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池

田

誠

悦

午前１０時００分

開議

御答弁いたします。

───────────────────
開

議

宣

要因の分析については、七飯町として個別の調

告

査は行っておりませんが、財団法人明るい選挙推

───────────────────
○議長（木下

敏）

進協会が行った全国意識調査の結果を見ますと、

おはようございます。ただ

「施策や候補者の人物像など、違いがよくわから

いまから、令和元年第２回七飯町議会定例会の本

ない」「適当な候補者がいなかった」「面倒だか

日の会議を開きます。

ら」などの、余り政治、選挙に関心がなく行かな

───────────────────

かった場合と、仕事の関係、病気、高齢などによ

日程第１

り、行きたくても行けなかったなどの場合がある

会議録署名議員の指名

ようでございます。これについては、七飯町でも

───────────────────

全く同じではないにしても、同様の要因があると

○議長（木下

敏）

日程第１

会議録署名議員

捉えております。

の指名を行います。

次に、２点目の、有権者の意向把握と具体的に

本日の会議録署名議員として、

検証した内容についてでございますが、意向の把

３番

平

松

俊

一

議員

握とその上での検証は行っておりませんが、近

４番

池

田

誠

悦

議員

年、期日前投票制度も簡単に投票ができることの

以上２議員を指名いたします。

認知がされ、期日前投票の投票率自体の投票率は

───────────────────

上がっており、利便性が向上した成功例と言える

日程第２

と考えております。

一般質問

しかしながら、投票率が低くなってきているこ

───────────────────
○議長（木下

敏）

日程第２

とは事実であり、七飯町選挙管理委員会としても

一般質問を行い

大きな課題であると認識を持っております。

ます。

また、道内においても、投票率が低くなってい

通告順に発言を許します。

る傾向であるため、北海道選挙管理委員会などと

田村敏郎議員。

課題を解消するため連携し、また他の選挙管理委

○５番（田村敏郎）

それでは、通告に従いまし

て一般質問をしてまいりたいと思います。

員会での取り組みも研究させていただき、今後対
策を講じてまいりたいと考えております。

一つ目、町の投票率の向上についてでありま
す。

以上でございます。
○議長（木下

平成２７年６月に公職選挙法の一部改正によ

敏）

○５番（田村敏郎）

田村敏郎議員。
まず、投票率の低迷という

り、選挙年齢が満１８歳以上に引き下げられ、有

ことで、基本的には私も選挙管理委員会も同様だ

権者が増加した反面、投票率が５０から６０％台

と思うのですが、有権者の権利が行使できるより

と低迷している状況の中で、夏にも国政選挙があ

よい環境、こういったようなものをどういうふう

ることから、投票率を向上させる対策について、

につくっていくかということによって、必然的に

次の点を伺いたいと思います。

投票率のアップにつながっていくのだろうという

１、これまでの投票率の低迷の要因は何か分析
しているのか。

ふうに考えるのですけれども、今の答弁でありま
したら、調査はしていない、全国的なもので、こ

２、有権者の移行などを把握し、具体的に検証

れが全て七飯町の選挙の低迷、低迷している、し

した内容があるのかでございます。

ていないという、そういう認識があるかどうかな

○議長（木下

のです。というのは、低迷しているという認識が

敏）

選挙管理委員会書記長。

○選挙管理委員会書記長（俉楼

司）

それで

あれば、逆に七飯町はこういったような要因のた

は、１点目の投票率の低迷の要因の分析について

めに、もう少し上げれるのではないかとか、そう
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いうさまざまな検討、こういったようなものを加

るというような認識を、私ども選挙管理委員会と

えることができるにもかかわらず、調査はしてい

しても持ってございます。

ない、全国的な調査としてはこうこうこういうよ

その低迷の理由としては、先ほど申し上げたと

うなことが言われているので、七飯町もそうなの

おり、行けるのだけれども選挙に行かないという

だというような話ですし、具体的に意向調査もし

方たちがいるというようなところと、また田村議

てないし、検証もしていないというような、今、

員おっしゃるとおり、行きたくても行けないとい

答弁でしたけれども、このままでいくとよしとす

うような方がいらっしゃると。二通りのケースが

るのか。当然、私はよしとしないと思うのです。

がある、大きく分けて二通りのケースがあるので

少しでも、投票率のアップというか、有権者の権

はないかというような捉えをしているところでご

利を行使するために、少しでもいい環境をつくる

ざいます。

という立場からすれば、このままの今の答弁で
は、やはりまずいのではないかと思うのです。

以上です。
○議長（木下

というのは、２８年に私、公職選挙法、１８歳

敏）

○５番（田村敏郎）

田村敏郎議員。
要は、もう少し具体的にお

になって、そのときにまた質問しました。それ

知らせ願いたいのですけれども、私、ちょっと調

で、期日前が３カ所、これについてもう少し鳴川

べました。

の上のほうの公営住宅だとか、ああいうところで

１８歳以上、年齢を引き下げて、その中では七

ふやしたり、いろいろできないのかと。なかな

飯町の場合、これは住基でちょっと調べましたけ

か、買い物途中だとかというのは、わかるけれど

れども、１８歳から１９歳まで４３４人、これは

もできないのかというような話もしてきました

有権者数の１.８％。前回質問したときには、七

し、あるいは他のところではバスも運行している

飯の選挙管理委員会と、それから道のほうと七高

というような、そういうようなことも話ししなが

に行って、いろいろ基本的な選挙のあり方あるい

ら、最終的には二重投票のおそれがあるとか、そ

は模擬投票、こういったようなものをやりました

ういうような話の中で、期日前の箇所は現在３カ

ということで、具体的に前回の答弁を踏襲するよ

所どまりという、そういうようなことで、もっと

うな、例えば１８歳になったときには継続して

もっと検討は加えたいというような、ふやすとい

やっているとか、もう少し具体的な返答がなけれ

う意味でないですけれども、さまざまな形で検討

ば、全く正直言って、有権者に対する、さっき

を加えたいというようなことで、前回は話をいた

言ったように権利を行使できるような環境づくり

だいておりますけれども、今回のこの答弁であれ

に向かって、真摯に向かってないというような、

ば、全く、何ていうのでしょうか、選挙に対する

そういう印象を受けるわけなのです。

姿勢というのですか、こういったようなものが感
じられないのですけれども。

もう少し具体的に、こういうところは、全国的
にはこういう意向だけれども、七飯町はこういっ

まず、一つには低迷、投票率が低迷しているの

たようなものに力を入れながら、少しでも頑張っ

か、していないのか、その認識をまず、考え方を

ているとかという、そういう返答が欲しかったの

お知らせください。

ですけれども。ちなみに、７５歳以上、これは後

○議長（木下

敏）

選挙管理委員会書記長。

○選挙管理委員会書記長（俉楼

司）

期高齢者は４,７９４名で１９.９％占めているの

それで

です。

は、答弁してまいります。

全体では有権者の数が２万４,０７５、これは

先ほど来の答弁でも申し上げてますとおり、低

住基上の数ですから、実際いるいないは別にして

迷しているか、低迷していないかということにつ

も、そうすると住基の全体の８５.６％、こうい

きましては、数字が低迷していると。前回よりも

う人方が有権者として権利を行使する、そういう

今回、統一地方選、町議選に至っても、投票率が

機会が与えられている。特に高校生１８歳につい

下がっているということからすると、低迷してい

ては１.８％、これは大事な数字ですけれども、
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後期高齢者、７５歳以上になると、１９、約２０

願いをして、コンクールがあるというような周知

％が、やはり１００歳以上の方もいますけれど

を図ってございます。

も、そういう方々が、距離的に歩いていけないだ

また、「私たちが築く日本の未来」というよう

とか、あるいは何だかの形で支援していただかな

な副教材、これは道選管のほうから七飯高校のほ

いと投票できないだとかという、そういう状況の

うに直接行っている資料でございますけれども、

中の人も中にはいるのです。

そういうものを通じて、選挙に対する啓発をして

そういう人方に対して投票率をアップするに

いるところでございます。

は、どういったような具体的な環境を整備してあ

特に、七飯町の選挙管理委員会としての取り組

げることによって、よりよい権利の行使ができる

みになりますけれども、高校だとかで役員選挙あ

のかという、やはりそういうものを具体的に出し

るときに、実際の選挙投票箱を貸し出しをしまし

ていただかないと、前質問したときと同じなので

て選挙の啓発につなげているというようなところ

す。むしろ、前よりも私は正直言って、全国的に

が、今の若年者層に対する啓発となってございま

こういう意向だし、意向把握はしてないし、検証

す。

もしていないという、そういう答弁なのです、

また、先ほど投票所の、土足かどうかの確認と

今。全く、私にとっては誠意がない。もう少し

いうことで御質問いただきました。現在２２カ所

しっかりとこういう分析をしながら答弁をいただ

投票所あるうちの、土足のまま投票ができるのが

きたかったのですけれども、ちなみにどうなので

９カ所、靴を脱いで投票していただく投票所が１

しょうか。

３カ所となってございます。

今、投票所が２２カ所ありますけれども、靴を

以上でございます。

履きかえていますか。土足で入れるところは何カ

○議長（木下

所あるのですか。そして、靴を脱がなければ会場

○５番（田村敏郎）

に入れないというのは、何カ所あるのでしょう

てまいります。

か。

敏）

田村敏郎議員。
それではちょっと確認をし

今、２２カ所中、土足で投票できるのが９カ

○議長（木下

敏）

選挙管理委員会書記長。

所、それから靴を脱いで、履きかえてといいます

暫時休憩いたします。

か、スリッパに履きかえて１３カ所というような

午前１０時１２分 休憩

ことでございますけれども、この１３カ所につい

─────────────

ては、随時土足のままの形で投票できるように考

午前１０時２０分 再開

えていくのか、それともこのまま固定してやって

○議長（木下

敏）

休憩前に引き続き、再開い

いくのかという選管の考え方です。

たします。

私は、やはり土足のほうが高齢者にとってはか

田村敏郎議員への答弁より入ります。

なりいいのではないのかと思うのですけれども、

選挙管理委員会書記長。

そこら辺の考え方、夏にも選挙ありますし、そこ

○選挙管理委員会書記長（俉楼

司）

貴重な時

ら辺の土足化といいますか、そういうものに順次

間を費やしてしまい、大変申しわけございません

していくのか、ちょっとお聞きしたいということ

でした。

と、それから今、１８歳、七高、小中学校に対す

それでは、御答弁申し上げたいと思います。

る、いろいろやっていたのですけれども、前回

まず、若年者対策といたしまして、今までも

は、高校で出前講座という形で何かやっていたよ

行っておりますけれども、七高だとか中学校へ、

うでございますけれども、確認でございますけれ

明るい選挙啓発ポスターの作品を募集するという

ども、この七高の子供たちに対して、１８歳に

ような試みを毎年小中学校に行ってございます。

なったら毎年やるのか、選挙のある年だけ出前講

また、明るい選挙まんがコンクール、これについ

座やるのか、そこら辺の考え方をちょっとお知ら

ても七高のほうにお願いしまして、七飯高校にお

せいただきたいと思います。
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それから、前回聞いたのは、湯出川がなくなっ

に対する選挙の啓発ということで、出前講座につ

て文化コモンで一本化するというような、投票所

きましては、今回、４月の選挙、１８歳の方には

の統廃合がありましたけれども、やはり行革でや

出前講座ということではなかなかできなかったの

るというのもわかるのですけれども、町民に対し

ですけれども、今後、学校側と協議をして、毎年

てマイナスになるような行革という考え方は、私

進めれるのか、その選挙のタイミングで行ってい

自身ちょっと問題だなと思いますので、そこら

くのかというようなところは、詰めて対応してま

辺、選管の考え方をお聞きをしたいということ

いりたいということで思ってございます。

と、それからもう一つには、前回確認したのは、

３点目になります。施設の投票所の考え方でご

片道２キロ、往復４キロぐらいを目安に選挙の投

ざいます。湯出川会館なくなって、施設が一本化

票所を、設置とは言いませんけれども、大体目安

したというところでございますけれども、選管と

にやっているというようなことですけれども、そ

しては、今の２２カ所の投票所は維持していきた

れ以上になれば、例えば車を運行するとか、ある

いという考え方がございます。

いはきのうあたりも出てましたけれども、車の実

ただ、施設も先ほど申し上げたとおり、非常に

証実験を兼ねながら、やはりこうやってみると

老朽化が進んでいる施設等もございますので、そ

か、それによってどういったような成果といいま

の施設については、そのまま、選挙は、例えば１

すか、こういう点悪いとか、こういう点よかった

日、２日とか使わせていただくというような形に

とかという、一つの実証にもなると思うので、そ

なるのですけれども、その施設の本来の利用、目

ういう取り組みを夏の選挙に向けて検討する意思

的の中で、その施設が必要かどうかという議論が

があるかないか。

出てくる、今後可能性がありますので、老朽化に

国政選挙については、経費は国で持つはずなの

伴って。そのようなときには今の２２カ所を維持

です。ですから、車は別にしても、燃料だとか何

できなければ統廃合ということになりかねません

とかというのは、それなりの対応はできるのでは

ので、その検討の際に有権者の方が投票しやすい

ないかと思うので、ぜひ投票所の遠い人方対象に

環境の向上ということを考えたときには、やはり

投票所までのその車の運行といいますか、実証実

田村議員おっしゃるとおり足の確保というのは重

験の考え方ないかどうか、これもあわせてお聞か

要な課題になりますので、そこは検討してまいり

せ願いたいと思います。

たいということで考えてございます。

○議長（木下

敏）

選挙管理委員会書記長。

○選挙管理委員会書記長（俉楼

司）

最後、４点目になりますけれども、車の実証実

それで

験、夏の参議院議員選挙、今、想定では７月の４

は、４問御質問をいただきましたので答弁してま

日告示の７月２１日の投票日当日というようなこ

いります。

とが言われて、確定ではございませんけれども、

まず、今の投票所です。靴を脱いで投票してい

言われてございます。

ただいている投票所、これは土足化をできないか
というところの御質問でございました。

その中では、もう期日もうない中で、どのよう
な人をどう運ぶかというのは議論がまだ私どもの

これについては、現状はその古い地域の会館

ほうでしっかりされてございませんので、そこは

等、和室等を使っているようなところも多いと感

ちょっと夏に、今回の選挙にはなかなか取り組む

じてございます。そういうところを土足化できる

ことはかないませんけれども、今、きのうの一般

かというのは、その場所場所で変わってくるとは

質問の中でもございました日常的な町民の足をど

思いますので、そこはその施設を見ながら、でき

う考えるかという中で、この選挙のほうでも使わ

るところはしていきたいと、高齢者というかバリ

せていただくことができるのかどうかということ

アフリーというか、そういうようなところで検討

もございますので、少しお時間を貸していただい

はしてまいりたいなと思ってございます。

て、そこは検討してまいりたいということで考え

続きまして、七高生に対する１８歳、若年者層

てございます。
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以上でございます。
○議長（木下

敏）

○５番（田村敏郎）

以上でございます。
田村敏郎議員。

○議長（木下

それでは次、２問目まいり

○５番（田村敏郎）

ます。

敏）

田村敏郎議員。
モデル事業として３カ年。

それで２９年までという。モデル事業というの

大沼地区の「通学合宿」について。

は、前回お聞きしたときも２年から３年くらいで

平成２７年度から、子供たちの望ましい生活習

めどをつけてというようなことで考えているとい

慣の定着化を図るため、新たな事業として「通学

うことと、それから３泊４日、ことしは７月３日

合宿」のモデル事業を大沼地区で取り組みますと

からでしたか、３泊４日でやるというような。今

教育行政方針に載り、以来平成３０年まで記載さ

まで６３名の児童が参加したということで、地域

れておりました。

的にも高い評価を受けているということでござい

そこで、次の点について伺いたいと思います。

ます。

１、今年度の教育行政方針に記載がない理由に
ついて。

の、望ましい生活習慣の定着という。これ、もう

２、これまで実施してきた通学合宿の成果と今
後のあり方について。
○議長（木下

これにつきまして、まず狙いとしては生活習慣

敏）

少し具体的に、生活習慣といえばそれまでの話な
のですけれども、もうちょっとこう、具体的に。

生涯教育課長。

○生涯教育課長（北村公志）

前、教育行政方針の中には、ノーゲームデイだと

それでは、１点目

か、そういうようなことで、もっと具体的にこう

と２点目について、あわせて答弁申し上げます。

いうものをしない、あるいは集団的にすることに

平成２７年度より大沼地区で実施しております

よって、生活習慣のこういうところを改善するの

「通学合宿」ですが、モデル事業としての期間が

だというような、そういうものをもう少し具体的

平成２９年度までの３カ年で終了後、地域の要望

にお聞きをしたいと。

により３０年度も事業を実施、本年度も７月３日
より３泊４日での開催を予定しております。

なぜかと言うと、やはりこういう基本的な望ま
しい生活習慣というのは大沼地区だけに限らず、

本年度で５回目を迎え、継続事業として地域に

峠下、あるいは藤城、あるいは七飯、大中山、そ

定着したものと判断し、教育行政方針へは記載し

れぞれの児童にも多少なりともあるのではないか

ておりません。

と思うのです。

「通学合宿」は、異なる学校、学年の児童が寝

そういう中では、教育委員会の考え方として

食をともにすることによって、子供たちの自立心

は、まずこういうことをやりながら、地域の人に

や協調性を高めるとともに、望ましい生活習慣の

バトンタッチをしたいのだと。二、三年モデル事

定着を目指すもので、２７年度から３０年度の４

業としてやって、そしてその後、いろいろ話し合

年間で通算６８名の児童が参加し、終了後の保護

いながら地域にやっていただいて、地域で今度そ

者のアンケートによれば、自立心が芽生えた、協

れなりに対応していただくというような考えだと

調性が身についたなど、一定の成果を得ていると

思っておったようでございますけれども、そうで

評価されております。加えて、中１ギャップの解

あれば逆に大沼だけでなくて、当然こっち側のほ

消や保護者や地域ボランティア等の協力体制の構

うも具体的にどういったような働きかけを今後し

築など、地域力の向上にもつながっているとも評

ていくのかというようなことも含めると、まず望

価されております。

ましい生活習慣というのは、まず教育委員会で捉

今後のあり方についてですが、大沼地区の「通

えているのは具体的にどういうものなのか。

学合宿」につきましては、来年の大沼地区の学校

確認ですけれども、全国学力学習状況調査から

統廃合を踏まえ、地域保護者と協議を行ってまい

派生した考え方なのか、全く別に出てきた、教育

りますので、御理解のほどよろしくお願いいたし

委員会独自のその、あるいは大沼地区独自のそう

ます。

いう生活習慣が安定していない、望ましくないも
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のを何とか改善したいという考え方からこの部分

○議長（木下

が出てきたのか、そこら辺をちょっとお聞かせ願

○５番（田村敏郎）

いたいと思います。

沼地区の中で実施しているということで、異なる

○議長（木下

敏）

生涯教育課長。

○生涯教育課長（北村公志）

敏）

田村敏郎議員。
先ほどの答弁の中には、大

学校の交流、こういったようなものが非常に大事

望ましい生活習慣

だということも一つの実施の要件として挙げられ

についてですが、基本的には早寝早起き、それか

ておりましたけれども、そういうことになると、

ら学校から帰ってきたら、まず宿題を終わらせる

先ほどの答弁からいくと、他の地域、峠下、藤

と。そして、挨拶をきちんとやって、ほかの友達

城、七飯、大中山、ここら辺ではなかなかボラン

と仲よく、協調性を持った生活をしていただきた

ティアの協力が得れないというようなことで、な

い。

かなか難しいということですけれども、やはり異

もちろん、通学合宿の期間につきましては、テ

なる学校との交流、あるいは先ほど申し上げた中

レビもなし。携帯とかゲームもなしということで

１ギャップ、こういったような課題を抱えている

過ごしていただいております。一番子供たちに

のであれば、なおさらボランティアがなければ大

とっては、テレビがない、ゲームがないという生

変なことは重々承知ですけれども、やはり子供た

活が日ごろ味わったことがないということで、保

ちの育成を考えた場合、今言ったように異なる学

護者からは非常に好評を得ているところでござい

校との交流、あるいは中１ギャップ、こういった

ます。それがまさに教育委員会の狙う規則正しい

ような課題を克服するためにも、何とかこっちの

生活、望ましい生活と考えております。

大沼地区だけでなくて、こっちのほうの、協力得

それから、ほかの地区につきましては、大沼地

れないから無理だよという話ではなくて、具体的

区をモデル事業として将来的に拡大できれば、ほ

にどういったような、隘路が解決できると言えば

かの地区のボランティア等にサポートしていただ

おかしいのですけれども、課題を克服すると実施

ければということで進めてまいりましたが、実際

できるのか。

実施してみたところ、宿泊できる施設、入浴施設

これは、やはり子供たちのための事業ですの

などのハードな問題に加えて、地域保護者ボラン

で、確かに派生して地域のボランティア、父兄の

ティアなど、地域の協力がなければ非常に実施が

人方のさまざまな活動の充足ということも考える

困難な事業であることも痛感しております。

のはやぶさかではないのですけれども、あくまで

昨年度につきましては、私も含め職員３名が３

も児童の生活と、それから中１ギャップと他校と

泊ともに寝泊まりして実施している状況であり、

の交流、こういったようなものでスムーズな小学

現状の体制のままでほかの地区への拡大は難しい

校から中学校への移行等考えれば、もう少し峠下

かと考えております。

からこっち側のほうにも、もっともっと力を入れ

今後も地域が主体となって実施していただき、

て実現できるような考え方はないのかどうか。そ

教育委員会がサポートを行うなどであれば、ほか

こをちょっとお聞かせ願いたい。

の地域でも実施が可能かと考えております。

○議長（木下

要望のあった地域につきましては、今後協議を

敏）

生涯教育課長。

○生涯教育課長（北村公志）

議員のおっしゃる

行って、拡大していければなと考えております。

とおり、非常に今、大沼では成果を出している事

それから、「通学合宿」につきましては、全国

業でございますので、今後拡大していければいい

的に望ましい生活習慣を身につけてもらおうとい

なとは考えております。

うことで始まった事業でありまして、道のモデル

ただ、現状、大沼婦人会館で開催であれば、そ

事業というもの、道内でも幅広く実施したところ

のまま宿泊もできると。大沼小学校から歩いて婦

に従いまして、七飯町でも２７年度より取り組み

人会館のほうで登校、下校ができるという、大沼

を始めたところでございます。

は非常に条件が整っている部分もございます。

以上でございます。

藤城、峠下で公民館等での実施が可能であるか
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どうかは今後協議してまいりますが、今年度につ

○議長（木下

きましては大沼で開催をさせていただき、統廃合

○５番（田村敏郎）

の事情等を踏まえ、今後ほかの地域での実施が可

からないですけれども、例えば実施、来年もする

能かどうか協議してまいりますので、よろしくお

といった場合、ほかの校区の子供たちも参加した

願いいたします。

いと。それで、通学に父兄がこう行き来するとい

○議長（木下

敏）

○５番（田村敏郎）

敏）

田村敏郎議員。
この実施、来年ちょっとわ

田村敏郎議員。

う場合、こういうものに参加できるのかどうか。

今、来年４月から統廃合の

他校区からの参加できるかどうか、そこをちょっ

問題出ましたけれども、異なる学校の交流を主に

と確認したい。

置けば統廃合で一本化するから必要ないといえば

○議長（木下

必要ないのですけれども、そもそもの狙いという

○生涯教育課長（北村公志）

のが、これはあれですよね、望ましい生活習慣。

沼地区に限定して対象を絞って実施しております

これは、ほかの学校があろうがなかろうが、要は

が、他校区からの参加につきましても、今後、ボ

児童が日ごろの生活習慣に対してどうなのか。先

ランティア等も含めて対応が可能かどうか、地域

ほど言ったように、早寝早起き、挨拶、仲よくす

と協議してまいりたいと思います。

るとか、あるいはテレビがないとかゲームはない

敏）

生涯教育課長。
現在のところ、大

以上でございます。

よと、こういう中での生活というものが大事だと

○議長（木下

敏）

いうことであれば、引き続き来年一本化されて小

○５番（田村敏郎）

田村敏郎議員。
３番目、まいります。

中一貫校になるかもしれませんけれども、引き続

カキなどの貝類の養殖について。

きやるべきではないのかと。それは、今後の地域

平成３０年４月５日付北海道新聞に七飯町長選

の父兄と検討しながらというあれですけれども、

候補に聞くという記事の中で、「大沼では、カキ

基本的な考え方からいけば当然やるべき話だとは

などの貝類の養殖を検討し、産業の育成と水の浄

思うのですけれども、そこら辺はわかりました。

化を両立させるのが目標です。」と掲載されてお

これについて、まず３０年、去年、去年は何

りますが、この記事が実現すると、国内外から注

人。それから料金です。子供たちの参加費用とい

目され、七飯町大沼の大いなる活性化の一つとな

うのですか、そういったようなものも、何か２９

ると考えます。

年度の対象児童数が４１名で、何人出たかちょっ

そこで、新聞に記載された「カキなどの貝類の

とわからないのですけれども、昨年の参加者、こ

養殖」の具体的な事業内容と進捗状況を伺いたい

れをちょっと教えていただいて、それから料金、

と思います。

参加料金、これもあわせて教えていただきたいと

○議長（木下

思います。

○環境生活課長（磯場嘉和）

○議長（木下

敏）

生涯教育課長。

○生涯教育課長（北村公志）

敏）

環境生活課長。
それでは、カキな

どの養殖についての具体的な事業内容と進捗状況

３０年度の事業に

について御答弁させていただきます。

つきましては、大沼地区から２０名の参加をいた

大沼国定公園は、北海道を代表する観光地でも

だいております。昨年度の大沼地区の対象学年の

あり、ラムサール条約湿地にも登録された、豊か

児童数が４０名でございましたので、半分の児童

な自然環境に恵まれた、貴重な財産です。

の参加を得ております。

その恵まれた自然環境を次世代へと引き継ぐた

参加費につきましては、３泊４日で３,５００

めに、環境保全対策は重要な施策となっておりま

円を頂戴いただいております。３,５００円に加

す。有機汚濁の代表的な指標である化学的酸素要

え、米４合持ってきていただきまして、その米を

求量ＣＯＤの数値では、昭和５５年度以降、継続

炊いて皆さんに召し上がっていただいている状況

して基準値を超えている状況となり、平成７年１

でございます。

１月には、北海道湖沼環境基本指針に基づく重点

以上でございます。

対策湖沼に指定され、平成９年２月に大沼環境保
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全計画を策定し、大沼環境保全対策実行計画を関

あって、それも浄化の作用があるとは言われてい

係する国、道、周辺自治体、大沼漁協、ＪＡ新函

るのですけれども、まだ研究、その貝の生態だと

館、七飯大沼国際観光コンベンション協会、大沼

かの研究もまだ進んでないので、これについても

ラムサール協議会などと協力連携により進めてま

まだこれから研究が進めば、そういうような浄化

いりました。

作用があるとかどのくらいの量が必要だとかわか

具体的な環境保全目標として、ＣＯＤの数値を

れば、そういうが進んでくるのかもしれませんけ

３ミリグラムパーリットル以下とすることを目標

れども、今のところそこまでの成果というか、そ

として取り組んでまいりましたが、目標を達成し

ういうのが進んでいない状況でございます。

たのは、平成２３年度の２.９、平成２４年度の

以上です。

２.８の２カ年にとどまっております。このよう

○議長（木下

な状況から、水の浄化に効果があると言われてい

○５番（田村敏郎）

るカキなどの貝類の養殖を研究し、産業の育成と

しておりますけれども、私の質問の中には、「カ

水質浄化を両立できないかと検討させていただき

キなどの貝類の」という、そういう発言が新聞に

ました。

掲載されているということなのです。したがっ

敏）

田村敏郎議員。
今の答弁では、カキに限定

具体的には、昨年５月に道へ水質浄化作用調査

て、カキという話ではなくて、要するに私言うよ

として内水面増養殖技術指導要望調査を依頼し、

うに貝類、ヌマガイがあったという話ですけれど

７月に恵庭市にある道立総合研究機構のサケマス

も、実際そういうさまざまな、もう１年２カ月く

内水面試験場にて相談、協議をしております。

らいたっているものですから、もう少しこういう

協議結果として、貝類は水質浄化作用はある

お話をするということであれば、もう少し、今の

が、水質が改善すると諏訪湖の事例のように、

話では全くめどはないよと。言いっ放しで、それ

ワカサギなどの魚類の漁獲量が減少するとの見解

に対する光が見えてこないという。

が出され、大沼、小沼、じゅんさい沼の特産品で

やはり、こういうふうに新聞に載るということ

あるワカサギ漁への影響を考慮し、現時点では実

は、基本的にはやはり大沼の方、あるいは七飯の

現が難しいと判断いたしました。

町民だって大いに期待するところなのです。

大沼の水質浄化と経済活動の両立は長年の課題

いろいろ相談した経緯あるかもわかりませんけ

です。今後も前例に捉われない、新しい発想で関

れども、カキに限定してやっちゃうと、やはり、

係機関と連携し、取り組んでまいりたいと考えて

僕はこう、ちょっと片手落ちだと思うのです。や

おりますので、御理解のほどお願いいたします。

はりここに書いてあるとおり、浄化とそれから産

以上です。
○議長（木下

業の育成、こういったようなものを考えれば、何
敏）

田村敏郎議員。

もカキに限定することはないし、町長もみずから

道のほうと相談した結果と

やはりカキなどの貝類という、恐らく当時は漠然

いうようなことですけれども、これは実質、今の

としてたと思うのです。それでいろいろな話を聞

答弁の中では「カキなど」という表現なのですけ

くと、カキなのかな、だけれどもカキでない場合

れども、貝類全てやはり好ましくないという、そ

の貝類というような表現なものですから、そうで

ういう考え方でいいのかどうか。

あれば具体的にもっと幅広い、やはり大沼の活性

○議長（木下

化につながるような、そういうものがあるのかど

○５番（田村敏郎）

敏）

環境生活課長。

○環境生活課長（磯場嘉和）

そこまでの調査と

うかというものを、もう少し真剣に探すべきじゃ

いうか相談というのは、そこまでにもまだ至って

ないのかと思うのですけれども、そこら辺どうな

いるところではございません。カキについてのも

のでしょうか。

のについては、ちょっとまだ難しいよという状況

○議長（木下

です。

○民生部長（杉原

また、大沼には過去にヌマガイと言われる貝が

敏）

民生部長。
太）

環境生活課長のほうか

らも答弁しましたけれども、基本的に貝類の餌は
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植物プランクトンが主流でございまして、カキの

する、ぐらいの話なのか、もう少しやはり町長が

みではなくて、違う貝もそういう浄化の作用はあ

ここまでお話しして、町民が期待感を持つという

るというように、大学のほうからもそういう提言

ことであれば、もっともっとやるのだという前提

があります。

でもって、こういう貝の選定であるとか、あるい

しかしながら、今、大沼のラムサール条約登録

は大沼も水温の問題だとか深度の問題、あるいは

湿地ということもありますし、自然環境保全とい

いろいろあるかもしれませんけれども、やはりや

う観点から見れば、外来種というものは、なかな

るという前提で検討に入るのか、それともまあ、

か持ってきてそこに入れるというわけにもいきま

どうするぐらいの話なのか。私はやるという前提

せん。

に立って話をしないと、ここまで大きい話出ちゃ

そういう意味でいくと、もともと大沼に生息し

うと、やはり期待感のほうがもっともっと私は大

ていたヌマガイ、あのカラス貝とかって通称呼ん

きいものがあるのではないかと思うのですけれど

だりしているような形の２枚貝、そういうものが

も、そこら辺、どういう考え方で今後検討してい

まだ生息している場所もあるという部分もござい

くのでしょうか。

まして、そういう、もともと地元に生息している

○議長（木下

２枚貝などを活用した部分で、やはりこれ、経済

○民生部長（杉原

的な、それをその収穫というか、収穫して売るこ

大沼湖の水利用といいますか、例えば観光にも

とができるとか、そういう付加価値的なものも含

使っている、北電の発電にも使っている、それか

めて、経済活動と自然環境保全と両立できるもの

ら土地改良区の水にも使っているというような、

というふうに考えれば、まだまだ今、模索してい

かなり多様化している部分もございまして、その

るといいますか、そういう状況ということで、こ

ために大沼環境保全協議会を設置して、その中で

ちらのほうも大沼環境保全協議会も通して、各機

各関係機関と事業の調整をしているところでござ

関とも協議しながら、地元のそういう漁業協同組

いまして、そういう意味では、そういう可能性の

合さんなどとも協議して、これからも考えていき

ある事業については、各機関それぞれ出し合って

たいと思いますので、御理解いただきたいと思い

いただいて、その中で、その中での調整、協議の

ます。

中において進めるものについては進んでいきたい

以上です。
○議長（木下

敏）

民生部長。
太）

大沼の場合は、やはり

という考えでこれまでも来ましたし、これからも
敏）

田村敏郎議員。

進めていきたいというふうに思いますので、今い

今の答弁の中では、出てき

ただいた御意見も参考にしながら進めていきたい

ましたけれども、私は別に外来種を入れろとか、

と思いますので、御理解いただきたいと思いま

そういう話ではない。例えば、やはりそういうカ

す。

○５番（田村敏郎）

キだとか貝類が大沼によって浄化されたり、ある

以上です。

いは産業の育成につながったりすることによっ

○５番（田村敏郎）

終わります。

て、大沼の地区、あるいは七飯町全体が活性化し

○議長（木下

暫時休憩いたします。

敏）

ていく、あるいは産業だけではなくて研究機関な

午前１０時５９分 休憩

んかも入ってくれば、なおさらいいことだろうな

─────────────

というふうに私は考えるのです。

午前１１時１０分 再開

産学共同という、そういう中で大沼をもっと
もっと活性化させていくいい機会だなと私は思っ

○議長（木下

敏）

休憩前に引き続き、再開い

たします。

ているのですけれども、そうするとまだ入り口に

通告順に発言を許します。

も入っていないという感じなのです。

中川友規議員。

ですから、例えばいつまでに具体的なものを決
めようとかという、こういう話あるけれどもどう

○１４番（中川友規）

それでは、通告にしたが

いまして、１問質問いたします。
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学校でのトラブル発生時の対応について。

を発見した場合は、文部科学省が定める虐待対応

近年全国的に、児童虐待や子供を対象とした事

の手引き、こちらに基づき対応しており、まずは

件、不審者出没、いじめ問題、モンスターペアレ

教育委員会へ報告し、必要に応じて教育委員会を

ントなどのほかにも、学校を取り巻く環境でさま

通じて子育て健康支援課へ通告を行うこととして

ざまな事件やトラブルが発生している。そんな

おります。

中、実際に事件やトラブルが発生した場合、教職

さらに、明確に虐待と判断される場合や緊急の

員の対応や学校の対応がとても重要で、問題解決

場合につきましては、直接児童相談所へ通告を行

の要となる。

うこととしております。

しかし、現状の学校現場では、教職員や学校が

このほか、マニュアルなどにない事案につきま

すぐに判断をし行動するのはなかなか難しい状況

しては、各問題トラブルの内容に応じて、適宜対

であると考える。そこで、次の点について伺いた

応を行っているということでございます。

い。

次に、２点目の学校や教職員が適切に判断を

１、実際に、事件やトラブルが発生した場合、

し、行動できるように、弁護士など常に相談でき

町、教育委員会、学校現場はどのような対応を

る環境をつくるべきではないかという御質問につ

とっているのか。また、事件やトラブルを想定し

いてでございますが、近年、全国的に各学校で

たマニュアル等はあるのか。

は、いじめや不登校、事故などといったさまざま

２、学校や教職員が適切に判断をし、行動でき

な問題が日々発生をしております。問題は、

るように弁護士など常に相談できる環境をつくる

年々、深刻化、多様化をしてきております。ま

べきではないか。

た、保護者からの強い要求やクレームなどに対す

３、事件やトラブルの予防策、事件やトラブル

る対応のあり方も、学校や現場の教員が今日苦慮

発生時の初動対応などに関する他機関の連携につ

している問題の一つとなっており、学校現場を取

いて。

り巻く環境はとても複雑なものになってきており

４、学校の働き方改革によって、学校と地域や

ます。

保護者との連携や距離間に影響はないのか。

このような状況から、学校でのトラブルの発生

５、学校の働き方改革によって、事件やトラブ
ル発生時の初動対応に影響はないのか。

手、または助言を行う弁護士、いわゆるスクール

６、今後の町や教育委員会の対応策について。
○議長（木下

敏）

学校教育課長。

○学校教育課長（竹内圭介）

や、問題の深刻化を防ぐため、学校からの相談相
ロイヤーの必要性というものが求められるように
なり、平成３０年１月に日本弁護士連合会が文部

それでは、１点目

科学省へスクールロイヤー制度の構築整備を求め

の事件やトラブルが発生した場合の対応と、マ

たことを受けまして、現在、法整備へ向けた動き

ニュアル等はあるのかという御質問についてです

が進みつつあります。

が、全ての事例に対応したマニュアルはございま

このような社会情勢の中、七飯町教育委員会と

せんが、いじめにつきましては、平成２８年２月

いたしましても、学校でのさまざまな問題、あと

に策定し、平成３１年２月に改正した七飯町いじ

クレームへの適切な対応、またスムーズな学校運

め防止基本方針、こちらに基づき対応を行うこと

営を図る上で、このスクールロイヤーの設置は必

としております。

要だと認識をしておりますので、国や道の動きを

また、学校内での傷病者の発生や不審者の侵
入、また災害発生時などの危機発生時につきまし

注視しつつ、導入に向け検討を行ってまいりたい
と考えております。

ては、七飯町立小中学校における管理共通マニュ

３点目の事件やトラブルの予防策、事件やトラ

アルをもとに各学校で作成しているマニュアルな

ブル発生時の初動対応などに関する他機関との連

どにしたがって対応を行っております。

携についてでございますが、こちらも発生する事

また、学校で虐待を受けたと思われる児童生徒

件、トラブルの内容によりますが、各対応マニュ
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アルが定められているものにつきましては、マ

○議長（木下

敏）

中川友規議員。

ニュアルに沿った関係機関との連携を図るもので

○１４番（中川友規）

あります。また、対応マニュアルなどの定めがな

けれども、各部署でいじめだとか学校の中でのマ

いような事件、トラブルなどが発生した場合につ

ニュアルみたいなものは作成されていて、それに

きましては、教育委員会を初め、役場内の関連す

基づいて今やっているということだったと思うの

る課や各学校のＰＴＡ、あと地元町内会、警察な

ですけれども、あと、スクールロイヤーというも

ど、必要に応じた関連機関と連携して対応してい

のです、これも導入に向けてやっていくというよ

るというところでございます。

うな答弁だったと思うのですけれども、これ、導

今、統一はされていない

４点目の学校の働き方改革によって、学校と地

入に向けてということですので、必要性は重々調

域や保護者との連携や距離感に影響はないのかと

査して進めていくということだとは思うのですけ

いう御質問についてでございますが、学校の働き

れども、これも、今のところ国だとか道とかの動

方改革の主な目的としましては、教員の長時間労

向といいますか、今、国のほうで、文科省のほう

働を改善し、教員が授業や授業準備に集中して、

で今これ、大臣の記者会見のやつですけれども、

健康で生き生きとやりがいを持って勤務すること

スクールロイヤー活動に関する調査研究を実施し

ができる環境を整備することであります。

ているところであるということで、これをもとに

中でも、学校閉庁日や部活動休養日の実施など

文科省として調査結果を踏まえつつスクールロイ

により、教員の健康増進と児童生徒たちが受ける

ヤーの配置促進について今後検討していくという

授業の質の向上、児童生徒と向き合う時間がふえ

ふうに、国のほうでもこれ進めていくという前提

ることにもなりますので、保護者との連携や距離

で今動いている中ですけれども、国のこの調査、

感の影響というのはないということで考えてお

ことしの調査ですぐにまたスピーディーに動いて

り、御理解と御協力をお願いしているところでご

いってくれればいいのですけれども、なかなかス

ざいます。

ピーディーに行かない場合についても、やはりこ

５点目の学校の働き方改革によって、事件やト

れは町として、町としても独自に考えていかなけ

ラブル発生時の初動対応に影響はないのかという

ればいけないものだと思うので、当然、他市町

御質問についてでございますが、夜間や休日など

村、既にもう取り入れているところも実際ありま

でも、緊急時の問題、トラブルへの対応と、こう

すので、そういうところもしっかり、国や道から

いうもの、対応につきましては、これまで同様の

の報告を待つのではなくて、実際にやっていると

対応ということになっておりますので、これにつ

ころを町として調査して、早くやれるような対応

きましても４点目と同様、影響はないものと思っ

をしていったほうがいいのではないかなというの

ております。

と、それに伴って、これ、弁護士さんを学校の先

６点目の今後の対応についてでございますが、

生や学校側がすぐに対応できるように弁護士さん

事件、トラブルの内容にもよりますが、基本的に

に相談できるというシステムだと思うのですけれ

は、これまでと同様に、マニュアルに沿って各関

ども、やはりいきなり教育委員会のほうで、当然

係機関と連携して問題解決に当たってまいります

周知はして先生方もわかるとは思うのですけれど

が、学校で発生する問題やトラブル、また現場を

も、例えば先生方も実際これ導入されたときに、

取り巻く環境というのは目まぐるしく常に変化を

どこまで相談していいのか、例えばいろいろな学

しておりますので、必要に応じて各マニュアルの

校の取り巻く中では、モンスターペアレントだと

見直しを行うなど、変化する情勢に対応していく

かいじめ問題だとか児童虐待だとか、いろいろな

とともに、関係機関との一層の連携を図っていき

ケースのことが関わってきますので、そのときに

たいと考えておりますので、御理解のほどお願い

先生たちが、こういうケースのときには相談して

いたします。

いいのかとか、その相談することすら多分今わか

以上でございます。

らないと思うのです。こういう制度があった方が
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いいというのはわかると思うのですけれども、そ

員会だけの判断ではなく、各学校にコミュニ

の先生たちに対するその周知といいますか、実際

ティースクールというものがございますので、こ

に例えばここ七飯町でいけば、近くでいけば函館

ちらのコミュニティースクールのほうにも図っ

の弁護士会だとか、そういう専門分野のところが

て、そして導入に向けて進めていきたいと考えて

あるのであれば、そういうところと先生たちに対

おります。

する研修会を開くとか。これ、スクールロイヤー

以上でございます。

を導入するので進めていくに当たって、それを早

○議長（木下

くやっていただくのが一番いいのですけれども、

○１４番（中川友規）

それを早めるに当たって、まずは先にその先生た

ては、実際にそういう形でやっていくということ

ちだとか学校現場なり教育委員会のほうで、どう

だと思うので、ぜひそれはそのように、実際の声

いう研修会です、そういう、どういうときにすぐ

を聞いて、先生たちの声を聞きながらやっていた

連絡とれるよとかというものを、研修する場がま

だきたいなと。

ず必要でないかなと思うのですけれども、その辺
について。
○議長（木下

敏）

中川友規議員。
スクールロイヤーに関し

スクールロイヤーというイメージでいったら、
学校側を守るだとか、そういうイメージが強いか

敏）

学校教育課長。

○学校教育課長（竹内圭介）

もしれませんけれども、これ、実際これできます

ただいま、御質問

がございました。

と、例えば先生方の誤った初動対応、これも防げ
るので、先生たちも守れるし、要らないトラブル

まず国の動向を待つことなく、町でも必要であ

が起きないとなると、ＰＴＡのほうだとか保護者

れば検討する必要があるのではないかという部分

のほうもそういう悪い関係になりづらいというこ

でございますけれども、現在、町としましても、

ともありますので、幅広くこのスクールロイヤー

議員がおっしゃるように、やはり町独自でも対応

というものを利用して、大きく考えていっていた

が必要ではないかというようなことも考えはあり

だきたいなと。

ます。

児童虐待の関係なのですけれども、先日も札幌

国の動向も注視はしているのですけれども、各

のほうで、そういう事件が起きてしまいましたけ

学校のほうにも実際にこのスクールロイヤーを導

れども、今、七飯町のほうで、私、３月議会でも

入した場合に相談するとすれば、おおよそその各

質問したのですけれども、その中で、そのときは

学校でクレーム等に対応したりですとか、弁護士

件数、ちょっと残念ながら把握してなかった状況

に相談するべきその事案がどれくらいあるのかと

だったのですけれども、今現在、町としてはどの

いうようなことで、各学校にも聞き取りを行って

ような状況といいますか、町の児童虐待の関係の

いるのですが、先ほど議員がおっしゃったよう

ほうはどのような状況に、昨年度はどのような状

に、現場の先生での判断で、なかなか相談にすべ

況になっていたのかなと。

きものなのかどうなのかというのは判断がつかな
いというようなお声も聞いております。

一応、これ、質問の中で、町の、町側の意見も
というので出しているので、今先ほど、学校教育

そういった意味では、教育委員会としまして

しか答弁なかったので、ちょっと町側の見解も聞

も、研修会のほう、こちらのほうは大変必要だと

かせていただきたいと思います。

思っておりまして、研修会を行うことによりまし

○議長（木下

て現場の教員が弁護士等に相談すべき事案という

○子育て健康支援課長（岩上

のがどのくらいあるのかというのが把握できると

答弁してまいります。

敏）

子育て健康支援課長。
剛）

それでは、

思いますので、こちらの研修会につきましても、

町では、３月議会で議員より質問を受けた後に

教育委員会としてはそういうふうに検討していき

児童相談所に出向き、今後における連携強化の体

たいということで考えております。

制についても協議を行ってまいりました。

ただし、導入に当たっては、学校、あと教育委
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当町に関連する事案等について、児童相談所が

行う援助方針会議への参加も積極的に行うことと

〇議長（木下

敏）

子育て健康支援課長。

しております。

○子育て健康支援課長（岩上

剛）

４８時間以

また、児童生徒への虐待事例、あるいは家庭内

上に及ぶ児童の対応が確認できなかったという件

における暴力行為などについては、保育所、幼稚

数については、今のところ児童相談所との連携の

園、学校現場、教育委員会、そして七飯町、それ

中では当町についてはございません。

ぞれが速やかに情報を共有し、迅速対応が可能な
連携体制を整えております。

４８時間以内に必ず子供の様子を確認できる初
動体制を強化しておりますので、迅速に対応し、

さらには、関係機関が責任を持ってかかわるこ

児童相談所にその旨を報告するということで今現

とができるケース会議の開催を積極的に行うな

在実施しております。

ど、児童保護の体制を徹底強化し取り組んでまい

以上でございます。

りますので、御理解のほどよろしくお願いを申し

○議長（木下

敏）

上げます。

○１４番（中川友規）

中川友規議員。
それであれば、ちょっと

なお、昨年度、児童相談所における七飯町分の

一安心というのもあるのですけれども、今後もな

相談件数については、延べ３９件となっており、

るべく、なるべくといいますか、やはりこういう

この中には重複分もございまして、それを除くと

事件がふえている中ですので、徹底して対応して

３３件と把握してございます。

いただきたいなと思います。そして、また児童虐

以上でございます。
○議長（木下

敏）

○１４番（中川友規）

待防止対策体制総合強化プランという、この厚生
中川友規議員。

労働省のやつなのですけれども、この中で、これ

児童虐待に関しては、な

３月のときにも言ったのですけれども、市町村の

ければ一番いいのですけれども、かといって少な

体制強化というところで、子供家庭総合支援拠点

くても対応策というのでしょうか、ただ３３件と

の強化、市町村における相談体制を強化するため

いうのは少ないとは思えないのですけれども、こ

必要な職員を確保して、子供家庭総合支援拠点の

ういうのも３月からまだ二、三カ月しかたってま

設置を促進するだとか、また要保護児童対策地域

せんけれども、体制は児相との連携だとかという

協議会の調整機関の職員だとか、これは七飯町で

形でやっているようなので、ぜひそれもしっかり

はないのかな。

とやっていただきたいなと。

国のほうでもこの各市町村のほうに対して、こ

新聞報道ですけれども、４８時間ルールの中で

こ数年の事件が多分非常に多すぎるということ

札幌がそれを守れなかったということもあるので

で、早急にいろいろ動いていると思うのですけれ

すけれども、新聞報道ですけれども、函館を含む

ども、各市町村でも専門的な職員を配置すること

道内の８児相で４月、５月の２カ月間に虐待通告

を今促してきていると。これについて、国は今漠

があったのは７４６件、このうち４８時間以内に

然とそういう感じできていると思うのですけれど

安全確認できたのは６８２件。それで６４件のう

も、実際にそうなると、その市町村のほうで今度

ち、通告受理後に訪問したが不在だったので４８

は人件費だ等々も含めてかかってくるとは思うの

時間を超えて連絡、超えてからの連絡がついたと

ですけれども、この辺についてちょっとどうなの

か、その、把握されたというのは６０件というこ

かなと。お金はかかるけれども、体制づくりを

とで、おおむね最終的には確認はできているので

しっかりやっていった方が、本当に未然に、大き

すけれども６０件で、残りの４件は、スーパーで

くなる前に防ぐことができるのではないかという

子供が怒鳴られていたとか、そういう特定できな

ふうに思うのですけれども、その辺について。

いような案件だということも書かれてますので、

○議長（木下

実際は６０件だと思うのですけれども、この４８

○副町長（宮田

時間を超えたケースというのは、町内ではあるの

まいります。

ですか。

敏）
東）

副町長。
私のほうからお答えして

今、いろいろ児童虐待については全国いろいろ
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ケースの、ケースといいましょうか、いろいろな

その辺について、ちょっと、子育て世代がふえ

場合があるかと思いますけれども、今ちょっと質

てくるということでそういう可能性もふえること

問の部分について、市町村においてもそういう専

もしっかりと担当のほうで把握しながらいかない

門的な係を配置すべきではないかということです

と、子供を政策的なほうでふやしていくというほ

が、今即座に、はい、わかりましたというふうに

うだけで把握しているのではなくて、やはり子供

はなりません。議員さんおっしゃられたとおり、

がふえるということはそういうよくないほうも可

財政的な問題もございます。職員を配置するとこ

能性がふえるということも頭に、頭にといいます

ろについては、半永久的にずっと置くというよう

か、そういうのを考えて執行していただきたいな

な形になりますので、慎重に審議といいましょう

と思うのですけれども、その辺について。

か、進めていかないとだめだなということでござ

○議長（木下

います。

○民生部長（杉原

敏）

民生部長。
太）

児童虐待の件につきま

ただし、今、専門の職員を置くというよりも、

して、３月の御質問にあって、その後、私も含め

専門の児童相談所だとかいろいろなところがござ

て、課長と係長と３名で函館児童相談所のほう、

いますので、そこと連携がとれているというよう

相談に行かせていただきました。

な部分がございますと、そこまでが必要なのかな

先ほど子育て課長のほうから話、答弁があった

というところもちょっと検討してまいりたいなと

ように、今後、児童相談所とそういう事例が発生

思ってます。

した場合には、所在地である七飯町も連携、協力

実態を押さえながら、国の状況、北海道の状

して情報提供あるいはその場所に一緒に出向くな

況、それぞれの状況をつかみながら検討させてい

ど、そういう連携した活動をするというふうにし

ただければなと思いますので、その点少し、時間

て確認してきております。

も要すると思いますけれども、そういう部分につ

その中で、今回、児童相談所が毎週金曜日に、

いては検討させていく時間をいただきたいと思い

午前中なのですけれども、援助方針会議というの

ますので、よろしくお願いいたします。

を、そういうケース会議というのでしょうか、御

以上です。
○議長（木下

家族のそういう対応をどうしたらいいかという部
敏）

中川友規議員。

○１４番（中川友規）

分の会議を毎週金曜日に行っているのですけれど

実際にお金もかかること

も、その会議にも七飯町のケースがある場合には

ですし、児童相談所、現状で連携がとれていて、

御連絡をいただいて、こちらの担当係、あるいは

今の町の体制で十分この対策がとれている状態と

私どもも含めて必ず１人がその会議に参加させて

いうのであれば、それはそれでここの町の体制に

いただいて、状況も把握するというふうな相談を

あわせた中でやっていくのはいいかなと思うので

この３月に。大変、御指摘されてから動いたとい

すけれども、ただ、後々お金がなかったから、な

う点では申しわけなかったのですけれども、そう

かったからというか、人件費がかかるのでやらな

いう体制を今組んでおります。

かったというようなことにだけはならないように
していただきたいなと。

そういう部分で、今言った各市町にそういう支
援体制もとかという国のほうの方針が出ています

当然、今、子育て世代が町としては今ふえてい

けれども、まずはそれは、中核市だとかそういう

る方向に向かっているときのうの質問でもありま

ところも全然、設備とか整備がおくれているとい

したけれども、そういう結果が出ている中では、

う状況もありますので、今は七飯町としては、函

子育て世代がふえるということは、本来はあるべ

館の児童相談所とそういうふうにして、連携を密

きことではないですけれども、そういう対象世帯

にして、そういうケース会議にも出席させていた

はふえるということですので、やはりその辺もど

だいて、その中で状況を見ながら、副町長答弁に

こか頭に入れていて町としてやっていただきたい

もあったような体制も考えていきたいということ

なと思います。

で今進んでおりますので、御理解いただきたいと
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思います。

という部分でございますけれども、現在のところ

以上です。
○議長（木下

は、まだ道のほうから同じような対応の部分で通
敏）

○１４番（中川友規）

中川友規議員。

知等はまだ正式に来ていないので、まだ検討の段

虐待のほうについてはわ

階には入っておりません。

かりました。

町としましては、今のところ、今まで通りの対

あと、働き方改革のほうで、今、現状、コミュ

応を予定はしておりますが、ただもし通知があっ

ニティースクールだとかもあるということで、ま

た場合ということであれば、検討の必要は出てく

たトラブル発生時についても現状どおりというこ

るかと思います。

とで影響はないということだったのですけれど

ただ、議員がおっしゃったように、一概にただ

も、今現在はそうなのかも、そうだと思うのです

留守番電話の対応というようになると、緊急時の

けれども、できればそのまますぐ、今みたくすぐ

対応はどうするのだというような部分もございま

対応できるようにという感じでしていっていただ

すので、緊急時の対応も含めまして、今後検討し

きたいのですけれども、ちょっと北海道の道教委

ていく必要があろうかと思います。

のほうでこの働き方改革に伴って、電話とかを留

ただ、今現状では、今までどおりの対応という

守番電話対応にするというお話も出ているような

ことで予定はしております。今後、必要があれ

ので、これをまた市町村教委に対しても同様の対

ば、そういう検討入っていく場合もございますけ

応整備に向けた方策を講じるよう促すというよう

れども、教育委員会として主導的に対応を変える

なことなので、それであればちょっとどうなのか

というようなところは、現在のところは予定して

なと。

ないということで御理解いただきたいと思いま

やはり、先ほどからは虐待だとかいろいろな事

す。

件だとかありますけれども、確かにモンスターペ

以上でございます。

アレントとかでそういうのもありますけれども、

○議長（木下

敏）

中川友規議員。

やはり学校と保護者なり関係機関が何かあった場

○１４番（中川友規）

合、当然クレームもありますけれども、連絡が留

のほうは今現在はないということで、どっちにし

守電対応というのはちょっとどうなのかなとい

ろそういう話が来た場合には検討し、しっかり精

う。

査してやるということだと思うのですけれども、

これ、道立のほうも、町

片やコミュニティースクールで地域だとかそう

これ道のほうは留守番電話設置、これ夏からやる

いう関係と学校が密にして連携をとっていきま

予定のようですけれども、緊急時はメールで転送

しょうと言いながら、私たちは留守電にしますよ

みたいな感じで対応するようですけれども、実際

という話にはならないのではのではないかなとい

にこれは道のほうなのであれですけれども、そう

うのがありまして、これ道教委のほうからこうい

いうものに関してもしっかりと地元、地元という

う話が来た場合、七飯町としてはどういうふうに

か各小中学校においてもそれぞれのＰＴＡといい

考えていけるのか。わかりましたと言ってやって

ますか、それぞれの環境でまた違うこともありま

いくのか、七飯町の現状、実態を把握した中で

すので、その辺についても各学校にあった対応で

やっていくのか。その辺について。

やっていただきたいなと。

○議長（木下

敏）

学校教育課長。

○学校教育課長（竹内圭介）

ちょっと繰り返しになっちゃいますけれども、

ただいま御質問が

今ちょっとしゃべっちゃったので、町としては

ございました。道の道立学校のほうでは、時間、

しっかり地元のその学校とＰＴＡなりコニュニ

働き方改革の部分で留守番電話での対応を予定し

ティースクールなりで協議して対応していくとい

ているというようなことで、状況は伺っておりま

うことですね。もう１回、最後。

す。

○議長（木下

町のほうとしても同じような対応になるのかな

敏）

○教育長（與田敏樹）
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教育長。
私から御答弁申し上げま

す。

きな道教委が今回一歩踏み出したという原因であ

まず、大前提として、先生方の働き方改革が出

ります。

てきた経緯ということを改めて申し上げたいと思

では、先生の働き方改革をする上で、先生方の

いますが、文部科学省が平成２８年に行った教職

忙しい要因が何なのかということなのですけれど

員の勤務実態調査で、学校の先生方が平均で平日

も、これは七飯町単独の問題じゃなくて、教職員

１１時間以上、それから休日で１時間から３時間

の全般的に言えることは、一般的には、例えば保

働いているということです。平日で１１時間とい

護者対応が多くなったとかというのが推測される

うことは、毎日３時間、５日間平日があったとき

のですけれども、現実的にアンケート調査やった

に１５時間残業していると。それが４週あると６

中では、翌日の授業の準備だとかに時間がとられ

０時間。これに土日を含めると、７０時間、８０

ているというのが非常に多いということの結果が

時間。あるいは、人によっては１００時間近く残

出てきてます。

業しているということで、その中で過労死に至っ

そうすると、その授業の準備が多いということ

ている教員もいるという実態がある中で、やはり

は、子供たちにとっていいことではないかという

その働き方改革をしなければいけないだろうとい

ことなのですけれども、当然そうです。だけれど

う形になってきたということです。

も、それは子供たちによりよいことをするのはい

これは先生方だけではなくて、民間企業におい
てもその１００時間というのが一定の歯どめに

いのですけれども、ではそれを受け入れるだけの
子供たちが容量があるかどうかという問題。

なっているというのがありますけれども、そうい

これは、文科省、この教育という本にも書いて

う経過の中で、ことしの１月の中央教育審議会の

あるのですけれども、例えば温泉の効能がいいで

答申の中で、こういうふうに言っています。「学

すよと言ったときに、それぞれの効能が違った温

校における働き方改革の目的は、教師のこれまで

泉を５カ所歩いたときに、端的にいえばのぼせて

の働き方を見直し、教師が我が国の学校教育の蓄

しまうという可能性もあります。逆に言えば、先

積と向き合って、みずからの授業を磨くとともに

生方も一生懸命になるがゆえに、いろいろなもの

日々の生活の質や教職人生を豊かにすることで、

を子供たちに提供したいということでそこに時間

みずからの人間性や創造性をたかめ、子供たちに

をとられているという現状があります。

対して効果的な教育活動を行うことができるよう

そういう意味では、先生方が取捨選択をして、

にすることである。」というのが目的ということ

今の子供たちに何が必要なのかということを、過

です。

去を捨てて今の教育指導要領に基づいた教え方を

それで、その文科省の答申の中に、幾つか働き

しっかりとしていくことが働き方改革、時間短縮

方改革を進めるに当たってのチェックポイントが

をする一つの要因になるということがあります。

出されておりますけれども、その中に、子供たち

これは大きな要因です。

の登下校時間が示されている。例えば、子供たち

ただ、もう一つは、留守番電話については、結

が来たらすぐ校門を開けて学校を開放しますよで

局何時でもかかってくるような状況の中で、先生

はなくて、例えば８時１５分じゃないと学校は開

方がそれに翻弄されているという実態も一部では

けませんよとか、そういうものがあるかどうかと

あります。

いうことの中に、留守番電話が設置されていると

それを遮断するために、道教委としては７時半

いうのがあるのです。これ、文科省の指針の中で

以前については受けません、夜も遅くても７時以

は。

降については受けませんと。そしてそれ以外の対

それと、もう一つは部活動の活動時刻が設定さ

応についてはきちんとやりますよということなの

れている。これはもう、町のほうでつくりまし

ですけれども、ではそれを市町村ですぐやれるか

た。これは、道教委の問題じゃない、文科省とし

といったときには、今議員がおしゃったとおり反

てそういうふうにやってきているということが大

発が非常に多いと思います。
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そこの時間が、静寂な時間があれば、先生方は

ついて、町長はその計画で入所する予定とされて

子供たちに対する授業準備をしっかりとできると

いる商工会や社会福祉協議会などの懇親の席で

思います。そういう意味では、それは必要だと思

近々に公募をするようなニュアンスの発言をして

います。必要だと思いますけれども、先生方も努

いたが、さっぱり実現されていない。

力してもらわなければいけないけれども、そこの
留守番電話の問題については、学校と教育委員会

計画の進捗状況について、町長の所見を伺いた
い。

だけの問題ではなくて、先ほどもおっしゃってま

１、町が入所を義務づけている団体はどこか。

すけれども、地域とのかかわりもあります。地域

２、公募の方法について。

がお祭りで、学校の物を使うと、いろいろなこと

３、公募の条件について

があります。ですから、それはコミュニティース

４、入所する団体に必要な面積数、支払いでき

クールという非常に有用な組織がありますので、

る金額の提示をさせているのか。

その中で、学校ごとにいろいろなことを地域とＰ

５、公募主と町との賃貸条件について。

ＴＡと話し合って、お互いに納得できるような環

６、都市計画上の問題点はないのか。

境で進めていただきたいということで考えており

７、進まない原因として何があるのか。

ます。そういう意味では、教育委員会として、今

よろしくお願いいたします。

回の留守番電話の問題をうちでとめるということ

〇議長（木下

敏）

政策推進課長。

は、これはできません。文科省の答申にあります

○政策推進課長（中村雄司）

ので、これを下ろします。下ろしますけれども、

域センターの公募による計画の進捗状況について

下ろす際にはしっかりと地域とＰＴＡと議論をし

お答えいたします。

１問目の現本町地

た中で、もう一方では働き方改革というものもあ

１点目の町が入所を義務づけている団体はどこ

るということで、その両輪をしっかりと組み合わ

かということですが、義務づけているわけではな

せた中で、この問題についてはやっていただきた

く、建築から５０年近くたち、老朽化が目立つ建

いというふうに考えておりますので、その目的は

物を所有している２団体の七飯町商工会と、指定

子供たちのためであるということは教育委員会と

金融機関の道南うみ街信用金庫のほか、現本町地

しても見失わないようにこれからもしっかりと学

域センター内で活動している社会福祉協議会と図

校指導してまいりたいと考えておりますのでよろ

書室をあわせた複合施設の建設を計画し、入居の

しくお願いします。

可能性を打診している状況であります。

以上でございます。

２点目、３点目の公募方法と条件ですが、整備

○１４番（中川友規）
○議長（木下

敏）

終わります。

の際の契約方法については公募が想定されます

暫時休憩いたします。

が、現段階では、基本計画もこれからといった状

午前１１時５３分 休憩

況であり、具体的な公募の方法や条件については

─────────────

お示しすることができません。

午後 １時００分 再開
○議長（木下

敏）

４点目、必要となる面積、支払額などですが、

休憩前に引き続き、再開い

たします。

現在のところ、入居となれば必要なレイアウトな
どを相談させていただき、間取りや面積の確定に

通告順に発言を許します。

向けて進めております。しかしながら、入居費用

横田有一議員。

などの提示については、建設費用の積算に時間が

○１番（横田有一）

それでは、３問質問させて

いただきます。

いることから、現在、費用を明示できず、入居の
意志等の確認には至っておりません。他の事例な

まず１問目、本町地域センターの公募による計
画の進捗状況について。

どを参考に、賃貸料などの入居費用を示すことも
可能ではありますが、維持管理費用も含めると割

平成３０年第４回定例会で議論されていた件に

高となり、容易な入居の判断が難しいことから、
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まだ調整している段階にあります。

ふうなことは、前回の上野議員の昨年の第４回の

５点目、建築主と町の賃貸条件ですが、現段階

ときそういうふうな答弁しているのですけれど

では細かくは整備されておりません。町として

も、それからいくならば、逆算していくならば、

も、契約行為ですので、双方納得できる条件で進

どういうふうな工程表になっているのかというの

めてまいります。

を教えていただきたいと思います。

６点目、都市計画法上の問題についてですが、

〇議長（木下

敏）

副町長。

現在のところ、問題は特段ありません。当該地

○副町長（宮田

は、都市計画法による市街化区域の第１種住居地

お答えしてまいります。

域に指定されており、その建築できる範囲内での
整備になるものと考えております。

東）

それでは、私のほうから

最初の質問、５点、６点ほどになりますが、義
務づけしているのではという話ですが、決して義

７点目でございます。進まない原因とのことで

務づけしているというような形の交渉の次第では

すが、いかに賃貸料を安価にできるかが一番の課

なくて、必要なところということで私ども考え

題となっており、これまでどおり民間の活力を活

て、そこの団体と相談させていただいている。と

用するのか、それよりも有利な補助や交付金制度

いうことは、本町地域センターの中にはもう既に

を活用できるのか、そして関係団体が納得できる

図書館と社会福祉協議会入っているので、そこは

条件になるのかなど、あわせて財政状況を考慮し

当然話をさせていただいている。あと２カ所の商

ながら引き続き検討してまいりたいと考えており

工会と道南うみ街信用金庫につきましては、もう

ます。

既に建物も５０年近くもたっていると、古いと。

御理解願います。

もう何とかしなければだめな建物だというような

以上でございます。

こともございまして、そのことを踏まえて相談さ

〇議長（木下

敏）

○１番（横田有一）

横田有一議員。

せていただいているということでございます。

義務づけてる、義務づけて

次、公募の方法を具体的にということですが、

いるという言葉が何かなじまないみたいですけれ

一番最初の部分はＰＰＰなりＰＦＩというような

ども、実際にはもう決定しながらお話していると

ことで考えてございました。基本的にはＰＦＩは

いうことでいいのでないかと思うのですけれど

具体的に申し上げますと、民間の資金だとか民間

も、その辺もう１回聞きたいと思います。

のほうに完全に委ねるというような方法になって

それから、公募については、公募のどういう方

こようかなと思います。ＰＰＰというのは、委託

法でやるのかというのは、申しわけないのですけ

だとかいろいろな手法が、包括的な委託だとかい

れども、方法が、例えばいろいろなＰＰＰだとか

ろいろな手法の中にＰＰＰの中に入ると思いま

ＰＦＩだとか、そのＰＦＩでももろもろのものが

す。ＰＦＩも具体的にはＰＰＰの中に入るかなと

あるのだけれども、その中で何を活用してやって

いうような形のもので捉えております。ですか

いくのかというのがちょっとわからないので、そ

ら、幅広くＰＰＰの方法の中で、その中にＰＦＩ

このところ教えていただきたいなと思います。

も考えながら、委託の考えながら、だから、考え

それから、建設主というのですか、実際にその

としては民間の活力を生かしていきたいのと、民

公募を行っていくという方は、今、何件とそうい

間と連携を保ちながらといいましょうか、連携を

う交渉をしているのかというのを教えていただき

とりながら計画を進めてまいりたいという考え方

たいと思います。

で今現在進めているということです。

それから、先ほど、面積数出してくれと言った

一番最後にお答えしましたけれども、実際問題

のだけれども、面積数についてはまだ決定してい

の部分で、なぜなかなか準備が進まないかという

ないということなのですか。だからその辺どうな

部分で、賃貸料がなかなか安くならない部分があ

のかということと、それから今、平成３４年に図

るというようなニュアンス、これが一番の大きな

書館は開設しますよという、完成しますよという

課題となっているという部分がございます。それ
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からいきますと、何か国のほうだとか、法のいい

平方メートル、道南うみ街信用金庫５２０平方

補助事業はないか、できるだけ町のほうの持ち分

メートル、その他共用部分ということで３００平

を少なくする方法を、あわせて今現在模索してい

米ほど、合わせて１,３６５平方メートル、これ

るということでございます。

が１階の分です。それで、２階の部分は１,１０

これについては、よって民間の活力ではない場
合も、町が安くなるのであれば町のほうで建てる

８は、図書館で１,１０８平米ということで考え
て今現在進めてございます。

場合もあろうかなと思います。それをちょっと今

それと、地下の駐車場ということで６１６平米

現在は、少し幅を広げて今現在いろいろな事業に

ほどの面積を今現在考えているというようなこと

アタックといいましょうか、その辺の情報を集め

でございます。

ているというような状況でございます。

これは、面積の関係でございます。

次に、何件。これはＰＰＰだとか、いろいろな

平成３４年の、何ていいましょうか、計画、完

部分の、いろいろな業者の方と交渉しているのか

成というか、そういうのを目標にしているのでは

というふうになろうかと思います。これについて

ないかということでございますが、３４年度とな

は、まだ交渉はしてございません。噂としてはあ

ると、これは総合計画の部分から３４年という話

ろうかなと思いますけれども、実際問題は交渉と

で、それを目標に今現在計画を進めているという

いう形ではございません。いろいろな声はかかっ

ことです。３４年に完成となるのであれば、来

てはございます。こういう計画七飯町さんあるの

年、再来年で何とか方向を出して、再来年です

ですねというのは、部分の声はありますけれど

か、には建設ができる形のもので持っていきたい

も、交渉はしているという形ではございません。

という目標を持っているということです。それを

面積のほうでございますが、私どもで計算して

確約しているというのではなくて、そういう目標

いる部分でございますが、これはそれぞれの部分

に向かっているということで御理解をお願いした

の面積というふうにして、という質問でよろしい

いなと思ってございます。

のでしょうか。

私のほうからは、以上でございます。

私どもで現在、考えている面積ですが、まず図

〇議長（木下

敏）

横田有一議員。

書館の部分を申し上げますと、床面積、これは２

○１番（横田有一）

階の部分を想定していますが、１,１０８平米で

きではないよという話で、安いそういう補助金と

今現在積算をしております。従来の図書室は２２

かあれば直営、直営というか直接自分たちでやる

８平米、現在の図書室２２８の約５倍の面積で考

ということは言ってあるのですけれども、町長の

えてございます。

選挙公報を見れば、もうここでは決めつけている

続いて、社会福祉協議会の床面積は今の段階で

のです。

３６０平米でございます。従来は２７０平米でご
ざいます。

今、副町長から、公募あり

「本町地域センターを民間活力で改築し、商工
会、図書館、金融機関等を併設します。」と書い

商工会でございますが、１８５平方メートルで
考えてございます。

ているということは、町長はそういう考え方を
持ってやっていたということだと思うのです。そ

続いて、道南うみ街信用金庫でございますが、
５２０平方メートルでございます。

れだって町長が町長選の前だから急にそういうの
を出したわけではなくて、そういう話が具体的に

１階その他、共有的なところがございまして、

進んでいたからそういうもの出してきたというこ

合わせて１階の面積は、１,３６５平方メートル

とだと思うのですけれども、それが何でまたここ

で今現在進めているということでございます。こ

で民間活力を使わないで、そういうことも安い、

のほか、今、１階の部分ですとか２階の図書館は

もっと安価でできるかなのか何かの方法があるか

入ってございませんので、先ほどの社会福祉協議

ら、そういうふうにするよっていうのがこれ、改

会の３６０平方メートル、七飯町商工会の１８５

めて出てきたっていうのはどういうことなのか、
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その点お伺いします。
〇議長（木下
○副町長（宮田

敏）

す。だから、総体の金額がまだかかってくる場合
副町長。

東）

もありますので、慎重に今現在進めているという

では、お答えしてまいり

ます。

ようなことで御理解をお願いしたいなと思ってご
ざいます。

町長選挙のときには、確かにそのとおりで公約

以上でございます。

でＰＰＰなりＰＦＩ、民間活力で建ててまいりた

〇議長（木下

敏）

横田有一議員。

いというような感じだったと思います。その後と

○１番（横田有一）

いう表現が正しいかどうかという部分はございま

いく段階で、そういうのが出てきたよっというの

すけれども、ある程度、今入居予定されている団

は、それも一つの賢明な策かと思うのですけれど

体と、個別にいろいろ相談させていただいてござ

も、一番最初に建設費用が確定しないという話が

います。そうなるとやはり賃貸料の部分がなかな

さっき出たと思うのですけれども、それでいなが

か、かなり厳しいような状況というような形で言

ら例えば公募主との交渉をしないですよというこ

われています。

とは、そうしたら町側はどういうふうな方法で例

その辺は、具体的に進めて

具体的な数字というのではなくて、これまでの

えばこういうものを出していっているのか、とい

前例にあるような建物の賃貸料だとか、そういう

う、自分のほうで例えばどこかの設計屋さんか何

部分については、ある程度このくらいの金額のよ

かにお願いして、こういうふうにやったらこのく

うですねというような話をさせていただいたとい

らいの単価だよねっていうのを出していってやっ

うこともあります。その部分ではなかなかこの金

ているものなのか、それとも大体の概算に対して

額ではなかなか厳しいというようなことを言われ

建設坪単価が大体８０万なり１００万の間でこの

てございます。

くらいだから、こうやってやってっているのかと

その辺も含めて、今現在、先ほど言葉が足りな

いうのと、それから、償還について、その公募主

かったかもございませんけれども、民間の活力の

との関係というのはどういうふうになっているの

部分で、活用して何かこう国の支援みたいなのは

か、あくまでもそれというのは返して、何年で返

ないかとか、そういう部分についてもあわせて今

していくのか、それ、その後はどういうふうにす

検討しているというようなことです。それがなく

るのかっていうのをちょっと教えていただきたい

なった場合で、民間のほうでも効率的な補助があ

と思います。

るのであれば、そちらに切りかえたほうが、事業

〇議長（木下

は賃貸料が安くなるという部分、入居がしやすく

○副町長（宮田

なるという部分について、可能性を今模索してい

単価とか事業の費用、建物の建設費用の部分につ

るというような状況に変わっているというか、そ

いてでございますけれども、ある程度興味のある

れをまだ並行して考えているというふうに理解し

ところの民間会社のほうから、こういう計画でど

ていただければなと思ってございます。

うでしょうかとか、そういう部分の打診はいただ

それについては、まだまだ、今現在その模索中

敏）
東）

副町長。
今の賃貸費用の関係の坪

いてございます。

ということで、まだ結論の方向も出してませんけ

では、これの、こういうものであるのであれば

れども、あわせて考えているということでまず御

幾らくらいになるのでしょうかとなると、このく

理解をお願いしたいなと。幅広く町の負担ができ

らいの事業費になりますと。それを、費用です

るだけないような形のもので一応考えているとい

ね、それは確定ということではないのですが、そ

うことで御理解いただきたいなと。

れをそういうものにしましょうでなくて、出てき

そして、実際問題、少しまた、もう一つのネッ

ている部分についての費用の単価、それをやって

クというと、やはり解体費用も相当な金額がかか

いくと、大体月幾らだとか、そういう費用を割り

ると。では、その解体、費用の金額を町で全額持

出すことができます。

つのかというような問題も当然出てくると思いま
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その部分については、割高になってきていると

いうことで、まずひとつ御理解をいただきたいな

と、うみ街さんも本部を今度、きょうの新聞に出

と。今すぐ坪単価で８０万とか９０万とか１００

ていましたけれども、函館に持ってくると。それ

万とかいうのは議員さんおっしゃいましたけれど

で、結構お金がかかって、新しい建物なのか、中

も、大体、その辺の数字になってこようかなとは

古の建物なのか、改めて買って何かしないとだめ

思います。

だという中で、その話がなかなか厳しいのではな

その部分で、今、具体的にもう少しこうお金を

いですかというふうな、一番上のトップの人でな

落とせる部分だとか、そういうものを今いろいろ

いのですけれども、そういう話が出ていたので、

模索をしているというような形の中で検討してい

それだったらやはり、あくまでも銀行を引っ張っ

るということで御理解をお願いしたいなと思って

てくるというのでしたら、金融機関を引っ張って

ございます。

くるのでしたらそれ以外のところでもやるという

ですから、その部分については、何も公募の部

ところも、お話聞いていくということも必要でな

分について、そこを公募でどうのこうのとか、そ

いかなと思うのですけれども、その点、いかがで

ういうことではなくて、民間会社の方がそういう

すか。

部分の資料みたいなのを提出していただいている

〇議長（木下

ということで御理解をひとつお願いしたいと思っ

○副町長（宮田

てございます。

うのは前ありまして、話としましては、道南うみ

敏）
東）

副町長。
金融機関を入れたいとい

それと、償還の関係でございますけれども、こ

街さんのほうの建物も古いというようなこともご

れは何年ということを定めているわけではござい

ざいます、先ほども申し上げましたけれども。そ

ません、まだ。ただ、通常は、１５年償還なり２

この部分について、改築の計画をしていますとい

０年償還というような形になってこようかなとい

うようなお話があったので、私どもも今、本町地

う思ってございますが、ある程度事業者が確定し

域センターも古くなってきているので、では入居

てきましたら、交渉の中で１５年なり２０年とい

することは可能ですかというふうな声をかけさせ

うような償還の形になろうかと思っています。

ていただいて、今現在に至っているというような

では、それが終わった後どうなるのかというよ

ことでございます。

うな御質問かと思いますけれども、その後につい
てもまだ、詰めている段階ではございません。

その中で、先ほども議員さんおっしゃったうみ
街の理事会ですか、その総代会とか、そういう席

通常、ＰＦＩかＰＰＰでやった場合については

の部分でかなり厳しいのでない、その厳しいとい

その後、償還が終わった時点で町のほうに戻すと

うのが先ほどの申し上げた、最後の部分で申し上

いうような形のものがございますけれども、その

げた賃貸料が、あの部分が少しネックになってき

辺も具体的なものを詰めているという段階でまだ

ているという部分はあろうかなと思ってございま

ないということで御理解をお願いしたいなと思っ

す。それについても今、先ほどもいろいろな部分

てございます。

で、賃貸料安くする方法を今現在考慮していると

以上です。

いいましょうか、それについて模索しているとい

〇議長（木下

敏）

○１番（横田有一）

横田有一議員。

うことで御理解をお願いしたいなと思っていま

何か、決めてない、決めて

す。

ないと言う割に、どこかそういう建設屋さんとそ

そして、うみ街さん以外でもあるのではないで

ういう話があったところと話しているとか、どう

すかという話もございましょうけれども、うみ街

も話がちぐはぐな部分があるので、何か余り我々

さんは私どもの指定金融機関ということで、ずっ

に公表したくないのかなというふうな感じですの

と長くお付き合いをさせていただいているところ

で、その点については余り問わないでいきたいと

でありまして、七飯町の実情にも詳しいですし、

思いますが、私もうみ街の総代になっているので

いろいろな部署も多いかなと思ってございます。

すけれども、前にちらっと聞いたところによる

そして、住民の方についてもかなり御愛顧をいた
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だいているお店でございますので、できるだけそ

が必要だし、１階の３団体が２団体になったって

ういう部分については、当然町内の金融機関とい

いいのではないかなと思うのですけれども、どう

うことで配慮も必要かなと私どもは思っている次

なのですか。

第でございます。

〇議長（木下

以上でございます。
〇議長（木下

敏）

○１番（横田有一）

○副町長（宮田
横田有一議員。

敏）

副町長。

東）

それではお答えしてまい

ります。

うみ街が厳しくて、具体的

まず、道南うみ街さんのやつの関係、改築して

に名前が出ているので言うのですけれども、かわ

新しいのではないかというのですが、増築、基本

りのというのは、七飯の指定金融機関だから、そ

的には増築したということでございまして、実際

れはなかなか厳しいよと言うのでしたら、むしろ

建てて一番最初の基礎からやったのは昭和４８年

それだったら。その前にちょっと、ちょっと違う

の建築のものということで、もう５０年近いもの

のでないかというのは、一番最初から、うみ街は

というような認識をしてございます。

５０年たっているというけれども、５０年はたっ

あと、図書室の部分で面積減らしてもいい、入

ていない。途中で１回改築しているので、私が議

らないところについてもそれはそれで縮小しても

員になるちょっと前かなんかに改築したと思うの

いいのではないかという考え方ですが、今まで図

ですけれども、そんなにたっていないのではない

書館が欲しいという町民の方の多くの声を聞かせ

かと思います。

ていただいています。その中には、今便利になっ

それならば、ほかのところは考えていないよと

たから、それで済む方もおられるのでしょうけれ

いうのだったら、もうそのものも、その建物その

ども、今の図書機能というのは、図書館というイ

ものも小さくしていく、それの現状にやってい

メージよりも、そこにいろいろな方が集まって、

く。

そこがコミュニケーションの場になったりとか、

だから、前の同僚議員に答えたように、図書館

そこで子供たち、幼児の方と接するだとか、調べ

が１,１０８、当時は１,０００平米程度というよ

物についても個別に調べる場所があったりとか、

うな言い方だったのですけれども、そんなにいる

それと一生懸命そこで子供たちといいましょう

というのは、今のそれこそ５倍くらいになってま

か、学生が勉強するところの場所も必要だと。そ

すよっていうのだったら、それってそんなに必要

ういうのをトータルして考えていくと、やはりそ

なのですかということ。

れくらいの１,０００平米ぐらいの場所があって

それから、今というのは民間でＴＳＵＴＡＹＡ

もいいのではないかと。

なんてああいう大きいものもあるのだし、そんな

今現在は本を置いているというだけの話であっ

ものをそこに用意することはある。今なんて、み

て、そこでこうコミュニケーションをとるとか、

んな自分で、子供たちもスマホ持っているので

そういう場所がない形です。そういう場所を設け

す。それですと、スマホで今、そういう小説なり

ることによって、いろいろな方が集まって、そこ

何なり読めるのです。

でコミュニケーションがとれて地域の活性化につ

ちょっと出てこないのですけれども、そういう
こともできるので、そんな余り立派過ぎるもの

ながっていけばいいかなという考え方でございま
す。

やって、その後町民に負担がかかっていくような

商工会だとか福祉協議会だとか金融機関が入る

ことがないようにしていくということも考えなく

ということは、相当いろいろな面でお客さんの部

てはいけないのでないかということで、大枠につ

分で利便性が１カ所で済むという形でございま

いてはそういうふうな考えてやってきたというけ

す。その方々も一応図書を利用しながらコミュニ

れども、実際には、図書館は３４年というのはも

ケーションも図れるというような形で、やはり合

う言葉を出してしまっているのだから、やはりそ

わさった複合施設という効果は十分にあるのかな

れに見合うような形のものにしていくということ

という考え方をしています。
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一つのコミュニケーションの拠点の場として、

だから、そうでなくて、あくまでもこういうも

民間活力といいますか、民間団体の協力も得なが

のでやっていって、それで例えば直でやるのでは

ら、そういう部分を進めてまいりたいという考え

なくて、自分たちでやるのではなくて、こういう

方、より多くの人が集まりやすい場所というよう

ものを使ってやっていこうとするから、本来は、

なことでひとつ考えているところでございます。

本来は民間活力というのは、そこで持っている、

そのような形で御理解をお願いしたいなと思って

やる業者の持っている知恵をいろいろ生かしなが

ございます。

らやっていくというのが一番です。でも、今は、

もし質問に答えてないところがありましたら、
もう一度質問していただければ思います。

やっているのは、副町長中心になって動いてやっ
ているというだけの話じゃないですか。

以上でございます。
〇議長（木下

敏）

どうも、そこのところが、本当に民間の力を借
横田有一議員。

りてやっていくという、最初に町長が言ったこと

副町長は、そういう交流の

と、何か本当に違うのでないかなというふうに思

場になっているというような言い方をするのです

うので、その辺どうなのかということでもう１回

けれども、そこに金融機関があって、では金融機

お聞きしたいと思います。

関の今来る人たちというのは、今ＡＴＭもよく

〇議長（木下

なって、せいぜい本当に銀行さんからお金借りた

○副町長（宮田

いという人が来るかぐらいしかないと僕は思うの

ります。

○１番（横田有一）

敏）
東）

副町長。
それではお答えしてまい

です。あとは、本当にもうＡＴＭがあったらどこ

ＡＴＭ、民間、金融機関のＡＴＭがあればいい

でもいいよという感じになっているし、だからそ

というようなことでおっしゃられましたけれど

れっていうのはなかなか厳しいのでないのかとい

も、うみ街さんとの話の中では、七飯の信金さん

うこと。

はすごいＡＴＭ利用ではなくて窓口が多いお客さ

それから、よく私は夜遅く蔦屋さん行って本見

んが非常に多い店舗、話によれば、渡島一の店舗

に行くのですけれども、あそこにいる人たちとい

のお客さんが来るというところで、ちなみにもっ

うのは、会話なんか楽しんでません。本当に黙々

と、時代の流れではＡＴＭあればいいのでないの

と本を読んでいます。だからそういう交流の場と

とか、そういう部分は、今金融機関の中について

いうのはどうなのかというのは、ちょっと、副町

も店舗を縮小するというような部分はございま

長、もしそんなにあれだったら、１回一緒に見に

す。確かにそういう話はあります。

行きますか。そういうふうに、なかなかそういう

ありますけれども、うみ街さんのところについ

ふうになっていないのではないかなというふうに

ては、今現在の店舗を確保したいというような希

思うし、無理やりそういういろいろなものを抱き

望でございます。それだけ、利用客が多いという

合わせたからって、それが波及効果が出るかとい

部分について、私どもでは話を伺ってございま

うのは、なかなかちょっと厳しいのではないかな

す。

というふうには思うし、図書館に来る人間と、や
はり銀行さんに来る人間も違うのでないか。

蔦屋さんについては、私も何回か行ってます
が、確かにあそこは、なんというのでしょうか、

だから、そういうのをやはり本当に、本当にそ

会話するというよりも、そういうスペース、読む

の波及効果をやるのだったら、もっと組み合わせ

スペースだとかありますけれども、そこで１回集

というのをもっと考えていくべきだと思うし、や

まって、皆さん顔合わせてコミュニケーションと

はり、どうもこのここの話の進め方にすごくこう

るような雰囲気ではないと思います。ものが、こ

問題があったのではないかと思うのです。という

うイベントがあったりとか、いろいろやってるか

ことは、町の財政にお金がないからといって民間

と思います。

活力を使うというような感じで見えてきていると
いう部分がすごくある。

ただ、七飯町の図書をというのは、図書機能か
らいきますと、図書館だけではなくて、いろいろ
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なものをやっていく。そこにいて、滞留時間長く

でと思うのですけれども、最後に１点、この公募

いていただくというような方法をとりたいという

主というのは、公募された人がその後指定管理者

ような考えです。中には顔なじみの方も当然おら

を受けるという考え方でいいのかどうか教えてく

れるわけだと思います。函館市にある蔦屋さんと

ださい。

は、ちょっと規模的にいっても、機能的にいって

〇議長（木下

もちょっと違うのではないかなとは思ってござい

○副町長（宮田

敏）
東）

副町長。
お答えしてまいります。

ます。それはやはり、田舎とは言いませんけれど

いろいろな方法も、これもあると思います。公

も、小さな町に合ったようなものが求められてい

募をやったところが最終的に最後まで、維持管理

るのかなと。

まで運営まで含めてやる場合、要は土地を買って

これについては、町内会連合会のほうにも、図

います町のほうから全部そこに委ねると。そし

書館早く、早くというような要望もございますの

て、委ねたところに町のほうでは、町の分のお金

で、その辺についてもまだ内容は詰める必要はあ

を支払っていく、償還の部分を支払っていくとい

るのでしょうけれども、そういう部分の要望の部

う方法だとか、けれども、建てるまで建てていた

分をして、したがってそれを組み入れたような形

だいて町のほうで全部維持管理だとか運営をする

のもので今現在進めているというようなことでご

方法もあります。

ざいます。

いろいろな方法がありますので、それにつきま

それから、メーンはやはり交流の場を設けてい

しても、できるだけ財政負担のかからない方向の

きたいと考え方でございますので、その辺は御理

部分を模索しながら検討してまいりたいなと思っ

解をお願いしたいなと思ってございます。

てございます。これは、いろいろな方法があると

そして、民間の力は最初から民間の力をかりて

いうことでひとつ御理解をいただきたいなと思っ

計画すべきではないかというようなことでござい

てございます。これからの検討課題といいましょ

ます。

うか、十分そういう部分の案件だということで御

ある程度、町のほうの姿勢としては、こういう

理解をお願いしたいなと思ってございます。

ものを建てたいというものを示した中で民間のほ

以上です。

うのアイデアとこう突合しながら、こういうのも

〇議長（木下

あるのではないのということを進めていきたい

○１番（横田有一）

と。ただ、最初からいきなりこういう形のものと
いうのでなくて、もっと具体的になったものをこ

敏）

横田有一議員。
１問目終わります。

２問目。運転免許証自主返納対策の進捗状況に
ついて。

れから民間のほうに公募しながらとか、そういう

平成２８年第４回の一般質問で、理事者側は道

ものを進めてまいりたいという考え方でございま

内の実施内容を調査検討し進めていきたいと答弁

す。

されたが、その後の進捗状況について町長の所見

最初公募してしまったら、そのまま高いものに

を伺いたい。

なる可能性も十分ございますので、できるだけ先

１、直近の道南の自動車事故件数、６５歳以上

ほどありましたとおり町の財政に負担をかけない

の自動車事故件数とその要因、運転免許証の返納

ような方向の中で進めるとなるのであれば、ある

件数について。

程度の骨格といいましょうか、そういうものにつ

２、直近の町内の自動車事故件数、それから６

いて定めて進めてまいりたいという考え方で今現

５歳以上の自動車の事故件数とその要因、運転免

在いるということで御理解をお願いしたいなと

許証の返納件数について。そのうち、認知症の人

思ってございます。

の自動車事故件数について。

以上でございます。
〇議長（木下

敏）

○１番（横田有一）

３、すぐにできるものからやるといったが、相
横田有一議員。

談窓口はどこにあるのか。また、利用件数と相談

平行線になるので、この辺

内容について。
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４、自主返納に対する周知について。

ございます。

５、渡島檜山管内の自治体の対策状況につい
て。

議長（木下

お願いいたします。
〇議長（木下

以上でございます。

敏）

敏）

横田有一議員。

○１番（横田有一）
住民課長。

○住民課長（清野真里）

この質問は、私２８年に

やったときには、かなり前向きな話だと思ってい

運転免許証自主返納対

たら何も進まないし、今、道南では、本当にもう

策の進捗状況についてですが、１点目、２点目を

最後のほうに差しかかっている。北斗の数字しか

平成３０年１月から１２月３１日までの状況で、

出てきていないですけれども、私の見るところで

あわせてお答えいたします。

は、まだあるのですけれども、この数字というの

道南地区の自動車事故件数は７６０件、うち６
５歳以上は２２７件。町内の自動車事故件数は５

は余りにもこの町側の不誠実な対応というのが見
えているように、というふうには思うのです。

０件、うち６５歳以上は１２件発生してございま
す。

私の聞きたいのは、そのときにもお話したので
すけれども、認知症の人たちが実際に免許返納と

また、自動車事故の要因では、全年齢層対象と

いう部分とかの、それからそれというのは、本当

なりますが、道南地区では、前方不注意、動静不

に自分がアルツハイマーだとかピック病だとか、

注意、前、左右不確認、ブレーキ操作の誤りによ

そういうのなっているのではないのという、そう

るもの。町内では、前方不注意、前左右不確認、

いう状況があるという人たちに対して相談はして

ハンドルやブレーキ操作の誤りによるものが主な

いくというのはあると思うのです。

要因となってございます。

それっていうのは、ここではただ住民課のほう

そして、道南地区の運休免許証の自主返納件数

では、交通防犯係のほうでやっている。でも、

は１,０９４件。町内の自主返納件数は、７５歳

もっと大事なのは、そういう認知症になっている

以上になりますけれども、５１件となっておりま

方々が、自分が認知症であるということを確認で

す。

きないでいるという方がやはりいると思うので

なお、警察では、認知症の方の自動車事故件数

す。そういう人たちを、やはり直接にやるのは、

の把握はしていないとの回答でしたので、御了承

包括支援センターのほうでやっていると思う。だ

願います。

から、そういう部分では、どういうふうな相談が

次に、３点目の相談窓口の設置と４点目の周知
についてですが、現状では民生部住民課交通防犯

あったのかというのは、ちょっと教えていただき
たいというふうには思ってます。

係を相談窓口といたしまして、平成３１年２月号

それで、自主返納に対する周知というのは、こ

の広報で、自分の運転について考えてみましょう

れ、ただ、やりましたよねって、こう言われたよ

という、運転免許証返納を促す紙面と、続けて３

りかはやったねって、ほかもやったねって、それ

月号では、運転免許証自主返納の流れについて御

だからやりますよというふうな、本当に、全然町

紹介しますという、運転免許試験場においての具

内でそういう、今のところ大きな事故がないか

体的な受付について周知しております。また、相

ら、問題意識はそんなものなのかなと思うのです

談窓口の交通防犯係の利用件数と相談内容は、月

けれども、やはり次は我が身だという、私も次は

１回程度の件数となっており、主な相談内容は、

我が身だといつも思っているのですけれども、や

運転免許証自主返納の流れや返納後の交通手段に

はりそういうつもりで車を運転していかなければ

ついてとなっております。

だめだろうし、当然そこで、特に最近は、テレ

次に、５点目の渡島檜山管内の自治体の対策状

ビ・新聞に出ているのはブレーキの踏み間違い、

況ですが、運転免許証自主返納対策といたしまし

ブレーキとアクセルの踏み間違いがあったよとい

て、北斗市が７０歳以上を対象とした高齢者運転

うのは結構あって、それで人をはねたとか、殺し

免許証自主返納支援事業を実施しているところで

たよとか死亡させたよというようなものが出てき
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ている。そういうものに対する、どうもこういう

味で包括ではそういう対応をして、なおかつ包括

ものに対するものを町としてやっていこうという

支援センターだけではなく、例えば要介護認定を

部分が、せっかくこう問題提起したものに対して

受けている方については、地域のケアマネー

平成２８年からもう何年ですか、丸２年半、全然

ジャーさん、居宅介護支援事業所の方が対応して

こう動いてくれていないというのは、そういうも

いるケースが多々でございますので、そういう方

のは必要ないというふうに捉えているのだった

に対しても、そういう情報を包括支援センターと

ら、それは捉えているというような中身であれ

情報を共有しながら、そういう認知症の方、疑わ

ば、そういうお答えをしていただければ助かりま

れる方についての免許返納も、そういう点も情報

すので、その辺のことを教えていただきたいなと

を密にして対応をしているという状況でございま

思います。

す。

〇議長（木下

敏）

福祉課長。

○福祉課長（村山德收）

以上でございます。

認知症高齢者に対する

〇議長（木下

敏）

横田有一議員。

包括支援センターの免許返納との対応でございま

○１番（横田有一）

すが、まず、包括支援センターについては、認知

よというのですけれども、それというのは、介護

症であると、認知症と診断されるという方につい

認定を受けた人間についてはそうだと思うので

ては、ある程度相談時、お医者さんの診断書によ

す。だから、介護認定を受けないで、自分は認知

り要介護認定書、診断書です、それによりアルツ

であるよということをわからない人たちに対して

ハイマーであったりとか、レビーとか、そういう

どうするのということだと思うのです。だから、

いろいろな病状というのが把握しているというと

それっていうのは、どうやって救っていっている

ころでございます。そういう方のところに、うち

のですかということを聞きたいのです。

の包括支援センターの者が伺った際には、本人、

〇議長（木下

もしくはその家族に返納制度の説明、あとは手続

○福祉課長（村山德收）

の仕方、どこが窓口だよというところの対応をし

ついて、包括支援センターを特化した形で周知と

ているところでございます。

いうのは、なかなか今していないというのが現状

敏）

今の包括なり対応してます

福祉課長。
特に免許返納の部分に

その件数というのは、さほど年何十件もあるわ

でございます。そういったところで、交通防犯係

けでもございませんが、認知症の方で車はありま

と民生部内で連携しながら、認知症に、高齢者の

せんが、免許だけ返納という方もいらっしゃいま

免許返納の、高齢者の一部の中には認知症の方も

すし、車を込みで処分してほしいという本人、も

含まれるという考えでございますので、そういう

しくはその家族の相談は数件受けております、毎

ところは連携しながら、周知を強化しながら、あ

年。

るいは福祉課のほうでも認知症の、きょうも今の

あと、既に認知症になっているようで、近隣の

時間、大中山コモンで認知症のイベントをやって

方から、あの方認知症気味で運転していると、気

おりまして、今キャラバンメイトの養成、サポー

になるよという通報もございます。そういう通報

ター講座の今１時から３時までの間で１００名を

については、七飯の包括、直接もございますし、

超える参加者の中で実施していきますので、そう

函館の中央署から経由して七飯のほうに来ること

いった中でもそういう研修会等でもそういう認知

もございます。そういった場合についても、中央

症に対する、ここ昨今の報道もございますので、

署の生活安全課と包括支援センターが同行して、

認知症と疑われる方、認知症心配だなと思われる

共同で訪問して対応しているというケースもござ

町民の方について、免許返納も、特に早期治療も

います。

含めた形で、地域包括支援センターで相談も受け

そういった形で、平成２８年１２月に横田議員

ていきたいと思っておりますので、御理解のほど

さんのほうから質問をいただいて、当時の部長が

よろしくお願いします。

答えているところでございますが、そういった意

〇議長（木下
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敏）

横田有一議員。

○１番（横田有一）

住民課のほうで、例えば認

する補助金をやるとかということはやってますけ

知症、認知症でなくて免許返納の方が免許経歴証

れども、そういうことではなくて、この自主返納

明書というのをもらえる、そういうのをもらっ

に対する支援事業として、いろいろな、今住民課

て、他町村でしたらそれに対する手数料、助成金

長のほうから各町の取り組みやってますので、そ

だとか補助金、補助金というのではないのですけ

れらのものを十分精査しながら、できるだけ早い

れども、１００円なり何百円とかって出している

時期に七飯町としてもそれに取り組んでいきた

ところ、結構あるのです。そういうものに対する

い。

ことをやるという考え方はないのですか。
〇議長（木下

敏）

できれば私は、今こうして非常に報道関係で随

住民課長。

○住民課長（清野真里）

分いろいろなニュースがでていますので、次回の

道内でもさまざまな助

９月の定例会で補正予算を組みながら、そして、

成事業というのを展開しているというのは重々承

私が今思っているのは、お風呂の助成というのは

知でございます。

７０歳以上でありますので、私はそれと一緒でい

資料といたしまして、こちら、道の道民生活課

いのかなと思っています。７０歳以上の方に、そ

の交通安全グループによるこちら、平成３１年２

してこの４月１日にさかのぼって、そういう支援

月現在の集計となりますけれども、高齢運転者に

事業をしていきたい。それで詳細については、こ

よる交通事故の防止に資する取り組みといたしま

れから大至急考えますので、案が出てきました

して、渡島管内では函館市さんで、高齢者交通料

ら、ぜひ議員の皆様方と協議をして決めていきた

金等助成事業、八雲町さんで福祉タクシー利用料

いというふうに考えておりますので、ぜひ、その

金助成事業、長万部町さんでタクシーの料金の助

ことについては御理解いただきたい。

成、また渡島管内においては、桧山管内において

ただ、それで全てのものが解決するということ

は江差町さんで高齢者等交通費助成事業、上ノ国

ではないというふうに思ってますけれども、まず

町さんでは町営バスの貸し出し及びフリー降車、

できることの一つとしては、そこに認知症の皆さ

奥尻町では、バスの運賃の割引をしているところ

んも当然何かいいチャンスだったなということが

でございますが、今後、住民課といたしまして

あれば、私は非常によかったなというふうにお思

は、今後も引き続き広報等の周知、交通安全対策

いますので、ぜひそういう取り組みをしてまいり

に取り組むとともに、他の自治体などの取り組み

ますので、御理解を賜りたいと存じます。

内容等を調査し、研究し、運転免許証の返納しや

以上でございます。

すい環境づくりを引き続き考えていきたいと思い

〇議長（木下

ますので、御理解のほどよろしくお願いいたしま

○１番（横田有一）

す。

いただいたのですけれども、具体的な日程まで出

〇議長（木下

敏）

○町長（中宮安一）

敏）

横田有一議員。
町長から、大変いい答弁を

町長。

していただいたので、今度ははずされないのでは

先ほどの御質問の中で、２

ないかなと思いますので、ぜひよろしくお願いい

年半何もしていないのではないのかという、そう

たします。

いうような御意見もおっしゃりましたし、またこ

では、３問目にいきます。

の間、最近、非常に亡くなられた方、けがをされ

３問目、認知症の人に優しいまちづくりの条例

た方もいます。亡くなった方も出ております。た

をつくりませんか。

またま七飯町ではそういう大きな事件事故という

５人に１人は認知症の人であると医学界や認知

のはないのでありますけれども、しかしこれは、

症ケア学会では言われており、我々も認知症であ

本当にいつあるかわからない、ブレーキとアクセ

ると宣言される状況にある。

ルの踏み間違いということで、それが主たる原因

認知症になっても安心安全に暮らせるまちづく

だというふうには報道関係では言われております

りをするのが我々議会と行政の務めであり、認知

けれども、それに対する、装置をつけてそれに対

症の人に優しいまちづくりの条例をぜひつくって
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いただきたいと考えております。

知機による探索を行う徘徊高齢者、家族支援サー

そこで、次の点について町長の所見を伺いた

ビスを実施しているところでございます。

い。

権利擁護事業といたしましては、後見実施期間

１、認知症と診断された町民数と人口に対する
比率について。できましたら、実際に６５歳以上

として市民後見制度の運用をし、認知症の方の法
律行為等を支援しているところでございます。

の方の資料もありましたら、一緒にお願いしたい
と思います。

３点目の、町民に対する啓蒙についてでござい
ますが、認知症に対する家族や地域の理解を深め

２、認知症の町民に対する取り組みについて。

る事業として、町内会、学童保育の児童を対象と

３、町民に対する啓蒙について。

した、認知症サポーター養成講座及び模擬訓練を

４、ＳＯＳネットワークの過去５年間の活動状

実施しており、あわせて当該事業活動について

況について。

は、町公式ホームページにも登載し、啓蒙してい

５、認知症の人に対する虐待件数について。特

るところでございます。

に、精神的なものと身体的なものに対するそれぞ
れの件数について。

状況についてでございますが、平成２６年度の登

６、ユニバーサルヘルスカバレッジに対する考
え方について。

録者は１４名、徘徊等による行方不明の捜索９
名。平成２７年度登録者は２３名、捜索ゼロ名。

よろしくお願いします。
〇議長（木下

４点目のＳＯＳネットワークの過去５年の活動

敏）

平成２８年度の登録者は３０名、捜索２名。平成

福祉課長。

○福祉課長（村山德收）

２９年度の登録者は３６名、捜索３名。平成３０

まず、１点目の認知症

と診断された町民数と人口に対する比率について

年度の登録者は４４名、捜索ゼロ名でございま
す。

でございますが、認知症高齢者自立度において自

５点目の、認知症の人に対する虐待件数につい

立及び日常生活は家庭内及び社会的にほぼ自立し

て。特に精神的なものと身体的なものに対するそ

ていると判断された方以外の人数でございます

れぞれの件数でございますが、平成３０年度の認

が、１,１０２名。人口に対する比率３.８６％で

知症の方の虐待件数はゼロ件で、身体的虐待及び

ございますので、２５人に１人という形になりま

精神的虐待ともに発生していないものでございま

す。

す。

６５歳以上の人口に対する１,１０２名の割合

６点目のユニバーサルヘルスカバレッジに対す

でございますが、１１.７％。約１０人に１人と

る考え方についてでございますが、まずユニバー

いう形でございます。

サルヘルスカバレッジは、全ての人が適切な健康

２点目の認知症の町民に対する取り組みでござ

増進、予防、治療、機能回復に対するサービスを

いますが、相談支援体制といたしましては、認知

支払い可能な費用で受けられる状態のことであ

症、地域支援推進員による相談支援及び認知症初

り、平成２４年１２月、国連総会で国際社会共通

期集中支援チームによる認知症の治療等の早期対

で取り組むことが採択され、平成２８年９月にＧ

応を実施しているところでございます。

７、保健大臣会合が開催された際に認知症の取り

住民活動支援といたしましては、認知症家族の

組みが言及された神戸宣言が出され、平成２９年

会の活動サポート及び認知症の方、その家族、専

５月にＷＨＯ総会において、認知症に関するグ

門職、地域住民を交え、認知症への理解を深める

ローバルアクションプランが採用されたところで

とともに情報交換ができる認知症カフェの開設支

ございます。そのグローバルアクションプランに

援を実施しているところでございます。

おいて、認知症を重要保健課題とし、リスク軽

徘徊高齢者への対応といたしまして、徘徊等に

減、予防、診断治療、介護その他の支援の充実、

よる行方不明者の早期発見、保護を目的とした高

研究開発推進を掲げているものでございます。町

齢者安心ネットワーク事業、及び位置情報専用探

といたしましては、国の認知症施策総合推進戦
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略、新オレンジプランを推進するとともに、世界

知症の男性が列車にはねられ、鉄道会社が遺族に

的に認知症に関する取り組みを実践される中で、

損害賠償を求め、裁判のニュースを聞いて人ごと

今後の我が国のユニバーサルヘルスカバレッジに

でないと思ったというふうなものが出ているので

のっとった認知症施策を注視してまいりたいと考

す。

えているものでございます。

これって今、認知症の方がやったら、家族に責

以上でございます。
〇議長（木下

敏）

任というのがないというのが最高裁の事例である
横田議員、申しわけないの

のです。もうそれはもう、各地元の自治体のほう

だけれども、暫時休憩の後に再質問でよろしいで

にその責任がいくというような形になっていって

すか。

いるので、それで認知症の人に優しいまちづくり

○１番（横田有一）
〇議長（木下

敏）

はい。

の条例をつくってくれませんかというのが、この

では、暫時休憩いたしま

流れであるということでございます。

す。

例えば今、先ほど福祉課長からも出た、その神
午後 ２時００分 休憩

戸宣言によって、神戸のほうの町は、神戸モデル

─────────────

というやつができて、６５歳以上の人は自己負担

午後 ２時１０分 再開

ゼロで医療機関における２段階方式の認知症診断

○議長（木下

敏）

休憩前に引き続き、再開い

たします。

は、市が責任賠償保険、最高２億円までの加入す

一般質問を続けます。横田議員の再質問により
入ります。

る手厚い支援が提供されている。神戸市民は、認
知症の方が起こした事故に遭われた場合、見舞金

横田有一議員。
○１番（横田有一）

が受診可能になったと。認知症と判断された方

として３,０００万を支給している。
福祉課長にお願いがありま

これ、費用負担を将来世代への先送りすること

す。最近、徘徊高齢者という言葉は、徘徊という

なく、市民の薄い、広く御負担を賄う仕組みをつ

言葉は使わないでくれというのが今の流れですの

くったということで、この神戸モデルというのが

で、そこをよろしくお願いします。

あるのですけれども、町のほうもそういうものを

七飯のネットワーク、ＳＯＳのネットワークな

考えていかなければ、こうやって確実に認知の方

のですけれども、登録者数も大分ふえてきている

がふえていって、自分の気持ちと関係なくそうい

というのはわかるのですけれども、サポーターの

うものを起こすということが多々あるような、そ

数が少ないから、こういう質問が出たからって

ういうような流れになってきているということで

焦ってやったのかどうかわからないですけれど

ありまして、これをやることによって、負担が１

も、前もってそういう準備をしていたのかわから

人頭、１人年間で４００円程度の負担増というよ

ないですけれども、渡島管内の数字では、かなり

うな形になっていくということであります。そう

七飯町は低いというのが出ているので、ひとつそ

いうものをやはり今から本人とか、本人の家族と

の辺よろしくお願いしたいと思います。

かに責任を負わせても、それを払えるということ

認知症の事故ということで、結構、新聞のやつ
をこう読ませていただくと、大和市の女性の母親

が可能な方もいるだろうけれども、可能でない方
もいるし、そういうことがある。

が知らぬ間に家を出て、一時行方不明になったの

それから、そういう認知の方が起こしたものだ

が２年ほど前だったと。そして、暗くなると家に

から、それって家族が払うものでないよというの

帰るというようなことになり、その後も何度も警

が最高裁の今回のそういう判決が出たということ

察に捜査が出され、本人はアルツハイマー型の認

でありますので、やはりそういうものは地域で

知症でないかということで、ＳＯＳネットワーク

守っていかなければだめだ。だから、認知症の方

に登録したと。そして、家の目と鼻の先に、小田

は地域で守るよということで、今回もそのＳＯＳ

急線の踏切があって、一番心配は事故だった。認

のネットワークとか、そういう事業もやっている
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ということでありますので、やはりそういうもの

同じような認知症の人に優しい地域基本条例と

を町側としても若干の負担を町民にお願いしなが

か、愛知県の大府市の認知症に対する不安のない

ら進めていくという考え方があるのかどうか、お

まちづくり推進条例という形で、認知症に特化し

願いします。

た条例が神戸市つくった後にいろいろと、神戸市

〇議長（木下

敏）

福祉課長。

○福祉課長（村山德收）

の新たな取り組みの内容は入っていませんが理念

今、議員の御説明の

あった神戸モデル、神戸市認知症の人に優しいま

条例とか、というものが各町で、市で制定されて
きているという流れでございます。

ちづくり条例というものが平成３０年３月３０日

今回、議員の質問により、このような神戸モデ

に条例としてつくられたと。中では、条例の中身

ルであるとか、ほかの自治体の条例を目にする機

を読まさせていただいたところ、最初に理念条例

会があったということで、大変有意義でいい、あ

ということで、市の責務、市民の責務、事業者の

りがたい質問であったなと思っております。

責務というところが理念部分で、あとは７条以下

その中で、町といたしましても、今、平成２９

が要望及び早期介入、事故の救済要望、治療介護

年の高齢者社会白書において、認知症の人が、先

の提供、地域に豊かにしていくことという内容の

ほど議員がおっしゃられたとおり、６５歳以上の

条例がつくられていると。そして、内容について

認知症の割合が７人に１人だった。これが平成２

は今、横田議員がおっしゃられたとおり、６５歳

４年、７人に１人であったものが２０２５年、令

以上の方が認知症の診断が１段階、２段階、無料

和６年になりますが５人に１人になるという推計

で受けれますというところで、あと後最高２億円

も白書のほうに掲載されております。

の損害賠償とか３,０００万の損害賠償という形
のものでございます。

七飯町も例外なく、高齢者人口がふえてきてい
ると。そんな中で介護認定を受けている高齢者も

神戸市は４００円、市民からいただいていると

ふえている。２６年度が１０人に１.１人くらい

いう内容でございますが、これは市民税の均等割

の認知症の割合だったものが３０年だと１０人に

に、１人当たり３,５００円の均等割に４００円

１.１７人と、微増ですが増加しているのが現実

プラスして、それを財源にこの条例の、神戸市の

でございます。町民に対する取り組みも先ほど説

条例の診断料を負担するとか、損害保険に加入す

明いたしましたが、この取り組みについては、今

るであるとかという部分を賄っていると。調べた

第７期介護保険事業計画に登載した認知症の関連

ところ、神戸市のこの条例に係る予算規模につい

事業進めてまいっております。

ては、３億円、年間３億円ということでございま

来年度は、平成、令和２年ですね、第８期介護

す。神戸市の人口が大体１５４万人、で３億円と

保険事業計画の策定年度でございますので、また

いう形になっております。七飯町のレベルでいう

ことしの１月に内閣官房と厚生労働省が開催した

と、七飯町も神戸市から比べると大体２％の人口

認知症施策推進のための有識者会議において、認

しかいないというところでございます。それに伴

知症施策大綱について事業内容、新規拡充事項に

いまして、認知症の方というのも、おおむね同じ

ついて意見交換されているという状況もお聞きし

割合で考えると、神戸市の２％くらいという形に

ております。

なりますので、そういう形の財源負担という形

国の施策を注視するとともにこれは先ほど１回

を、神戸市は３億レベルですが七飯町だとどのく

目で答えたユニバーサルヘルスカバレッジにのっ

らいになるのか、というところもいろいろと研究

とった国の施策になるのかなと思っておりますの

していかなければならないのかなと思っておりま

で、この国の施策を注視するとともに、来年度の

す。

第８期介護保険事業計画の策定時に町の状況、町

また、神戸市のほかにも、愛知県とか和歌山県

の今の事業、新オレンジプランの推進状況をいろ

で、理念条例でございますが、認知症の人ととも

いろ状況を分析し、既存の事業のほか国の新たな

に築く総活躍のまち条例とか、愛知県の設楽町の

取り組みも拡充、さきほど言ったようにＳＯＳ
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ネットワーク事業であるとか、町民に対する周知

も進められておりますので、その中に認知症の施

方法であるとかという部分を含めて、町の策定委

策の部分も含めていくものがいいものなのか、新

員会の中で御審議させていただきたいなと思って

たに認知症に特化したものがいいものなのかとい

いるところでございます。

うところも国の動向を、先進地の条例を調べなが

また、認知症の虐待についても、今回たまたま

ら、また新たな施策等、どのように展開されるの

３０年度はゼロ件でしたが、２９年以前は７件で

か注視しながら、今後も見きわめていきたいと思

あったり、６件であったり、ゼロ件であったりと

いますが、先ほども言いましたけれども、質問い

いろいろ件数は浮き沈みはありますが多い年は７

ただいたことで新たなそういう先進地の事例で

件という形になっております。そういった意味で

あったり、国の今の動きであったり、世界の動き

は、高齢者虐待防止、高齢者の擁護者に対する支

というものを気づかせていただいた、気づきをい

援等に関する法律に基づき、介護施設従事者や医

ただいたということには本当にありがたいなと

師と高齢者の福祉に関係にある者に早期発見に努

思っておりますので、今後、ちょっと福祉課のほ

めてもらうように周知するとともに、町等に虐待

うでもいろいろと、いろいろな先進地、事例見な

に関する通報や届けがあった場合には、関係機関

がら研究してまいりたいと思いますので、御理解

が連携して、速やかに安全確認や虐待防止を行う

のほどよろしくお願いします。

など、早期発見に努めるものと規定されていると

以上でございます。

ころでございますので、虐待については家庭内、

〇議長（木下

施設内など、周りから、周りの人から目につきに

○１番（横田有一）

くい場所で発生するのが虐待でございます。

きまして、勉強になりました。ありがとうござい

町においても、家族、介護施設従事者等の認知

敏）

横田有一議員。
長々と、大変いいお話を聞

ます。

症にかかわる関係者のそういう報告や届け出制度

最後に、先ほどの神戸モデルでやった場合で

の周知を行い、そういう報告、早期発見できる環

は、市民割が３００円、４００円で余りますとい

境を整えて、町においても関係機関と連携し、そ

うことだったのだけれども、それをただ単純に、

ういう情報収集であるとか、いろいろなものを施

そうしたら２％しかないのだからということで、

策を今後も進めていきたいという形でございま

まあ６００万というふうな金額という考え方でい

す。

いのかどうかというところだけお願いします。

そんな中で、ユニバーサルヘルスカバレッジを

〇議長（木下

敏）

福祉課長。

必要とする認知症の条例等の取り組みについて

○福祉課長（村山德收）

先ほどの神戸と比較し

は、自治体の理念や具体的な施策とあわせて考え

て２％くらいでというところでございますが、七

ていかなければならないものと思っておりますの

飯町においてもどのような、神戸市モデルで丸々

で、新年度の事業であったり来年度以降の８期の

やるのであれば、全く同じものでやるのであれ

計画の中でいかに盛り込んでいけるかというとこ

ば、いろいろと、この損保に入る人数によっても

ろでございます。

もしかしたら単価が変わってくるのかもしれませ

その中には、先ほど議員のおっしゃった神戸モ

んし、ちょっとその辺の詳しい損保の料金である

デルも含めながら、七飯町にマッチする形でいけ

とか、それもちょっと私今、まだ時間なくて調べ

るのか、もしくは認知症に限らず、今地域、共生

ていないものでございますので、その費用につい

社会の実現に向けた取り組みということで、認知

てはいろいろと今後もちょっと神戸モデルのほう

症の方も含めてなのですが、高齢者であったり障

を研究しながら、果たして６００万程度で済むも

害者であったり子供であったりと、町民全員に向

のなのか、それ以下で済むものなのか、はたまた

けたそういう国の取り組みというのでしょうか、

その違う神戸市モデルから波及していいものがで

地域共生社会の実現に向けた取り組みというもの

きたときにはそっちを活用したときにどのくらい

が、全町民対象に行われております。国のほうで

の予算規模になるのかというものを全部含めなが
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ら、先ほど長々答弁してしまいましたが、そこに

〇議長（木下

あわせて研究してまいりたいと思っておりますの

す。

で御理解のほどよろしくお願いします。

これより、質疑を許しま

（「なし」と呼ぶ者あり）

○１番（横田有一）

終わります。

〇議長（木下

以上で一般質問を終わりま

敏）

敏）

〇議長（木下

敏）

質疑を終わります。

お諮りいたします。

す。

本件は、人事案件でありますので、議会運営例
───────────────────

規第５４項により討論を省略いたしたいと思いま

日程第３

すが、御異議ございませんか。

同意第１号

監査委員の選任について

（「なし」と呼ぶ者あり）

───────────────────
〇議長（木下

敏）

日程第３

〇議長（木下

同意第１号監査

委員の選任についてを議題といたします。

決定いたしました。
これより、採決を行います。

議員は除斥となります。

同意第１号監査委員の選任について、これに同

（神﨑和枝議員退室）
敏）

意することに御異議ございませんか。

提案説明を求めます。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

町長。
○町長（中宮安一）

御異議なしと認めます。

よって、本件については、討論を省略することに

地方自治法第１１７条の規定により、神﨑和枝

〇議長（木下

敏）

〇議長（木下
それでは、同意第１号監査

委員の選任についての提案説明を申し上げます。

敏）

御異議なしと認めます。

よって、本件については、同意することに決定
いたしました。

次の者を監査委員に選任したいので、地方自治

神﨑和枝議員の除斥を解きます。

法第１９６条第１項の規定に基づき、議会の同意

（神﨑和枝議員入室）

を求めるものでございます。

───────────────────

次の者とは、住所、亀田郡七飯町緑町２丁目１

日程第４

２番１５号。氏名、神﨑和枝。生年月日、昭和２

承認第６号

８年６月１６日。

とについて

提案理由。神﨑和枝氏は、平成１１年５月から

専決処分の承認を求めるこ

───────────────────

七飯町議会議員を務められ、現在６期目の任期を

〇議長（木下

敏）

日程第４

迎えております。その間、平成１９年６月から平

処分の承認を求めることについてを議題といたし

成２３年４月まで監査委員を、平成２３年６月か

ます。

ら同年１２月まで議長を、平成２７年５月から平

提案説明を求めます。

成３１年４月まで副議長を歴任されております。

総務財政課長。

神﨑氏は、昭和６３年４月に旧第一勧業銀行に
就職され、平成５年９月に同行を退職した後、同

〇総務財政課長（俉楼

司）

承認第６号専決

それでは、承認第

６号専決処分の承認を求めることについて。

月に旧函館信用金庫に就職し、平成１０年１２月

地方自治法第１７９条第１項の規定により、次

までの間、函館信用金庫役場派出所において勤務

のとおり、令和元年度七飯町一般会計補正予算第

され、公金の出納事務に携わっておりました。

２号を専決処分いたしましたので、同条第３項の

財務管理及び行政運営に関し優れた識見を有し
ており、監査委員として適任であることから、地

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。

方自治法第１９６条第１項の規定に基づき、議会

承認を求めます。

の同意を求めるものでございます。

一般会計補正予算第２号は、第１条既定予算の

御同意くださいますよう、よろしくお願い申し
上げ、提案説明といたします。

総額に歳入歳出それぞれ１９１万２,０００円を
追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１１１億
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１,１７０万８,０００円とするものでございま
す。

以上でございます。
〇議長（木下

このたびの補正は、城岱牧場で預託を受けてい

敏）

○３番（平松俊一）

平松議員。
今回の執行に関しては問題

る家畜の飲料のため整備しているポンプ室送水ポ

ないかと思いますけれども、しかし次の手を考え

ンプ１号機が故障し、既に今年度の牧場業務も開

る必要がある施設だと思います。確かに、その清

始しており、早急に対応する必要があったことか

掃してやるというのは必要なことなのでしょうけ

ら専決処分したものでございます。

れども、沢水に対応するためには、泥だめが必要

それでは、７ページの歳出から御説明申し上げ
ます。

だと私は思いますけれども、それができてないで
す。この施設は。ですから、一つ泥だめをふやす

６款農林水産業費１項５目町営牧場運営費は、

のか、もしくはその清掃するところに泥だめの

需用費として送水ポンプ修繕料１９１万２,００

ピットみたいなのをつくって、そこに排泥のポン

０円の追加でございます。

プ入れるだとか、そういう改修がなければ、いつ

次に、５ページの歳入に戻っていただきます。

までもこのポンプが傷むという状況は続くかと思

１９款繰越金１項１目繰越金は、前年度繰越金

いますので、その点の考慮だけしていただければ

１９１万２,０００円の追加でございます。

と思いますが、その点についていかがでしょう

提案説明は以上でございます。

か。

承認くださいますよう、よろしくお願い申し上

〇議長（木下

げます。
〇議長（木下

敏）

農林水産課長。

〇農林水産課長（川島篤実）
敏）

これより、質疑を許しま

す。

ただいまの質問で

すが、この事業は平成１８年から道営牧場の草地
整備やっている中で、道営事業の中で、道のほう

平松議員。

が設計して入札して、今現地に入っている状況で

○３番（平松俊一）

１点のみお伺いをいたしま

す。

すが、今もうそれから１０年近くたちますので、
その点については、今この改修の中で、今１号機

沢水を集めて、それがために泥を吸ってポンプ

交互で運転している中で、今２号機動いておりま

が傷んだという経過をお聞きしておりますけれど

すので、今１号機のほうが早急に改善されたら２

も、傷んだ物だけ直すのであれば、同じ現象がま

号機のほうもチェックすることになっております

た起こるということになると思います。というこ

ので、その全体の中でその泥だめピットというも

とは、沢水を取り入れるための何か改修が必要で

のが必要であれば、来年度予算なりその辺を考え

はないかと思うのですが、その点について今現在

て計上していきたいと思いますので、御理解のほ

で何かお考えというのはあるのかどうかお聞きし

どお願いいたします。

ます。
〇議長（木下

以上です。
敏）

農林水産課長。

〇農林水産課長（川島篤実）

〇議長（木下

ただいまの質問に

（「なし」と呼ぶ者あり）
〇議長（木下

て、タンクの中も清掃しております。今回につい

敏）

質疑を終わります。

これより討論を許します。

ては、水中ポンプの、そのポンプの中のスク
リュー部分に今まで溜まった部分が摩耗されて、

ほか、質疑ございません

か。

なりますけれども、通常でありますと、牧夫さん
が大雨なり、また水上げ時には最初全部清掃し

敏）

（「なし」と呼ぶ者あり）
〇議長（木下

敏）

討論を終わります。

吸えなくなった状態になりますので、今までどお

これより、採決を行います。

り管理については大雨なり、また通常のポンプ上

承認第６号専決処分の承認を求めることについ

げには最善の清掃をして対処していきたいと思っ

て、これを承認することに御異議ございません

ております。

か。
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（「異議なし」と呼ぶ者あり）
〇議長（木下

敏）

関する事業に要する経費の財源に充てるため、七

御異議なしと認めます。

飯町森林環境贈与税基金（以下「基金」という）

よって、本案は、これを承認することに決定い

を設置する。

たしました。

第２条は、積立額で、基金の積み立てる額は、

───────────────────

国から譲与される森林環境譲与税の額に基づき、

日程第５

予算で定める額とする。

議案第３０号

七飯町森林環境譲与税基

第３条は、管理で、基金に属する現金は、金融

金条例の制定について

機関への預金その他、最も確実かつ有利な方法に

───────────────────

より保管しなければならない。

〇議長（木下

敏）

日程第５

議案第３０号七

第２項、基金に属する現金は、必要に応じ、最

飯町森林環境譲与税基金条例の制定についてを議

も確実かつ有利な有価証券に変えることができ

題といたします。

る。

提案説明を求めます。

第４条は、運用益金の処理で、基金の運用から

農林水産課長。
〇農林水産課長（川島篤実）

生ずる収益及び基金を原資とする事業によって発
それでは、議案第

３０号七飯町森林環境譲与税基金条例の制定につ

生する収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上し
て、この基金に繰り入れるものとする。

いて、提案説明をさせていただきます。

第５条は、繰替運用で、町長は、財政上必要が

御提案いたします議案は、平成３１年４月１日

あると認めたときには、確実な繰り戻しの方法、

に施行後、新たに創設された国の森林環境譲与税

期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計

に基づくものであります。

現金に繰り変えて運用することができる。

国の森林環境譲与税は、パリ協定の枠組みのも

第６条は処分で、基金は、第１条に規定する事

とにおける我が国の温室効果ガス排出削減目標の

業を推進するために必要な費用に充てる場合に限

達成や災害防止等を図るため、森林整備等に必要

り、予算の定めるところにより処分することがで

な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環

きる。

境譲与税が創設されました。この森林環境譲与税

第２項、前項に規定するもののほか、金融機関

は、定められた事業使途のとおり、毎年度計画的

に保険事故（預金保険法（昭和４６年法律第３４

に執行されることが望ましいことではあります

号）第４９条第２項又は農水産業協同組合貯金保

が、市町村によっては単年度の譲与額が少額であ

険法（昭和４８年法律第５３号）第４９条第２項

り、複数年度分まとめて事業執行するほうがより

に規定する保険事故をいう。次条第１項において

効果的である場合が想定されることから、総務省

同じ。）が発生したときには、基金を本町の債務

より森林環境譲与税を後年度における事業に要す

の償還に充てることができる。

る費用に充てるために留保し、基金に積み立て

第７条は、基金に属する現金の保全で、町長

る、または特別会計において、繰り越しをするこ

は、第３条第１項の規定により基金に属する現金

ととしても差し支えないと示されたことから、当

を預金として保管している場合において、当該預

町においても基金条例を定め、事業の執行と財源

金を受け入れている金融機関に保険事故が発生し

管理を行うため、本条例を制定するものでありま

たときは、予算の定めるところにより、当該預金

す。

に係る債権と当該金融機関に関する本町の債務と

それでは、議案に沿って説明いたします。

の相殺をすることができる。

第１条は設置で、森林の整備に関する事業並び

第２項、前項の規定により相殺をした場合に

に森林の整備を担う人材の育成及び確保、森林の

は、相殺した金額の現金を基金に積み立てなけれ

有する公益的機能に関する普及啓発、木材の利用

ばならない。

の促進に関する事業その他の森林の整備の促進に
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第８条は委任で、この条例に定めるもののほ

か、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に

〇議長（木下

定める。

〇農林水産課長（川島篤実）

附則といたしまして、この条例は、公布の日か
ら施行する。

敏）

農林水産課長。
これ、事業使途に

ついては、基本的なこの環境譲与税の民有林、人
工林に対して、民有林に対しての事業で、その中

提案説明は、以上でございます。御審議のほ

ではソフト事業なり木育イベントとかもあります

ど、よろしくお願いいたします。

けれども、基本的には民有林の整備に対して木を

〇議長（木下

切ったり、そのために道路がないとか、そういう

敏）

これより、質疑を許しま

す。

場合が管理されてない部分がありますので、その

神﨑和枝議員。
○２番（神﨑和枝）

部分に対して基金を積み立てるという、何年間し
この条例は、土砂崩れや災

害を防ぐために大事な整備だと思います。施行の

たら計画的にその道路を整備するとか、そういう
ふうに充てていきたいと考えております。

日からということで、平成３１年４月ということ

以上です。

でありますけれども、たしかこれは住民税から１

〇議長（木下

人１,０００円がこれに充てられるのかなという

〇経済部長（青山芳弘）

ものかと思っていますので、そのあたりはこれか

えいたしましたが、まず補足答弁ということで、

ら、これが進むのは４年か５年先でないかな捉え

先ほど森林環境税、これは国税でございます。施

ていたのですけれども、段階的に町としてはどの

行は平成３６年１月１日からということで、住民

ような整備、ここには設置の目的が事業並びに森

税が課税になる方から均等割と一緒に市町村が徴

林の整備を担う人材の育成及び確保というような

収をすると。そして、都道府県のほうに納付し

流れも出ていますので、そういった整備、昔でい

て、そして国のほうというような流れがありま

えば営林署みたいな形のものを今後町でやってい

す。

くのかどうか、そのあたりどのように捉えている
のか。
〇議長（木下

敏）

経済部長。
ただいま課長からお答

森林環境譲与税につきましては、法が先行いた
しまして、本年度から、各全国の自治体に譲与さ

敏）

農林水産課長。

〇農林水産課長（川島篤実）

れる金額と。課長が答弁したとおり、財源として

ただいまの質問に

は今現在ございません。それで、基金として国の

なりますけれども、住民税の上乗せの１,０００

ほうで借用して、税が執行されて徴収が動いた折

円については、森林環境税の創設ということで、

には、その部分から今回支消している部分を返納

平成３６年から課税ということで、今回の基金条

していくというような流れでございます。

例については、暫定的に交付税または譲与税の特

また、課長から答弁がありましたけれども、使

別会計の借り入れに対応する、国が借入に対応し

途についても大分類で６分類、先ほども言いまし

てこの借入金については平成３５年、３６年だか

たが間伐材の整備とか、人材育成の担い手、木材

ら令和６年ですね、そこからの課税を森林環境税

利用の促進、普及啓発、市町村の体制、その他と

の税収を一部をもって確実に償還すると。国のほ

いうことで、その部分はございますけれども、そ

うは先にというか、基金を借り入れて先に市町村

ういう使途に限られているということから、それ

に対して、環境譲与税を令和元年のことしの１０

らに準じて町としても計画を立てて順々に基金か

月ころに第１回の歳入として受ける予定でありま

ら支消していきたいと。

す。

ただ、基金の金額も、現在想定される道の試算

以上です。
〇議長（木下

では、３年間はそんなに多くありませんので、な
敏）

神﨑和枝議員。

かなかその１年間だけで事業を実施するというの

今のところ、その国からの

は厳しいのかなと。そういう部分で基金に積み立

受け入れだけで、町としての整備というか、その

てをした中で事業が十分実施できる効果が出ると

考え方と進め方などは、来てないのでしょうか。

いう部分になりましたら、議会の承認を得なが

○２番（神﨑和枝）
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ら、支消をして、目的を達成していきたいと考え

それでは、議案関係資料１ページ、資料１の七

ておりますので、御理解のほどお願い申し上げま

飯町特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関す

す。

る条例新旧対照表をごらんください。

〇議長（木下

敏）

ほか、質疑ございません

か。

別表（第２条、第４条）関係の１３の項及び１
４の項中、「８,８００円」を「８,９００円」に

（「なし」と呼ぶ者あり）
〇議長（木下

敏）

改め、１５の項中、「１万７００円」を「１万９

質疑を終わります。

００円」に改め、１６の項中「９,５００円以

お諮りいたします。

内」を「９,６００円以内」に改めます。

ただいま議案となっております議案第３０号七
飯町森林環境譲与税基金条例の制定については、

議案に戻りまして、附則をごらんいただきたい
と思います。

詳細な審査を要することから、経済産業常任委員

この条例は、公布の日から施行する。

会に付託し、あわせて閉会中の継続審査としたい

以上で、議案第３１号七飯町特別職非常勤職員の

と思いますが、これに御異議ございませんか。

報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正につい

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
〇議長（木下

敏）

ての提案説明を終わります。

御異議なしと認めます。

よろしく御審議のほどお願い申し上げます。

よって、本案は、経済産業常任委員会に付託
し、あわせて閉会中の継続審査とすることに決定

〇議長（木下

敏）

これより、質疑を許しま

す。

いたしました。

（「なし」と呼ぶ者あり）

───────────────────

〇議長（木下

日程第６

敏）

質疑を終わります。

これより、討論を許します。

議案第３１号

七飯町特別職非常勤職員

（「なし」と呼ぶ者あり）

の報酬及び費用弁償に関する条例の一部

〇議長（木下

敏）

討論を終わります。

改正について

これより、採決を行います。

───────────────────

議案第３１号七飯町特別職非常勤職員の報酬及

〇議長（木下

敏）

日程第６

議案第３１号七

び費用弁償に関する条例の一部改正について、原

飯町特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関す

案のとおり可決することに御異議ございません

る条例の一部改正についてを議題といたします。

か。

提案説明を求めます。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

総務財政課長。
〇総務財政課長（俉楼

〇議長（木下
司）

それでは、議案第

敏）

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。

３１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いた

日程第７

します。

議案第３２号

本年５月１５日、国会議員の選挙等の執行経費

七飯町税条例等の一部改

正について

の基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正

───────────────────

する法律が公布、同日施行されました。この改正

〇議長（木下

敏）

は、衆議院議員選挙のある年の定例改正として最

七飯町税条例等の一部改正についてを議題といた

近の物価変動等を踏まえ、投票所経費等の基準額

します。

の見直しを行っており、選挙執行経費である投票

提案説明を求めます。

所立会人等の報酬も改正となることから、国の法

税務課長。

日程第７

議案第３２号

律に準拠し定めている関連条項の一部を改正する

○税務課長（広部美幸）

ものでございます。

号七飯町税条例等の一部改正を求めることについ
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それでは、議案第３２

て御説明いたします。

どお願い申し上げます。

このたびの改正は、平成３０年度の地方税法等
の改正により、令和元年１０月１日以降、自動車

〇議長（木下

（「なし」と呼ぶ者あり）
〇議長（木下

得者に課される軽自動車税環境性能割が創設さ

敏）

質疑を終わります。

これより、討論を許します。

れ、軽自動車税環境性能割に係る賦課徴収につい
ては、当分の間、市町村にかわり、北海道が行う

これより、質疑を許しま

す。

取得税が廃止される一方、自動車の取得者に対し
て課される自動車税環境性能割及び軽自動車の取

敏）

（「なし」と呼ぶ者あり）
〇議長（木下

敏）

討論を終わります。

こととされており、これに関係する七飯町税条例

これより、採決を行います。

の改正は、平成３０年第３回定例会において議決

議案第３２号七飯町税条例の一部改正につい

いただいたところでございます。

て、原案のとおり可決することに御異議ございま

その後、北海道が道内全市町村の関係条例を精

せんか。

査したところ、新たに条例附則の整備が必要であ
ることが判明し、道と市町村間の事務負担の増加

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
〇議長（木下

が少なく、納税義務者や販売業者等に混乱を生じ
させないために、軽自動車税環境性能割の非課税

敏）

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。

及び減免について、道の規定する自動車税環境性

───────────────────

能割と同様の取り扱いとなることが必要であるた

日程第８

め、七飯町税条例を改正するものでございます。

議案第３３号

条例の改正内容につきましては、議案関係資料

七飯町放課後児童健全育

成事業の設備及び運営に関する基準を定

２ページからの新旧対照表に掲載しておりますの

める条例の一部改正について

で、この表により説明させていただきます。

───────────────────

附則第１５条の３中、「軽自動車に対しては」

〇議長（木下

敏）

日程第８

議案第３３号七

の次に、「北海道における自動車税の環境性能割

飯町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関

の減免の例により」を加え、同条の次に次の１条

する基準を定める条例の一部改正についてを議題

を加えるものです。

といたします。

見出しは、軽自動車税の環境性能割の非課税の

提案説明を求めます。

特例です。

子育て健康支援課長。

第１５条の３の２、当分の間、軽自動車税の環

○子育て健康支援課長（岩上

剛）

それでは、

境性能割において、法第４４５条第２項の規定の

議案第３３号七飯町放課後児童健全育成事業の設

適用を受けるべき軽自動車は、第８１条の２の規

備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正

定にかかわらず、北海道が法第１４８条第２項の

について提案説明を申し上げます。

規定により条例に定める自動車に相当するものと
して町長が定める三輪以上の軽自動車とする。

このたびの改正は、放課後児童健全育成事業の
設備及び運営に関する基準において、放課後児童

第２項、前項の規定に該当する三輪以上の軽自

支援員は保育士の資格を有する者であって、都道

動車に対して法第４４５条第２項の規定の適用を

府県知事が行う研修を修了した者でなければなら

受けるための手続その他、必要な事項については

ないとされていますが、平成２９年１２月２６日

この条例の規定にかかわらず、北海道における自

に閣議決定された平成２９年の地方からの提案等

動車税の環境性能割の課税免除の例による。

に関する対応方針で、放課後児童支援員認定資格

次に、議案の附則に戻りまして、この条例は令
和元年１０月１日から施行する。

研修の実施の事務、権限については平成３１年度
から指定都市も実施できるとされたため、関連す

説明は以上でございます。よろしく御審議のほ

る七飯町放課後児童健全育成事業の設備及び運営
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に関する基準を定める条例の一部を改正するもの

ございませんか。

でございます。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

それでは、議案関係資料の３ページ、資料３を

〇議長（木下

をごらんください。

敏）

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

七飯町放課後児童健全育成事業の設備及び運営

た。

に関する基準を定める条例。

───────────────────

新旧対照表により御説明をさせていただきま

日程第９

す。

議案第３４号

第１０条第３項中、「都道府県知事」の次に

七飯町保健福祉在宅サー

ビス条例の一部改正について

「又は地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

───────────────────

２５２条の１９第１項の指定都市の長」を加えま

〇議長（木下

す。

飯町保健福祉在宅サービス条例の一部改正につい

議案に戻っていただき、附則として、この条例

議案第３４号七

提案説明を求めます。

提案説明は以上でございます。

福祉課長。

よろしく御審議のほどお願いを申し上げます。
敏）

日程第９

てを議題といたします。

は公布の日から施行するものでございます。

〇議長（木下

敏）

これより、質疑を許しま

す。

○福祉課長（村山德收）

それでは、議案第３４

号七飯町保健福祉在宅サービス条例の一部を改正
する条例の提案説明を申し上げます。

横田有一議員。
〇１番（横田有一）

このたびの改正は、障害者差別解消法により障
この下線のある地方自治法

害者への合理的配慮、平成２８年６月２日に閣議

第２５２条の１９第１項の指定都市の長というの

決定された日本１億総活躍プランにおいて、障害

は、具体的にどこのことを言っているのですか。

者の活躍支援が求められております。また当町の

〇議長（木下

第４期障害者プランにも、社会参加就労支援の充

敏）

子育て健康支援課長。

○子育て健康支援課長（岩上

剛）

これについ

実を目標としていることから、障害者自動車運転

て、ちょっと私のほうでも確認をさせていただき

免許取得費助成事業の対象者である身体障害者に

まして、北海道で言いますと札幌市、札幌市の長

新たに加え、新たに療育手帳を有する方、精神障

がこの研修を実施して資格を与えることができる

害者手帳を有する方を加え、障害者の社会参加、

ということで確認をしております。

就労支援を従事させる改正でございます。

以上でございます。
〇議長（木下

敏）

それでは、議案関係資料４ページをごらんくだ
ほか、質疑はございません

さい。

か。

資料４の七飯町保健福祉在宅サービス条例新旧
（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（木下

敏）

対照表でございます。

質疑を終わります。

１６条中、「身体障害者」を「障害者」に改め

これより、討論を許します。

ます。

（「なし」と呼ぶ者あり）
〇議長（木下

敏）

議案に戻っていただきます。

討論を終わります。

附則といたしまして、この条例は公布の日から

（「なし」と呼ぶ者あり）
〇議長（木下

敏）

施行するものでございます。

討論を終わります。

提案説明は以上でございます。

これより、採決を行います。

よろしく御審議くださるようお願い申し上げま

議案第３３号七飯町放課後児童健全育成事業の

す。

設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改

〇議長（木下

正について、原案のとおり可決することに御異議

す。
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敏）

これより、質疑を許しま

横田有一議員。

す。

〇１番（横田有一）

今の福祉課長の説明では、

提案説明を求めます。

これ、障害者というのは、３障害でなくて身体と

都市住宅課長。

知的ということでいいと。それで、手帳の持って

○都市住宅課長（寺谷光司）

いる方という、そういうくくりでいいのかという

３５号七飯町地区計画の区域内における建築物の

ことと、最近、事故でてんかんの方が事故を起こ

制限に関する条例の一部改正についてを提案説明

したというのはあるけれども、そういうのはどう

いたします。

いうふうになるのか。
〇議長（木下

敏）

それでは、議案第

今回の改正の内容でございますが、七飯町都市
福祉課長。

○福祉課長（村山德收）

住計画審議会での審議や北海道との協議を経まし

今回拡充いたしました

のは、精神障害者手帳を有する方、療育手帳を

て、大中山１丁目地区が用途地域が第１種住居地
域から準工業地域に決定されました。

持っている方。今までは、身体障害者手帳を有す

また、本地区に地区計画を策定することによ

る方だけだったのが、３障害の手帳を有するを方

り、既存の住環境を維持すること、地域コミュニ

という方になります。

ティーの機能の形成を図ることにより、賑わいと

先ほどのてんかんの持病を持っている方の部分
については、今回のこの条例のほうの改正には含

魅力あるまちづくりを実現することを目的として
ございます。

まれないという形でございます。

この用途変更及び地区計画につきましては、令

以上でございます。
〇議長（木下

敏）

和元年６月１２日付で北海道と七飯町において決
ほか、質疑ございません

か。

定されております。このことから、本条例に大中
山１丁目地区を追加するものでございます。

（「なし」と呼ぶ者あり）
〇議長（木下

敏）

それでは、議案関係資料によりまして御説明い

質疑を終わります。

たします。

これより、討論を許します。

５ページの新旧対照表をごらん願います。

（「なし」と呼ぶ者あり）
〇議長（木下

敏）

別表第１、本町４丁目地区地区整備計画区域の

討論を終わります。

次に加えるものです。

これより、採決を行います。

名称は、大中山１丁目地区地区整備計画区域を

議案第３４号七飯町保健福祉在宅サービス条例

加え、区域は、都市計画法第２０条第１項の規定

の一部改正について、原案のとおり可決すること

により告示された函館圏都市計画大中山１丁目地

に御異議ございませんか。

区地区計画において地区整備計画が定められた区

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
〇議長（木下

敏）

域を加えるものです。

御異議なしと認めます。

次に、別表第２、本町４丁目地区地区整備計画

よって、本案は、原案のとおり可決されまし

区域の次に加えるものです。

た。

名称は、大中山１丁目地区地区整備計画区域と
───────────────────

して、（１）自動車教習所、（２）畜舎（床面積

日程第１０

の合計が１５平方メートル未満のものを除

議案第３５号

七飯町地区計画の区域内

く。）、（３）法別表第２（ほ）項に掲げるもの

における建築物の制限に関する条例の一

（原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計

部改正について

が５０平方メートルを超えるものであって、地域

───────────────────

資源の活用又は観光・物産振興に寄与し、かつ、

〇議長（木下

敏）

日程第１０

議案第３５号

危険性及び環境を悪化させるおそれが非常に少な

七飯町地区計画の区域内における建築物の制限に

いものとして、あらかじめ町長が都市計画審議会

関する条例の一部改正についてを議題といたしま

の同意を得て許可したものを除く。）を加えま
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す。

いうことで、まずはでございますけれども、例え

次に、別表７、本町４丁目地区地区整備計画区
域の次に加えるものです。

ば七飯の農作物を使った工場ですとか、そういう
もの、地場産品を使うということが地域の資源の

名称は、大中山１丁目地区地区整備計画区域。
大中山１丁目地区地区整備計画区域として、道路

活用という大きな捉えになろうかと思ってござい
ます。

車線の制限に係る建築物の各部の高さは、当該部

また、観光・物産振興ということで、こちらに

分から全面道路の反対側の境界線までの水平距離

ついては、七飯町の観光や物産振興、それに伴う

に１.２５を乗じて得た数値。隣地車線の制限に

ものについて、であろうというものに関して、に

係る建築物の各部の高さは当該部分から隣地境界

ついては認めていこうと。５０平米以上の工場で

線までの水平距離の１.２５を乗じて得たものに

もということで、なおかつ危険性、火薬だとかそ

２０メートルを加えた数値、を加えます。

ういうものを扱うものではないところということ

７ページをごらんください。

で、危険性が非常に少ないと認められるというこ

函館圏都市計画大中山１丁目地区地区計画の位

とで、それは都市計画審議会のほうで審議してい

置図でございます。薄紫色に赤の線で囲んだ部分

ただいて決定していただくという流れになりま

が計画位置でございます。計画地域は、ＪＲ函館

す。

本線の大中山駅から国道５号線の間、北側を普通

以上でございます。

河川中島川に、南側を道道大野大中山線に囲まれ

〇議長（木下

敏）

た面積約４.６ヘクタールでございます。

〇１番（横田有一）

横田有一議員。
地域資源というのはわかっ

８ページをごらんください。

たのですけれども、観光・物産振興って、七飯町

薄紫色の赤枠で囲んでいる部分が計画地域の詳

の観光とかってさっき言ったのですけれども、そ

細となります。

れってどういう意味だかよくわからないので。

議案に戻りまして、附則といたしまして、この
条例は公布の日から施行するものでございます。

〇議長（木下

敏）

経済部長。

〇経済部長（青山芳弘）

七飯町の観光・物産振

簡単ですが、提案説明は以上でございます。

興ということで、先ほどもいいましたけれども、

よろしく御審議のほどお願いいたします。

地域資源を活用して、なおかつ見学とか、そうい

〇議長（木下

敏）

これより、質疑を許しま

す。

う部分で観光にもできるとか、そういうふうに物
産振興、いわゆるつくっているものもここでつ

横田有一議員。
〇１番（横田有一）

くっているのですよという形で、イコール宣伝と
関係資料の６ページの改正

そういうものを兼ねて、地域のコミュニティーを

後のところに、床面積の合計が５０平方メートル

活用しながら、そこを活気を出していこうという

を超えるものであって、地域資源の活用又は観

ことで、あくまでも住宅環境の維持を図りつつ地

光・物産振興に寄与し、かつ、危険性及び環境を

域のコミュニティー機能ということで、そういう

悪化させるおそれが非常に少ないものとして、あ

部分も合わせて、工場でも見学ができるような、

らかじめ町長が都市計画審議会の同意を得て許可

そういうふうにして誘致を図っていきたいという

したものを除くとなっているのですけれども、こ

ことでございますので、御理解のほどお願いして

の地域資源の活用とか、これって何を言っている

おります。

のかってちょっとわからないので、地域資源の活

〇１番（横田有一）

用又は観光・物産振興に寄与し、かつ、危険性又

〇議長（木下

は環境を悪化させるおそれがある、これちょっと

か。

中身教えてください。
〇議長（木下

敏）

敏）

終わります。
ほか、質疑ございません

（「なし」と呼ぶ者あり）
都市住宅課長。

○都市住宅課長（寺谷光司）

〇議長（木下

地域資源の活用と
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敏）

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）
〇議長（木下

敏）

提案説明は以上でございます。

討論を終わります。

御審議のほどよろしくお願いいたします。

これより、採決を行います。

〇議長（木下

議案第３５号七飯町地区計画の区域内における

す。

建築物の制限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

敏）

これより、質疑を許しま

（「なし」と呼ぶ者あり）
〇議長（木下

か。

敏）

質疑を終わります。

これより、討論を許します。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（木下

敏）

（「なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認めます。

〇議長（木下

よって、本案は、原案のとおり可決されまし

敏）

討論を終わります。

これより、採決を行います。

た。

議案第３６号平成１６年度台風による被害農家
───────────────────

が借入する資金の利子助成金交付条例の廃止につ

日程第１１

いて、原案のとおり可決することに御異議ござい

議案第３６号

平成１６年度台風による

ませんか。

被害農家が借入する資金の利子助成金交

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

付条例の廃止について

〇議長（木下

───────────────────
〇議長（木下

敏）

日程第１１

敏）

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

議案第３６号

た。

平成１６年度台風による被害農家が借入する資金

───────────────────

の利子助成金交付条例の廃止についてを議題とい

散

たします。

会

宣

告

───────────────────

提案説明を求めます。

〇議長（木下

農林水産課長。

終了いたしました。本日はこれをもって散会いた

○農林水産課長（川島篤実）

それでは、議案第

敏）

以上で、本日の日程は全て

します。

３６号平成１６年度台風による被害農家が借入す
る資金の利子助成金交付条例の廃止について、提
案説明をさせていただきます。
本条例は、平成１６年度、天災台風１５号、台
風１８号により、被害を受けた農業者が借り入れ
る営農資金等の実質金利を引き下げるための農業
支援策で、七飯町が予算の範囲内で利子補給を
行ったことに伴い、その後の借り入れ対象者１６
名の利子助成事業が終了したことから、本条例を
廃止するものであります。
議案をごらんください。
平成１６年度台風による被害農家が借入する資
金の利子助成金交付条例を廃止する条例。
平成１６年度台風による被害農家が借入する資
金の利子助成金交付条例（平成１７年条例第６
号）は、廃止する。
附則。この条例は令和元年７月１日から施行す
る。
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お疲れさまでした。
午後

３時１３分

散会
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