させていただきます。 

 平成２６年度は停電発生件数９件、発生原因の

主なものは樹木接触、鳥獣接触などによるもので

ございます。 

 平成２７年度は停電発生件数９件、発生原因の

主なものは樹木接触、鳥獣接触などによるもので

す。 

 平成２８年度は停電発生件数１１件、発生原因

の主なものは風雨、風による飛来物などの自然現

象によるものです。 

 平成２９年度は停電発生件数７件、発生原因の

主なものは風雨、風による飛来物などの自然現象

によるものでございます。 

 平成３０年度は２月２４日までの期間として、

停電発生件数９件、発生原因の主なものは胆振東

部地震によるものでございます。 

 ２点目の停電時の福祉避難所の開設と周知方法

と利用人数についてでございます。 

 今回、初めて福祉避難所として保健センターを

開設いたしました。 
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 在宅の介護認定を受けている方、障害者の方で

自力避難が困難な方については、包括支援セン

ター職員、居宅介護支援事業所ケアマネー

ジャー、特定相談支援事業所からの連絡により避

難所の周知を行っております。 

 利用者としては、男性２名、女性１名の合計３

名の利用でございました。 

 以上でございます。 

○議長（坂田邦彦） 福祉課長。 

○福祉課長（村山德收） ３点目と４点目の福祉

施設の停電対策について、私から答弁させていた

だきます。 

 ３点目の在宅のひとり暮らしの者や一人で歩け

ない者に対してどのような対応をしたのかについ

てお答えいたします。 

 まず、一人で歩けない方に対する対応でござい

ますが、災害時要援護者名簿から在宅の介護認定

を受けている方及び障害支援区分認定を受けてい

る方で自力避難が困難な方については、その方を

担当している地域包括支援センター職員、居宅介

護支援事業所のケアマネージャー、障害者児をマ

ネージメントする特定相談支援事業所の相談専門

員から電話、訪問等により状況把握を行い、昨年

９月に発生した北海道胆振東部地震発生直後の停

電の際には、避難所または福祉避難所へ避難を希

望する方については、福祉課が福祉避難所へ移送

するなど避難誘導を実施しております。 

 次に、在宅のひとり暮らしの方に対する対応で

ございますが、地域防災計画第１２節災害時要援

護者対策計画において、自力避難が可能な高齢者

は災害時要援護者に含まれていないことから、自

力避難が困難な方以外の方については対応してい

ない状況でございます。 

 次に、４点目の町内の福祉施設や医療機関では

停電対策を講じているのかの福祉施設についてお

答えいたします。 

 町内の老人福祉法に規定する施設２７カ所中、

自家発電設備等を備えるなど停電対策を講じてい

る施設は３カ所。また、町内の障害者総合支援法

及び児童福祉法に規定する施設１６カ所中、自家

発電設備等を備えるなど停電対策を講じている福

祉施設はない状況になってございます。 

 以上でございます。 

○議長（坂田邦彦） 子育て健康支援課長。 

○子育て健康支援課長（磯場嘉和） 医療機関の

停電対策について答弁させていただきます。 

 町内の医療機関の停電対策として、自家発電機

があるのはななえ新病院となるかわ病院の２カ所

になります。 

 以上です。 

○議長（坂田邦彦） 横田議員。 

○１番（横田有一） 延べ件数が今医療機関のや

つというのはちょっとわからなかったので、

ちょっとそれだけ先に教えていただけますか。 

○議長（坂田邦彦） 総務財政課長。 

○総務財政課長（俉楼 司） 停電の延べ件数と

いうことでお答えしてまいります。 

 ５年間で４５件の延べ件数となってございま

す。 

 以上です。 

○議長（坂田邦彦） 横田議員。 

○１番（横田有一） 医療機関の、２件だけ自家

発電があったよということに対する延べ何件あっ

たのですかということを聞いたのです。 

○議長（坂田邦彦） 子育て健康支援課長。 

○子育て健康支援課長（磯場嘉和） 済みませ

ん。 

 医療機関全体で１９件ありまして、そのうちの

２件ななえ新病院となるかわ病院の２カ所という

ことです。 

 以上です。 

○議長（坂田邦彦） 横田議員。 

○１番（横田有一） １問目の想定されないもの

だというのは、確かに去年の９月にあった地震の

ことだと思うのですけれども、停電というのはこ

ういうふうに見てもわかるとおり、毎年９件、９

件、１１件、７件、９件ときている。その時間帯

も結構もう半日ぐらいとまっている。これ町内の

話ではないですけれども、北電のほうからのイン

ターネットで見れば、そのぐらいの数字というの

はかなりある。中には１,８００件とか、夕張の

ほうでとまったよというのがあって、停電という

のは日常茶飯事あるよということであるので、や

はりそういう医療施設とか福祉施設だとか、今回
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の質問からずれるのですけれども、一般のそうい

う公共施設とかにもそういうことはやっぱりやっ

ていかなくてはいけないよねということはやは

り、きちっとしたサービスをしていかなくてはい

けない。自家発電とか、そういうものをしていか

なくてはいけないよねというのがあると思うので

すけれども、それに対してどのようにしていくの

かというのがちょっとわからないので、その点、

まず１点聞きたいのというふうに思います。 

 それから、２番目の福祉避難所としては保健セ

ンターを１カ所開設しましたよ、そして対応した

のは福祉課と包括のほうでやって、包括の人間の

ほかに居宅をやっているケアマネだとか特定のほ

うの障害者のほうの方がそれをフォローしたとい

うふうに言っているのですけれども、福祉避難所

というのは町内に５カ所、コミュニティーセン

ターと大中山コモンと文化センターと、そして大

沼のところと、そういうふうに分けてあるのです

けれども、それが実際に保健センター１カ所しか

作動しなかったというのはどういうわけなのかと

いうのを聞きたい。 

 大川のコミュニティーセンターが福祉避難所で

１２名をとると、大中山コモンが２０名、文化セ

ンター８名、保健センターが２０名、大沼の多目

的が４名の計６４名。それだけのものをとれるよ

ということで、それだけのものを用意しています

よということだと思うのですけれども、今回保健

センターのみの開設というのはどういうわけだっ

たのかというのを、まず聞きたいです。 

 それから、在宅のひとり暮らし、それから一人

で歩けない人たちに対してどういうふうな方法で

実際にやっていたのかというと、さっき言ったの

はあくまでも国が指針として平成２８年の４月に

出した福祉避難所の確保、運営のガイドラインと

いうのを見ると、まず、この５カ所の中でやれる

というのは保健センターしかないよというふうな

書き方になっているのですけれども、それ以外は

こういうふうにして延べで４４名受け入れやれま

すよと出した理由が何なのかというを教えていた

だきたいと思います。 

 それで、そういうところというは、あくまでも

個室にしてくださいよというふうに指導になって

いますけれども、それは実際にそういうふうな、

今の５カ所というのは個室になっているのかどう

かという、そういうものをちゃんとつけてやった

のかということ。 

 それから福祉避難所で預かるという人たちにつ

いては、国は、市町村は福祉避難所の指定、整備

数を検討するための基礎資料として、福祉避難所

の対象となる者の概数を把握する、把握してくだ

さいということが１点ありますので、そこを把握

しているのかどうか。 

 それから、福祉避難所の対象となる者は、１、

身体障害者（視覚障害者、聴覚障害者、肢体不自

由者等）と入っている。それから知的障害者、精

神障害者、高齢者、それから人工呼吸器、酸素呼

吸器装置を使用している者の在宅の難病患者。そ

れから妊産婦、乳幼児、病弱者、傷病者というふ

うな、この人たちに該当するのではないかと、こ

ういう人たちを入れるのが福祉避難所ですよとい

うふうに答えている。それがそのとおりできてい

るのかどうかというのがちょっと見えないので、

そこのところ教えていただきたいなと思います。 

 そして、４番の町内の福祉施設と医療機関の停

電対策ということで、どのぐらいの大きさの自家

発電機をつけてやっているのかというのは、そこ

まで今回調べていただいているのかどうか教えて

いただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（坂田邦彦） 総務財政課長。 

○総務財政課長（俉楼 司） それでは、順にお

答えしてまいります。 

 まず、公共施設の停電対策といいますか、現状

平成３１年度の当初予算には公共施設の自家発電

等、その停電対策に要する経費は盛り込んでござ

いませんが、今後、国、道の支援制度を活用して

そこは整備をしてまいりたいと考えているところ

でございます。 

 続きまして、福祉施設の周知に関しまして、福

祉避難所５カ所ありますけれども、どうして１カ

所だけのというところのお問い合わせになります

けれども、今回私どもの想定していない停電とい

うことで、初めて福祉避難所として保健センター

１カ所を開設させていただきました。 
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 それにつきましては、議員おっしゃるとおり計

画では５カ所福祉避難所として想定してございま

すので、それをあける想定をしなければならな

かったのかなと、今、去年の９月以降の総括の中

では改めて感じております。 

 今後、停電の規模だとか地域の状況によって、

町内にある福祉避難所もあけるようなことを進め

てまいりたいと思っていますので、御理解をいた

だきたいと思います。 

 ３点目、福祉避難所は個室になっているのかと

いうところの御質問でございます。 

 現状、福祉避難所の想定はしておりますけれど

も、個室になるような形にはなってございませ

ん。そこも、今後福祉避難所はどうあるべきかと

いうのは充分検討して、それに対応する部分と、

福祉避難所に来ていただく方というのはいろいろ

な障害の種類によってもいろいろ個別的に個室が

なければならないというところは感じてございま

すので、そういうところも今後整備してまいりた

いと思ってございます。 

 私からは以上です。 

○議長（坂田邦彦） 福祉課長。 

○福祉課長（村山德收） ４点目の再質問の中

で、国のほうのガイドラインということで、その

中の避難所の対象となる者の現状等の把握、概数

の把握というところの御質問でございます。 

 確かに国のガイドラインの７ページ、８ページ

のほうに避難所の対象などの概数の把握の中に先

ほど議員のおっしゃられたような身体障害者で

あったり知的障害者である人という部分の項目が

ございます。 

 その中で、今回私どもで押さえていた基本とな

るものが高齢者、６５歳以上のひとり暮らし、そ

して６５歳以上の者で構成される高齢者世帯、そ

れのほかに高齢者の中で介護認定を受けている

者、６４歳以下の方で身体障害者、知的障害者、

精神障害者というぐあいに押さえております。 

 人工呼吸器、酸素供給装置等を使用している在

宅の難病患者というものがガイドラインにござい

ますが、こちらについては、人工呼吸器を使って

いるという方が実際在宅のほうで在宅酸素療法と

いうことで、医療機関から人工呼吸器等をリース

で借りている方が主なものでございまして、人工

呼吸器のリースをされている在宅人工呼吸療法を

されている方という具体的な件数は押さえていな

いのが現状でございます。 

 ただし、この人工呼吸器を使っている方につい

て、あわせて排たん補助装置、たんがのどに絡ん

だり肺に入ったりしないように、ネブライザーと

いう装置がございます。そちら障がい福祉のほう

で給付しておりますので、ネブライザーを使って

いる者については、おおむね在宅人工呼吸療法を

しているというふうに考えられますので、ある程

度のケースは押さえているという状況でございま

す。 

 以上でございます。 

 済みません、答弁漏れございました。 

 福祉施設の３カ所の発電機の規模についてでご

ざいますが、３カ所のうち地域密着型介護老人福

祉施設については、自家発電装置ということで施

設の設備みたいな形で設置されているところが

１カ所。介護老人保健施設についてはヒアリング

の結果９月６日時点では発電機はありましたが、

非常用照明にしかつながっていない簡易なもので

発電はされていたと。それで、この震災以降、最

低限なものに、厨房等に電力を回せるように改修

をしたというレベルのものです。 

 あとは特定施設入居者生活介護、こちら養護老

人ホームになりますが、９月６日時点では小型の

発電機２台だけ持っていて、そちらのほうでナー

スコールとか非常用照明に対応していたと。その

後、震災後小型発電機を１台新たに購入し、水周

り関係のほうを対応するように設置したというこ

とで把握しております。 

 以上でございます。 

○議長（坂田邦彦） 横田議員。 

○１番（横田有一） 一遍に四つやるというのは

なかなか大変なので、ちょっと申しわけないので

すけれども、ちょっと細かくなるので一つ一つや

らせていただければと思いますけれども、無理な

ら。まずやれるかどうか、やらせてもらいます。 

 防災計画の中にあります平常時の備えというこ

とで、災害時の要援護者への配慮というふうなあ

るのが防災計画の１２ページのところに書いてあ
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るのですけれども、その配慮って何を指している

のかというのをまず１点教えていただきたいと思

います。 

 それから、同じく９９ページのところにホテル

とか旅館を避難所にすることはできますよという

ふうに出ている。これについては、実際に七飯町

ではそういうところと、例えば提携を組んで一緒

にやりましょうというような、そういうような契

約をしているのかどうかというのを教えていただ

きたいということと、福祉避難所の国のマニュア

ルの中にも各市町村でマニュアルつくれというふ

うに書いてあるのですけれども、それはあるのか

ないのか。 

 それから、避難行動要支援者名簿というのはつ

くってあるのかどうか。 

 それから、そういう被害を受けている人たちに

対して１０人に１人の生活相談員職員というのを

配置しなさいよということだったのですけれど

も、今回保健センターで３人の人を受け入れした

と、その受け入れした中にそういうものをちゃん

と配置したのかどうかというのを教えていただき

たいというのと、今まで福祉避難所ということで

５カ所あって６４名の人が入りますよということ

になれば、８人のそういうのをきちっと町側で用

意しているのかというのを教えていただきたいな

と思います。 

 それから、自主防災組織というのを立ち上げな

さいよとなっていますけれども、おたくのほうの

施政方針演説の中でも自主防災組織は立ち上げま

すよと施政方針演説に出ていたのですけれども、

それというのはもう完了しているのかどうか。 

 それから、独居の高齢者の数、それから障害者

の数というのは押さえていると思うのですけれど

も、その数教えていただきたい。 

 以上です。 

○議長（坂田邦彦） 総務財政課長。 

○総務財政課長（俉楼 司） それでは、順に答

弁してまいります。 

 まず、防災計画の１２ページの配慮というとこ

ろでございます。日ごろの配慮といいますか、そ

の方たちがどこにいるかというのを確認するとい

うところだとかが配慮に当たるのかなということ

で思ってございます。 

 ２番目のホテル等の連携についてでございま

す。町側でホテルとの連携を進めているところは

現状ではございません。 

 また、福祉避難所の設置に係るマニュアルにつ

いても現在はマニュアルはございません。 

 ４番目、災害時の要援護者の名簿につきまして

は、名簿を整備しているところではございます。 

 続いて５点目になります。福祉避難所に相談員

の設置が必要ですよというところでございます。

ここについても国の指針といいますか、その中で

は配置が必要だというところでございますけれど

も現状、町のほうでは配置をしてございません

し、七飯の福祉避難所５カ所で避難所に６４名来

ていただくということになれば８人の相談員が必

要になるということでございますけれども、ここ

ら辺についても現状は配置をしてございません。 

 次に、自主防災組織についてお問い合わせがご

ざいました。七飯町では今４団体の自主防災組織

がございますが、これも今後、災害時に要援護者

に避難していただくためには、町内会だとかそう

いう自主防災組織とかの協力者がいなければ速や

かに避難所とかに避難することができませんの

で、そこら辺は今後町内会のほうに働きかけをし

ながら自主防災組織の組織化に向けても動いてい

かなければならないと思ってございますし、それ

は自主防災組織ができなかったとしても、町内会

で動いていただくような協力を今後行っていきた

いというところで思ってございます。 

 私からは以上です。 

○議長（坂田邦彦） 福祉課長。 

○福祉課長（村山德收） 私のほうから、それで

は障害者の数とか独居の数ということで、ひとり

暮らし高齢者、独居の数なのですが、現在１,２

９６世帯でございます。人数でいっても１,２９

６人という形になります。こちら災害時要援護者

の把握のときに押さえている数字でございます。 

 続きまして、障害者の数でございますが、こち

ら今手元にあるのが災害時要援護者の障害者の数

でございますが、１級、２級の方が２３名、精神

障害者の１級、２級の方が６名、療育手帳Ａ判定

がゼロ名という形になっております。 
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 以上でございます。 

○議長（坂田邦彦） 横田議員。 

○１番（横田有一） 想定外だという去年の９月

の地震があって、停電とかいろいろな防災を見直

さなければいけないですよという話だったけれど

も、去年の９月だってもう６カ月ですよね。何も

進んでいないのではないかという感じですよね。

これってやはり、ちょっとこんなスピード感でや

られたらちょっとまずいのではないかと思うし、

なぜ停電をやるかというと、日常茶飯事に停電と

いうのはあり得るよねというのを、そういうこと

を僕データとして出してもらって皆さんの頭の中

にも５年間で４５件もあったということ、そうい

うふうな数字ということは少なくたって想定外で

はないのですよ。想定内なのです。もう少しその

辺のスピード感というのを持っていってもらわな

ければ、生活弱者というのか、そういう人たちが

本当に置いていかれていく。 

 元気な人たち、健常者はそのまま自分で全部で

きるかもしれないですけれども、これだけ七飯町

の高齢者率だって上っている。そして、ここで

今、実際に独居の人たちだってこれだけいるので

すよ。それを包括とケアマネで対応するって、数

限られるじゃないですか。だからこの数字って３

名という数字が出てきたのではないかと、実際に

はもっといるじゃないですか。そう思いますよ。 

 だからそこが、それをいるかどうかというのが

どうなのですかなんて聞いてしまうと大変なこと

になるので、申しわけないですけれどもそれは聞

きませんけれども、やはりそこのところにスピー

ド感持ってやっていくということ、それから、そ

ういうものということは、本当に町長が言ってい

る「住み続けたいまち、ななえ」というのだった

ら、そこはやっぱり大事な話になってくると。そ

こをやはり職員の皆さん、理事の皆さんにきちっ

と考えていただきたいと思うし、やっぱり町長は

もう少し気合入れてやってもらわないとまずいの

ではないかなと思いますので、そこのところひと

つ、もうあれもこれも聞いていると対応がまだで

きていませんというのだったらこれは困る話では

ないかと思いますので、ひとつここのところを速

やかに進めていただきたいと思います。 

 これ以上やっても余りいい答えが出てこないと

思うので、申しわけないのですけれども、今、国

がそういう公共施設だとか、それから福祉施設だ

とか医療機関だとか、そういうところに進めてい

る自家発電の部分で予算は組めなかったよという

のですけれども、今後どういうふうにして改めて

いくのか、そこのところをお願いします。 

○議長（坂田邦彦） 副町長。 

○副町長（宮田 東） それでは、私のほうから

全体的な話というような形の中で、今後の方向も

含めてお話させていただきたいなと思ってござい

ます。 

 いろいろ御指摘受けましたけれども、その部分

については不十分という部分については御指摘の

とおりかなと思ってございます。 

 ただ、過去の経過を申し上げますと、東日本大

震災以降、いろいろな災害がございました。その

ときに一番メーンといいましょうか、主な大きな

課題については耐震の関係がございました。それ

で、今の停電の部分も当然その部分にも関連はし

てくるのですが、まず優先的には安全・安心な建

物に直していこうというのを最優先というような

形の中で進めさせていただいたという経過がござ

います。 

 その中で、停電の部分については少し対応が遅

すぎたと、こういうような部分については御指摘

のとおりかなと思ってございます。 

 今回の胆振東部地震の関係におきまして、大き

なブラックアウトというような全道一円の停電と

いうようなことがございまして、その部分も含め

て今現在対策を進めているというようなことでご

ざいます。 

 ちょっと言い訳になるかもわかりませんが、決

して今まで検討していなかったということではな

くて、いろいろな部分で国の２次補正に載せよう

とか、そういう動きを各課のほうから希望を聞き

ながらやってきてございました。ただ、今回の国

の２次補正におきましても、詰めていきますと対

象外というようなものがございました。そのよう

な中で、なかなか全てに満度な財源だとか、そう

いう部分についてなかなかそれに合うようなも

の、メニューがなかったというようなことでござ
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います。 

 そして、今後、ではどうするのかということが

ございますけれども、新年度予算にも国の２次補

正に載れるのではないかというような形で進めて

きたのですが、新年度予算についてもそれについ

て間に合わなかったという部分もございます。 

 ただ、国のほうの体制としましては、３年間国

土強靭化というような形の中で手厚くその部分に

ついての対策はとりますよというようなことをい

ただいてございます。それは補助なり交付金な

り、また、有利な起債というような形のもので

承ってございます。その部分については、ある程

度そちらのほうに載せていこうということで、６

月の補正に何とか計上してまいりたいなという考

え方をしてございます。 

 各課からそれぞれの希望を聞いている発電機を

含めて、自家発電機の直しだとか、そういう部分

も含めて、全てある程度聞き取ってございますの

で、それが具体化して特定財源を見つけた段階に

おいては議員の皆様にもお知らせしてまいれるの

かなという形で今現在進んでいるということで

す。 

 決してスピード感がなくてというわけではござ

いません。何らかの長寿命化もあわせながら、特

定財源を見つけながら現在進めているということ

で、まず御理解をいただきたいなと思ってござい

ます。 

 特に、今は福祉避難所の関係について多く御質

問を受けているわけでございますが、福祉避難所

については、保健センターというところが一番、

あそこには医療の専門的な保健師がいますので、

そちらが一番対応が速やかだろうということで、

今回については福祉避難所ということで保健セン

ターだけを設置させていただいたというような形

でございます。 

 福祉避難所のあり方についてもいろいろガイド

ラインだとか、それに適用しているかというと多

分全てが適用されていないとは思ってございま

す。その辺を含めて、福祉避難所保健センターが

中心になりますけれども、そこについては手厚く

整備をしてまいりたいという考え方で現在進めて

おりますので、その辺につきましても少し時間の

猶予をいただいて、どこまでが必要かというよう

な部分もございますので、その辺も検討させてい

ただきたいと思ってございますので、そのような

形で御理解をお願いしたいなと思ってございま

す。 

 いずれにしても全く進んでいないのではなく

て、進んではいるということで御理解をお願いし

たいなと思ってございますので、その点よろしく

お願いいたします。 

 以上でございます。 

○議長（坂田邦彦） 横田議員。 

○１番（横田有一） 一番最初の質問の中で、今

ちょっと外れるかもしれないのですけれども、１

３年前か１４年前だよというのですけれども、１

４年前に町が４日間やったときに塩害で、例えば

福祉施設で結局水道はそういう２階建てとか３階

建てのときはタンクを上につけなさいとか、地

下、下に下げなさいよといってポンプで吸い上げ

なさいよとかということがあるから、電気がと

まったらもう水道もとまるのですよね。 

 前回の場合は、消防車が来てくれてそこのとこ

ろに例えば浴槽だとかそういうところに水を張っ

てくれたというのがあるのです。でも、結局なん

で生かされなかったかという話をしなかったもの

でちょっと、今この話させていただいているので

すけれども、今回は結局そこに、１４年前にいた

ときの担当者とかそういう人たちがいなくなった

ということがあって、今回そういうこと全然やっ

てくれなかったのです。 

 そして変な話ですけれども、１８リットルのポ

リ缶１０缶ぐらい持ってきてこれで勘弁してくだ

さいよって、そういうような中身であると。私は

そういうふうに聞いていますよ。 

 だから、もう少なくたって本当に去年の９月の

やつが想定外だとかって、そんな言葉って、だか

ら想定内でもどっちでもいいですよ。町としてそ

ういうものがあったとき、どういうふうにしてど

ういうふうなマニュアルを持って福祉施設なり医

療機関なりそういうところにやってあげられるの

ですかということですよ。だから、そういう継続

性がないからおかしいのではないですか。だか

ら、継続性ができないのだったら自家発電機でも
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つけてあげて、自分たちで全部やればいいじゃな

いですかというふうにしたほうがまだいいのでは

ないですかということだと思うのですよ。 

 それが、町が、いやいや、我々にはそういうマ

ニュアルもあるしそういうものも持っているか

ら、それを生かして私たちやっていきますよと言

うのだったらいいけれども、全然１４年前にやっ

たことに対して何も生かされていない。当時のや

り方と今回のやり方全然違っていましたよね。 

 時代も変わってきただろうし、今なんて９月に

皆さんにスマホの携帯の電源を充電させてあげる

と。そのときはスマホも携帯もなかった時代です

から、そういうふうなものも出てきている。で

も、我々にとって確かにそういうものも必要かも

しれないけれども、やっぱり日常らしく生活でき

るようにしてもらえるって、少しでも日常に近い

ようにしていただけるということのほうが大事な

話じゃないかと思うのですよ。 

 だから、そこのところを、いやうちはこういう

やり方でやっていきますよというのだったらそれ

はそれでいいのですけれども、だからきちっとそ

の辺を出してもらいたいと思うし、それから、副

町長が言ったように、今、災害対応力強化という

ことで３０年補正と３１年度補正、３１年当初予

算のやつでこうやって施策の説明会ってこれ民間

なのですよ。民間で函館市はことしの３月１５日

に５０名でやりますよと。お金をそういうとこ

ろ、中小企業における自家発電装置の導入支援制

度及び事業継続計画の策定支援、これに補助金を

出しますよとやっているのですよ。これって申し

わけないですけれども、僕、ハイヤー協会からい

ただいていたのですよ。七飯町からこういう書類

いただいていないのですよ。少なくても地元の大

きな企業でこういうもの必要だなというところに

そういうものを町側が出してくれるというのだっ

たら僕もまだわかる。そういうことも全然なされ

ていませんよね。それで６月にやります、何月に

やりますっていったって、これはおかしい話では

ないですか。 

 そして、旭川は１月２８日で締め切ったけれど

も、高齢者施設非常用自家発電設備整備に係る補

助事業の協議についてといって、ほしいところ出

してくださいよって、そういうのやっているので

すよ。 

 そして、補助基準単価に対して、例えば国が２

分の１を出しますよと、こういうのありますよと

こうやってやっている。ホームページに出ている

のですよ。なんか知らないけれども、町の建てた

ものに対しては皆さんに、各課に聞いています

よって言っているけれども、例えば、福祉課が各

福祉施設なり医療施設のほうに、医療施設は福祉

課ではないみたいですけれども、ではそういう聞

き取りをしたかということ。何もないですよ。そ

ういうものをしていなくて、それで６月にありま

すよって。６月にあるの町の施設に対するそうい

うやつではないですからって、それわからないの

で後で答えていただきたいと思いますけれども、

私はそういうふうに感じます。 

 だから申しわけないのですけれども、もう少し

自分たちでできるもの、できないもの、それから

そういうものをもっと努力してやっていく、それ

から金を使わないでできるものってあるじゃない

ですか。我々体を動かして、そして町民にサービ

スするっていうことだってあり得るじゃないです

か。何か金出せばいいっていうものではないじゃ

ないですか。やはり、そういうふうなことをして

いかなければ、本当に今、地域支え合い事業なん

てそういう言葉出ているけれども、誰がどこで誰

を支えているのですかってわからなくなっている

のではないですか。包括支援システムなんてそん

なのもう空白っていうのですか、もう言葉が空虚

なものになっていってるじゃないですか。やはり

そういうものを、何でも金ではないのですよ。み

んなで地域を七飯を守っていくって、そういうも

のをやっていかなければ、これはおかしくなりま

すよ、本当に。そこのところ済みません、最後に

町長にもお願いします。 

○議長（坂田邦彦） 福祉課長。 

○福祉課長（村山德收） 今、横田議員のほうか

ら御指摘あったとおり、地域で支え合っていくと

いうのが福祉課の理念でございます。 

 福祉施設の発電機の補助についてなのですが、

先ほど旭川と同じとおり１月２８日までのもので

あったと。それで、１月中旬までに私どものほう
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からメールでございましたが各施設のほうに案内

をさせていただいた。しかしながら、丁寧にヒア

リングとかそういうものについてはちょっとでき

なかったというのが、すごく今回反省するべきと

ころであると思っております。 

 そういった意味で、またこの３ヵ年の緊急対策

の中で、またこういう事業も道のほうからとりま

とめがきた際、きめ細やかに事業所であったりあ

と本部だったりというものに情報提供して、交付

申請の補助もいろいろと相談に乗りながら、そう

いうことで今後福祉施設に対する発電機の補助に

ついては進めてまいりたいと思います。 

 また、町のほうで担当している者が地域密着型

のうちのほうで地域密着型の許認可していますの

で、そちらがメーンで補助申請を受けると、それ

で広域型の大きな特別養護老人ホームであったり

老健施設であったり養護老人ホームであったりと

いうのが、道が直接許認可しているものですか

ら、そういうところに対する補助申請等の相談が

道になると思いますが、そういうところも、もし

疑問のところ、例えばルールとして新規で発電機

をつけなければ補助対象になりませんよと、発電

機がもう既にあるところは補助対象ではありませ

んとか、いろいろなルールございますので、そう

いう細かいところの配慮もしながら対応してまい

りたいと思ってございます。 

 それで、この事業、先ほど副町長からも言った

とおり、防災・減災、国土強靭化のための３ヵ年

緊急対策ということでございますので、ちょっと

また来年度もありますので、この辺についても

しっかりと対応してまいりたいと思っております

ので、御理解のほどよろしくお願いします。 

○議長（坂田邦彦） 町長。 

○町長（中宮安一） 副町長が申し上げたのは、

公共施設の発電機の話であります。 

 そして、防災・減災基金、あるいは国土強靭化

の補助金を使いながら、ぜひ今もう進めていて、

いろいろな確約をとるまではまだいっていません

ので、確約をとり次第補正予算を組んでいきたい

ということを申し上げさせていただきました。 

 そして、今、福祉課長のほうからは、非常に締

め切りが間近だったものですから、メールでとい

う言葉で答弁させていただきました。 

 実際にも民間の各施設のほうは、福祉施設のほ

うについては締切日が非常に近かったためにメー

ルでもってやってしまったということでありま

す。 

 私も、後にそれはそういう事業であればそれは

メールではなくて、やはり職員手分けして個々に

しっかり説明しないといけないということを申し

上げましたけれども、その時期はもう過ぎてしま

いましたので、次の時期が来たときには各福祉施

設、あるいは医療機関に対して私どもの足でもっ

てしっかり説明して、そして、できるだけ多く施

設に自家発電機をつけていただくように協議をし

てまいりたいというふうに思います。 

 決して議員がおっしゃった、金さえあればいい

のかという、そういうことでは考えておりませ

ん。 

 私も１３年前に町長になったときもやはり当時

は非常に、今よりももっと交付税が少ない時代で

ありまして、お金はない、でも２万９,０００人

の知恵と工夫があるんだと、こういうことで協働

のまちづくりということを申し上げてきてこの１

３年間やらさせていただいておりますので、これ

からもそのことは不変であります。 

 ぜひ、皆様方と町民の皆様方、そして町内会含

めてしっかり知恵と工夫でもって協働のまちづく

りというものをもう一度、今まで以上に進めてま

いりますのでぜひ御理解をいただきたいなという

ふうに思います。 

 それと、水道の高層階の部分では、議員おっ

しゃったとおり電気が来ないと上に上げられない

ということで、発電機のあるところはもちろん全

然問題ございませんでした。町自体の水道も問題

なく、給水がとまるということがなかったもので

すから、高層階で発電機の持っていないところに

ついては、全てやれればよかったのでしょうけれ

ども全てではございませんでしたけれども、給水

袋といいましょうか、それに水を入れたものを配

置して歩いたという、これが全てやれればよかっ

たのでしょうけれども、全てではなかったという

ふうにお聞きしていましたので、それを全てやれ

るようにするにはどうしたらいいのかなというこ
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とを、もう一度原点に戻ってしっかり考え直して

対策を打ってまいりますので、それも議員おっ

しゃるとおりちょっとスピード感が足りないとい

うことであれば、しっかりそのことを守りながら

一生懸命頑張ってまいりますので御理解をいただ

きたいと存じます。 

 以上でございます。 

○議長（坂田邦彦） 通告順に発言を許します。 

 稲垣明美議員。 

○１６番（稲垣明美） それでは、通告に従いま

して質問をさせていただきます。 

 休日における子育て支援策についてです。 

 七飯町での子育て支援に本町、大中山の支援セ

ンターがあります。そこではさまざまな企画があ

り、年齢にあわせた交流や親子の触れ合い、ま

た、お母さんやお子さんにとっても友達づくりが

できるなど有効な場所であると考えます。 

 現在共働き世帯が増加している中、平日に子供

を預けて働いている御家族にとって休日は家族と

触れ合う大切な時間であると思います。 

 そこで次の点についてお伺いしたいと思いま

す。 

 １、休日の子育て支援策についてどのようなも

のがあるか。 

 ２、天気が悪いときは外出する場所がなかなか

ないとの声も多く上がっており、悪天候でも子連

れが出かけやすい楽しめる場所はどのような場所

があるかお願いします。 

○議長（坂田邦彦） 子育て健康支援課長。 

○子育て健康支援課長（磯場嘉和） １点目の休

日の子育て支援策についてですが、町では日曜サ

ロン自由解放として、道民家庭の日でもある毎月

第３日曜日に「あそんでＳＵＮＤＡＹパパ」を開

催しています。これは、日ごろお子さんとコミュ

ニケーションがなかなかとれないお父さんや、お

母さんのリフレッシュをと考えているお父さんに

お子さんと一緒に支援センターで遊んでもらうも

ので、流しそうめんや雪遊び、餅つきなど体験型

のメニューを提供しています。 

 また、その広報周知方法として広報ななえの裏

表紙のタウンカレンダーに日程を掲載するととも

に、集まれキッズ＆ペアレンツという子育て支援

センターの専用ページを設定しております。 

 ２点目の天気が悪いときでも子連れで出かけや

すく楽しめる場所とのことですが、就学時前児童

を対象に考えますと、渡島管内において屋内施設

では函館駅前にある函館キッズプラザとはこだて

みらい館、函館競馬場のキッズコーナー、八雲町

にあるパノラマパーク、道の駅のほか民間商業施

設内に設置されたキッズスペースなどがあります

が、全体的には少ない状況です。 

 第１期子ども・子育て支援事業計画のアンケー

ト調査でも就学前児童がいる家庭で７０％、小学

生のいる家庭でも５６％と高いニーズがありまし

た。 

 新年度に第２期七飯町子ども・子育て支援事業

計画の策定を予定しており、改めて子育て世代の

皆様とタウンミーティングの開催を検討しており

ますので御理解いただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（坂田邦彦） 稲垣議員。 

○１６番（稲垣明美） まずは「あそんでＳＵＮ

ＤＡＹパパ」は内容によってすごく好評だったり

とか集まっている人数も多いと聞いていますが、

お母さんに対しての週末の支援策についてはどの

ようなものがありますか。パパではなくてお母さ

んと一緒にというのはどのようなものがあります

か。 

 また、天候が悪いときのやつなのですけれど

も、七飯町の遊べるところが少ないように感じま

すが、その辺はいかがでしょうか。 

○議長（坂田邦彦） 子育て健康支援課長。 

○子育て健康支援課長（磯場嘉和） 週末のお母

さんの支援ということですけれども、基本的には

週末は家族で過ごしていただきたいというのが一

番思うところでございます。 

 中でもお母さんをちょっと休ませてあげようと

かリフレッシュさせてあげようということで、Ｓ

ＵＮＤＹパパということでお父さんと子供さんで

触れ合ってもらって、その間、お母さんにちょっ

と家で休んでもらってとかということで、午前中

はそういうのをやって昼からまた家庭に戻って、

一緒に遊んでいただくというようなものがあるの

かなと思っています。 
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 また、遊び場が少ないということですが、それ

は先ほどもお話したとおり函館のキッズプラザで

すとかそういうところしかなくて、道南というか

このあたりには少ないというのが現状でありま

す。 

 以上です。 

○議長（坂田邦彦） 稲垣議員。 

○１６番（稲垣明美） 共稼ぎのお母さんにとっ

て、週末にお子さんをどこに連れていくかといっ

たときに、なかなかないという声がすごく多く

て、先ほどの子ども・子育て支援事業計画の中で

もアンケートの中に多いというのは示されており

ます。 

 それで３１年度まで、また今新しく立てると思

うのですけれども、どのようなことを盛り込もう

と思っておりますか。 

○議長（坂田邦彦） 子育て健康支援課長。 

○子育て健康支援課長（磯場嘉和） こちらの計

画、２９年度に改定して、新年度３１年度からま

た新たな計画始まるわけですけれども、これの計

画策定に当たっては、まずは新年度すぐに子育て

世帯のニーズ調査、こちらのほうをやりまして、

そのニーズが集まった中で事業計画ですとか、そ

ういう方向性を考えていきたいと考えておりま

す。 

 以上です。 

○議長（坂田邦彦） 稲垣議員。 

○１６番（稲垣明美） お母様方々の声の中に、

遊べる場所を開放してほしいとか遊具がほしいと

いう意見も多いです。遊ぶ場所について、一緒に

体を動かしたりとかする場所が七飯町にもっと

あったらいいなというふうに思います。 

 お母様たちの意見を聞きますと、やっぱり週

末、特に働いているお母さんにとっては遊びに行

く場所がどうしても七飯町ではないところに行く

という現状があるとの声があります。家でできな

いようなダイナミックなことを遊べたり靴を抜い

で遊べるような、もっと幼児に開放してほしいと

いう声があります。 

 その中でちょっと声として上がっていたのが、

今ある施設を有効に活用したりすることによっ

て、お母さんと子供たちがもっと触れ合うような

時間になるのかというふうに思ったり、あと、例

えばなのですけれども、鶴野小学校をうまく活用

できないかという声も上がっているのですけれど

も、その辺はいかがでしょうか。 

○議長（坂田邦彦） 子育て健康支援課長。 

○子育て健康支援課長（磯場嘉和） いろいろな

遊び場が少ないとか、そういう御意見は当然前回

の計画策定時にもそういう声が上がっていますの

で、そういう声は、ニーズがあるのは承知はして

おります。ただハード的なものを整備していくと

いうのはすぐできるというのもなかなかないとこ

ろもありまして、既存の施設を使って何か自由に

開放したりだとか、そういうことは検討していけ

る課題かなと思ってございますので、今後ともそ

の辺の公共施設の空きスペースですとか、そうい

うところを開放するとか、そういうところは検討

材料の一つかなと思ってございます。 

 以上です。 

○議長（坂田邦彦） 稲垣議員。 

○１６番（稲垣明美） １番と２番の質問で共通

して言えるところというか、お母様たちの意見を

考えたときに、教育方針にもありますけれども、

幼児期の教育は能力開発、身体育成、人格覚醒、

情操と道徳の心の極めて大切な時期であり、子供

たちの生涯にわたる資質、能力の向上に寄与する

ものですということもあります。 

 小さいころの思い出づくりというのはすごい大

切だと思うのですけれども、例えばなのですけれ

ども、今ある施設を生かすというのも一つなので

すけれども、今、七飯町の道の駅が２月１６日に

１００万人を越えて多くの方に七飯町にいらして

いただいております。屋内で遊ぶということも考

えたりしますと、近くにそういう場所があったり

とかするともっとあの場所がにぎわったりするの

ではないかなという声も上がっているのですけれ

ども、その辺はいかがでしょうか。 

○議長（坂田邦彦） 子育て健康支援課長。 

○子育て健康支援課長（磯場嘉和） 道の駅の中

にキッズコーナーということで、小さいお子さん

が遊べるような簡易なブロックがあったりだと

か、そういうスペースがあります。また、外にも

親水公園的な水と遊べるような、噴水ついたりと
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かというところもあります。その辺をまずは核と

して町のほうでも整備しているところです。 

 その辺の活用を周知してＰＲをしていきたいと

いうことで考えておりますので、御理解いただき

たいと思います。 

 以上です。 

○議長（坂田邦彦） 稲垣議員。 

○１６番（稲垣明美） 小さなお子様たちが遊べ

る場所というところが、やっぱり七飯町以外で思

い出をつくるよりも七飯町の子供たちが大きく

なったときに七飯町での思い出をふやしてほしい

なというふうに思いますので、うまく既存のある

ものを生かして、今後、子供たちにそういう場所

を与えていってもらいたいなというふうに思いま

す。 

 町長の「子どもを安心して生み育てられる夢と

希望と可能性にあふれた住みたいまち・住み続け

たいまち七飯町」、主役は町民の皆様ということ

ですので、アンケートの結果を重要視しながらよ

りよいまちづくりにしていってほしいなと思いま

すが、町長、最後にお願いいたします。 

○議長（坂田邦彦） 町長。 

○町長（中宮安一） そうですね、今、時代が変

わりましたので、私が自分の娘、息子を育てると

きというのは、例えば雨降りのときにやっぱり遊

ぶものがないですね、表で。ですから、そういう

ときには私は体育館に連れてきて卓球もやったり

とかということをずいぶんやらさせていただきま

した。あるいは、晴れている日は自分の家の横

で、狭いのですけれども、息子はもちろんノッ

ク、娘にもノック、娘のほうが上なのですけれど

も、二人そろって野球のノックをしてとらせる。

そして、ボール逃げると裏の空き地に行ってしま

うので、それをとりに行くのも一つの遊び、でも

時代が変わりましたからそれがどうなのかと。 

 今、では卓球やりに行こうと言ったら、多分す

ごい卓球やる人数多いのですよね、やっている方

が。例えば、七中の卓球部の人数といったら８０

人とかって聞いていますので、そうするとこれは

体育館とか、あるいは大中山の地域センター、そ

ういったところでもなかなか難しい。 

 ですから、あるいは雨降りに子供と、私の思い

出ですけれども、ごめんなさいね。トランプを

やってあげるとか、あるいは息子であればプラモ

デル一緒につくろうかと、プラモデルを買いに

行ってプラモデルもいろいろつくったという、あ

るいは粘土でもって何かをつくろうかという、そ

ういうことで子供と触れ合いを持てるようにした

という、非常に古い記憶ですけれどもあります。 

 でも、それももう時代が変わってそんなことは

していないよというのであれば、やはりいろいろ

な施設を使えるように、あるいは本来であれば函

館市が用意した駅前なんかにありますよね。そう

いったものが本来いいのでしょうけれども、でも

先ほどちょっとおっしゃってくれた鶴野小学校の

活用というのもありますよね。それと、私はぜひ

水防センターも大きな広いところもありますの

で、休めるところもありますから、もしかしたら

親子でお弁当をつくって水防センターで遊びなが

ら昼ごはん食べてこようかとか、そういったこと

もあろうかと思います。 

 もっと言えば、これはＪＲ北海道にお願いして

いかなければならないのですけれども、総合車両

基地の一般公開、そこに行って新幹線をしっかり

見てくるとか、そういうもの、あるいは晴れた日

であれば今度は既存の大沼公園に行ってお父さん

お母さん、これお母さん一人で連れていくと私の

娘もそうでした。一人で３人の子供を連れていく

とボートに乗れないのです、平日であれば。小さ

い子は危ないですから。ですから、日曜日なんか

であれば天気のいい日は夫婦そろって公園に行っ

てボート遊びをするとか、そういったことをこの

次のタウンミーティング、こういったところで町

のほうからもできるだけ提案をして、何か意見あ

りませんかありませんかだけではなくて、町のほ

うからも能動的にミーティングに参加していくと

いう、そういうことをしっかりやって、そして、

その上で皆さん方の御意見をしっかりお聞きしな

がら「子どもを安心して生み・育てていける七飯

町」にしていきたいというふうに思いますので、

御理解をお願いいたします。 

 以上でございます。 

○議長（坂田邦彦） 暫時休憩いたします。 

午前１１時０６分 休憩 
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───────────── 

午前１１時２０分 再開 

○議長（坂田邦彦） 休憩前に引き続き、再開い

たします。 

 一般質問を続けます。 

 通告順に発言を許します。 

 上野武彦議員。 

○４番（上野武彦） それでは、通告に従いまし

て２問質問させていただきます。 

 最初の質問は、保育園・保育所の待機児童解消

に向けた取り組みについてであります。 

 平成３０年１２月の定例議会で、同僚議員の一

般質問への町の答弁で平成３０年４月１日現在、

道内で待機児童を発生させている自治体は七飯町

を含め１５市町村であるが、その中で七飯町は待

機児童数が６３名で、全道の市町村で一番待機児

童が多い自治体であることが明らかになりまし

た。 

 この現状を見ると、平成３１年度七飯町施政方

針で、「子どもを安心して生み育てられる。住み

続けたいと思える生活環境を整える」を掲げて町

長は施政方針を述べておりますが、子育て世代に

とっては厳しい環境となっております。 

 町内の保育所・保育園では、増加した入園希望

時を受け入れるために定員の１.２倍まで受け入

れができるという制度を拡大してきており、新年

度はこれ以上の受け入れが不可能なところまで受

け入れているところが実態であります。 

 新たな入園児の受け入れに際して、現在の過密

保育の解消と新たな待機児童の発生をさせない取

り組みが待ったなしであります。 

 そこで、次の点についてお伺いします。 

 １点目、平成３１年３月時点での町内の保育

園・保育所の定員に対する入所児童数の状況につ

いて。 

 ２点目、平成３１年４月からの新入園児の申し

込み見込みについて。 

 ３点目、新年度待機児童解消の具体的な取り組

みについて。 

 ４点目、待機児童解消に向けた今後の抜本的対

策と取り組みについて。 

 以上です。 

○議長（坂田邦彦） 子育て健康支援課長。 

○子育て健康支援課長（磯場嘉和） １点目の平

成３１年３月１日現時点での町内の保育所の定員

に対する入所児童の現状についてですが、定員３

９９人に対して入所児童数が４７８人となってお

ります。 

 ２点目の平成３１年４月からの新入園児の申し

込み見込みについてですが、継続、新規合わせて

４８６人の申し込みがあります。 

 ３点目の新年度待機児童解消の具体的な取り組

みについてですが、町立保育所では臨時保育士等

を確保しまして、ゼロ歳クラスの受け入れを３人

から６人に、２歳児クラスで１２人から１８人の

受け入れとしました。民間の保育施設にも最大限

の受け入れ可能な児童の入所をお願いしています

し、実際に受け入れもいただいております。その

上で、函館市、北斗市の保育施設への広域利用に

ついても協議を行っております。その結果、新年

度の待機児童は大幅に解消され、平成３１年４月

１日の待機児童は１０名になる見込みとなってお

ります。 

 次に、４点目の抜本的対策と取り組みですが、

町内保育施設の定員は３９９人で定員弾力化の

１.２倍を乗じても単純計算で４７８人が限界な

ことから、抜本的には施設を新築することと考え

ております。 

 新年度より新たに３０名定員の企業主導型保育

事業による認可外保育施設が開設されることとな

り、少しずつではありますが待機児童解消に向け

て協力もいただきながら取り組んでいるところで

す。 

 全国的な保育士不足もあり、すぐに課題解決は

難しい状況ですが、各保育施設も保育士の確保を

最優先課題として取り組んでおりますので、御理

解くださいますようお願いいたします。 

 以上です。 

○議長（坂田邦彦） 上野議員。 

○４番（上野武彦） ただいまお答えいただきま

した。それで、定員的には３９９名のところ４７

８名の受け入れという状況になっているというこ

とです。 

 それで、町内に町が経営に関与する保育所・保
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育園がありますが、それぞれについて定員に対し

てどのような実態になっているのか改めてお答え

いただきたいと思います。 

 それから、今、お答えになりました今回は定員

に対するオーバーが１０名ということであります

けれども、その具体的な内容について、もう少し

わかるように１０名の待機児童の状況、それにつ

いてお答えいただきたいなということです。 

 ３点目ですけれども、現在１.２倍ということ

で受け入れを進めているということですが、それ

によりますと、いずれにしても１.２倍というの

は施設の限界もありますし、それから過密という

問題も発生します。そういったことからすると、

今後の対応ということで町が今考えてあられると

いうことが幾つか出されましたけれども、具体的

にこういった過密保育を解消する必要があると思

うのです。 

 例えば、３９９人のところ４７８人受け入れて

いるということでいいますと、７９名は定員以外

の児童を受け入れてやっていると。さらには、今

年度１０名がオーバーしているということでいい

ますと……さらに１０名プラスのそういった児童

がいるということになりますので、こういった過

密保育に関しては早急に対策を打つ必要がありま

す。 

 先ほどお答えになっておりましたけれども、基

本的に施設をふやす必要があるという認識を持っ

ておられるということでしたので、こういう８０

名近い過密保育の状況を解消するためには、やは

りそれに相応する保育所・保育園を新たに建設す

る必要があるのではないかというふうに思います

ので、その点もあわせて答弁いただきたいと思い

ます。 

○議長（坂田邦彦） 傍聴人の方、済みません、

帽子外していただけますか。 

 子育て健康支援課長。 

○子育て健康支援課長（磯場嘉和） まず、初め

の各認可保育施設の定員と現在の入所の人員とい

うことでございますけれども、一つ目が認定こど

も園どんぐりというところがありまして、そこは

定員４５名のところ２月１日現在ですけれども６

９名の児童が入っています。それから、町立の大

中山保育所、ここが８０名定員のところ９７名、

それから本町保育園、こちら９０名定員のところ

１０８名、それから、みどり保育園６０名定員の

ところ５３名、それから、藤城保育所６０名定員

のところ６０名、それから、大沼保育所４５名定

員のところ５０名、それから、七飯大川保育所１

９名のところ２２名ということで、それぞれ定員

オーバーしているところもあれば、その定員内で

おさまっているところもある状況でございます。 

 先ほど過密の解消というところでございますけ

れども、過密といっても基準の児童１人当たりに

何平米という基準は満たした上での定員の増とい

うことなので、そこは特に法的にだめということ

ではございません。１.２倍まで許されていると

いうところもありますし、それを越えていても

５カ年は経過措置ということでそれも認められて

いるところでもございます。 

 ただ、待機児童は当然いるというところであり

ますので、ここについては各園にも受け入れをお

願いしたいというところと、また広域についても

継続して協力依頼ということでお願いしていると

ころです。 

 それから、１０名の内訳ということですけれど

も、一応ゼロ歳児に待機児童が発生しましてそれ

が１０名ということであります。 

 それから、待機児童の解消には新たな施設の建

設が一番手っ取り早いというか、それが一番だと

いうところではございますけれども、各園にも園

の施設をリニューアルしたりだとか、町のあいて

いる公共施設を使って保育所をどうでしょうかと

いうことで、各園にもお話もしております。た

だ、しかしながらやっぱり箱はいいのですけれど

も、保育士がやっぱりいないというところが各園

とも非常に困っているというところで、そこをま

ず最優先課題ということで、町ももちろんですけ

れども各園とも保育士不足をまず解消したいとい

うところで、そこを優先課題として取り組んでい

るところでございます。 

 以上です。 

○議長（坂田邦彦） 上野議員。 

○４番（上野武彦） 今、お答えいただきまし

て、その１０名の待機児童に関してはゼロ歳児だ
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ということですね。ゼロ歳児に関しては、保育士

一人に対して３名しか面倒を見れないということ

で、非常に大変なのですけれども、これは施設で

いえばどこどこの施設が入れなかったのかと、そ

の辺についてもう一度お答えいただきたいなと思

います。 

 それから、今後の対応の件なのですけれども、

今回企業型の保育所も建てられるということであ

りますけれども、これは人数的には３０人規模の

基本的に企業の働いている人のお子さんを預かる

という施設でありますので、町がそういう施設に

協力をといっても、その辺の余裕がどれだけある

かはそのときの状況によりますので、余り民間に

頼らず、基本的に町が対応するべきではないかと

思うのですが、現在問題は保育士の不足だと言っ

ておりましたけれども、実際に３９９人のところ

を４７８名の受け入れということになりますと、

７９名オーバーという受け入れ状況になっており

ます。 

 先ほども言いましたように、この７９名は基本

的に答弁の中では一応面積基準をクリアした上で

の受け入れだということでありますけれども、本

来この保育所・保育園が建てられた基準というの

は面積に対してこれだけの人員の受け入れだとい

うようなことでやってきているわけですので、そ

ういったことでいうと、今回３名のゼロ歳児の受

け入れができなかったということも含めまして、

ゼロ歳児を受け入れるための施設面積とか、それ

から保育士の対応だとか、そういった問題が入っ

てきているのではないかというふうに推測される

ところです。それで、その辺について再度その実

態についてお答えいただきたいなと思います。 

○議長（坂田邦彦） 子育て健康支援課長。 

○子育て健康支援課長（磯場嘉和） まず、ゼロ

歳の受け入れの各園の状況ということですけれど

も、大中山保育所で新年度６名、それから認定こ

ども園どんぐりで６名、それからほんちょう保育

所で４名、それからみどりが４名、藤城が５名、

それから大沼が１名、それから七飯大川保育所で

３名という形になってございます。 

 １０名の待機ということなのですけれども、今

は園がもうそれでゼロ歳がどこも入る枠は今のと

ころはない状況です。１０名の待機の方にも園に

空きができ次第ここの園が空きましたと、補欠の

１番から順番にこの園に空きができましたけれど

もどうですかという形で順次案内するという形な

ので、今はもういっぱいなので入れないですけれ

ども、これから空きができれば、体制が整えば入

れていきたいということでございます。 

 それから、ゼロ歳の、先ほど議員からも言われ

ましたけれども保育士３名必要だというところ

で、あと面積的には一応クリアは今の状況ではし

ているというところでございます。ゼロ歳を受け

入れるということであれば、ゼロ歳３人に対して

先生１人ということなので、１０名受け入れると

いうことになれば４人の先生が必要だということ

になってきます。 

 今後の見通しとしては、町内でこれから先、保

育士の採用を予定してる民間の保育所もあります

ので、そういう先生が入ってくればゼロ歳の受け

入れも多少進んでいくのかなと思っているところ

です。また、民間の企業主導型の保育事業につい

てですけれども、こちらのほうも定員３０名とい

うことですけれども、２分の１は自分の企業の子

供さんを入れるというルールになっています。２

分の１を越えない範囲で、地域枠ということで地

域の子供さんたちが入れるという形になっていま

すので、そこはちょっとまだ変動しますし、まだ

募集も確定しているわけではないので、ここにつ

いては全部そこの会社にお願いするということで

はありませんので、まずは認可のところできっち

り町も受け入れ最大限した上で民間の保育所にも

お願いして、なおかつ企業の主導型の保育所にも

お願いするという形で、いろいろな施設という

か、いろいろなところがありますので、そこを全

部活用しながら町外も含めてですけれども、広域

という形で函館市、北斗市にもお願いしながら、

まず、待機児を少しでも減らせるように努力して

まいりまたいと思っておりますので、よろしくお

願いいたします。 

○議長（坂田邦彦） 上野議員。 

○４番（上野武彦） 今、お答えいただいている

のですけれども、お答えいただいていないなと思

うのが１点あります。 
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 先ほどの答弁の中で、施設の整備も必要である

というお答えがありました。本来の定員を実際は

７９名オーバーして受け入れということですの

で、これに相応する施設整備が必要ではないかと

私は思うのですが、町の担当のほうでの認識を

ちょっとお伺いしたいなと思います。 

○議長（坂田邦彦） 子育て健康支援課長。 

○子育て健康支援課長（磯場嘉和） 施設の建設

というのが要は最優先課題という形で建てるのが

もちろんいいのは皆さんわかっていて、ほかの認

可保育所の方々も施設の方もそれが一番望ましい

というのは共通認識ではあります。それは間違い

ないのですけれども、ただ、そこに働く人がなか

なか確保できないというのが全国的にも言われて

いる状況でして、そこを確保しながら運営しなけ

ればならないので、そこがまず最優先ということ

で、箱よりもまずは保育士不足と、そこを優先的

に解決していきたいということで考えております

ので、御理解いただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（坂田邦彦） 上野議員。 

○４番（上野武彦） 今、保育士不足を解消する

云々ということでお答えいただいているのです

が、本来、施設整備することが最優先で、その施

設の運営のためにそういう人員を確保するという

のはその次ではないかと思うのですよ。保育士が

いるいないというのはやってみなければわからな

いことでもありますので、その辺の認識はちょっ

と逆ではないかと思うのですが、今の現状を考え

ると基本的にそういった施設を整備して対応して

いくという考えに立って進めていくべきではない

かと思うのですが、その辺についてもう一度答弁

お願いします。 

○議長（坂田邦彦） 子育て健康支援課長。 

○子育て健康支援課長（磯場嘉和） 抜本的には

本当に施設があるのが当然望ましいというのは本

当に共通認識として持ってございます。ただ、や

はりどこの施設も町立も含めてそうですけれど

も、保育士不足ということで、募集してもなかな

か来ないということで、実際に函館の短大のほう

の実習生にお願いして受け入れして採用している

という民間のところもありますし、月額給与のほ

かに保育手当てということで１万円上乗せして採

用しますということでやっているところもありま

す。 

 町のほうでも保護者が保育士で町内の認可保育

所で働くという方については優先的に児童を入所

させるような、そういう措置も行っているところ

です。やはりまず人が、ハードはどうにかなった

としてもソフト面、人材の確保というのがやっぱ

り一番困難であると考えておりますので、そこは

ほかの園とも共通認識を持っているところでし

て、そこにまず最重要課題ということで、そこを

改善していきたいということで考えておりますの

で、御理解のほどお願いしたいと思います。 

○議長（坂田邦彦） 上野議員。 

○４番（上野武彦） ２問目いきたいと思いま

す。地震に対する防災計画の見直しと対策を。 

 七飯町の地域防災計画は平成２５年９月に作成

されておりますが、その中で特に地震に対する災

害対策については抜本的見直しが必要ではないか

と考えるところです。 

 地域防災計画では、平成１３年６月に発表され

た函館平野西縁の活断層の地震の規模に基づいて

計画が作成されておりますが、平成２３年に文部

科学省が実施した調査により、海域の活断層と函

館平野西縁の活断層が連続性があって発生する地

震の規模が大きくなるということが明らかになっ

ております。これに対応した早急な見直しと対策

が急務ではないかと思うわけですが、七飯町の地

域防災計画はそれに対応した計画に変更、改正さ

れておりません。 

 そこで、次の点についてお伺いいたします。 

 １点目、函館平野西縁の活断層は海域の活断層

と連続性があり、総延長が２６キロメートルとな

ることが判明しておりますが、発生する地震の規

模、その地震により発生する被害について、平成

３０年６月の定例議会の一般質問で私が質問して

おりますが、その時点では対応がありませんでし

た。その後の情報に進展はあるのかどうかお伺い

します。 

 ２点目、七飯町は平成２２年作成の耐震改修促

進計画で建築物の耐震化目標を平成２７年度まで

に９０％にするという計画を作成し取り組んでき
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ておりますが、その後の進捗状況についてお伺い

します。 

 ３点目、函館平野西縁の活断層による直下型の

巨大地震が発生すると、建物の全壊、半壊による

多くの避難住民の発生が予測されるところであり

ます。耐震性のある避難施設の整備が必要と考え

るわけですが、町の避難施設の現状と今後の対策

ということでお伺いします。 

○議長（坂田邦彦） 総務財政課長。 

○総務財政課長（俉楼 司） それでは、私のほ

うから１点目、３点目について答弁させていただ

きます。 

 まず１点目、昨年度６月以降の情報に進展はあ

るのかについてでございます。 

 国の機関である地震調査研究推進本部、地震調

査委員会へ確認いたしましたが、新しい情報とは

なっていないことを確認してございます。 

 次に、３点目の町の避難施設の状況についてで

ございます。 

 町の避難施設は、一次避難所として地域会館等

が５５カ所、福祉避難所が５カ所、広域避難所と

して各学校のグラウンドなど１３カ所を指定して

おります。 

 建物である一次避難所のうち、建築基準法の新

耐震基準が施行された昭和５６年６月以前に建て

られた建物については、現在の耐震基準が満たさ

れていないため地震の際には使用しないこととし

てございます。 

 今後これらの施設については、日常は地域のコ

ミュニティーの場として利活用されている施設で

ありますので、老朽化している建物でもあるた

め、施設のあり方の検討の後、必要と判断された

際には長寿命化工事等を進めてまいります。 

 以上です。 

○議長（坂田邦彦） 都市住宅課長。 

○都市住宅課長（寺谷光司） ２点目の建築物の

耐震化目標９０％の進捗状況についてです。 

 平成２２年策定の七飯町耐震改修促進計画にお

いて、建築物の耐震化目標は平成２７年までに民

間住宅９０％、多数利用建築物９０％でありま

す。民間住宅については、昭和５６年以前の解体

や新築住宅の建設により計画当初７３.５％から

７６.３％、多数利用建築物は小学校の改築工事

等により計画当初７０.４％から８８.８％となっ

てございます。 

 以上です。 

○議長（坂田邦彦） 上野議員。 

○４番（上野武彦） まず１点目についてです

が、今お答えになられましたけれども、９カ月

たって国がそういった被害状況についての報告を

していないということを理由に、この地震の規

模、そして、それに対する被害の予測に対して町

は一切把握していないという状況になっていると

いう答弁になりました。 

 この問題は２６キロになった時点でもっと真摯

にこの地震の問題については対応すべきであると

ころでした。 

 地震の調査をした機関に私も問い合わせをしま

したけれども、基本的に長くなったというか２キ

ロ活断層が伸びたわけです。これに対しては基本

的に活断層の長さに比例して地震の大きさが大き

くなるというふうに答えておりました。ですか

ら、改めてそういう機関がこのことによってどの

ような地震になるかというようなことは発表しな

くてもわかることなのです。そういうことですか

ら、基本的に比例するということでいきますと、

私もそれで計算してみましたらマグニチュード７

が７.５６になると、また、マグニチュード７.５

が８.１になると、これは比例するということで

の計算でいきますとこういう数字になってくるわ

けです。これについてそういった専門機関に本当

にそれでいいのかどうか、これについては問い合

わせをして確認する必要はあります。 

 しかしながら、基本的にそういった機関が比例

するというふうに言って、その規模がこうなるあ

あなると言っていないということですので、その

辺について町も基本的にちょっともう少しきちっ

と対応する必要はあるのではないかと。函館平野

西縁の活断層というのは、七飯町の至近距離にあ

るのですよね。それで直下型の地震になると。普

通はマグニチュード何とかというのは、その地震

からの距離に応じてどのような地震の大きさにな

るかと、それで震度は何ぼになるかというような

ことで推測するわけですけれども、この函館平野
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西縁の活断層はほとんど１キロか２キロくらいし

か離れていない地域での直下型地震ということで

すので、その被害の大きさははかり知れないもの

になる可能性があるわけです。 

 そういうことで、もっと真剣にこの問題につい

て取り組む必要があるのではないかと思います。 

 例えば、マグニチュードというのが地震のエネ

ルギーの大きさなのです。震度というのがその大

きさとは違って、発生した地震が地表にどのよう

な形であらわれるかというのが震度なのです。そ

ういうことでいいますと、マグニチュードが非常

に大きくなるということが言われております。そ

れでいうと、マグニチュードが１ふえれば地震の

エネルギーは３０倍になると言われています。こ

れが本当に１ではないですけれども０.５ふえる

ような数字になってきているわけです。しかも最

大８.１というマグニチュードが推測されるいう

ことですので、これについては本当にもう少し真

剣にこれについて確認するなり、対応するなり、

それが求められるのではないかというふうに思い

ます。その辺について、再度答弁をまずいただき

たいと。 

 それから、耐震化率が新しく住宅も建てられた

ということもあり、それから建てかえということ

もあったということで、若干耐震性のある一般住

宅がふえています。７３.５から７６.３と、３％

ちょっとぐらいしかふえていないのですよね。そ

れから、公共住宅に関しては特に力を注いだ学校

施設の耐震化が今１００％までいきましたので、

そういった影響もあってこれについては約８％か

ら９％近く伸びております。７０.４％から８８.

８ですから、８％前後ふえております。しかし目

標とする９０％にはまだまだ届かないと、しかも

それは平成２７年度までに９０％にするという計

画だったわけですよね。それについて、実際にど

う取り組んでこういう結果になったことについて

どのように評価をされるのか、その辺については

再度答弁をいただきたいというふうに思います。 

 それから、避難施設の問題です。 

 今、お答えになった中では、避難施設の中で耐

震性のないのは避難施設から外すとか一時避難施

設という形で残すとか、そういうような状況に

なっているというふうにお答えになっておりま

す。 

 私、前回調べた範囲では、耐震性のあるのは２

５、それから福祉関係で耐震性のあるのが５、合

わせて３０ありますけれども、全く耐震性がない

のが２５あるというような状況になっておりま

す。これ従前の函館平野西縁の活断層の２４キロ

の状況で地震が発生した場合、どんな被害が出る

かという数字が出されておりました。これにより

ますと全壊が８８９、半壊が２,９７０、死者が

８名、負傷者が４３０名と、これが２４キロのレ

ベルでの被害です。これが２６キロになって先ほ

ど言いましたようにマグニチュードが０.５大き

くなったときには約１５倍のエネルギーになるわ

けで、そういうことになりますととんでもない被

害が発生する可能性があります。この段階で全

壊、半壊合わせまして３,８５９になります。そ

こに住んでいる人１.５人というぐらいに計算し

ますと４,２００人を超える被災者が発生するわ

けです。 

 それに対して、町が耐震性のあるという施設、

収容人数が、例えば耐震性のある２５施設とか、

それから福祉関係の５施設とか、こういったとこ

ろの収容人数ということでいえば、実際はどのぐ

らい収容できる耐震性のある施設が町内に今ある

のか、その辺について再度お答えいただきたいな

というふうに思います。 

 以上、よろしくお願いします。 

○議長（坂田邦彦） 上野議員、答弁は午後から

でよろしいですか。 

 午後１時まで休憩いたします。 

午前１１時５６分 休憩 

───────────── 

午後 １時００分 再開 

○議長（坂田邦彦） 休憩前に引き続き、再開い

たします。 

 一般質問を続けます。 

 上野議員の再質問に対する答弁より入ります。 

 総務財政課長。 

○総務財政課長（俉楼 司） それでは、１点

目、活断層が延びた際の対応というところの答弁

してまいりたいと思います。 
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 先ほども申し上げましたが、現在、国の機関で

ある地震調査研究推進本部地震調査委員会から

は、議員のおっしゃる平成２３年の調査に対する

報告はない状態でございまして、その調査の評

価・分析を地震調査研究推進本部地震調査委員会

等の国の機関及び北海道の防災会議などで行って

いただく必要があると思っております。 

 西縁活断層は七飯町だけではなく、北斗市にも

連なるもので、それは周辺の自治体、函館市の住

民へも影響があるものでございます。その意味か

らも広域的な被害想定があるべきですので、その

想定をもとに七飯町もしっかり防災計画に取り入

れてまいりたいと思ってございます。 

 なお、議員がおっしゃっておりました活断層の

距離が延びれば被害が大きくなるとの認識は私ど

もも持っておりますけれども、マグニチュードが

１上がるとその被害が３０倍になるとか、そうい

うようなところは私どもはその情報は持ってはお

りませんので、それについては判断できかねます

が、学者、先生たちがいろいろな分析をしてそう

いう評価はしているというところでは思っており

ますけれども、それを踏まえて七飯町はその学

者、先生の分析だけで防災計画を見直すというこ

とにはならないと思ってございます。 

 なお、前回、去年の６月の一般質問の際にも答

弁させていただきましたけれども、北海道が平成

２８年度地震被害想定調査結果というものを公表

しておりまして、その公表の中では函館平野西縁

断層帯による最大震度７による渡島管内の被害と

いうものは、建物被害は全壊棟数が１,８３５

棟、半壊棟数が３,３６４棟、人的被害では死者

が３５人、重軽傷者が６３４人となってございま

すが、七飯町の被害だけで申し上げますと建物被

害は全壊棟数が７１棟、半壊棟数が２３６棟、人

的被害では死者が１名、重軽傷者数が３５名とい

う調査の状況となってございます。 

 続きまして、避難所の収容人数等になりますけ

れども、現在地震等以外で避難所として利用でき

るというところで、七飯町が防災計画、町のホー

ムページ等にも載せてございますけれども、３

９カ所ございますが、収容人員としては７,８１

０人の収容ができるということとなってございま

す。 

 以上でございます。 

○議長（坂田邦彦） 都市住宅課長。 

○都市住宅課長（寺谷光司） それでは、平成２

７年までに耐震化目標９０％、これまでをどのよ

うに評価されるのかということでございますが、

まず、公共多数利用建築物については当初計画７

０.４％から８８.８％と１８.４％の上昇という

ことで、これは大型工事、小学校の改築ですとか

小学校の耐震化事業を進めてきた結果、ここまで

上昇してきたというふうに認識しております。 

 また、民間住宅のほうにつきましては、当初計

画が７３.５％から７６.３％ということでありま

して、３％弱ではありますが若干伸びてきている

と。 

 これまでの取り組みについては、耐震診断を

行っていただきたいということで、その部分につ

いて広報ですとかホームページですとか、周知を

してまいったところでございます。載せ方にして

も担当なりに広報の紙面を大きくしたりですとか

目立つところにですとかというような配慮をしな

がらやってきたつもりではございますけれども、

実際それについて耐震診断をされたという実績が

ないのが現状でございます。また、耐震改修につ

いての相談もなかったというのが現状でございま

す。 

 しかし、その背景というか、ちょっと私の思い

も入るかもわからないのですけれども、社会の変

化というか、核家族化の進行がちょっと一つの要

因にあるのではないかなと。子供たちが新しく家

を建てる、そこに残っていかれるといったとき

に、親がそちらにこどもたちに支援して新しい家

に住むということで、自分たちは我慢しながらで

も住みなれた古い住宅に住んでいるというものも

一つあるのではないかなというふうに思ってござ

います。 

 また、昭和５６年以前の建物ということで、築

年数でいうと４０年近くたっております。という

ことで、そういう住宅に誰かが今後住んでいくか

と考えたときに、誰も住む予定がないということ

で改修にも踏み切れていないのかなというふうな

感じでも思っております。という中で、空き家等
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がふえてきているという現状もあるのかなという

ふうに考えてございます。 

 しかしながら、地震はいつ起きてもおかしくな

い災害です。そういうものについては、町民の安

全を守るために町として考えていかなければなら

ないというふうに思ってございますので、町民

ニーズの把握に努めながら、現在ある制度を周知

し活用しながら進めてまいりたいというふうに

思ってございますので、御理解のほどよろしくお

願いいたします。 

 以上です。 

○議長（坂田邦彦） 上野議員。 

○４番（上野武彦） それでは、答弁いただきま

したので質問させていただきます。 

 今、答弁の中で、全壊とか半壊とか負傷者の数

だとか、これ私が述べたのと違う数字が出されて

おりましたけれども、私は町のこれまでの耐震計

画の中で示された数字の範囲で言っておりますの

で、その辺についてはちょっと後で確認をしたい

と思います。 

 それで、実際に耐震のあるところでの収容人数

が７,８１０人という数字を述べられておりまし

たけれども、これについてはどういう数字になる

のかもう少しわかるように説明いただきたいとい

うのと、それから、福祉とか耐震性のあるところ

でそういう７,８１０人ということだと思うので

すが、既に耐震性のない２５ほどあるこういった

施設について、今後町は耐震化とかそういうこと

をどのように進める考えがあるのかどうか、この

辺について再度お伺いしたいなということが１点

です。 

 それから、耐震化の問題ですけれども、公共の

住宅に関しては、町のこれまでの取り組みで、例

えば学校の耐震化だとか、それから消防署の建て

かえだとか、それから給食センターの建設、こう

いったことがありまして耐震化は進んで、あと先

ほどの答弁の中でいきますと、あと１.２％で９

０％に達するというところまできているというこ

とですので、これはちょっと努力すればすぐに９

０％はいくのかなというふうに思います。これに

ついては、とりあえずこれは平成２７年度までや

りましょうという数字だったのですよね。そうい

うことからすると９０％達成したにしても、今後

のさらなる努力というか、耐震化への努力は公共

施設については必要かなというふうに思いますの

で、その辺についてはどうお考えなのか、さらに

答弁いただきたいなというのが１点です。 

 それから、問題はこの一般住宅です。かなり古

くなってきているということもあるし、住んでい

る人の高齢化ということもある。さまざまな理由

がありますけれども、この函館平野西縁の活断層

３０年以内にゼロから１％という確率で、もう１

８年経過していますので、３０年というとあと何

年でどうなるというようなことも考えると、かな

りもう少し真剣に対応すべきものかなというふう

に思っております。 

 それで、一般住宅の耐震化というのはそれなり

に努力する必要あると思いますので、その辺につ

いて町の今までの対応見ますと無料の耐震診断を

しますよだとか、耐震診断に関しては一定の補助

を出しますよとか、いろいろやってこられまし

た。 

 ただ、住民の危機感といいますか、この地震に

対する危機感ということを考えますと、もう少し

きちっと情報を発信して住民の対応が進むよう

に、町としては進める必要があるのかなというふ

うに思いますので、その辺について再度お伺いし

たいのと、それから、個人のそういった住宅に関

してはなかなか直接の補助というのは問題あるの

かなというふうに町は考えておられるのかなとい

うふうに思うわけですけれども、これに関しては

今までも私のほうから提案申しました住宅リ

フォーム助成制度というのが単なる個人の住宅へ

の改修の助成だけではなくて、それは公共事業よ

りも地域への活性化に大きな効果があるというこ

とで全国で進められているやり方ですので、この

制度を実施することによってさらなる具体的な個

人の住宅の耐震化が進む可能性も充分ありますの

で、そういった町の活性化の対策の一環の中で進

めることも可能だというふうに思っておりますの

で、その辺についての見解をお伺いしたいという

ふうに思います。 

 以上、お願いします。 

○議長（坂田邦彦） 総務財政課長。 
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○総務財政課長（俉楼 司） それでは、私のほ

うから２点ほど御答弁申し上げます。 

 まず、避難施設の収容人数につきましては、防

災計画に記載されている、登載されている収容人

数をもとに計算をしてございます。 

 また、避難所の耐震化というところのお話でご

ざいます。午前中の横田議員の質問にも答弁して

まいりしたけれども、避難所は公共施設という

か、地域の会館等も避難所として登載をしてござ

います。相当古い昭和５６年６月の旧耐震で建て

られたいわゆる耐震性がないと思われる建物もあ

りますので、それにつきましては、当然日常的に

は地域のコミュニティーとなる施設でございます

ので、会館のあり方を検討してまいりたいと思っ

ております。そのあり方の中で必要と判断のもと

で長寿命化工事等を進めてまいりたいというふう

に考えてございます。 

 以上です。 

○議長（坂田邦彦） 都市住宅課長。 

○都市住宅課長（寺谷光司） それでは、まず公

共施設の件でございますけれども、あと１.２％

で９０％ということでありました。このことにつ

いては、この残りの部分あと３件ございますけれ

ども、大沼小学校の体育館と軍川小学校の体育館

が耐震化されていないということで、大沼の義務

教育学校がスタートすればそこも利用されなくな

るということで、耐震化が上がっていくというこ

とでそれを除くと数値的には９０％を越えてくる

ということになろうかなというふうに思ってござ

います。 

 また、住宅の部分に関しては危機感を持って周

知、おっしゃるとおりだというふうに思ってござ

います。その辺の周知方法も含めて、住民にわか

りやすくその危機感を持ってもらえるような周知

の仕方などを検討しながら充分周知を徹底してま

いりたいと思いますので、御理解をお願いいたし

たいというふうに思ってございます。 

 最後に補助金の関係でございます。 

 補助金の関係ですが、耐震改修に係る費用とい

うかそのやり方にもよりますけれども、平均する

と大体２００万円から３００万円くらいかかるの

ではないかというふうなことが言われてございま

す。近隣の市町についてもこういう耐震改修につ

いての補助制度をやっている町はありまして、平

均すると大体４０万円前後の上限補助金というこ

とで補助金制度を設けているところが多いようで

ございます。 

 そちらの方ともちょっと話をしたのですけれど

も、なかなか耐震改修についての補助金、実はそ

の制度はあるのだけれども利用がされていないと

いう話もお伺いしてございます。なぜかなという

話を雑談の中でしているのですけれども、そうい

うような部分で先ほども言いましたが、長く４０

年近くたっているだとか核家族化が進んでいるだ

とか、そういう部分もあるのではないかなという

お話されていて、利用されていない状況で新しく

補助、その耐震改修等についての補助金を定める

のは財政面の負担もございます。その辺も十分考

えながら検討してまいりたいなというふうに思っ

てございますので、どうぞ御理解のほどよろしく

お願いいたします。 

 以上でございます。 

○議長（坂田邦彦） 上野議員。 

○４番（上野武彦） 最後にもう一度お伺いした

いのですけれども、先ほど言いましたように、避

難所にある程度指定されている一時避難という施

設がかなりあるわけです。その施設の大半はその

地域で使われている会館みたいなところが多いの

です、ほとんど。ほとんど会館です。そうします

と、これらの会館が全て基本的に地域住民の日常

利用する施設になっているということでいえば、

基本的に建てかえなり耐震化なり、そうすべき施

設ばかりだというふうに私は認識しているのです

が、先ほどの答弁では会館のあり方を含めてとい

うような形で廃止もあり得るというようなことで

お答えになっておりましたけれども、これについ

てもう少し本当にそういう廃止も含めた検討を進

めるのか、それとも基本的にこういった施設は、

例えば統廃合もあり得るかもしれませんけれど

も、必要だという認識のもとに今後進めるのか、

その辺についてはかなり違いが出てきますので、

こういう避難所と一次避難所として指定されてい

るこういった施設、これについてどうお考えなの

か聞いておきたいなと思います。よろしくお願い
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します。 

○議長（坂田邦彦） 総務財政課長。 

○総務財政課長（俉楼 司） 日常的な会館の施

設のあり方と避難所として使う際のあり方と、二

通りあるとは思いますけれども、当然何か有事が

あった際にはどこにどういうふうにいればいいの

か、どのくらいの住民がいらっしゃるのでそこに

どのぐらいの規模のどういうものが必要かという

ようなものがございます。 

 防災計画つくった後にも、例えば水防センター

だとか道の駅だとか、そういうような、道の駅に

ついては駐車場を一次避難所としてございます

が、そういうところもふえてございますので、今

ある公共施設、また学校等含めてそういうところ

で配置が避難所としてどれだけ必要かというよう

なあり方も含めて検討して、何か必要かと、それ

で、その地域会館についても当然そこの場所で避

難所地域会館として必要だというあかつきには、

判断された場合には、新築になるのか長寿命化で

改修できる場合にはその方向になるかもしれませ

んけれども、そういう形で進めてまいりたいと

思ってございます。 

 以上です。 

○議長（坂田邦彦） 以上で、一般質問を終わり

ます。 

  ─────────────────── 

 日程第３ 

  承認第１号 専決処分の承認を求めることに 

  ついて 

 日程第４ 

  承認第２号 専決処分の承認を求めることに 

  ついて 

   ─────────────────── 

○議長（坂田邦彦） 日程第３ 承認第１号専決

処分の承認を求めることについて、日程第４ 承

認第２号専決処分の承認を求めることについて、

以上２件を一括して議題といたします。 

 提案説明を求めます。 

 承認第１号、都市住宅課長。 

○都市住宅課長（寺谷光司） それでは、承認第

１号専決処分の承認を求めることについて。 

 地方自治法第１７９条第１項の規定により、次

のとおり損害賠償の額を定めることを専決処分し

たので、同条第３項の規定によりこれを報告し、

承認を求めるものでございます。 

 平成３０年１２月２１日午後８時３０分ころ、

被害者が帰宅した際、被害者宅の真上である・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・の灯油コッ

クが開いていることによる灯油漏れが発覚し、被

害者の家財等が損害を受けたものであります。 

 原因は、・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・の灯油コックに触れたことにより

開いてしまったことと推測するが、管理者として

通常有すべき安全対策を怠っていたことが認めら

れることから、これに対する損害を次のとおり賠

償するものでございます。 

 １、損害賠償額、家財等の賠償に要する費用と

して８４万２,３４８円でございます。 

 ２、賠償相手方は、亀田郡・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・でござ

います。 

 裏面には事故発生状況図を添付してございます

ので御参照願います。 

 今回、このような事故を発生させてしまったこ

とで、被害者に大変ご迷惑をかけたことに対し深

くおわび申し上げますとともに、今後は施設の維

持・管理について万全を期してまいりたいと考え

てございますので、御理解のほどよろしくお願い

いたします。 

 なお、本件の損害賠償金の歳入歳出につきまし

ては、この後承認第２号専決処分の承認を求める

ことについてで、総務財政課長より御報告申し上

げます。 

 以上、簡単ですが承認第１号の報告とさせてい

ただきます。 

○議長（坂田邦彦） 承認第２号、総務財政課

長。 

○総務財政課長（俉楼 司） それでは、承認第

２号専決処分の承認を求めることについて。 

 地方自治法第１７９条第１項の規定により、次

のとおり平成３０年度七飯町一般会計補正予算

（第９号）を専決処分いたしましたので、同条第

３項の規定によりこれを報告し、承認を求めるも

のでございます。 
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 承認を求めます。 

 一般会計補正予算（第９号）は、第１条、既定

予算の総額に歳入歳出それぞれ８４万３,０００

円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１２

２億９,９２１万７,０００円とするものでござい

ます。 

 このたびの補正は、損害賠償に係る専決処分の

補正でございます。 

 それでは、７ページの歳出から御説明申し上げ

ます。 

 ８款土木費５項１目住宅管理費は、公営住宅入

居者への損害賠償金として８４万３,０００円の

追加でございます。 

 次に、５ページの歳入に戻っていただきます。 

 ２０款諸収入５款４目雑入は、全国町村会総合

賠償補償保険金収入８４万３,０００円を追加す

るものでございます。 

 提案説明は以上でございます。 

 承認くださるようよろしくお願い申し上げま

す。 

○議長（坂田邦彦） これより、承認第１号、承

認第２号、以上２件について一括して質疑を許し

ます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（坂田邦彦） 質疑を終わります。 

 討論、採決については１件ごとに行います。 

 まず初めに、承認第１号専決処分の承認を求め

ることについて、討論を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（坂田邦彦） 討論を終わります。 

 これより、採決を行います。 

 承認第１号専決処分の承認を求めることについ

て、これを承認することに御異議ございません

か。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（坂田邦彦） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、これを承認することに決定い

たしました。 

 次に、承認第２号専決処分の承認を求めること

について、討論を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（坂田邦彦） 討論を終わります。 

 これより、採決を行います。 

 承認第２号専決処分の承認を求めることについ

て、これを承認することに御異議ございません

か。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（坂田邦彦） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、これを承認することに決定い

たしました。 

  ─────────────────── 

 日程第５ 

  承認第３号 専決処分の承認を求めることに 

  ついて 

  ─────────────────── 

○議長（坂田邦彦） 日程第５ 承認第３号専決

処分の承認を求めることについてを議題といたし

ます。 

 提案説明を求めます。 

 総務財政課長。 

○総務財政課長（俉楼 司） それでは、承認第

３号専決処分の承認を求めることについて。 

 地方自治法第１７９条第１項の規定により、次

のとおり北海道市町村総合事務組合規約の制定並

びに廃止を専決処分いたしましたので、これを報

告し、承認を求めるものでございます。 

 今回の規約の制定及び廃止については、非常勤

職員の損害補償事務、公務災害などの補償にかか

る事務を北海道内の市町村等が加入し行っている

北海道市町村総合事務組合がございます。 

 複合的一部事務組合であるこの組合は、市町村

及び特別区しかこれを設置できず、北海道が構成

員となっている組織はこれを構成団体とすること

ができないことが総務省から示され、早急に必要

な見直しを行うよう指摘があり、規約の変更を行

うものです。 

 本来であれば、本定例会時に議案として上程す

るべきではございますが、全ての構成団体から承

認をいただき、北海道を通じて総務省への手続を

行いますが早急な対応を求められており、議会ま

でいとまがなかったことから、地方自治法第１７

９条第１項の規定により、専決処分の承認を求め

るものてございます。 

 また、規約の改正方法としては、変更する項目
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の一部改正の方法もありますが、総務省からの指

摘を踏まえ、規約を改正するのではなく改めて規

約を制定するべきとのことでありますので、規約

の廃止、制定の形をとってございます。 

 規約の変更の内容としましては３点ございまし

て、１点目が北海道が構成員となっている石狩東

部広域水道企業団、石狩西部広域水道企業団及び

北海道市町村職員退職手当組合を削除するもので

す。 

 ２点目が、組合に加入できない団体から事務委

任を受けられる旨の条文を加えるものです。 

 ３点目が、平成２９年度以降に構成団体の名称

変更、解散があったものについて整理するもので

ございます。 

 その他規約の変更はございません。 

 附則として、第１項、この規約は地方自治法第

２８６条第１項の既定による北海道知事の許可の

あった日から施行するものでございます 

 第２項、北海道市町村総合事務組合規約（平成

７年３月７日市町村第１９７３号指令）は廃止す

るものでございます。 

 提案説明は以上でございます。 

 承認くださるようよろしくお願い申し上げま

す。 

○議長（坂田邦彦） これより、質疑を許しま

す。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（坂田邦彦） 質疑を終わります。 

 これより、討論を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（坂田邦彦） 討論を終わります。 

 これより、採決を行います。 

 承認第３号専決処分の承認を求めることについ

て、これを承認することに御異議ございません

か。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（坂田邦彦） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、これを承認することに決定い

たしました。 

  ─────────────────── 

 日程第６ 

  議案第９号 七飯町情報公開条例及び七飯町 

  個人情報保護条例の一部改正について 

  ─────────────────── 

○議長（坂田邦彦） 日程第６ 議案第９号七飯

町情報公開条例及び七飯町個人情報保護条例の一

部改正についてを議題といたします。 

 提案説明を求めます。 

 総務財政課長。 

○総務財政課長（俉楼 司） それでは、議案第

９号七飯町情報公開条例及び七飯町個人情報保護

条例の一部改正について、提案説明を申し上げま

す。 

 御提案いたします議案は、近年、全国的に大規

模な自然災害が数多く発生し、特に昨年９月６日

に発生した北海道胆振東部地震では、北海道で初

めて震度７が記録されライフラインの寸断や産業

被害、ブラックアウトの発生など、道民の暮らし

や経済社会活動に多大な影響がありました。 

 このような状況の中、七飯町には活火山駒ケ岳

があり、さらに函館平野西縁活断層帯が町内の一

部に存在していることから、火山噴火、地震及び

その他の自然災害や事故災害から町民の生命、財

産を守るため、防災組織機能の強化が必要でござ

います。 

 さらに、防災に関する関係自治体及び関係団体

との連携強化及び各種防災対策の加速化と防災機

器の整備強化も必要なことから、現在、防災危機

の管理において連携をしている情報管理係との連

携強化を図るため、総務部に情報防災課を設置

し、現在、総務財政課にございます防災車両係、

情報管理係を移すものでございます。 

 なお、今回の提案いたします条例改正は、情報

防災課を新設することにより、改正が必要な条例

２本について整理するものでございます。 

 それでは、議案関係資料３ページの七飯町行政

組織機構図新旧対照表（平成３１年４月１日施

行）をごらんください。 

 行政組織機構図のうち、総務部の機構でござい

ます。左側が現在の機構をあらわしてございま

す。 

 総務部総務財政課にある上から４段目の情報管

理係、防災車両係を情報防災課を設置し、移行す

るものでございます。 
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 続きまして、議案関係資料の１ページの七飯町

情報公開条例新旧対象表（第１条関係）をごらん

ください。 

 第２３条第５項中、総務部総務財政課を総務部

情報防災課に改めます。 

 次に、七飯町個人情報保護条例新旧対照表（第

２条関係）をごらんください。 

 第３８条第５項中、総務部総務財政課を総務部

情報防災課に改めるものでございます。 

 議案に戻っていただきまして、附則としまし

て、この条例は平成３１年４月１日から施行する

ものでございます。 

 提案説明は以上でございます。ご審議のほどよ

ろしくお願い申し上げます。 

○議長（坂田邦彦） これより、質疑を許しま

す。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（坂田邦彦） 質疑を終わります。 

 これより、討論を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（坂田邦彦） 討論を終わります。 

 これより、採決を行います。 

 議案第９号七飯町情報公開条例及び七飯町個人

情報保護条例の一部改正について、原案のとおり

可決することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（坂田邦彦） 御異議なしと認めます。 

 よって、本案は、原案のとおり可決されまし

た。 

  ─────────────────── 

 日程第７ 

  議案第１０号 職員の勤務時間、休暇等に関 

  する条例の一部改正について 

  ─────────────────── 

○議長（坂田邦彦） 日程第７ 議案第１０号職

員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に

ついてを議題といたします。 

 提案説明を求めます。 

 総務財政課長。 

○総務財政課長（俉楼 司） それでは、議案第

１０号職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一

部改正について提案説明を申し上げます。 

 御提案いたします議案は、国において長時間労

働の是正、多様で柔軟な働き方の実現、雇用形態

にかかわらない公正な待遇の確保等の働き方改革

が進められており、その中で働き方改革を推進す

るための関係法律の整備に関する法律が昨年７月

６日に施行され、関連する人事院規則が改正され

たところでございます。 

 当町としても、国家公務員との均衡の原則によ

り国家公務員の措置等を踏まえ、時間外労働の上

限については月４５時間、年３６０時間を原則と

し、臨時的な特別な事情がある場合でも年７２０

時間、単月で１００時間未満、複数月では平均８

０時間とし、平成３１年４月より適用すべく条例

を一部改正するものでございます。 

 それでは、議案関係資料の２、職員の勤務時

間、休暇等に関する条例新旧対照表をごらんくだ

さい。 

 第８条に次の１項を加えます。 

 第３項、前項に規定するもののほか、同項に規

定する正規の勤務時間以外の時間における勤務に

関し必要な事項は、規則で定めるものでございま

す。 

 議案に戻っていただきまして、附則としまし

て、この条例は平成３１年４月１日から施行する

ものでございます。 

 提案説明は以上でございます。 

 御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（坂田邦彦） これより、質疑を許しま

す。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（坂田邦彦） 質疑を終わります。 

 これより、討論を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（坂田邦彦） 討論を終わります。 

 これより、採決を行います。 

 議案第１０号職員の勤務時間、休暇等に関する

条例の一部改正について、原案のとおり可決する

ことに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（坂田邦彦） 御異議なしと認めます。 

 よって、本案は、原案のとおり可決されまし

た。 
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  ─────────────────── 

 日程第８ 

  議案第１１号 七飯町特別職非常勤職員の報 

  酬及び費用弁償に関する条例の一部改正につ 

  いて 

  ─────────────────── 

○議長（坂田邦彦） 日程第８ 議案第１１号七

飯町特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関す

る条例の一部改正についてを議題といたします。 

 提案説明を求めます。 

 生涯教育課長。 

○生涯教育課長（北村公志） それでは、議案第

１１号七飯町特別職非常勤職員の報酬及び費用弁

償に関する条例の一部改正について、提案説明申

し上げます。 

 このたび提案いたします七飯町特別職非常勤職

員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に

ついては、社会教育、特に高齢者教育の振興を図

るため、七飯町特別職非常勤職員として任命して

おります生涯学習推進アドバイザーについて、週

３日勤務の町の再任用職員と同等の勤務体系であ

ることから、同等の雇用条件となる社会保険加入

や各種手当を支給する嘱託職員とするため、七飯

町特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する

条例より生涯学習推進アドバイザーを削るもので

ございます。 

 改正内容ですが、議案関係資料の５ページ、資

料３新旧対照表により御説明いたします。 

 左側の改正前の別表を右の改正後のとおり１０

の項を削り、１１の項を１０の項とし、１２の項

から５０の項までを１項ずつ繰り上げるものでご

ざいます。 

 議案に戻っていただきまして、附則として、こ

の条例は平成３１年４月１日から施行するとする

ものでございます。 

 提案説明は以上でございます。 

 御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（坂田邦彦） これより、質疑を許しま

す。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（坂田邦彦） 質疑を終わります。 

 これより、討論を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（坂田邦彦） 討論を終わります。 

 これより、採決を行います。 

 議案第１１号七飯町特別職非常勤職員の報酬及

び費用弁償に関する条例の一部改正について、原

案のとおり可決することに御異議ございません

か。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（坂田邦彦） 御異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

  ─────────────────── 

 日程第９ 

  議案第１２号 七飯町国民健康保険税条例の 

  一部改正について 

  ─────────────────── 

○議長（坂田邦彦） 日程第９ 議案第１２号七

飯町国民健康保険税条例の一部改正についてを議

題といたします。 

 提案説明を求めます。 

 住民課長。 

○住民課長（清野真里） それでは、議案第１２

号七飯町国民健康保険税条例の一部を改正する条

例について、提案説明申し上げます。 

 このたびの改正の主な内容は、国民健康保険法

施行令の一部を改正する政令が平成３１年１月２

５日に公布されたことに伴う国民健康保険税の税

額限度額の引き上げ、軽減判定所得の見直し及び

北海道の示す標準保険料を念頭に置いた３年をめ

どに段階的に資産割の廃止に伴う平成３０年度か

ら引き続き２年目となる税率の改正でございま

す。 

 それでは、改正する内容につきましては、お手

元に配付されてございます議案関係資料の６ペー

ジ、資料４の七飯町国民健康保険税条例新旧対照

表により御説明いたします。 

 見出し、課税額のところの第２条第２項中、５

８万円を６１万円に改めるものでございます。 

 次の見出し、国民健康保険の被保険者に係る税

率等のところの第９条第１号中１００分の７.３

を１００分の７.９に改め、同条第２号中１００

分の２５.３を１００分の１２に改めるものでご

ざいます。 
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 次の見出し、介護納付金課税被保険者に係る税

率等のところの第９条の３第１号中１００分の２

を１００分の２.１に改め、同条第２号中１００

分の６.３を１００分の３.１に改めるものでござ

います。 

 次の見出し、国民健康保険税の減額のところの

第２３条第１項中５８万円を６１万円に改め、同

項第２号中２７万５,０００円を２８万円に改

め、同項第３号中５０万円を５１万円に改めるも

のでございます。 

 それでは議案に戻っていただきまして、附則と

いたしまして、第１項、この条例は平成３１年４

月１日から施行する。 

 第２項、この条例による改正後の七飯町国民健

康保険税条例の規定は、平成３１年度以後の年度

分の国民健康保険税について適用し、平成３０年

度分までの国民健康保険税については、なお従前

の例による。 

 提案説明は以上でございます。 

 御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（坂田邦彦） これより、質疑を許しま

す。 

 上野議員。 

○４番（上野武彦） ただいま提案されておりま

す。基本的には資産割をなくしていく方向でとい

うことはわかります。ただ、これに関連して所得

割の割合が引き上げられているということになっ

ております。基本的に資産割をなくするだけでと

思っておりましたけれども、この所得割を引き上

げるという理由について説明をひとつお願いした

いなということです。 

 それから、こういう所得割を引き上げることに

よるその理由といいますか、それについても少し

わかるように説明をいただきたいなというふうに

思います。 

○議長（坂田邦彦） 住民課長。 

○住民課長（清野真里） 当町の課税方式は、所

得割、資産割、均等割、平等割の４方式でござい

ますが、今回はこのたびの改正では課税割合につ

きましては平成３０年度と変わってございませ

ん。こちらは平成３０年度から課税総額は現状を

維持しつつ、３年をめどに段階的に資産割の廃止

と応能割、広域割の見直しを実施しているところ

でございますけれども、今回は応能割の資産を減

じて所得割を増額するということで、応能割の全

体の総額を同じにするという考え方での改正と

なっているところでございます。 

○議長（坂田邦彦） 上野議員。 

○４番（上野武彦） 基本的に資産割は減らして

いくということですけれども、全体の税額といい

ますか、個人に係る税額については変わらないと

いうことで理解してよろしいのかどうか。 

○議長（坂田邦彦） 住民課長。 

○住民課長（清野真里） 応能割の部分に関して

は、全体では総額としては変わらないのですけれ

ども、こちらのほうとしては若干一応モデルケー

スといたしまして、一つの例といたしまして、世

帯所得が１２０万円の方で被保険者数が二人、資

産税がないという方に関しましては５,２００円

程度の増となります。反対に、世帯所得の１２０

万円、それで同じく被保険者が二人の場合、固定

資産税が８万円の場合にはマイナス５,４００円

の減となりまして、この世帯所得や被保険者の

数、資産のあるなしで多様化してございますの

で、一概に税率が個人ごとに変わるということは

断言できないところではございます。 

 以上でございます。 

○議長（坂田邦彦） ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（坂田邦彦） 質疑を終わります。 

 これより、討論を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（坂田邦彦） 討論を終わります。 

 これより、採決を行います。 

 議案第１２号七飯町国民健康保険税条例の一部

改正について、原案のとおり可決することに御異

議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（坂田邦彦） 御異議なしと認めます。 

 よって、本案は、原案のとおり可決されまし

た。 

  ─────────────────── 

 日程第１０ 

  議案第１３号 七飯町地域体育館設置条例の 
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  一部改正について 

  ─────────────────── 

○議長（坂田邦彦） 日程第１０ 議案第１３号

七飯町地域体育館設置条例の一部改正についてを

議題といたします。 

 提案説明を求めます。 

 スポーツ振興課長。 

○スポーツ振興課長（川崎 元） それでは、議

案第１３号七飯町地域体育館設置条例の一部改正

について、提案説明申し上げます。 

 このたび提案いたします七飯町地域体育館設置

条例の一部改正は、七飯町中島にあります大中山

地域体育館の２階にある空き部屋を有効活用する

ため、改めて２階の空き部屋を貸室として明記

し、生涯学習等の活動を行う団体が利用できるよ

うにするものでございます。 

 改正内容ですが、議案関係資料の８ページ、資

料５をお開きください。 

 そちらにございます七飯町地域体育館設置条例

新旧対照表により御説明申し上げます。 

 改正前の第１条、１行目の体育活動の後に「、

生涯学習等」を加えます。 

 続いて、第５条の使用料ですが改正前の地域体

育館の使用料は、別表に掲げる額とするを改正後

の第１項として「使用許可を受けた者（以下「使

用者」という。）は、町長の指定する期日までに

別表１及び別表２に掲げる使用料（以下「使用

料」という。）を納付しなければならない。」と

し、第２項として「使用料は当該使用許可の期間

が１年に満たないとき、又は１年に満たない期間

があるときは当該期間について月割計算により、

その期間が１月に満たないとき、又は１月に満た

ない期間があるときは当該期間については日割り

計算により算定した額とする。この場合におい

て、１０円未満の端数があるときはその端数を切

り捨てるものとする。」を加えるものでございま

す。 

 続いて、第７条の使用料の還付については、改

正前の１行目、「使用の許可を受けた者（以下

｢使用者」という。）」を改正後は「使用者」と

します。 

 続きまして、第９条の使用許可の取消等につい

ては、改正前の１行目「使用の許可」を、改正後

は「使用許可」とします。 

 続いて、別表（第５条関係）を改正前の施設

名、大中山地域体育館を大中山地域体育館アリー

ナと名称変更し、新たに別表に（第５条関係）と

して施設名、大中山地域体育館貸室。料金、年額

３９万５,０００円を加えるものでございます。 

 議案に戻っていただきまして、附則として、こ

の条例は平成３１年４月１日から施行するとする

ものでございます。 

 提案説明は以上でございます。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（坂田邦彦） これより、質疑を許しま

す。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（坂田邦彦） 質疑を終わります。 

 これより、討論を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（坂田邦彦） 討論を終わります。 

 これより、採決を行います。 

 議案第１３号七飯町地域体育館設置条例の一部

改正について、原案のとおり可決することに御異

議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（坂田邦彦） 御異議なしと認めます。 

 よって、本案は、原案のとおり可決されまし

た。 

  ─────────────────── 

 日程第１１ 

  議案第１４号 七飯町地域センター条例の一 

  部改正について 

  ─────────────────── 

○議長（坂田邦彦） 日程第１１ 議案第１４号

七飯町地域センター条例の一部改正についてを議

題といたします。 

 提案説明を求めます。 

 総務財政課長。 

○総務財政課長（俉楼 司） それでは、議案第

１４号七飯町地域センター条例の一部改正につい

て、提案説明を申し上げます。 

 御提案いたします議案は、中島にございます大

中山地域センターにつきまして、現在の条例では
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短時間利用の研修室と通年利用の貸室からなって

おります利用形態を、平成３１年度から施設全体

を通年利用とするため、七飯町地域センター条例

の一部改正をするものでございます。 

 また、これに伴い、短時間利用の項目を削除す

るものでございます。 

 それでは、議案関係資料の１０ページ、七飯町

地域センター条例新旧対照表をごらんください。 

 別表第１の大中山地域センターの項中、貸室１

を貸室に、６５.００平方メートルを２１８.６０

平方メートルに、３３万４,２９０円を１１２万

４,２６０円に改め、別表第２の大中山地域セン

ターの項を削ります。 

 議案に戻っていただきまして、附則としまし

て、この条例は平成３１年４月１日から施行する

ものでございます。 

 提案説明は以上でございます。 

 御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（坂田邦彦） これより、質疑を許しま

す。 

 上野議員。 

○４番（上野武彦） 今回、使用料が年間の使用

料という形になるわけですけれども、実際に使用

する見込みといいますか、年間を通じてでなけれ

は貸さないということになった場合に、使用する

相手といいますか、その見通しが実際にあるのか

どうかという、その辺についてちょっと伺ってお

きたいなと。おそらく、町としてはそういった見

込みがあっての条例改正というふうに思うわけで

すけれども、確認をしたいということです。 

○議長（坂田邦彦） 総務財政課長。 

○総務財政課長（俉楼 司） 条例の決定前でご

ざいますけれども、借りたいという団体のお話は

受けてございます。 

 以上です。 

○議長（坂田邦彦） ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（坂田邦彦） 質疑を終わります。 

 これより、討論を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（坂田邦彦） 討論を終わります。 

 これより、採決を行います。 

 議案第１４号七飯町地域センター条例の一部改

正について、原案のとおり可決することに御異議

ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（坂田邦彦） 御異議なしと認めます。 

 よって、本案は、原案のとおり可決されまし

た。 

  ─────────────────── 

 日程第１２ 

  議案第１５号 七飯町保健福祉在宅サービス 

  条例の一部改正について 

  ─────────────────── 

○議長（坂田邦彦） 日程第１２ 議案第１５号

七飯町保健福祉在宅サービス条例の一部改正につ

いてを議題といたします。 

 提案説明を求めます。 

 福祉課長。 

○福祉課長（村山德收） それでは、議案第１５

号七飯町保健福祉在宅サービス条例の一部改正に

ついて、提案説明申し上げます。 

 このたびの改正は、１点目として食の自立支援

事業の改正でございます。 

 当該事業は、町から委託された業者がひとり暮

らし高齢者、障害者等のうち、調理することが困

難な方へ食事を配送する事業でございますが、近

年、民間事業者、コンビニエンスストア等の宅配

サービスの普及により利用者が年々減少し、平成

３０年６月を最後に利用者がいないものでござい

ます。 

 ２点目として、高齢者敬老祝金品事業でござい

ます。 

 当該事業は、喜寿７７歳、米寿８８歳、１００

歳到達者へ敬老の祝いとして金品を贈呈する事業

でございますが、町民の平均寿命も毎年延び続

け、また、超高齢者社会の進行や団塊世代の高齢

化により年々対象者が増加してきております。 

 以上のことから、食の自立支援事業については

事業を廃止し、高齢者敬老祝金品事業について

は、１００歳到達者に対する敬老祝金を２０万円

から１０万円に減額し、７７歳喜寿到達者に対す

る敬老祝品は廃止するため、この条例の一部を改

正するものでございます。 
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 それでは、議案関係資料の１１ページをごらん

ください。 

 資料７の七飯町保健福祉在宅サービス条例の一

部を改正する条例新旧対照表でございますが、第

５条の第２号を削ります。 

 第６条第１項中「満７７歳、満８８歳」を「満

８８歳」に改め、同条第２項中「満７７歳及び」

を削り、「２０万円」を「１０万円」に改めま

す。 

 議案に戻っていただきます。 

 附則といたしまして、この条例は平成３１年４

月１日から施行するものでございます。 

 提案説明は以上でございます。 

 よろしく御審議くださるようお願い申し上げま

す。 

○議長（坂田邦彦） これより、質疑を許しま

す。 

 横田議員。 

○１番（横田有一） 食の自立支援事業、利用が

少ないとかという話なのですけれども、今まで大

沼の地域だとか本町地域でもやっていたというと

きがあるのですけれども、実際に今やっていて利

用者が少なくなってきましたよといっても、例え

ば、セブンイレブンのお弁当だとかローソンのお

弁当、利用させていただいているからということ

で、それがあるからもうやめるというような話だ

と僕は思うのですけれども、では、そういうとこ

ろが実質七飯から出ていったとか人材不足だから

そういうものの部分は合わないから、そうしたら

コンビニをやめるとかって、そういうことになっ

た場合にこれはどうなるのかということですよ

ね。それにかわるものがあるのかどうかというこ

とが１点と、それから１００歳を迎えるお祝い金

２０万円を、１００歳が普通ですよといったっ

て、やはり１００歳まで元気で生きていただける

ということは七飯町にとってもそういういろいろ

な負担がなくなるということであるので、それに

対して七飯町は２０万円も出してくれていたから

頑張ろうといって頑張ってきた人がたった１０万

円かということで何だっていうことがあり得るか

もしれないということですよね。ですから、それ

を１０万円に削るという意味がどうもちょっとよ

く理解ができないので、ちょっとその辺教えてい

ただきたいと思います。 

○議長（坂田邦彦） 福祉課長。 

○福祉課長（村山德收） ただいま御質問ありま

したコンビニとか、もし撤退した場合どうするの

だというところでございますが、食の自立支援、

過去５年の実績でございますが、２６年度は実人

員８６名、２７年９７名、２８年度は６０名、２

９年の５４名、３０年度は実人員６名と、それ

で、先ほど説明申し上げたとおり６月で利用者が

ゼロになっているという状況でございます。 

 この状況は、２９年度の途中まで七飯地区、大

中山地区、大沼地区と全ての町内を食の自立支

援、業者２カ所でカバーしてございました。２９

年度については本町地区を担当していた法人が撤

退するというところもありました。なぜかという

と、大中山地区、本町地区も同じく民間業者の進

出が非常に数多く参入してきたというところで、

食の自立支援の部分についてだんだんお客様が民

間のほうにシフトしていったという経過でござい

ます。 

 そして、このたび３０年度大沼地区の会社が食

の自立支援を実施しておりましたが、実際、実人

員２名、この２名というのは１世帯で２名、１世

帯のために配付していたというところもありまし

た。そこの２名の世帯も民間のほうのお弁当、い

ろいろなコンビニであったりトドックであったり

とか、民間の事業者が入ってきた中を順番に毎日

同じような弁当だと飽きるということで、だんだ

ん切りかわっていったという経過でございます。 

 実際、今まで本町地区、大中山地区についても

民間会社が１社、２社ではなく、本当に数多くの

民間事業者が参入してきている状況でございます

ので、完全にゼロになる前に、先ほど議員の指摘

があったとおり民間事業者が撤退していったらど

うするのだというところでございますが、一気に

複数いた事業者がゼロになるということも一気に

撤退することも考えずらいので、もし大沼地区で

いうとコンビニとか何社かある中で、一気に減る

ことはないと思うので、何社か減ってきたときま

た対策を考えながら、それでうちのほうも本町地

区とか大中山地区の業者が撤退したときに近隣の
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業者にかわりにこういうサービスできるかどうか

というのも確認しながら事業者との連携とりなが

ら、新たに参入してもらったりしているところも

ございますので、もしそういう状況になってきた

らまた新たに役場から民間事業者に声をかけて参

入してもらうという形をとりたいと思っていると

ころでございます。 

 次に、１００歳の部分の２０万円を１０万円と

いうのは、長いこと１００歳まで元気に生きて来

られた方に対して冷たいのではないかという内容

でございますけれども、この１００歳到達者の敬

老祝金について、平成１９年度までは１０万円を

贈呈している事業でございましたが、平成１９年

度に事業の見直しを行い２０万円に増額したとい

う経過がございます。そして、平成２０年度か

ら、事業見直しから１１年経過して、町内の１０

０歳の方の人数が３０年度でいうと１５名、来年

だと１８名とかになりますので、１００歳到達者

が七飯町民の、七飯町民というか日本全体の平均

寿命が毎年延び続けているというところでござい

ます。 

 そういう社会情勢も鑑み、このたび１１年も

たったので事業の見直しさせていただいて、大変

心苦しいのですが、また平成１９年度の前の段階

の１０万円に戻させていただいたという見直しを

行ったという形で、今回条例の提案をさせていた

だいたという形になりますので、御理解のほどお

願いいたします。 

○議長（坂田邦彦） 横田議員。 

○１番（横田有一） 食の支援については、今

やっているところがだんだん少なくなったからと

いうのでしたら、むしろそうしたら反対に魅力あ

るものをつくってくれるというところをまず探す

べきな話ではないですかと思うのです。それで、

どこもやるところがなかったからそれで値段も全

然合わないから、例えばやめますよというのだっ

たらわかるけれども、新たにそういうものをやっ

て、魅力あるものを供給してあげるよというとこ

ろがあるのだったら、僕はやらせてみる必要があ

るのではないかと思うのですけれども、そこのと

ころどうなのかなと。 

 それから、この祝い金の２０万円というのは、

昔１００歳のとき１００万円だったのですよね、

一番最初。たしか１００万円というのあったので

すけれども。１００万円でなかったかな、前。 

 済みません、金額がちょっとはっきりしないの

ですけれども、もっと昔の金額高かったというの

があったような気がするので、そのぐらいだった

ら頑張ろうという気持ちもあるけれども、反対に

今財政がゆるくないからこれやるようなそういう

ニュアンスのように聞こえた部分があるので、平

成２０年からこうやっていて、ちょっと僕聞き間

違ったのか知らないけれども、そのときに１回１

０万円にして、そしてあれだからって２０万円に

させてもらいましたよというふうなニュアンス

だったけれども、そして何か申しわけないのです

けれども、そんな財政のことで金額が行ったり来

たりするということがあったならば、それって本

末転倒ですよねと思うので、やはり今人生１００

年と言って一生懸命国がこうやって進めていると

きに、本当に希望を失うようなことをするという

ことはおかしい話だと思う。反対にふやしてあげ

たっていいのではないですかって。財政がゆるく

ない中でもそれはやるべきな話ではないかと私は

思うのですけれども、いかがでしょうか。 

○議長（坂田邦彦） 福祉課長。 

○福祉課長（村山德收） まず、食のほうの魅力

あるものが事業者がいるのであれば、また委託事

業者として指定したほうがいいのではないかとい

う趣旨の質問でございますが、民間のほうで多く

の方が参入してきているものに対して、新たに七

飯町が公的事業として食の自立支援として委託業

者を定めて委託しても、民間がせっかく盛り上

がってきているところをまた町の事業でという形

になるのもちょっと水を差すような感じになると

いう形も考えられますので、民間が参加になって

きているものは町が撤退して事業を移行させてい

きたいという考えもございますので、そういう御

理解のほどよろしくお願いいたします。 

 １００歳に対しての部分でございますが、私の

記憶でありますけれども、私２０代のころ、２１

歳ぐらいのときに福祉課にいたときに、初めて大

沼に１００歳の方がいるんだということで記念品

を届けたことがございます。そのときが１０万円
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でございました。ですから、私の記憶の中では議

員の言うような桁、一つ多いような金額というの

はちょっと記憶がございません。 

 それで、その１０万円というのは平成１９年度

まで贈呈しておりました。それで、先ほど私の説

明がちょっと悪かったのですけれども、平成２０

年度から２０万円と、ごろがいいのか悪いのか２

０年から２０万円という形でサービスを行ってお

ります。 

 それから、繰り返しになりますけれども、平成

２０年度から平成３０年度まで１１年２０万円と

いう形で贈呈しておりましたが、社会情勢、高齢

化も多くなってきて、議員のおっしゃるとおり人

生１００歳時代という形で１００歳の方も多く

なってきているというところもあり、そういうこ

とでいろいろと見直しした中で先ほど御指摘あっ

たのですけれども、財政面の話とかありましたけ

れども、いろいろな意味でトータルで見直しした

という形で御理解いただきたいと。 

 そして、７７歳についても昔その部分もあわせ

てトータル的に見直しをして、今回条例の改正を

提案させていただいたという形で御理解のほどよ

ろしくお願いいたします。 

○議長（坂田邦彦） 横田議員。 

○１番（横田有一） １００歳のほうはわかりま

した。 

 ただ、外食ばかりして、例えば、コンビニのも

のだとかトドックのものだとかって、それってき

ちっと栄養管理させなかったらそれこそ早く死に

なさいよと言っているような感じではないです

か、それって。外食というのは。ただ、そこにき

ちっと栄養士が入って、こういうふうなことでこ

うやってというふうなことを利用する方にそうい

うようなことやっぱり指導していただきたいなと

いうふうに思います。 

 以上です。 

○議長（坂田邦彦） 福祉課長。 

○福祉課長（村山德收） ただいま議員の御指摘

どおり栄養に配慮した栄養士がちゃんと目を通し

たレシピで提供したほうがいいと、まさしくおっ

しゃるとおりでございます。 

 今、コンビニでもトドックでも栄養士が計算し

て減塩食とか糖尿食とか、そういうのも対応させ

ていただいているというところでございます。今

までも町の委託の部分も栄養士ついてやっており

ましたが、民間もかなりそういう部分では研究が

進んでおりまして、栄養士がつくったレシピ、ま

た、今、利用者の方についてはケアマネージャー

もついておりますので、そういうところでは対応

できるかなと思っておりますので、御理解のほう

よろしくお願いします。 

 以上でございます。 

○議長（坂田邦彦） ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（坂田邦彦） 質疑を終わります。 

 これより、討論を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（坂田邦彦） 討論を終わります。 

 これより、採決を行います。 

 議案第１５号七飯町保健福祉在宅サービス条例

の一部改正について、原案のとおり可決すること

に御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（坂田邦彦） 御異議なしと認めます。 

 よって、本案は、原案のとおり可決されまし

た。 

 暫時休憩をいたします。 

午後 ２時１３分 休憩 

───────────── 

午後 ２時２５分 再開 

○議長（坂田邦彦） 休憩前に引き続き、再開い

たします。 

  ─────────────────── 

 日程第１３ 

  議案第１６号 七飯町合併処理浄化槽設置整 

  備事業補助金条例の一部改正について 

  ─────────────────── 

○議長（坂田邦彦） 日程第１３ 議案第１６号

七飯町合併処理浄化槽設置整備事業補助金条例の

一部改正についてを議題といたします。 

 提案説明を求めます。 

 環境生活課長。 

○環境生活課長（竹内圭介） それでは、議案第

１６号七飯町合併処理浄化槽設置整備事業補助金
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条例の一部改正について、提案説明をいたしま

す。 

 このたび御提案いたします七飯町合併処理浄化

槽設置整備事業補助金条例の一部改正は、現在交

付している合併処理浄化槽設置に係る補助金の額

について見直しを行うものでございます。 

 本条例は、下水道処理計画区域外での生活排水

による公共用水域の汚濁を防止し、住民生活の環

境保全と公衆衛生の向上を目的として平成２１年

４月に制定されております。 

 現在この条例で定めている補助金の額について

は、合併処理浄化槽の設置を促進するため、国が

定めている補助基準額にさらに上乗せをし、国の

補助基準額よりも多い補助金を交付してまいりま

した。 

 しかし、補助制度の開始からことしで約１０年

が経過しようとしており、また、合併処理浄化槽

の設置基数も年々減少傾向にあることから、国の

補助基準額に合わせるよう見直しを行うものでご

ざいます。 

 なお、今回は主に事業所に該当する人槽区分が

１１人槽以上の補助金額について見直しを行うも

のとし、人槽区分が５人槽、そして６人槽及び７

人槽、８人槽から１０人槽までの個人住宅に該当

する人槽区分については、近年大きな社会的問題

となっている人口減少対策を考慮し、今回見直し

は行わないものといたします。 

 それでは、議案関係資料の１２ページ、資料８

の七飯町合併処理浄化槽設置整備事業補助金条例

新旧対照表をごらん願います。 

 別表（第５条関係）の表を新たに改正後の表の

とおり改めます。 

 次に、注釈の「人槽区分が１１人槽以上の合併

処理浄化槽にあっては、規則で定める浄化槽工事

費内訳（見積）書の工事費（合計）の額の２分の

１の額、又はこの表に定める補助限度額のいずれ

か低い額を補助限度額とする」を、「補助限度額

は別に規則で定める浄化槽工事費内訳（見積）書

の工事費（合計）の額の２分の１の額、又はこの

表に定める補助限度額のいずれか低い額とす

る。」に改めるものでございます。 

 それでは、議案に戻っていただきまして、附則

として、この条例は平成３１年４月１日から施行

するものでございます。 

 提案説明は以上でございます。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（坂田邦彦） これより、質疑を許しま

す。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（坂田邦彦） 質疑を終わります。 

 これより、討論を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（坂田邦彦） 討論を終わります。 

 これより、採決を行います。 

 議案第１６号七飯町合併処理浄化槽設置整備事

業補助金条例の一部改正について、原案のとおり

可決することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（坂田邦彦） 御異議なしと認めます。 

 よって、本案は、原案のとおり可決されまし

た。 

  ─────────────────── 

 日程第１４ 

  議案第１７号 七飯町公共下水道条例の一部 

  改正について 

  ─────────────────── 

○議長（坂田邦彦） 日程第１４ 議案第１７号

七飯町公共下水道条例の一部改正についてを議題

といたします。 

 提案説明を求めます。 

 水道課長。 

○水道課長（笠原泰之） それでは、議案第１７

号七飯町公共下水道条例の一部改正について、提

案説明申し上げます。 

 このたびの条例改正は、現在下水道使用料の支

払いにつきましては現金による金融機関などへの

納付、口座振替、または集金の方法により行うこ

ととなっておりますが、ことし４月よりクレジッ

トカード決済による納付を行うことができる予定

であり、これに対応するため地方自治法に定める

クレジットカード決済を取り扱う指定代理納付者

の定めが必要なことから、条例の一部を改正する

ものでございます。 

 それでは、議案関係資料の１４ページをお開き



－ 36 － 

願います。 

 七飯町公共下水道条例新旧対照表でございま

す。 

 第１６条第２項中「直納又は口座振替若しく

は」を「現金、口座振替若しくは地方自治法第２

３１条の２の２第６項に規定する指定代理納付者

による納付又は」に改めるものでございます。 

 議案に戻りまして、附則としまして、この条例

は平成３１年４月１日から施行するものでござい

ます。 

 提案説明は以上でございます。 

 御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（坂田邦彦） これより、質疑を許しま

す。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（坂田邦彦） 質疑を終わります。 

 これより、討論を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（坂田邦彦） 討論を終わります。 

 これより、採決を行います。 

 議案第１７号七飯町公共下水道条例の一部改正

について、原案のとおり可決することに御異議ご

ざいませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（坂田邦彦） 御異議なしと認めます。 

 よって、本案は、原案のとおり可決されまし

た。 

  ─────────────────── 

 日程第１５ 

  議案第１８号 七飯町水道事業給水条例の一 

  部改正について 

  ─────────────────── 

○議長（坂田邦彦） 日程第１５ 議案第１８号

七飯町水道事業給水条例の一部改正についてを議

題といたします。 

 提案説明を求めます。 

 水道課長。 

○水道課長（笠原泰之） それでは、議案第１８

号七飯町水道事業給水条例の一部改正について、

提案説明申し上げます。 

 今回の条例改正は、現在水道料金の支払いにつ

きましては、先ほど提案説明させていただきまし

た下水道使用料と同様に、現金による金融機関な

どへの納付、口座振替、または集金の方法により

行うこととなっておりますが、ことしの４月より

クレジットカード決済による納付を行うことがで

きる予定であり、これに対応するため地方自治法

に定めるクレジットカード決済を取り扱う指定代

理納付者の定めが必要なこと、また、水道法の改

正に伴い、町の給水工事等を行う指定給水装置工

事事業者の指定に新たに５年の更新期間が必要と

なることから、条例の一部を改正するものでござ

います。 

 それでは、議案関係資料の１５ページをお開き

願います。 

 七飯町水道事業給水条例新旧対照表でございま

す。 

 第７条第１項中「町長が法第１６条の２第１項

の規定により指定をした者（以下「指定給水装置

工事事業者」という。）」を「指定給水装置工事

事業者（町長が法第１６条の２第１項の規定によ

り指定をした者及び法第２５条の３の２第１項の

規定により更新した者をいう。以下同じ。）」に

改め、第３１条第３項中「現金若しくは口座振替

による納付」を「現金、口座振替若しくは地方自

治法第２３１条の２第６項に規定する指定代理納

付者による納付」に改め、第３２条第１号中「指

定」を指定の次に「及び更新」を加え、「１万

円」を「１万円以内で町長が別に定める額」に改

めるものでございます。 

 議案に戻りまして、附則といたしまして、この

条例は平成３１年４月１日から施行する。ただ

し、第７条第１項及び第３２条第１号の改正規定

は、水道法の一部を改正する法律の附則第１条に

規定される日から施行するものでございます。 

 提案説明は以上でございます。 

 御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（坂田邦彦） これより、質疑を許しま

す。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（坂田邦彦） 質疑を終わります。 

 これより、討論を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（坂田邦彦） 討論を終わります。 
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 これより、採決を行います。 

 議案第１８号七飯町水道事業給水条例の一部改

正について、原案のとおり可決することに御異議

ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（坂田邦彦） 御異議なしと認めます。 

 よって、本案は、原案のとおり可決されまし

た。 

  ─────────────────── 

 日程第１６ 

  議案第１９号 平成３０年度七飯町一般会計 

  補正予算（第１０号） 

  ─────────────────── 

○議長（坂田邦彦） 日程第１６ 議案第１９号

平成３０年度七飯町一般会計補正予算（第１０

号）を議題といたします。 

 提案説明を求めます。 

 総務財政課長。 

○総務財政課長（俉楼 司） それでは、議案第

１９号平成３０年度七飯町一般会計補正予算（第

１０号）について、提案説明を申し上げます。 

 このたびの補正は、年度末までの入札、見積も

り合わせによる執行残及び決算を念頭とした執行

残が見込まれるものなどの整理が主な内容でござ

います。 

 それでは、第１条、既定予算の総額から歳入歳

出それぞれ２億５,４２１万７,０００円を減額

し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１２０億４,

５００万円とするものでございます。 

 第２条、繰越明許費の追加及び変更は第２表に

よるものでございます。 

 第３条、債務負担行為の変更は第３表によるも

のでございます。 

 第４条、地方債の変更は第４表によるものでご

ざいます。 

 それでは、１８ページの歳出から御説明申し上

げます。 

 １款議会費１項１目議会費は、報酬から使用料

及び賃借料まで執行見込みにより合わせて１８８

万３,０００円の減額。 

 ２款総務費１項１目一般管理費は、一般管理費

（総務行政）として報償費から負担金、補助及び

交付金まで執行見込みにより合わせて３３万円の

減額。表彰事業費は、報償費、需用費は執行見込

みより合わせて７０万２,０００円の減額。一般

管理費（人事行政）として役務費から委託料まで

は執行見込みにより合わせて２８万５,０００円

の減額。 

 ２１ページになります。 

 町有バス管理費として職員手当等から役務費ま

で執行見込みにより合わせて９０万円の減額。町

長公用車管理費として需用費は執行残で１５万円

の減額。 

 合計２３６万７,０００円の減額でございま

す。 

 ２目広報費として旅費から負担金、補助及び交

付金までは執行見込みにより合わせて１０万６,

０００円の減額。 

 ３目財政管理費は、報酬費から負担金、補助及

び交付金までは５万３,０００円の減額。積立金

は財政調整基金積立金、減債基金積立金、活力の

あるまちづくり推進基金積立金で合わせて１,０

０５万３,０００円の追加。繰出金は土地開発基

金繰出金で９５万９,０００円の追加。 

 合計１,０９５万９,０００円の追加でございま

す。 

 ５目財産管理費は、財産管理費として大沼クリ

ニックの暖房設備にふぐあいがあったことから需

用費１０万円の追加。庁舎管理費として委託料か

ら備品購入費まで執行見込みにより合わせて５０

万２,０００円の減額。 

 合計４０万２,０００円の減額でございます。 

 ６目電算管理費は、電算管理費として、２３

ページになります。個人情報制度対応業務支援委

託料は平成３０年度実施予定であったｅ－ｔａｘ

特徴分マイナンバー対応システム改修費として税

務署との協議の結果改修が不要となったため、２

４９万円の減。使用料及び賃借料は役場、文化セ

ンター複合機の入札執行により６０万円の減。合

わせて３０９万円の減額。光ケーブル設置管理費

として、光ケーブル等移設工事負担金は大沼公園

内の回線申込者がふえたことによる設備増設費用

の負担金１５万２,０００円の追加。 

 合計２９３万８,０００円の減額でございま
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す。 

 ７目企画費は、企画費として旅費は執行見込み

により３万５,０００円の減額。まちづくり政策

事務費として需用費、役務費は執行見込みにより

３万２,０００円の減額。住民参加協働支援費と

して負担金、補助及び交付金は執行見込みにより

６２万７,０００円の減額。交通対策事業費とし

て旅費から負担金、補助及び交付金までは執行見

込みにより６６万２,０００円の減額。新幹線事

業推進基金費として積立金は運用利子分の追加に

より２４万４,０００円の追加。 

 合計１１１万２,０００円の減額でございま

す。 

 ９目自治振興費は、役務費から使用料及び賃借

料までは執行見込みにより３１万円の減額でござ

います。 

 １０目交通安全対策費は、交通安全対策費とし

て旅費は執行見込みにより５万円の減額。交通安

全指導車管理費として、２５ページになります。

需用費は執行見込みにより１０万円の減額。 

 合計１５万円の減額でございます。 

 １１目交流推進費は、交流推進費として共済費

から役務費までは執行見込みにより２４万９,０

００円の減額。セミナーハウス指定管理費として

需用費、役務費は執行見込みにより１万５,００

０円の減額。 

 合計２６万４,０００円の減額でございます。 

 １２目地域センター管理費は、需用費、備品購

入費は執行見込みにより５０万８,０００円の減

額でございます。 

 ２項１目税務総務費は、税務総務費（課税）と

して報酬から委託料までは執行見込みにより合わ

せて９９万１,０００円の減額。税務総務費（納

税）として共済費は執行見込みにより１５万５,

０００円の減額。 

 合計１１４万６,０００円の減額でございま

す。 

 ２目賦課徴収費は役務費、使用料及び賃借料は

執行見込みにより合わせて３５万円の減額。 

 ２６ページになります。 

 ３項１目戸籍住民基本台帳費は、負担金、補助

及び交付金は執行見込みにより３１３万円の減

額。 

 ４項１目選挙管理委員会費は、旅費は執行見込

みにより２３万４,０００円の減額。 

 ２目選挙執行費は、町長、町議会議員補欠選挙

執行費として報酬から負担金、補助及び交付金ま

で執行見込みにより合わせて１５２万５,０００

円の減額。 

 ５項１目統計調査費は、報酬から需用費は執行

見込みにより合わせて７万８,０００円の減額。 

 ６項１目監査委員費は、旅費、負担金、補助及

び交付金は執行見込みにより合わせて６万９,０

００円の減額。 

 ３款民生費１項１目社会福祉総務費は、２８

ページになります。社会福祉総務費（地域福祉）

として扶助費は地域灯油事業、福祉灯油事業助成

券購入費に予算不足が見込まれるため、１５万円

の追加。民生委員児童委員費として報酬は民生児

童指導委員の欠員による執行見込みにより合わせ

て８０万８,０００円の減額。社会福祉総務費

（国民年金）として需用費、役務費は執行見込み

により合わせて８万３,０００円の減額。国民健

康保険特別会計繰出金として国保特別会計執行見

込みにより３,６２５万２,０００円の追加。福祉

基金費として運用利子分の追加により基金積立金

９３万１,０００円の追加。 

 合計３,６４４万２,０００円の追加でございま

す。 

 ２目高齢者福祉費は、高齢者支援費として扶助

費の高齢者施設入所措置費は施設入居者の増加に

伴い２７０万円の追加。介護保険特別会計繰出金

は決算見込みにより５０２万４,０００円の減

額。 

 合計２３２万４,０００円の減額となります。 

 ４目障がい者福祉費は、障がい者福祉費として

委託料は執行見込みにより７万円の減。障がい者

介護審査会費として報酬委託料は執行見込みによ

り合わせて１５万８,０００円の減額。地域生活

支援事業費として委託料は執行見込みにより５７

万円の減額。 

 合計７９万８,０００円の減額となります。 

 ５目障がい者医療助成費は、役務費、扶助費は

執行見込みにより合わせて８４８万３,０００円
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の減額。 

 ３０ページになります。 

 ６目社会福祉施設費は、負担金、補助及び交付

金は執行見込みにより１９万８,０００円の減

額。 

 ２項１目児童福祉総務費は、児童福祉総務費と

して共済費、賃金は執行見込みにより、また、委

託料は障がい児保育事業は障がい児の認定数減の

ため、子育て短期支援事業は利用者減のため、合

わせて２１４万９,０００円の減額。放課後児童

対策費として、共済費から負担金、補助及び交付

金までは執行見込みにより合わせて５０９万６,

０００円の減額。児童手当支給費として扶助費は

執行見込みにより３３５万５,０００円の減額。

本町子育て支援センター運営費は、共済費、負担

金、補助及び交付金は執行見込みにより合わせて

５,０００円の減額。大中山子育て支援センター

運営費は旅費、負担金、補助及び交付金は執行見

込みにより合わせて１万１,０００円の減額。大

中山複合施設事業費は委託料、工事請負費は執行

見込みにより合わせて３３４万５,０００円の減

額。 

 合計１,３９６万１,０００円の減額でございま

す。 

 ３２ページになります。 

 ２目児童措置費は、大中山保育所運営費として

共済費から負担金、補助及び交付金までは執行見

込みにより合わせて１６５万４,０００円の減

額。子ども・子育て支援給付事業費は施設型給付

費委託料は保育利用者数減のため３,２５５万７,

０００円の減額。 

 合計３,４２１万１,０００円の減額でございま

す。 

 ３目児童等医療助成費は、子ども医療助成費と

して役務費、扶助費は執行見込みにより合わせて

５４４万９,０００円の減額。ひとり親家庭等医

療助成費として扶助費は執行見込みにより２５８

万８,０００円の減額。 

 合計８０３万７,０００円の減額でございま

す。 

 ４目青少年育成対策費は、報償費の執行見込み

により２８万円の減額。 

 ３項１目災害救助費は、職員手当等、需用費は

北海道胆振東部地震被災市町村職員派遣の際の職

員手当、自動車燃料費で、執行残により合わせて

１４万５,０００円の減額。 

 ４款衛生費１項１目保健衛生総務費は、保健衛

生総務費として報酬から３５ページの負担金、補

助及び交付金までは執行見込みにより合わせて３

６万５,０００円の減額。保健指導車管理費は役

務費は執行見込みにより４,０００円の減額。水

道施設費として水道事業会計繰出金（収益勘定

分）は事業会計の決算見込みなどにより１０７万

１,０００円の追加。 

 合計７０万２,０００円の追加でございます。 

 ２目予防費は、疾病予防等保健対策費として予

防接種委託料、立替払分補助金、ロタワクチン接

種費用助成金はそれぞれ接種件数の減のため合わ

せて３６７万円の減額。母子保健対策費として共

済費から負担金、補助及び交付金までは執行見込

みにより合わせて７２万７,０００円の減額。成

人保健対策費として旅費は執行見込みにより３万

１,０００円の減額。 

 合計４４２万８,０００円の減額でございま

す。 

 ３目環境衛生費は、有害鳥獣対策費として報償

費は執行見込みにより合わせて４３万９,０００

円の減額。火葬場及び墓地管理費として共済費か

ら償還金、利子及び割引料までは執行見込みによ

り合わせて１５万円の減額。 

 ３７ページになります。 

 環境保全事業推進基金費として積立金は運用利

子分の追加により９７万３,０００円の追加。 

 合計３８万４,０００円の追加でございます。 

 ４目環境保全対策費は、自然環境保全事業費と

して職員手当等から使用料及び賃借料までは執行

見込みにより合わせて４９万７,０００円の減

額。生活環境対策事業費として報酬から負担金、

補助及び交付金までは執行見込みにより合わせて

４７万３,０００円の減額。 

 合計９７万円の減額でございます。 

 ５目保健センター管理費は、需用費の執行見込

みにより１０万７,０００円の減額。 

 ６目健康センター管理費は、共済費から委託料
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までは執行見込みにより合わせて１８０万２,０

００円の減額。 

 ２項１目清掃総務費は、廃棄物対策費として役

務費、委託料は執行見込みにより合わせて６２万

２,０００円の減額。リサイクル推進対策費とし

て報償金は執行見込みにより１８万４,０００円

の減額。 

 合計８０万６,０００円の減額でございます。 

 ３８ページになります。 

 ６款農林水産業費１項１目農業委員会費は、旅

費、交際費の執行見込みにより合わせて４万５,

０００円の減額。 

 ３目農業振興費は、農業支援対策事業費として

経営体育成支援事業補助金は、一農業者の事業の

取りやめにより９３万円の減額。経営所得安定対

策直接支払推進事業費として、賃金から負担金、

補助及び交付金までは執行見込みにより２７万

５,０００円の減額。 

 合わせて１２０万５,０００円の減額。 

 ４目農地費は、農業施設維持管理費として需用

費から原材料費までは執行見込みにより合わせて

１３８万１,０００円の減額。道営農業基盤整備

事業費として道営農業農村整備事業負担金、一つ

飛んで農地整備事業負担金（一般農道）、北海道

土地改良事業団体連合会負担金等は冬期間施工の

中止などに減。農地整備事業負担金（基幹農道）

はアップル温泉下交差点付近の形状変更のため、

土地改良事業計画調査費負担金は事業計画変更に

伴う追加で合わせて４９３万１,０００円の減

額。 

 合計６３１万２,０００円の減額でございま

す。 

 ２項１目林業費は４１ページになります。 

 森林情報システム更新業務、林地台帳等不明地

番システム導入事業委託料は入札執行残により

減。未来につなぐ森づくり事業補助金は、事業量

の減により合わせて６０万５，０００円の減額。

町有林整備費として委託料は事業執行見込みによ

り合わせて７４万円の減。負担金、補助及び交付

金は執行見込みにより６万２,０００円の減。合

わせて８０万２,０００円の減額。 

 合計１４０万７,０００円の減額でございま

す。 

 ７款商工費１項１目商工費は、商工振興費とし

て共済費から需用費まで及び創業支援負担金は執

行見込みにより減。道の駅感謝祭開催負担金は悪

天候によるイベントの縮小に伴い減。合わせて２

３６万３,０００円の減額。商工業経営安定支援

事業費として、負担金、補助及び交付金は執行見

込みにより１１万５,０００円の減額。特産品Ｐ

Ｒ事業費として報償費から負担金、補助及び交付

金までは執行見込みにより合わせて１４万４,０

００円の減額。 

 ４３ページになります。 

 ふるさと納税事業費として需用費から使用料及

び賃借料まで寄附件数及び寄附額の減少に伴い合

わせて４,２４６万５,０００円の減額。企業誘致

推進費として地域総合整備資金保証料補助金及び

貸付金は事業費の減のため合わせて１,４０７万

円の減額。 

 合計５,９１５万７,０００円の減額でございま

す。 

 ２目観光費は、観光総務費として共済費から使

用料及び賃借料までは執行見込みにより合わせて

７４万１,０００円の減額。観光事業費として旅

費から委託料までは執行見込みにより合わせて１

５万９,０００円の減額。観光地整備管理費とし

て需用費から原材料費までは執行見込みにより合

わせて８万３,０００円の減額。 

 合計９８万３,０００円の減額でございます。 

 ４目道の駅管理費は、４５ページになります。 

工事請負費は執行見込みにより１万２,０００円

の減額。 

 ８款土木費１項１目土木総務費は、土木総務費

として委託料は執行見込みにより２２万８,００

０円の減額。土木作業車管理費として需用費の燃

料費軽油は除排雪重機車両の燃料費執行見込みに

より２００万円の追加。役務費、備品購入費は執

行見込みにより２万８,０００円の減額。合わせ

て１９７万２,０００円の追加。水防センター管

理費として需用費から負担金、補助及び交付金ま

では執行見込みにより合わせて４２万２,０００

円の減額。建築指導費（指導）として旅費、補助

金は執行見込みにより合わせて１９万４,０００
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円の減額。建築指導費（営繕）として使用料及び

賃借料は執行見込みにより２万３,０００円の減

額。建築指導車管理費として需用費は執行見込み

により９,０００円の減。 

 合計で１０９万６,０００円の追加でございま

す。 

 ２項１目道路橋りょう維持費は、道路橋りょう

維持費として役務費から４７ページの負担金、補

助及び交付金まで執行見込みにより合わせて１２

３万２,０００円の減額。除排雪対策費として共

済費は執行見込みにより１８万７,０００円の

減。需用費のロードヒーティング電気料は執行見

込みにより２００万円の追加。合わせて１８１万

３,０００円の追加。 

 合計５８万１,０００円の追加でございます。 

 ２目道路橋りょう新設改良費は、道路改良事務

費として旅費は執行見込みにより９万１,０００

円の減額。町道等単独改良事業費として工事請負

費は執行見込みにより合わせて９８万９,０００

円の減額。道路用地取得費として公有財産購入

費、補償、補填及び賠償金は執行見込みにより合

わせて１９８万３,０００円の減額。道路工事連

絡車管理費として役務費は執行見込みにより４,

０００円の減額。社会資本整備総合交付金事業費

（道路）として工事請負費、負担金、補助及び交

付金は執行見込みにより合わせて７,９８８万８,

０００円の減額。 

 合計で８,２９５万５,０００円の減額でござい

ます。 

 ３項１目河川費は、河川改修事務費として旅費

は執行見込みにより９万２,０００円の減。河川

維持管理費として河川維持補修工事は５０万円の

減額。４９ページの湯出川環境整備工事費として

５０万円の追加で増減はありません。 

 合計９万２,０００円の減額でございます。 

 ４項１目都市計画費は、社会資本整備総合交付

金事業費（都市再生）として、工事請負費は執行

見込みにより２１万円の減額。 

 ２目公園費は、委託料の執行見込みにより合わ

せて３４万８,０００円の減額。 

 ４目都市環境整備費は、工事請負費の執行見込

みにより１３万円の減額。 

 ５項１目住宅管理費は、報酬、旅費の執行見込

みにより合わせて９,０００円の減額。 

 ９款消防費１項２目災害対策費は、災害対策費

として職員手当等から委託料まで執行見込みによ

り１７万円の減額。防災行政無線施設管理費とし

て需用費から５１ページの備品購入費まで合わせ

て４１２万円の減額。 

 合計で４２９万円の減額でございます。 

 ５０ページになります。 

 １０款教育費１項１目教育委員会費は、旅費の

委員費用弁償は教育委員出張旅費予算不足のため

９,０００円の追加。交際費、会議負担金は執行

見込みにより３万９,０００円の減額。合わせて

３万円の減額。 

 ２目事務局費は、事務局費（学校庶務）として

報償費から負担金、補助及び交付金までは執行見

込みにより合わせて２０万３,０００円の減額。

私立幼稚園対策費として幼稚園就園奨励費補助金

は対象者がなかったため１４万円の減額。事務局

費（学校教育）として報酬から共済費、旅費から

５３ページの負担金、補助及び交付金までの賃金

以外は執行見込みにより１２１万９,０００円の

減額。賃金は予算不足のため特別支援教育支援員

賃金は７２万円の追加。学習支援員賃金は７２万

円の追加。合わせて４９万９,０００円の追加。

事務局費教育助成として役務費、負担金、補助及

び交付金は執行見込みにより２万７,０００円の

減額。外国語指導助手活動費として賃金は執行見

込みにより１２万６,０００円の減額。スクール

バス運行費として委託料は執行見込みにより６５

万円の減額。学校教育公用車管理費として役務費

は執行見込みにより２,０００円の減額。 

 合計６４万９,０００円の減額でございます。 

 ２項１目学校管理費は、学校管理費（小学校）

として共済費及び賃金は執行見込みにより合わせ

て６１万９,０００円の減額。役務費は各学校か

ら発送する郵便料の予算不足のため１０万円の追

加。使用料及び賃借料、負担金、補助及び交付金

は執行見込みにより合わせて７０万５,０００円

の減額。事業合計１２２万４,０００円の減額。

児童保健衛生費として報酬から委託料まで執行見

込みにより合わせて４３万６,０００円の減額。
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コミュニティ・スクール管理運営費（小学校）と

して５５ページの報酬は執行見込みにより１０万

円の減額。 

 合計１７６万円の減額でございます。 

 ２目教育振興費は、扶助費の執行見込みにより

４８万円の減額。 

 ３項１目学校管理費は、学校管理費（中学校）

として共済費及び賃金は執行見込みにより合わせ

て４２万５,０００円の減額。燃料費、重油は執

行見込みにより３０万円の減額。役務費は各学校

で使用する経費の予算不足のため郵便料１２万

円、電話料１４万円の追加。使用料及び賃借料、

負担金、補助及び交付金は執行見込みにより合わ

せて８万９,０００円の減額。事業合計５５万４,

０００円の減額。生徒保健衛生費として報酬から

委託料まで執行見込みにより合わせて２１万８,

０００円の減額。コミュニティ・スクール管理運

営費（中学校）として報酬は執行見込みにより合

わせて３万円の減額。 

 合計８０万２,０００円の減額でございます。 

 ２目教育振興費は、教育振興費（中学校）とし

扶助費は執行見込みにより６０万円の減額。 

 ４項１目社会教育総務費は、社会教育総務費と

して報酬から５７ページの負担金、補助及び交付

金までは執行見込みにより合わせて１１万４,０

００円の減額。高齢者教育事業費として、旅費は

執行見込みにより３万８,０００円の減額。青少

年育成事業費として報償費から使用料及び賃借料

までは執行見込みにより合わせて８万５,０００

円の減額。放課後子ども教室事業費として報償

費、役務費は執行見込みにより合わせて３６万

４,０００円の減額。生涯教育公用車管理費とし

て需用費は執行見込みにより５万円の減額。社会

教育施設整備基金費は積立金として運用利子分の

追加により９３万９,０００円の追加。 

 合計２８万８,０００円の追加でございます。 

 ２目文化振興費は、文化振興費として旅費、負

担金、補助及び交付金は執行見込みにより合わせ

て４万４,０００円の減額。地域セミナー事業費

として報償費、役務費は執行見込みにより合わせ

て１万７,０００円の減額。文化祭開催事業とし

て需用費から５９ページの使用料及び賃借料まで

執行見込みにより合わせて７万３,０００円の減

額。図書室管理費として報償費から委託料までは

執行見込みにより合わせて４万９,０００円の減

額。 

 合計１８万３,０００円の減額でございます。 

 ３目社会教育施設振興費は、文化センター管理

費として委託料から工事請負費までは執行見込み

により３９万６,０００円の減額でございます。

大中山コモン管理費として使用料及び賃借料は執

行見込みにより１万１,０００円の減額。大沼婦

人会館管理費として旅費、委託料は執行見込みに

より合わせて２０万５,０００円の減額。社会教

育施設管理費として共済費から６１ページの原材

料までは執行見込みにより５６万６,０００円の

減額。 

 合計１１７万８,０００円の減額でございま

す。 

 ４目文化財保護費は、賃金から委託料までは執

行見込みにより合わせて２１万７,０００円の減

額。 

 ５項１目保健体育総務費は、スポーツ振興総務

費として旅費から負担金、補助及び交付金までは

執行見込みにより合わせて５０万１,０００円の

減額。スポーツ合宿事業費として需用費、使用料

及び賃借料は執行見込みにより合わせて５４万

２,０００円の減額。体育施設管理公用車管理費

として役務費は執行見込みにより２万１,０００

円の減額。体育施設管理費として共済費から使用

料及び賃借料まで執行見込みにより合わせて６１

万１,０００円の減額。 

 合計１６７万５,０００円の減額でございま

す。 

 ２目学校給食費は、役務費から６３ページの委

託料まで執行見込みにより合わせて７４万４,０

００円の減額。 

 １１款１項１目農業用施設災害復旧費は、委託

料から原材料までは災害対応がなかったため５０

万円の減額。 

 ２項１目道路橋りょう災害復旧費は、災害対応

がなかったため災害復旧応急事業委託金は執行残

で４０万円の減額。 

 ２目河川災害復旧費は、災害対応がなかったた
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め災害復旧対応業務委託料は執行見込みにより４

０万円の減額。 

 １３款職員費１項１目職員給与費は、職員給与

費として給料から共済費まで執行見込みにより合

わせて３,７８０万円の減額。臨時職員雇用費と

して共済費、賃金は執行見込みにより合わせて５

９０万９,０００円の減額。 

 合計４,３７０万９,０００円の減額でございま

す。 

 ６４ページになります。 

 ２目職員諸費は、職員諸費として報償費、旅費

は執行見込みにより合わせて１７万６,０００円

の減額。職員研修費として報償費から負担金、補

助及び交付金は執行見込みにより合わせて１７万

１,０００円の減額。職員厚生費として旅費から

負担金、補助及び交付金までは執行見込みにより

合わせて７１万８,０００円の減額。 

 合計１０６万５,０００円の減額でございま

す。 

 次に、１０ページの歳入に戻っていただきま

す。 

 ６款地方消費税交付金１項１目地方消費税交付

金は１億６１７万２,０００円の減額。 

 １２款分担金及び負担金２項１目民生費負担金

は、社会福祉費負担金として自立支援事業給付費

負担金４６５万６,０００円の減額。福祉・介護

職員処遇改善加算分負担金１９万８,０００円の

減額。児童福祉費負担金として学童保育料６２４

万８,０００円の減額。保育所保育料４４８万１,

０００円の追加。 

 合計で６６２万１,０００円の減額でございま

す。 

 １３款使用料及び手数料１項１目総務費総務使

用料は地域センター使用料１６万７,０００円の

減額。 

 ２目衛生使用料は、火葬場使用料２８３万円の

減額。墓地貸付料１８万円の減額。健康センター

使用料３８０万５,０００円の減額。合わせて６

８１万５,０００円の減額。 

 ４目土木手数料は都市計画占用料３３万円の追

加。 

 ５目教育使用料は文化センター使用料６０万円

の追加。 

 ２項５目土木手数料は、小規模特定開発行為申

請手数料２７万円の追加。開発行為等申請手数料

１９万円の追加。合わせて４６万円の追加。 

 １４款国庫支出金１項１目民生費国庫負担金

は、社会福祉費負担金として国民健康保険基盤安

定負担金１４６万７,０００円の追加。介護保険

低所得者保険料軽減負担金２５万３,０００円の

追加。合わせて１７２万円の追加。児童福祉費負

担金として児童手当負担金２３４万９,０００円

の減額。子どものための教育・保育給付費負担金

９５２万２,０００円の減額。合わせて１,１８７

万１,０００円の減額。 

 合計１,０１５万１,０００円の減額となりま

す。 

 ２目衛生費国庫負担金は、療養医療給付費負担

金２２万４,０００円の減額。 

 ２項１目総務費国庫負担金は、個人番号カード

交付事業費負担金３１３万円の減額。 

 ３目衛生費国庫補助金は、循環型社会形成推進

交付金９０万６,０００円の減額。 

 １２ページになります。 

 ４目土木費国庫補助金は、道路橋りょう費補助

金として社会資本整備総合交付金５,１１０万９,

０００円の減額。住宅費補助金として社会資本整

備総合交付金８３８万９,０００円の減額。 

 合計５,９４９万８,０００円の減でございま

す。 

 ５目教育費国庫負担金は、教育総務費補助金と

して幼稚園就園奨励費補助金として３万２,００

０円の減額。小学校費補助金は学校施設環境改善

交付金１,４４６万４,０００円の減額。合わせて

１,４４９万６,０００円の減額。 

 １５款道支出金１項１目民生費道負担金は、社

会福祉費負担金として国民健康保険基盤安定負担

金１,０６２万２,０００円の追加。介護保険低所

得者保険料軽減負担金１２万６,０００円の追

加。合わせて１,０７４万８,０００円の追加。児

童福祉費負担金として児童手当負担金５０万５,

０００円の減額。子どものための教育・保育給付

費負担金１,１５９万１,０００円の減額。 

 合計１,２０９万６,０００円の減額。 
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 ３目土木費道負担金は、峠下８号線久根別川橋

架替事業負担金２１９万９,０００円の減額。 

 ２項１目総務費道補助金は、総務管理費補助金

として電源立地地域対策交付金２万２,０００円

の減額。地域づくり総合交付金２２６万円の減

額。合わせて２２８万２,０００円の減額。 

 ２目民生費道補助金は、児童福祉費補助金とし

て子ども医療給付事業の事業補助金１８２万６,

０００円の減額。ひとり親家庭等医療給付事業補

助金１１２万８,０００円の減額。多子世帯保育

料軽減支援事業費補助金４４１万８,０００円の

追加。 

 合計で１４６万４,０００円の追加でございま

す。 

 ４目農林水産業費道補助金は、農業費補助金と

して経営所得安定対策直接支払推進事業補助金か

ら地域づくり総合交付金まで６事業補助金合わせ

て１５０万２,０００円の減額。林業費補助金と

して未来につなぐ森づくり事業補助金３１万円の

減額。森林保育事業補助金２４万５,０００円の

追加。合わせて６万５，０００円の減額でござい

ます。 

 合計１５６万７,０００円の減額でございま

す。 

 ５目教育費道補助金は、放課後子どもプラン推

進事業補助金７万４,０００円の追加。 

 ６目土木費道補助金は、地域づくり総合交付金

１８０万円の追加。 

 ３項１目総務費委託料は、各種指定統計調査委

託料７万８,０００円の減額。 

 ２目衛生費委託金は、市町村権限委譲事務交付

金１７万３,０００円の追加。 

 ３目農林水産業費委託金は、道営農業農村整備

事業監督等補助業務委託金１万２,０００円の追

加。家畜伝染病予防手数料徴収事務委託金１,０

００円の追加。合わせて１万３,０００円の追

加。 

 １４ページになります。 

 ５目土木費委託金は、土木管理費委託金として

建築確認事務委託金６万８,０００円の追加。建

築リサイクル事務委託金１万５,０００円の減

額。合わせて５万３,０００円の追加。都市計画

費委託金として市町村権限委譲事務交付金５万円

の追加。 

 合計１０万３００円の追加でございます。 

 １６款財産収入１項１目財産貸付収入は、土地

建物貸付収入として土地貸付収入３００万円の追

加。建物貸付収入１７万円の減額。合わせて２８

３万円の追加。 

 ２目利子及び配当金は、財政調整基金運用利子

から土地開発基金運用利子まで８基金の運用利子

合計で３０５万９,０００円の追加。 

 ２項１目不動産売払収入は、立木支払収入とし

て間伐材売払収入２４３万９,０００円の追加。

土地等売払収入として町有地売払収入５４１万

９,０００円の減額。合わせて２９８万円の減額

でございます。 

 １７款寄附金１項１目総務費寄附金は、総務費

寄附金５,１００万円の減。 

 １８款繰入金１項３目福祉基金繰入金は、１９

８万５,０００円の減額。 

 ４目環境保全事業推進基金繰入金は１１万７,

０００円の減額。 

 ５目財政調整基金繰入金は７,２１０万５,００

０円の追加。 

 ２０款諸収入５項３目高額等医療費収入は、重

度心身障がい者高額療養費５７７万６,０００円

の減額。子ども医療高額療養費９３万５,０００

円の減額。ひとり親家庭等高額療養費３１８万

２,０００円の減額。合わせて９８９万３,０００

円の減額でございます。 

 ４目雑入は、諸実費徴収金として養育医療費一

部負担金７１万５,０００円の減額。老人大学授

業料２２万円の減額。公民館講座受講料３２万円

の減額。 

 １７ページになります。 

 放課後子ども教室活動保険料負担金２万円の減

額。合わせて１２７万５,０００円の減額。雑入

として自動販売機設置手数料から果実加工品売払

収入まで１０件で４４７万６,０００円の追加。 

 合計で３２０万１,０００円の追加でございま

す。 

 ２１款町債１項１目民生債は、大中山複合施設

事業債２６０万円の減額。 
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 ２目農林水産業債は、渡島東部経営体育成基盤

整備事業債から一般農道整備事業債まで合わせて

４４０万円の減額。 

 ３目土木債は、道路橋りょう債として町道単独

改良整備事業債から橋りょう長寿命化改良事業債

まで合わせて２,９４０万円の減額。河川債とし

て軍川下流排水路整備事業債１６０万円の減額。

都市計画債として都市計画債２０万円の減額。合

わせて３,１２０万円の減額。 

 ４目臨時財政対策債は、臨時財政対策債２８０

万円の減額。 

 ５目商工債は、地域総合整備資金貸付事業債

１,４００万円の減額。 

 ８目消防債は、防災行政無線整備事業債３８０

万円の減額でございます。 

 次に、４ページに戻っていただきます。 

 第２表、繰越明許費補正でございます。 

 追加となるのは、２款総務費１項総務管理費の

光ケーブル設置管理費９０７万２,０００円で、

これは西大沼地区国道の拡幅工事のため既存電柱

移設に伴い光ケーブルも移設が必要となります

が、電柱の移設工事に対する開発建設部の工事許

可に時間を要しており、事業完了が平成３１年度

となることから追加するものでございます。 

 変更となるのは、３款民生費２項児童福祉費の

大中山複合施設事業の金額を３,６３８万円から

２,１１５万円に、９款消防費１項消防費、防災

行政無線整備事業の金額を１,１８８万円から５

６５万２,０００円に、１０款教育費２項小学校

費の大中山小学校建替事業の金額を２億３,９３

０万円から２億３,１２０万円に変更するもので

ございます。 

 第３表、債務負担行為補正でございます。 

 変更となるのは、固定資産土地評価業務委託料

で事業量の確定により限度額を４００万７,００

０円から３８７万８,０００円に、住民基本台帳

ネットワークシステム機器等更新事業で事業費の

確定により限度額を４４１万５,０００円から４

３８万６,０００円に、会計年度任用職員制度導

入支援事業業務委託料で事業費の確定により限度

額を１０８万円から１０２万６,０００円に変更

するものでございます。 

 ６ページになります。 

 第４表、地方債補正でございます。 

 変更追加となるのは、大中山複合施設事業から

防災行政無線整備事業まで１２件の起債について

は、限度額の総額を９億３,１００万円から８億

７,２２０万円に変更するものでございます。 

 各事業の限度額の変更前、変更後の内訳につき

ましては記載のとおりでございます。 

 また、起債の方法、利率、償還の方法につきま

しては補正前と同じでございます。 

 提案説明は以上でございます。 

 よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 

○議長（坂田邦彦） これより、質疑を許しま

す。 

 横田議員。 

○１番（横田有一） この歳入の一般の１５ペー

ジの総務費の寄附金５,１００万円の減というこ

とで４,９００万円というふうになっていまし

て、これってまず何ですか。 

○議長（坂田邦彦） 商工観光課長。 

○商工観光課長（福川晃也） ただいまの御質問

ですが、このたびの補正予算、総務費寄附金の

５,１００万円の減につきましては、ふるさと納

税の減額でございます。 

 以上でございます。 

○議長（坂田邦彦） 横田議員。 

○１番（横田有一） ５,１００万円のふるさと

納税の減ということで、経費のほう一般の４３

ページのふるさと納税事業費で４,２００万円の

減ということになって、減ですからちょっとわか

らないのですけれども、５,１００万円減して去

年の決算見れば大体７掛けくらいの金額だとすれ

ば３,５００から５００万円ちょっとという金額

なのだけれども、それより膨らんでいるというこ

とは何か理由があるのですか。 

○議長（坂田邦彦） 商工観光課長。 

○商工観光課長（福川晃也） このたびのふるさ

と納税の事業費の減額につきましては、まず消耗

品費、これはいわゆる返礼品の金額なのですが、

こちらで３,１８０万円減額しております。その

ほかの経費といたしましては、この３割分に対す

る宅配便の送料、それからふるさと納税業務の委
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託料、新たにさとふるのほうに業務委託を行って

おりまして、その分の経費が多くふえてございま

す。同様に代理納付ステムの利用料につきまして

も同様にふえてございます。 

 以上でございます。 

○議長（坂田邦彦） 横田議員。 

○１番（横田有一） さとふるというのは、これ

は初めて聞く言葉なのですけれども、去年の秋の

１０月まで、１１月からは総務省の指導が入って

５割というのはだめだよと。そして３割になりま

すよということをたしか御説明していただいてい

たのですけれども、そういうふうにして考えてい

くならば余りにもこの経費のほうが膨らんでいる

よねと。こんなもので済みませんけれども、最終

的にはこのふるさと納税の事業費で当初からずっ

とこの１年間何ぼかかったんだというのをちょっ

と教えていただければ、それで４,９００万円の

ふるさと納税があったと、それに対して何ぼあっ

たのよって、それで３割もいかないということ

は、経費ばかりがかかって何もしたらふるさと納

税としての意味をなしていないのではないかと思

うのですけれども、その辺いかがですか。 

○議長（坂田邦彦） 暫時休憩をいたします。 

午後 ３時２３分 休憩 

───────────── 

午後 ３時４２分 再開 

○議長（坂田邦彦） 休憩前に引き続き、再開い

たします。 

 横田議員に対する答弁より入ります。 

 商工観光課長。 

○商工観光課長（福川晃也） 貴重なお時間を費

やすこととなりまして、大変申しわけございませ

んでした。 

 それでは、先ほどの御質問に対し答弁をさせて

いただきます。 

 まず、先ほどの御質問につきましては、ふるさ

と納税の歳入、それから歳出どのような構造に

なっているのかという御質問であったかと思いま

す。 

 まず、補正前の状況なのですが、歳入を１億円

見込んでございます。そして、歳出の予算額は

６,６７４万,４０００円、経費率としますと約６

６.７％の経費率となってございます。そして、

このたびこの補正後におきましては、歳入を４,

９００万円、そして補正後の歳出予算は２,４２

７万９,０００円、経費率といたしまして４９.５

％ということで、歳出につきましては経費を圧縮

できたというような形になってございます。 

 以上でございます。 

○議長（坂田邦彦） ほかにございませんか。 

 中川議員。 

○１５番（中川友規） ２点ほどちょっとお伺い

します。 

 まず、歳入のほうの１１ページの健康センター

の使用料ということで、３８０万円収入が減とい

うことですけれども、これの理由といいますか、

なんでこんなに減ってしまったのかなというの

と、減った理由によりますけれども、ただ売り上

げみたいなものが減っているのであれば、何か改

善策をとらなかったのかどうかということと、あ

とは一般の２１、これちょっと小さいことなので

すけれども、テレビ受信料７万５,０００円減

で、減はいいのですけれども、テレビの受信料っ

てこれ何のあれなのかなと。イメージでいけばテ

レビ何台あったら何台分と、変更になるものなの

かなというので、これも中身ですね。 

○議長（坂田邦彦） 福祉課長。 

○福祉課長（村山德收） 歳入の１１ページの健

康センターの使用料の減額でございますが、当初

予算を組んだときに昨年度費プラスアルファで予

算を３０年度で組まさせていただいておりまし

た。しかしながら、ことしの３月にポンプが破損

してしまいまして、４月の営業日数が６日間とい

うところがまず大きいところでございます。あと

９月６日から停電ございまして、そちらの部分で

お湯とか機械の調整とかありまして５日間お休み

いただいたというのもまず大きな理由でございま

す。 

 ですが、あと毎月の入り込み客数を比較してい

くと、昨年度とほぼ同等の人数で推移はしている

ところでございますが、１月のデータでいきます

と１月末でいうと昨年が１万６９３名一月で入っ

ておりました、２５日の営業で。ことしのこの間

の１月でございますが２５日営業していて９,５
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３５名と、若干ちょっとことしに入ってから落ち

込んだというのがあります。 

 ですから、その部分で営業努力といたしまし

て、今まで勤労感謝の日のイベントを無料でやっ

ていたものを七飯町の道の駅で売っている地場産

品をくじ引きでプレゼントする有料の企画なので

すけれども、お風呂に入るのは有料で、そういう

くじを引いて１等賞で七飯町の特産品をプレゼン

トするというイベントとかをやりながら営業努力

はしていたところでございますが、ちょっと先ほ

どの４月と９月の出来事で落ちてしまったという

のが現実でございます。 

 以上でございます。 

○議長（坂田邦彦） 総務財政課長。 

○総務財政課長（俉楼 司） 一般の２１ページ

にございます庁舎管理費の中のテレビ受信料にな

りますけれども、庁舎内で使っていないテレビ、

使えないテレビというか、それがありましたので

その分の受信料を減額しているというところでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○議長（坂田邦彦） 中川議員。 

○１５番（中川友規） 健康センターのほうにつ

いては、営業日がいろいろな事情があってできな

かったということでわかりました。 

テレビのほうなのですけれども、テレビの台数が

要は見られないやつもあったということですよ

ね。それで減ったということなのですけれども、

これ当初で１３万７,０００円でみていたと思う

のですけれども、２９年度も同じことが起きてい

たのです。２９年度が６万１,６８０円しか使っ

ていないのですね。今回も７万５,０００円の減

となると、同じくらいになると思うのですけれど

も、新年度予算にもまた１３万７,０００円で同

じ予算がついているので、何かテレビの台数って

大体幾らって、余り変動しないのではないかなと

思ったのですけれども、その辺について。 

○議長（坂田邦彦） 総務財政課長。 

○総務財政課長（俉楼 司） 大変申しわけござ

いません。 

 前から予算的な金額が同じだったというところ

につきましては、今度改めましてしっかり当初予

算と支出となる金額についてはテレビの台数確認

して計上するということをしてまいりたいなと

思っておりますので、御理解を願いたいと思いま

す。 

 以上です。 

○議長（坂田邦彦） ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（坂田邦彦） 質疑を終わります。 

 これより、討論を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（坂田邦彦） 討論を終わります。 

 これより、採決を行います。 

 議案第１９号平成３０年度七飯町一般会計補正

予算（第１０号）を原案のとおり可決することに

御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（坂田邦彦） 御異議なしと認めます。 

 よって、本案は、原案のとおり可決されまし

た。 

  ─────────────────── 

散 会 宣 告           

  ─────────────────── 

○議長（坂田邦彦） 以上で、本日の日程は全て

終了いたしました。 

 本日は、これをもって散会いたします。 

 御苦労さまでした。 

午後 ３時５１分 散会 
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