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午前１０時００分 開会 

  ─────────────────── 

開 議 宣 告           

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） ただいまから、令和元年

第３回七飯町議会定例会を開会いたします。 

 直ちに、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（木下 敏） 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、 

１１番  澤 出 明 宏 議員   

１２番  中 島 勝 也 議員   

 以上２議員を指名いたします。 

  ─────────────────── 

 日程第２ 

  会期の決定 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第２ 会期の決定を

議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本定例会の会期は、本日から９月２５日まで

の１６日間といたしたいと思いますが、これに

御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、本定例会の会期は、本日から９月２

５日までの１６日間と決定いたしました。 

 会期予定表は、お手元に配付のとおりであり

ます。 

  ─────────────────── 

諸 般 の 報 告           

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） この際、諸般の報告を行

います。 

 本定例会に町長より提案された議件は、同意

２件、承認１件、議案第１１件、諮問３件、報

告４件、認定７件、以上２８件であります。 

 次に、地方自治法第１２１条の規定により、

本会議に出席を求めた説明員は、その職、氏名

を印刷してお手元に配付のとおりであります。 

 次に、閉会中の議会の動向については、議会

動向報告として、お手元に配付のとおりであり

ます。 

 また、町政動向報告についても、お手元に配

付のとおりであります。 

 次に、平松議員より、右足負傷による介助の

ため、松葉杖を携帯したい旨の申し出がありま

したので、会議規則第１０１条の規定により、

議長が許可いたしましたので報告いたします。 

 以上で、諸般の報告を終わります。 

  ─────────────────── 

 日程第３ 

  各常任委員会報告 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第３ 各常任委員会

報告を議題といたします。 

 初めに、民生文教常任委員会の報告を求めま

す。 

 坂本委員長。 

○１０番（坂本 繁） それでは報告いたしま

す。 

 委員会報告第７号民生文教常任委員会報告

書。 

 令和元年６月２０日第２回定例会における議

決に基づき、当委員会の所管について調査した

結果を下記のとおり報告する。 

 令和元年８月２２日。 

 七飯町議会議長木下敏様。 

 民生文教常任委員会委員長坂本繁。 

 記。 

 所管事務調査事項。 

 大沼岳陽学校のあり方について。 

 令和元年６月２０日、７月１１日、１７日、

３０日、８月２２日、５日間委員会を開催し、

教育次長、学校教育課長の出席を求め、提出資

料に基づいた説明を聴取するとともに現地調査

を行った。 

 １、調査の目的。 

 令和２年４月開校予定の大沼岳陽学校につい

て、これまでの経過や協議内容、教育内容につ
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いて調査を行った。 

 ２、調査の方法。 

 統廃合に伴う各学校の課題に関する資料、特

色ある教育課程に関する資料、大沼岳陽学校整

備に係る経費の見通しに関する資料などの提出

を求め、教育次長、学校教育課長への聴取及び

現地調査を行った。 

 ３、小・中学校の統廃合に至る経過につい

て。 

 (１)大沼地区の学校の状況について。 

 平成３０年１１月現在における大沼地区の

小・中学校の状況としては、小学校では大沼小

学校が６学級（うち特別支援１学級）５３人

で、３、４年学年が複式学級、軍川小学校が３

学級１８人で、１、２学年、３、４学年、５、

６学年がそれぞれ複式学級、東大沼小学校が３

学級７人で、１、２学年、３、４学年がそれぞ

れ複式学級となっていた。また、中学校では、

大沼中学校が４学級（うち特別支援１学級）４

２人となっていた。 

 (２)新学習指導要領及び学校施設における課

題。 

 令和２年に教科化される外国語活動（英語）

は、平成３０年度から一部を前倒しして実施し

ており、また、平成３０年度から道徳が特別な

教科となって実施されている。いずれも学年別

に実施しなければならないことから、外国語に

おける教師の専門性の確保や、道徳に求められ

る多様な考えの共有化が大きな課題となってい

る。 

 また、施設面においては、大沼小学校と軍川

小学校の体育館が耐震性を満たしていないこと

が課題となっている。 

 (３)大沼地区義務教育学校開設準備委員会設

置に至る経過。 

 平成２９年２月に統合に関する勉強会を大沼

地区で開催したが、一部の地域においては統合

に反対する意見もあったことから、教育委員会

としての大沼地域の小・中学校のあり方につい

ては、地域の合意形成を前提としてきたところ

である。 

 しかし、平成３０年９月６日の北海道胆振東

部地震の発生を契機に、子どもたちを災害発生

時のリスクからいかに守るかを最優先の課題と

し、平成３０年第３回定例会において、子ども

たちの安全安心を守るため、教育委員会が主導

して大沼地区の小・中学校の統廃合を進めるこ

とを表明した。 

 その後、平成３０年９月から１１月までにか

けて、各小・中学校ＰＴＡや保護者を初め、各

地域においても説明会を実施し、同年１２月に

大沼地区義務教育学校開設準備委員会の設置に

至っている。現在は、来年４月の開校に向けた

課題を協議しているところである。 

 ４、特色のある教育課程について。 

 新たな９年制となる義務教育学校である大沼

岳陽学校は、小学校課程である１年生から６年

生を前期課程とし、中学校課程である７年生か

ら９年生を後期課程とすることを予定してい

る。９年間の連続性を踏まえた一貫性のある義

務教育を行うことを目指している。 

 授業内容に関しては、小学校の英語や体育、

理科などの授業に中学校の教員が乗り入れ授業

を行うことで、質の高い授業が期待できること

が効果として挙げられる。小学校、中学校相互

に乗り入れて授業を行うためには、小学校、中

学校それぞれの教員免許を取得している教員が

必要となる。そのため、教育委員会としては、

小学校、中学校それぞれの教員免許を取得して

いる職員を配置していきたいとの考えであっ

た。 

 特に、義務教育学校は、９年間一貫性のある

義務教育が可能となることから、小学校低学年

からの外国語活動の取り組みを行っていくこと

や、大沼の歴史や地理、観光などの自分たちの

地域を学ぶ「大沼学」についての取り組みを

行っていくことを考えている。 

 また、９年制になるメリットとしては、小学

校であれば６年間で、中学校であれば３年間で

どのような子どもに育っていくかという観点で

考えるが、義務教育学校となることによって９

年間という長い期間で考えるため、教員の意識

の変化も期待できるところである。 

 委員からは、外国語活動を１年生から行う理
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由や他の小学校との教育の整合性についての質

疑があったところである。教育委員会として

は、新学習指導要領においては、３年生からの

実施である外国語活動について、地域の保護者

からの要望も強くあったことや、外国人観光客

が多く訪れる大沼地区の特色を踏まえ、１年生

からの外国語活動を検討しているとの回答で

あった。 

 また、大沼岳陽学校で１年生から外国語活動

を行うことで、成果が出るのであれば、大沼岳

陽学校をモデルケースとして、他の小学校にお

いても１年生からの外国語活動を考えていきた

いとの回答であった。 

 ５、大沼岳陽学校の整備に関する経費の見通

しについて 

 大沼岳陽学校の整備に係る全体事業費として

は、６億３,４６５万１,０００円が見込まれて

いる。ハード事業については、校舎本体や屋内

体育館の工事費などについて４億３,７２０万

１,０００円が既に予算措置されている。今後に

ついては、本年度中に校門の改修やプール棟の

実施設計など９５０万円、来年度には物置や

プール棟の工事として１億７,９３０万円の予算

計上が予定されている。 

 また、ソフト事業については、既に６６５万

円が予算措置されているが、一部の備品購入に

ついては、本年度中に２００万円の予算計上が

予定されている。 

 ６、まとめ。 

 道南地区で初めての義務教育学校となる大沼

岳陽学校について調査を行ったところ、当初は

教育委員会が主導となって実施してきたが、大

沼岳陽学校の教育内容については、大沼地区義

務教育学校開設準備委員会において、保護者か

らの意見を多く取り入れて、ここまでに至って

いる。 

 特に、保護者からの要望の多い外国語活動に

ついては、１年生からの実施を検討していると

のことであるが、どのような成果を生むことが

できるのかが注目されるところである。１年生

からの外国語活動が、子どもたちの教育によい

影響を及ぼすことができれば、他の小学校でも

１年生からの外国語活動を取り入れるなど、モ

デルケースになることが考えられる。 

 今後も、保護者や地域とも十分なコミュニ

ケーションをとりながら、地域が望む学校とし

て開校し、特色のある教育内容を生かしなが

ら、町全体の学校教育の底上げを図れるような

よい影響を及ぼす学校となるよう望むものであ

る。 

 以上で終わります。 

○議長（木下 敏） 議会運営例規第５２項の

規定により、本件に対する質疑を省略し、報告

済みといたします。 

 委員長、御苦労さまでした。 

 次に、総務財政常任委員会の報告を求めま

す。 

 池田委員長。 

○４番（池田誠悦） 委員会報告第８号総務財

政常任委員会報告書。 

 令和元年６月２０日第２回定例会における議

決に基づき、当委員会の所管について調査した

結果を下記のとおり報告する。 

 令和元年８月２６日。 

 七飯町議会議長木下敏様。 

 総務財政常任委員会委員長池田誠悦。 

 記。 

 所管事務調査事項。 

 物品、備品等の入札、契約について。 

 令和元年６月２０日、２８日、７月２４日、

８月１９日、２６日の５日間委員会を開催し、

総務部長、総務財政課長、情報防災課長、政策

推進課長の出席を求め、提出資料に基づいた説

明の聴取を行った。 

 １、調査の目的。 

 町における契約締結の方法と入札参加資格に

関する状況、燃料の購入経過及び今後の契約方

法を把握するため、調査を行った。 

 ２、調査の方法。 

 随意契約、指名競争入札、一般競争入札によ

る契約締結の方法に関する資料、過去５年間の

契約金額１０万円以上の物品、備品（燃料を含

む）の契約方法（随意契約、指名競争入札等）

別の契約項目及び契約金額等に関する資料、燃
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料購入に係る経過と今後の契約方法に関する資

料等の提出を求めたほか、総務部長、総務財政

課長、情報防災課長、政策推進課長への聴取を

行った。 

 ３、一般競争入札、指名競争入札、随意契約

による契約締結の方法。 

 (１)一般競争入札とは、不特定多数人の参加

を求め、入札の方法によって競争を行わせ、そ

のうち普通地方公共団体に最も有利な価格で申

し込みをした者を契約の相手方とする方法であ

る。 

 (２)指名競争入札とは、普通地方公共団体が

資力、信用、その他適当であると認める複数の

相手方を、一定の資格を有する者から選択し

て、その者をして入札の方法により競争させ、

最も有利な条件を提示した者と契約を締結する

方法をいう。 

 (３)随意契約とは、その性質、または目的が

競争入札に適さないもの、緊急の必要により競

争入札によることができないときなど、任意に

特定の相手方を選択して、その者を相手方とし

て契約を締結する方法をいう。町においては、

競争の原理を導入し、原則として複数者による

見積もり合わせにより、契約の相手方を決定す

べきこととしている。それぞれの契約方法の比

較については、表１のとおりである。 

 表１は、参照してください。 

 ４、競争入札参加資格及び過去５年間の契約

の状況について。 

 (１)競争入札参加資格について。 

 競争入札参加資格者名簿は、町が発注する物

品の購入及び印刷物の製造並びにその他の契約

（物品の賃貸借、役務、委託業務等）に係る競

争入札に参加を希望する者に対し、一定の期間

を設け、期間内に申請を行ってもらい、その資

格の有無を審査し、有資格者になると登録がさ

れるものである。 

 令和元年７月２２日現在の登録状況として

は、町内８６件、管内２５４件、道内２６２

件、道外４６件の合計６４８件が登録されてい

る。 

 委員からは、競争入札参加資格者名簿の申請

の際の希望業種の確認方法について質疑があ

り、町は申請のあった希望業種については、商

業登記簿謄本又は登記事項証明書や官公庁への

納入実績等により申請時に確認を行っていると

の回答であった。 

 (２)過去５年間の契約の状況について。 

 過去５年間の契約金額１０万円以上の物品、

備品（燃料を含む。）、契約金額１３０万円以

上の営繕費、賃借料の契約については、当委員

会の所管のうち、総務部及び選挙管理委員会に

対象となる契約があり、項目別、年度別の件数

は表２のとおりで、いずれも地方自治法、七飯

町契約規則等の関係法令にのっとって適正な契

約行為を行っている。 

 表２は、参照ください。 

 ５、燃料の購入経過と今後の契約方法につい

て。 

 (１)燃料の購入経過について。 

 平成１０年度以前については、施設の立地場

所又は車両の利便性に考慮し、燃料店を町が割

り当てしており、購入単価については、当時設

立されていた燃料組合からの提示価格により決

定していた。なお、平成１０年度末時点の町内

の燃料業者数は１１社であった。 

 平成１１年度については、町と燃料業者の会

議を経て、大口購入施設への入札制の導入、小

口購入施設や公用車に関しては、単価見積書を

徴取し、町の希望価格を提示する単価見積もり

方式に価格決定方法を変更している。 

 平成１２年度以降については、新規施設及び

廃業業者割り当て物件は順次入札方式で実施

し、平成３０年度末では計２０施設が該当に

なっている。なお、平成３０年度末時点の町内

の燃料業者数は７社である。 

 (２)今後の契約方法について。 

 初めに、購入価格については、公共施設及び

公用車への安定供給と品質維持及び地元発注を

原則とした上で、町としては、①入札制、②単

価見積書、③燃料組合との協調価格制の導入を

価格決定についての検討課題として挙げてい

る。各項目の課題については、表３のとおりで

ある。 
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 表３は、参照ください。 

 次に、購入する燃料店については、現在は入

札制と割り当て制の併用により決定しており、

割り当てぐあいは実質固定されている。町とし

ては、①地区割、②スタンドフリー制、③燃料

組合による割り当て制の導入を購入する燃料店

についての検討課題として上げている。 

 今後の契約については、現状からの制度変更

となると、町内全ての燃料業者との合意形成が

必要となるため、慎重、公平な対応が必要にな

ると町は考えている。 

 委員からは、公用車に給油する燃料店につい

ては、災害時における対応を加味した上で決定

すべきではないか、災害時に備えて発電機や重

機等に使用する軽油を町が備蓄することを検討

できないかなどの質疑があり、町としては、災

害時の対応が可能な燃料店については、災害時

には公用車を優先的に給油できるよう協議を

行ったところであり、公用車に給油する燃料店

の決定については、今後の検討課題としていき

たいとの回答があった。また、軽油を備蓄する

ことについては、町において備蓄することは必

要であると考えるが、費用対効果を検証しなが

ら検討していくとの回答があった。 

 ６、まとめ。 

 町における契約締結の方法と入札参加資格に

関する状況、燃料の購入経過及び今後の契約方

法について調査を行ったところ、町が行う契約

については、地方自治法、七飯町契約規則等の

関係法令にのっとって、適正な契約行為がなさ

れている。 

 また、競争入札参加資格者名簿については、

発注する部署においての業者指名の根拠となる

重要なものであるが、名簿の有効期限が３年間

となっていることから、登録事業者の取扱業種

については定期的な調査を行うなど、名簿の内

容を最新の状況とするよう望むものである。 

 次に、町が調達する燃料に関しては、これま

での経過を踏まえ、今後、新たな契約方法を検

討しているとのことであった。 

 今後の燃料の購入方法の検討に当たっては、

他市町村の状況を十分に調査し、速やかに町と

しての方針を明確にすることを望むものであ

る。 

 なお、購入先の検討に当たっては、地元発

注、地元調達を原則とし、災害時における対応

を加味した上で新たな契約方法を検討されるこ

とを望み、委員会報告とする。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 議会運営例規第５２項の

規定により、本件に対する質疑を省略し、報告

済みといたします。 

 委員長、御苦労さまでした。 

 次に、経済産業常任委員会の報告を求めま

す。 

 長谷川委員長。 

○８番（長谷川生人） 委員会報告第９号経済

産業常任委員会報告書。 

 令和元年６月２０日第２回定例会における議

決に基づき、当委員会の所管について調査した

結果を下記のとおり報告する。 

 令和元年８月２８日。 

 七飯町議会議長木下敏様。 

 経済産業常任委員会委員長長谷川生人。 

 記。 

 所管事務調査事項。 

 町有林の管理状況と活用について。 

 令和元年６月２０日、７月２３日、３１日、

８月２８日の４日間、委員会を開催し、経済部

長、農林水産課長の出席を求め、提出資料に基

づいた説明を聴取するともに現地調査を行っ

た。 

 １、調査の目的。 

 町有林の管理状況と今後の取り組み、町有林

の管理に関する歳入歳出予算の状況を把握する

ため、調査を行った。 

 ２、調査の方法。 

 町有林の位置、箇所数、面積、樹木の種類、

樹齢に関する資料、町有林の管理状況に関する

資料、町有林の管理に関する歳入歳出の状況に

関する資料等の提出を求め、経済部長、農林水

産課長への聴取及び現地調査を行った。 

 ３、町有林の管理状況等について。 

 (１)町有林の箇所数、面積、樹木の種類等に
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ついて。 

 町有林の箇所数（小班数）については、人工

林２３６カ所、天然林１８６カ所となってお

り、その面積は、人工林が５３７.３６ヘクター

ル、天然林が４４０.８８ヘクタールとなってい

る。 

 人工林における樹種別には、トドマツが２５

９.９５ヘクタール、スギが２１９.５８ヘク

タールと、この２樹種で人工林全体の９０％弱

を占めており、そのほかにはエゾマツやシラカ

バなどがあります。 

 (２)町有林の管理状況について。 

 町有林の管理については、毎年１０月下旬こ

ろまでに、次年度の経営管理について関係機関

と協議の上、実施している。 

 森林の整備及び保全に当たっては、平成２７

年度に策定した「七飯町森林整備計画書」に

沿って、森林の有する多面的機能を総合的かつ

高度に発揮させるため、生物多様性の保全及び

地球温暖化の防止に果たす役割並びに近年の地

球温暖化に伴い、懸念される集中豪雨の増加等

の自然環境の変化も考慮しつつ、適正な森林施

業の実施や森林の保全の確保により、健全な森

林資源の維持造成を推進するとともに、その情

報を適確に把握するための森林ＧＩＳ等の効果

的な活用を図ることとしている。 

 ※森林ＧＩＳとは、森林基本図や森林計画

図、森林簿といった森林の基本情報をデジタル

処理し、図面や帳簿を一元管理するシステムを

いう。 

 (３)町有林の管理に関する歳入歳出の状況に

ついて。 

 過去５年間の町有林の管理に関する歳入歳出

の状況、間伐材売払収入の状況としては、間伐

委託業務や下刈り委託業務等の歳出が７,０６２

万９２０円、補助金や売払収入等の歳入が６,１

８２万９９６円となっており、歳入と歳出の差

がマイナス８７９万９,９２４円で、各年度の状

況については、次の表のとおりである。 

 下の枠は平成２６年度、２７年度、２８年

度、２９年度、３０年度、一番下の枠が過去５

年間の町有林関連歳入歳出の総計であります。 

 委員からは、間伐事業を冬期間に実施した場

合の売払収入の時期について、町有林の管理に

関する歳入歳出の状況についての質疑があり、

町からは、受託業者の状況等に応じて、間伐事

業が冬期間になる場合もあり、その場合の間伐

材の売り払いについては、翌年度の売り払いと

なる場合もあるとの回答であった。 

 また、歳入と歳出との収支バランスについて

は、歳入と歳出の差を少なくすることの必要性

は十分に認識しており、最小限の歳出で最大限

の歳入を心がけていきたいと考えている。一方

で、伐期年齢を迎えた樹木を伐採しないことに

より、風害や崖崩れなどの危険性を生じること

となる。そのため、間伐事業については、町単

費で行う事業もあることから、必要最低限の事

業を実施しているとの回答であった。 

 ４、まとめ。 

 町有林の管理状況と活用について所管事務調

査を行った結果、伐期年齢を迎えている町有林

も多いが、町としては優先順位を定めて、計画

的に必要最低限の間伐事業を実施している。 

 伐期年齢を迎えている樹木は、全てを伐採す

ることによって災害発生のおそれがあり、ま

た、伐採をしないことで崖崩れなどのおそれも

あることから、今後も町有林の計画的な管理が

行われることを望むものである。 

 森林には、木材の生産といった機能に限ら

ず、水源の涵養機能、地球温暖化の防止、土砂

災害の防止など、多面にわたる機能を有してい

る。今後は、木材を初めとした林産物としての

機能に限らず、森林の有する多面的な機能につ

いても広く情報発信されることを望み、委員会

報告とする。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 議会運営例規第５２項の

規定により、本件に関する質疑を省略し、報告

済みといたします。 

 委員長、御苦労さまでした。 

 以上で、各常任委員会報告を終わります。 

  ─────────────────── 

 日程第４ 

  出納検査報告 



－ 9 － 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第４ 出納検査報告

を議題といたします。 

 監査委員の報告を求めます。 

 神﨑監査委員。 

○監査委員（神﨑和枝） ９月定例会に報告い

たします例月出納検査につきましては、５月、

６月、７月の３カ月分です。 

 ５月分につきましては、６月２４日、２５

日、２６日、２７日、６月分につきましては、

７月２６日、２９日、３０日、３１日、７月分

につきましては、８月２６日、２７日、２８

日、２９日に行っております。 

 会計課長及び水道課長より提出されました諸

帳簿類の額と現金及び預金等の金額がつり銭４

８万円を除いた額と一致しており、計数上の誤

りはなかったことを御報告いたします。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） これより質疑を許しま

す。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 質疑を終わります。 

 以上で、本件は、報告済みといたします。 

 監査委員、御苦労さまでした。 

  ─────────────────── 

 日程第５ 

  一般質問 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第５ 一般質問を行

います。 

 通告順に発言を許します。 

 平松俊一議員。 

○３番（平松俊一） 通告に従いまして５問、

質問をいたします。 

 １問目でありますが、企業誘致活動について

の質問であります。 

 町では、毎年２市１町での企業誘致活動資金

の負担をしております。金額は少ないながら、

世の中の流れをいち早く読み取り、今までの活

動形態を見直して、この予算をよりよく有効に

するために次の点について伺います。 

 ２点あります。１点は、最近５年間の活動状

況とその結果についてお伺いをいたします。 

 ２点目としては、今後の取り組みについてお

尋ねをいたします。 

 よろしくお願いします。 

○議長（木下 敏） 商工観光課長。 

○商工観光課長（福川晃也） では、ただいま

の御質問に御答弁申し上げます。 

 １点目、最近５年間の活動状況とその結果に

ついてでございます。 

 七飯町では、函館市及び北斗市と共同して人

口割による負担金を支出し、函館地域産業活性

化協議会を設置してございます。この協議会

は、企業立地の促進等による地域における産業

集積の形成及び活性化に関する法律に基づき、

当該地域における産業集積の形成及び産業集積

の活性化への取り組みに寄与することを目的と

しており、北海道や各商工会議所及び商工会、

函館地域産業振興財団、北海道大学大学院水産

科学研究院、公立はこだて未来大学、函館工業

高等専門学校を構成員としております。 

 協議会の活動状況につきましては、企業誘致

ＰＲが主な活動であり、首都圏を初めとする大

都市圏での展示会への出展やホームページの運

営などを実施しており、最近５年間の総事業費

と七飯町負担額につきましては、平成３０年度

総事業費が３２９万９,４６０円、町負担額２６

万３,９５７円。平成２９年度、総事業費が３９

３万６,３３２円、町負担額は３１万４,９０７

円。平成２８年度、総事業費は６４８万９,４２

１円、町負担額は５１万９,１５４円。平成２７

年度、総事業費は６４３万５,９５３円、町負担

額５１万４,８７７円。平成２６年度総事業費は

６２１万６,１７４円、町負担額は４９万７,２

９４円となっておりますが、協議会の活動によ

る直接的に確認できる誘致実績はございませ

ん。 

 なお、平成２８年度までは東京都に企業誘致

推進員１名を配置しており、企業誘致訪問実績

は平成２８年度１３９件、平成２７年度１４１

件、平成２６年度１３７件となっております。 

 しかし、誘致活動の成果に結びつけるまでに

は至らず、平成２９年度より企業誘致推進員を
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廃止し、展示会への出展をふやすなど事業費の

適正化を図っております。 

 次に、２点目、今後の取り組みについてにつ

きまして答弁申し上げます。 

 函館地域産業活性化協議会は、企業立地の促

進等による地域における産業集積の形成及び活

性化に関する法律の改正に伴い、本年度からは

函館地域経済牽引事業促進協議会として、名称

を改めて設置されてございます。引き続き大都

市圏での展示会への出展など、企業誘致ＰＲを

実施するとともに、関係機関が相互に連携し、

地域の活性化に取り組んでまいります。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 平松俊一議員。 

○３番（平松俊一） 前は委員を１名専任とい

いますか、おいていたのですけれども、それを

やめて、この協議会に一緒に活動しているとい

う報告でした。５年間の協議会ですか、この実

績としてはないということですね。 

 今回この質問をいたしましたのは、来年オリ

ンピック・パラリンピックがあると。こういう

ことに合わせて、この時期に都心に人が集まら

ないようにということで、いろいろ政府が今対

策をとっている中に、休暇をとれというのがあ

ります。 

 ことしの４月には、働き方改革関連法という

のが実施されまして、この法の趣旨は、有給休

暇をしっかりとれということです。１０日以上

の有給休暇の権利を持っている方は、１年以内

に５日間休みをとりなさいということです。そ

れとあわせて、ゴールデンウィークだ、お盆休

みだ、こういうときに人が固まって動かないよ

うにということで、時期の指定の義務化という

文章も盛り込まれております。 

 そこでお伺いをしたいのは、今、韓国と日本

の外交が非常に冷え切っているということで、

大沼地区にいらしていた韓国の観光客の予約が

ほとんど、ほとんどというか来月からゼロだと

言っていましたけれども、こういった穴埋めに

企業の誘致とはちょっと趣旨が違うかもしれま

せんけれども、企業の誘致ということは企業に

いろいろ働きかけをするわけですよね。 

 例えば、ホームページ見てもらうというだけ

かもしれませんけれども、例えば、企業のホー

ムページに七飯町として何かアタックするだと

か、協議会でやってもらってもいいのですけれ

ども、何かきっかけをたくさん設けて、少しで

も有給、有給と言ったら怒られるのかな、今ま

で来ていただ人が来なくなった穴埋めをやるた

めに、こういうものが４月からできているわけ

ですから、ぜひ休暇をとるなら大沼に来てくれ

とか、こういった活動に結びつけられないかと

いうことをお尋ねしたいなと思いまして、今回

この質問を出しております。 

 政府の休暇の取得率、この目標は７０％をと

れということになっています。今までの大手の

企業の統計では、現在、５０％ということです

から、まだまだいろいろな方が北海道、特に道

南大沼に来てくださるチャンスはあるのかなと

思いますので、この点についての再質問をお願

いしたいと思います。 

○議長（木下 敏） 商工観光課長。 

○商工観光課長（福川晃也） 再質問に御答弁

させていただきたいと思いますが、議員おっ

しゃりますとおり、企業誘致これのみならず地

域の活性化には、ほかの地域からお客様に来て

いただくということが、非常に大事な部分でご

ざいます。 

 今のお話の中にありました、例えばオリン

ピックとかそういったことで首都圏で就業が難

しくなる、例えば通勤が難しくなるだとか、そ

ういったことが今、指摘されているところでご

ざいます。例えば、そういったものに対しまし

て、七飯町であれば観光地、大沼国定公園を

持ってございます。こちらのほうにそういった

方々が有給、もしくはワーケーションと申しま

しょうか、休暇の中に就業日を加えて有給の期

間を長くする、長期化するというような取り組

みもいろいろな企業でされているところでござ

います。 

 例えば、七飯町内の宿泊施設であれば、そう

いったところに御提案を差し上げて、商談を進

めるとか、あるいは今、個人のお客様も長期滞

在ということが非常にふえていると。別の宿泊
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施設におきましては、通常の夕食とか朝食のメ

ニューを多様化して、そういった長期滞在者の

皆様に喜んでいただけるように、受け入れ態勢

を整えるといった取り組みも現在進んでいると

ころでございます。 

 当然ながら商工分野だけでなく観光の分野に

おきましても、商談会、そういったものを各方

面で実施してございます。そういったところに

七飯町大沼国定公園の魅力をお伝えして、雄大

な自然の中で休暇、それからテレワークといい

ましょうか、そういった仕事についていただい

て、リラックスした環境で業務を進めていただ

く、あわせてリフレッシュをしていただく、こ

ういったことで地域の活性化につながるよう

に、これからもこういった点もＰＲしてまいり

たいと考えてございます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 平松議員、１問目、これ

でよろしいですか。再々質問あります。（発言

する者あり）それであれば、通告になるべく

従った形で、交流人口ふやしたいとか、オリン

ピック対応するとか、そういうことであればそ

ういう通告でお願いしたいと。企業誘致活動と

いうことで、今、質問出ていますので、やはり

そこの一線だけはある程度修正して再質問して

ください。 

 平松俊一議員。 

○３番（平松俊一） わかりました。企業に働

きかけをすると、そのときに、こういう項目も

盛り込めないかということで質問しましたの

で、はい。 

 では、２問目に移りたいと思います。 

 福祉介護の支援金についての質問でありま

す。 

 当町においては、福祉介護の支援金について

は、申請者が一時立てかえ払いを行った後に、

役場に対して請求をする仕組みとなっておりま

す。近郊自治体では、最初から役所に請求を出

すという方式をとっておりますけれども、この

ことに関して、次の点について伺いたいと思い

ます。 

 ４点あります。１点目、利用の状況につい

て。 

 ２点目としまして、申請者が一旦立てかえる

理由についてお伺いをいたします。 

 ３点目は、利用者側から何か要望、こういっ

たものはないのかということをお聞きします。 

 最後、４点目は直接役場が支払うということ

についてお尋ねをいたします。 

○議長（木下 敏） 福祉課長。 

○福祉課長（村山德収） 御質問の福祉介護の

支援金について、申請者から一時立てかえ払い

を行った後に、役場に対し請求する仕組みにし

てあるということでございますが、これは介護

保険住宅改修費支援制度のことと捉え答弁させ

ていただきます。 

 １点目の利用状況についてでございますが、

平成３０年度は１２１件、９１７万８,０１８円

支給しています。 

 ２点目の申請者が一旦立てかえる理由につい

てでございますが、まず、手続の流れとして希

望者はケアマネジャー等に相談、次に住宅改修

業者と打ち合わせ後、町に申請書を提出してい

ただきます。町は、申請内容を確認し、ケアマ

ネジャー等に着工許可を行い、その後、着工し

ていただきます。改修完了後、町に改修費支給

申請書を提出していただき、町が検収し、申請

者に給付する流れとなっておりますが、改修費

支給申請の際、保険給付の適正化の観点から、

改修費が既に支出済みであることの証明とし

て、領収書原本を添付することとなっておりま

す。 

 これらの理由から、住宅改修で介護保険から

給付を受ける場合は、申請者が一旦立てかえ、

後日、町から保険給付分を申請者に給付する償

還払いとなっているものでございます。 

 ３点目の利用者側からの要望についてです

が、過去に任意団体から１度要望がありました

が、利用者からの要望はありませんでした。 

 ４点目の町が直接支払うことについてでござ

いますが、介護保険住宅改修費支給制度が、償

還払いが原則でありますが、介護保険を利用し

た住宅改修については、確かに一時的とはいえ

工事費を全額支払う必要があり、資金に余裕の
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ない利用料にとっては、町が利用者の自己負担

分を除いた差額を改修事業者に対し支払うと、

受領委任払いの導入が一部の利用者にとってメ

リットがあるものと考えられております。一方

で、受領委任払いの場合、利用者が当初から自

己負担分しか負担しないということになりま

す。 

 仮に不必要な工事等を追加したとしても、利

用者による工事内容の確認に対して、委任払い

を利用しない場合に比べて厳密さがなくなり、

悪質な住宅改修業者による不要な部材の追加な

どにより、適正な改修が行われることも危惧さ

れます。 

 以上のことから、利用者の利便性の向上を図

りながら、必要十分な改修工事を実施し、介護

給付を適正化するため、近隣市町を初め介護保

険料の住宅改修に委任払い制度を導入している

保険者の実態、実施方法等を検証し、当町にお

いても償還払いに加え、委任受領払いの制度が

併用できるよう検討させていただきたいと考え

ております。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 平松俊一議員。 

○３番（平松俊一） 金額は２０万円、上限で

すから、普通に生活している人から見れば、大

した額ではないという感覚があるのでしょうけ

れども、やはり国民年金等で収入の少ない方に

とっては、蓄えがあればいいでしょうけれど

も、その蓄えも何かのときに取っておきたいと

いうことで、非常に立てかえ払いをするという

ことに懸念を持っていらっしゃる方が多いもの

ですから、ぜひ早目に改善されていただくこと

を望みたいと思います。 

 また、議長に叱られるかもしれませんけれど

も、前回のここのやりとりの中で介護給付では

ないのですけれども、リフォームの助成につい

て同僚議員が聞きましたけれども、そのときに

は何か、検討したいというようなことの答弁が

あったのですけれども、この点はどうでしょう

かね、何か進んでいますでしょうか。進んでな

ければ進んでいないで構いませんけれども。 

○議長（木下 敏） 都市住宅課長。 

○都市住宅課長（寺谷光司） 今、再質問で住

宅リフォームの制度ということで、私のほうで

平成３０年の６月議会において一般質問いただ

きまして、住宅リフォーム制度については、日

常生活の中心となる住宅の維持・保全について

は、本来、所有者みずからが行うべきと町は考

えているところですが、地域の活性化、耐震改

修の促進などにつながるものであると考えられ

るので、他市町村の実績や町民ニーズなどを踏

まえて、町の財政状況を考慮しながら検討して

まいりたいと答弁してございます。 

 他市町村の状況なのですけれども、平成３０

年度末、ことしの３月３１日、平成３０年度１

年間でちょっと調べてみていたのですけれど

も、函館市の住宅リフォーム制度、これはバリ

アフリー化が６１件あったと、耐震改修につい

てはゼロ件だったということと、あと北斗市は

高齢者世帯等住宅改修助成制度というのがござ

いまして、そちらのほうで８件、耐震改修工事

についてはゼロ件ということで、私どものほう

でも状況を確認してございました。 

 この件数が多いか少ないかというのはあれな

のですけれども、函館市のバリアフリー化につ

いては、上限が２０万円ということで、住宅を

所有する者全員が対象になると。北斗市につい

ては高齢者世帯の方、介護保険適用の介護保険

の給付事業ではなくて、市独自でやっている上

乗せ事業なのですけれども、そういうのがやっ

ていて、それが８件ということがあります。 

 この辺につきましては、その件数もそうなの

ですけれども、多いか少ないか別にしまして、

引き続きこの制度を町として調査研究してまい

りたいとなと考えてございますので、引き続き

よろしくお願いしたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） それでは３問目でござい

ますが、１１時１０分まで休憩いたします。 

午前１０時５９分 休憩 

────────────── 

午前１１時１５分 再開 

○議長（木下 敏） 休憩前に引き続き、再開

いたします。 
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 一般質問を続けます。 

 平松俊一議員の３問目からお願いいたしま

す。 

 平松俊一議員。 

○３番（平松俊一） それでは、３問目行いた

いと思います。 

 旧真空予冷庫用地についてであります。 

 ことし、最新設備の整った真空予冷庫が稼働

を開始したところでありますけれども、峠下に

あります旧真空予冷庫は今後どのように扱って

いくのか、次の点についてお伺いをいたしま

す。 

 一つ、建造物、用地に関する新はこだて農協

との契約内容についてお伺いをいたします。 

 ２点目は、この土地に関する町としての利用

計画についてお伺いをいたします。 

○議長（木下 敏） 総務財政課長。 

○総務財政課長（俉楼 司） それでは１点

目、建造物、用地に関する新はこだて農協との

契約内容について答弁申し上げます。 

 土地の賃貸借契約については、昭和５２年か

ら始まり現在に至っておりますが、現在の契約

は平成３０年４月１日から令和３年３月３１日

までの３カ年の契約となってございます。貸付

物件は土地であり、所在は字峠下７１３番２の

１、貸付面積は１万１,７１５平方メートル、契

約の目的は真空予冷庫施設として使用するもの

で、契約の相手方は新はこだて農業協同組合で

あり、現地にある建物は賃借人の所有でござい

ます。 

 ２点目のこの土地に関する町としての利用計

画についてでございます。 

 契約上は、まだ貸付期間が残っており、町へ

の土地の返還がされていないところであります

が、中島地区に新たな真空予冷庫ができたこと

から、今後、施設の利用について、新はこだて

農業協同組合と協議を行っております。 

 その結果として、新はこだて農業協同組合で

利用しないことになれば、建物を解体し、原状

回復の上、返還していただくことになります

が、その後に町としての土地利用の有効活用を

図ってまいります。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 平松俊一議員。 

○３番（平松俊一） 昭和５２年からの借地契

約ということで、令和３年で終わってしまう

と、そのときに契約者が必要なければ解体、更

地にして戻してもらうと。そこから町の土地を

どう利用するかという話が動くことになるの

か、それとも現時点で例えば解体費用を浮かす

ために、今、建て主のほうは差し上げますか

ら、町で何か利用しませんかとかそういう話が

出るか出ないかわかりませんけれども、この次

に質問する道道の立体交差では、あらかじめ町

はこれから先のことを考えて投資をしたりとか

している例もありますね。 

 これは令和３年に、この契約が切れるという

ことになりますと、例えば、今、リサイクルセ

ンターを建て直そうという計画を練っている最

中なのですけれども、建物は古くても鉄骨です

から、耐震補強するにしても何にしても非常に

簡単に済む、耐久性は鉄骨というのは抜群にあ

りますので、ある意味使い勝手がいいのではな

いかなという見方もあると思うのですよ。 

 別にリサイクルセンターに限った考え方をす

る必要はないのですが、令和３年に解体される

のか、もしくは利用するチャンスがあるのか、

あらかじめ協議をして、その内容によって、う

ちのほうでも考えてもいい時期でないかなと思

うのですけれども、この点についてどのように

お考えなのでしょうか。 

○議長（木下 敏） 総務財政課長。 

○総務財政課長（俉楼 司） それでは再質

問、答弁してまいります。 

 契約上は、令和３年３月ということでござい

ますが、ただ契約の目的、現状の契約の目的と

しては真空予冷庫施設として活用しますよとい

う契約目的になってございますので、そこら辺

は今の新はこだて農業協同組合として、その施

設をどう活用していくのかというところを協議

をしているところでございますので、相手方で

その施設を使用しないということになれば、そ

の施設が町でどう活用していくのかという当

然、そこは検討に値するものだと思っておりま
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す。 

 ただ、議員おっしゃるとおり、昭和５２年当

時の建物になりますから、鉄骨はまだ使えるの

かもしれませんけれども、がわり含めて何に使

うかという中で応分の費用負担といいますか、

修繕、また施設、新たな施設に使うとなると、

そのような投資も必要となります。その際に、

あそこの峠下の立地的に何ができるのか、何が

ふさわしいのかというのは、町としても検証し

ていかなければならないかなと思ってございま

す。 

 今、議員のほうからお話がありましたリサイ

クルセンター等については、そこで何の業務や

るかというところで、住民の皆さんに対して

しっかり説明が必要な部分もあろうかなという

ことも考えますと、今後、農協との協議の後

に、町がその土地を有効的に使うということで

考えさせていただくということで思ってござい

ます。 

 ただ、契約期間は令和３年３月ですけれど

も、その前に農協との協議を素早く進めて、そ

の後、町としての土地利用、判断を早くしてま

いりたいと思ってございます。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 平松俊一議員。 

○３番（平松俊一） 先ほども言いましたけれ

ども、鉄骨というのは溶接で補強が可能なので

すね。鉄筋コンクリートなんかであると、非常

にややこしいので、壊して建て直したほうがい

いというのもありますけれども、鉄骨に関して

は、例えば函館ドックの工場なんていうのは、

大正時代に建てた建物をまだ使っているところ

なんかありますので、ぜひ早目にいい検討を進

めていただければなと思います。 

○議長（木下 敏） ちょっと平松議員に申し

上げます。 

 前年度も一般質問のとき議運のほうでも、い

つも最後の意見は意見で終わらないようにと、

質問で終わるようにということで、先ほど１問

目のときも意見で終わっているのですよ。だか

ら、これからは意見で終わらないでください。

一般質問ですから、質問で答弁もらえるような

形で行ってもらいたいと。そうしないと、定例

会終了後の反省の時点で、また注意をするとい

う形になりますので、今、ここで注意申し上げ

ますので、最後は質問で終わるようにしてくだ

さい。 

 平松俊一議員。 

○３番（平松俊一） ４問目に移ります。 

 街路計画路線である中島臨工通と道道大野・

大中山線についての質問であります。 

 町では、平成１２年、１３年、２２年度に街

路計画路線である中島臨工通を早期に完成させ

るためとの理由で、約２億円を土地の購入と移

転補償費に支払っております。しかしながら、

今現在、北海道においては道道大野・大中山

線、この改修工事が終了していない中におい

て、この街路計画路線を道道に変更する考えを

持っていないというふうに聞いております。 

 しかしながら、町長は、町民、議会に対しま

して、この計画が実現可能であると大分前から

説明を続け、施政方針にも毎年掲げておりま

す。北海道に対しても要望活動を行ってきてい

る、これは十分承知をしております。このこと

に関しまして、次の点について４点ほどお伺い

をいたしましす。 

 この街路計画を実現する必要性というものを

まず、再度確認をさせていただきたい。 

 ２点目としましては、用地買収を先行した理

由、２億円の出費ですね、その理由。 

 ３点目は、中島臨工通の一部を道道に昇格さ

せる可能性についてお尋ねをいたします。 

 最後は、この街路計画の今後についてお尋ね

をいたします。 

 よろしくお願いします。 

○議長（木下 敏） 都市住宅課長。 

○都市住宅課長（寺谷光司） それでは、１点

目この街路計画を実現する必要性についてでご

ざいますが、中島臨工通の一部が整備されるこ

とによって、中島工業団地内の生産物や周辺の

農作物の集出荷などの流通がスムーズになると

ともに、道道大野・大中山線沿いに本年３月に

完成した真空予冷庫施設からの流通の効果が期

待できること、また、この道路整備により中島
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工業団地内の未利用地への新たな企業の参入な

ど、町の発展が期待できることなどから、町と

しては必要性があるものと考えてございます。 

 ２点目の用地買収を先行した理由についてで

ございますが、中島臨工通の一部については、

平成７年から毎年、北海道へ対し整備を要望し

ているところでございますが、道路の必要性か

ら一部用地を先行取得し、より強い要望として

続けているところでございます。 

 ３点目の中島臨工通の一部を道道に昇格させ

る可能性についてでございますが、本年５月に

も道道昇格要望を北海道に対し行ってございま

すが、現在、道道大野・大中山線と町道中野５

号線の交差点から国道５号に向かって踏切の間

を令和２年度までに完成予定、踏切から国道５

号までの間を令和３年度から令和７年度までに

整備予定、その後、中島臨工通の一部を道道に

昇格整備するとの検討をするとの御返答をいた

だいてございます。 

 また、ロバパンからアップル温泉上の交差点

までの道道については、大川にかかっている橋

梁を含め街路断面で整備されていることもあ

り、長年の要望活動を踏まえ、可能性について

はあると認識してございます。 

 ４点目のこの街路計画の今後についてでござ

いますが、引き続き北海道に対し早期に着工し

ていただけるよう、強く要望してまいりたいと

いうふうに考えてございます。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 平松俊一議員。 

○３番（平松俊一） この質問に関しまして

は、平成２５年の１２月の定例会でも私、１度

質問しておりまして、同じような答弁を受けて

おります。 

 国道５号線に今の道道がぶつかるところ、篠

田商店とかいうところの交差点でありますけれ

ども、あそこがロードヒーティングが切れた

り、いろいろ何か冬場にトラブルが多くて、あ

れの改良が進まないのかなということで、管理

者のほうに問い合わせをしました。いつころ工

事ができるのでしょうかという質問だったので

すけれども、今のお答えの中には、令和３年か

ら令和７年の間に済むと、工事ができるという

御説明だったですね。 

 まだ、国のほうでは全くそこの交差点の改良

の設計というのは、白紙状況だというふうに

おっしゃっていましたけれども、道がそういう

のであれば、これはできるということでよろし

いのですね。まず、その確認がとれているとい

うことであれば、１点目の必要性は、半分は達

成ができるということになります。 

 冬に、ことしの冬ではなくて去年の冬なので

すけれども、あそこでトレーラーが曲がれなく

なりまして、雪の多い時期だったのが一番の原

因かと思うのですけれども、私、毎日近所のコ

ンビニの前で子供たちの見守り活動をしている

ときに、ずっと車が動かないで、たまってし

まったものですから、周りの人に後から聞きま

したら、車が曲がれなかったと。下る車が曲が

れなかったのか、上ってきた車が曲がれなかっ

たのかがわからないのですけれども、３０分、

４０分渋滞が解消するまで時間かかっていまし

た。こういうこともありました。 

 それで、今度の用地買収をしたところ、確か

に見た目は広い十字路、交差点になるかと思い

ますけれども、これは道のほうでは必ず町の要

望どおり立体交差で考えているということは、

裏が取れているという表現変ですけれども、公

式な見解は当然、今の道道が終わらなければ公

式なことは言えないのでしょうけれども、町の

ニュアンスとしては用地買収をしたところに立

体交差がかかるという、ある程度確信を持って

続けていらっしゃるということで、この点の確

認をもう一度させていただきたいなと思いま

す。 

 ４点目のところで、１点目から３点目まで

で、これができると予冷庫の効果、工業団地に

対する企業の誘致、こういうものが非常に進む

のではないかというお話がありました。ただ、

ちょっと気になるのは、大中山駅の裏側にきち

んとした道路をつくってくれなんていう要望も

昔、出たことがありましたけれども、この道路

だけの話ではなくて、工業団地そのものとかあ

の辺含めた計画というのは、１度見直し必要が
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あるのではないかと思うのですけれども、この

辺あわせて検討していくというお考えなのかど

うか、この点について再質問させていただきま

す。 

○議長（木下 敏） 都市住宅課長。 

○都市住宅課長（寺谷光司） それではお答え

してまいります。 

 まず、１点目の立体交差でということでござ

いますけれども、その前段にトレーラーが曲が

れなかったとか、渋滞を巻き起こしてたという

ことは、あそこ道道大野・大中山線、今、現状

も狭くて歩道もない状態で、それが道のほうで

令和７年までに道路やって、歩道もやってくれ

るというふうに聞いてございます。 

 立体交差で進めていくのかどうかということ

については、先ほど大川にかかる橋梁も街路断

面でやっていますし、それ街路事業でやってい

ますし、あと要望の話の中でも高架で十分技術

的には、ちょっと勾配はきつくなるけれども、

いけるのではないだろうかということで、話は

しているところでございます。なので、立体交

差については引き続き、また、あそこ渋滞とか

もありますし、また、踏切とかもできればそっ

ちのほうも渋滞になりますし、高架でぜひ進め

ていきたいというふうに、要望してまいりたい

というふうに思ってございます。 

 また、工業団地の見直しの件でございますけ

れども、今、町のマスタープラン、都市計画の

マスタープランのほうを本年度、来年度と、見

直しの期間で策定中でございます。その中にお

いてもそういう部分の計画について、ちょっと

検討していきたいなというふうに考えてござい

ますので、御理解のほどよろしくお願いいたし

ます。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 町長。 

○町長（中宮安一） 私のほうから、ちょっと

補足させていただきますけれども、立体交差の

関係ですけれども、これ都市計画決定で立体交

差で決定されておりますので、それは都市計画

というのは非常に重い法律でありますので、そ

れ以外のことは、私は今のところ考えておりま

せん。 

 それと、工業団地の見直しと言いましたけれ

ども、今が何か区画をこういうふうにして工業

団地をつくっていこうという計画は持っており

ません。あの区域は、工業専用区域で定めてい

るだけのものでありますので、それ以上の開発

行為でこういう立地を、造成をしようとか、そ

ういうもの決して計画として持っているわけで

ありませんので、もしかすれば逆に言えば、そ

ういう計画をつくらなければもっと進まないの

かなという気はしておりますけれども、そうい

う意味で誤解のないようにお聞きいただければ

というふうに思います。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 平松俊一議員。 

○３番（平松俊一） 相当前から、３０何年前

の計画で、工業団地をつくるための道路という

のが最初の出発点だったと思うのですけれど

も、なかなかこういう時期になりましたら、そ

もそもが大きな工場を立地してまで出てくるか

という企業は、今時点ではちょっと少ないのか

なと。企業誘致の実績でも協議会でも、５年間

ゼロだというのがありましたので、道路をつく

れば確かに便利になります。それははっきりし

ていますけれども、一番やはり問題になるの

は、費用対効果というのを必ず道・国のほうで

は言います。町の計画としてある、それを町が

やる分には何も文句ないのでしょうけれども、

これを道道に切りかえていただきたいとお願い

をするからには、やはりそれなりに費用対効果

を我々のほうから説明できる。 

 例えば、通行車両の量があるからとか、それ

から今言いました予冷庫の扱う物流が相当ある

と、流れ的には倉庫で扱う７０％、８０％がこ

こを通るのだということで説明できる資料もつ

くらなければ、道のほうに対してただ要望を続

けるだけでは厳しいのではないのかなというの

が１点と、もうこれが何年でしたか、２２年

間、３軒あった家を立ち退きをしていただいて

用地は確保できていると。 

 この件で、たまに私も聞かれます。築１０年

ちょっとぐらいの家を壊して、わざわざ移転補
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償までして、一体いつになったらできるのだと

いうことを聞かれますので、できれば要望して

いますだけではなくて、何かの時点できちんと

もう一度、町の構想を町民の方に理解してもら

うというそういうことが必要ではないかなと思

うのですけれども、この２点についてお願いい

たします。 

○議長（木下 敏） 土木課長。 

○土木課長（佐々木陵二） 費用対効果になり

ますけれども、こちらの道路つくる際、 B/C

（ビーバイシー）といいましてコストベネ

フィット、日本語で費用便益効果といいますけ

れども、そちらのほうの検証を北海道のほうで

は行っております。数字について、まだ公表さ

れておりませんので、幾らという数字はちょっ

と控えさせていただきますけれども、効果は上

がるということで北海道のほうでは検証してお

ります。こちらの費用便益については、改修費

と維持管理費を足したものを走行時間短縮便

益、総工費用短縮便益、交通事故検証便益とい

いまして、こちらのもので割ったもの、そちら

が数字としてあらわれます。こちらで割ったも

のが１以上あれば、効果はあるということにな

りますが、こちらのほうが１以上出ているとい

うことで伺っております。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 経済部長。 

○経済部長（青山芳弘） それでは、住民説明

のほうに答弁させていただきますが、長い間、

道のほうに要望活動を町としては継続しており

ます。そういう長い要望活動を踏まえて、現道

の改良も北海道のほうで進めさせていただいて

ございます。現在は、大中山小学校・大中山中

学校のスクールゾーンというのですか、歩道の

確保ということがまず重点だということで、現

道をまず道のほうでは改良工事をしていただい

ているということでございます。 

 確約ということではございませんけれども、

交渉の中である程度明るい材料は見えてきてい

るということから、ここでの要望活動を継続す

る、より続けていくことが北海道に対して、町

としては誠意ある対応かなと思ってございます

ので、そういう形で今後も要望活動継続し、何

とか早く事業としての目につくようになればよ

ろしいでしょうけれども、これは相手方のある

ことでございますので、そこは今後の要望と協

議等を踏まえながら、事業の早期実施に向けて

町としても対応していきたいと思っております

ので、御理解のほどお願い申し上げます。 

○議長（木下 敏） 平松俊一議員。 

○３番（平松俊一） それでは、５点目に移り

たいと思います。 

 大中山小学校の改築関連事業と今後の運営経

費についての質問であります。 

 平成２３年より大中山小学校の改修計画が動

き出し、関連工事も含めて、今年度をもってよ

うやく主要な工事の完了となります。この長期

にわたる工事の全容と工事費は、今まで町民に

対して総括的には知らされていないと思ってお

ります。 

 町においては、歴史的な大工事ともいえるこ

の事業に関し、年度ごとの予算報告だけではな

く、最終的な全体像とこのことにかけられた投

資費用をいま一度、町民に向けて丁寧な説明が

必要と考えております。 

 また、今後の学校及び複合施設の運営経費の

考え方もあわせて説明が必要と思いますので、

次のことに関して伺いたいと思います。 

 １点目は、長期間にわたる工事を選択した経

緯について。 

 ２点目は、当初計画から最終工事に至るまで

の経緯と、その内容と予算について。 

 ３点目は、最終的な全体の工事費について。 

 ４点目は、今後、必要となる各施設のランニ

ングコストや利用料金についてお尋ねをいたし

ます。 

○議長（木下 敏） 学校教育課長。 

○学校教育課長（竹内圭介） それでは私のほ

うから、大中山小学校の部分について答弁をさ

せていただきます。 

 １点目の長期間にわたる工事を選択した経過

についてでございますが、大中山小学校が改築

に至った経過としまして、平成２１年度に町内

の小・中学校の耐震診断を行った際、大中山小
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学校の校舎及び体育館については、耐震補強で

はなく改築が必要と判断されております。その

後、平成２３年８月に、民生文教常任委員会が

所管事務調査を行い、現地調査を踏まえても好

ましい教育環境とは言えないことから、早急に

確実な財源を確保し、計画的な整備計画を策定

するとともに、学校施設の長寿命化を図ること

を望むというような報告がなされております。 

 また、学童保育クラブについても平成２４年

２月の民生文教常任委員会の報告で、学童保育

クラブを開設している旧大中山公民館は建築か

ら４０年以上が経過しており、新耐震基準の適

用以前の施設であることから、学校内の空き教

室使用の検討、また、ほかの市町の運営方法を

調査するなど、放課後児童対策を一体的に検討

すべきという報告がされております。 

 このような経過から、一体的な整備を進める

ためのベースとなる大中山小学校土地利用構想

図を平成２４年６月に作成しております。 

 さらに、平成２４年８月には大中山地区の各

町内会長及び大中山小学校ＰＴＡ役員などで構

成された、大中山小学校及び複合施設改築促進

期成会から、大中山小学校の改築と複合施設の

整備について要望があり、改築へ向け動き始め

ました。 

 その後、期成会と町及び教育委員会で、平成

２４年１１月から平成２６年３月までの期間で

６回ほど協議を重ね、また大中山小学校教員か

らも意見集約するなど行っております。 

 こうした協議の結果から、改修工事を行うに

当たりましては校舎を使用しながら、子供たち

の学校生活に極力支障を出さないよう仮校舎の

建築等をしないで、同じ土地に建築する手法を

採用したこと。さらには大中山出張所、学童保

育が入る複合施設の建設も隣接地で行うことと

なり、より緻密な工事スケジュールの管理が必

要となることから、工期を分け、時間をかけた

工事として、こちらにつきましては、期成会の

了解も得た上で決定をしております。 

 ２点目の当初計画から最終工事に至るまでの

経過と、その内容と予算についてでございます

が、最初に計画のベースとなっているのは、平

成２４年６月に作成した大中山小学校土地利用

構想図で、この中では小学校校舎・体育館・

プール・学童施設・広場などを整備する構想と

なっております。平成２４年８月に期成会か

ら、大中山小学校の全面改築の要望があった

後、期成会、町、そして教育委員会で、この土

地の利用構想について協議、また意見交換など

を行い、その内容をもとに平成２５年８月に大

中山小学校改築整備事業計画を作成しました。

同年１０月から平成２６年３月までの期間で、

大中山小学校体育館及び校舎北棟・校舎南棟改

築の基本設計を完了し、その後、平成２６年度

では用地の測量、工事の実施計画、実施設計、

用地の購入や支障物件の移転補償など行ってお

ります。 

 なお、体育館及び校舎棟のみ設計を行ったの

は、平成２３年８月の民生文教常任委員会の報

告でもあったとおり、早急に確実な財源確保に

努めるため、補助金がつきやすい優先度の高い

ものから判断した結果となります。体育館と校

舎等を先行して整備することとしました。 

 平成２７年度からは工事に着工しておりまし

て、平成２７年度には体育館、平成２８年度で

は校舎北棟、平成２９年度ではバイオマスボイ

ラー、旧校舎棟の一部解体、校舎南棟、また

プール、多目的広場の整備の設計委託、平成３

０年度ではグラウンド整備やプール棟、残りの

校舎解体、そして今年度では最終工事となる多

目的広場の整備工事を現在行っているところで

ございます。 

 予算としましては、最初に基本設計を行った

結果、工事費は概算で約３２億円程度と試算を

されておりますが、このほかに設計費用、用地

の測量や購入費、移転補償費などほかの経費も

含めて、事業費としては約４０億円程度を見込

んでいたところでございます。 

 ３点目の最終的な全体の工事費についてでご

ざいますが、まだ全部の工事が完了しているわ

けではございませんが、最終的な工事費につい

ては約３３億円、全体事業費で約３８億円ほど

になる予定でございます。当初の見込みよりは

安く完了することができそうです。 
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 ４点目の今後の各施設のランニングコストや

使用料についてでございますが、大中山小学校

の年間でかかる各経費をお答えいたします。光

熱水費では、電気料が約９３０万円、ガス代が

約１２０万円、ボイラー用のチップが約２２０

万円。水道料は校舎分が約８０万円、プール分

では約３０万円、合わせて約１１０万円。光熱

水費全体では約１,３８０万円となります。この

ほか施設の保守・管理に係る委託料などの諸経

費として、体育館を含む校舎部分で約３７０万

円。プール管理では約１１０万円となってお

り、全体経費としましては年間で約１,８６０万

円となってございます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 子育て健康支援課長。 

○子育て健康支援課長（岩上 剛） 私から

は、大中山複合施設の部分について答弁をさせ

ていただきます。 

 ３点目の最終的な全体の工事費についてです

が、大中山複合施設は平成２９年度に基本設

計・実施設計を行い、平成３０年度に本体工事

が竣工し、今年度には旧施設の解体と外構整備

を行い、９月末までには全ての工事が完了する

予定でございます。 

 大中山学童クラブ、大中山出張所及び多世代

交流地域センターとしての機能を持つ大中山複

合施設は、建物と外構、旧施設の解体費を含

め、全体工事費は３億４,１０９万６,４００円

となっております。 

 ４点目の今後必要となる各施設のランニング

コストについてですが、大中山学童クラブと多

世代交流地域センター、交流スペース分の電気

代として年間約６５万４,０００円、ガス代とし

て約７４万９,０００円、上下水道料約１５万

７,０００円、合わせて約１５６万円を見込み予

算計上しております。 

 今後は、冬期間の稼働に向け予算の範囲内に

おける経費節減に努めてまいりたいと考えてお

ります。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 住民課長。 

○住民課長（清野真里） ４点目の今後、必要

となる各施設のランニングコストや利用料につ

いてですが、大中山出張所及び大中山多世代交

流地域センターコミュニティー室分のランニン

グコストは、電気代、年間約７０万５,０００

円、ガス代約３３万７,０００円、上下水道料約

１６万６,０００円、合わせて１２０万８,００

０円を見込み予算計上しております。 

 また、多世代交流地域センターの利用料につ

きましては、減免対象団体等の利活用を想定し

てございます。 

 大中山複合施設は、平成３１年３月にオープ

ンしたばかりの施設でもありますので、年間コ

スト等については今後も注視し対応してまいり

ますので、御理解願います。 

○議長（木下 敏） 平松俊一議員。 

○３番（平松俊一） １点目でありますけれど

も、基本は期成会等を中心とした理解をちゃん

ととった上で進めたという御説明でした。各町

会長がその会員になって、メンバーになって協

議したということになっています。 

 この過程で、大中山地区に必要な小学校を望

む会という会が署名活動をいたしまして、７０

０名以上の賛同をもとに町のほうに要望書を出

しております。これ期成会と違った内容であり

ましたけれども、趣旨は学校の配置変更や町有

地の利用で、新たな用地買収が不要になるので

はないかと。この学校の当初の計画から、国道

沿いにある民有地を全部買収をして進むという

計画に対して、望む会のほうでは、そういう必

要ないのではないかというのをまず１点訴え

た。２点目としては、２点目といいますか、工

期を見直して経費が削減できるのではないかと

か、期成会側に町のほうの説明というのは常に

財政的な裏づけ、その説明がないまんま進んで

いるというのがその指摘だったのですね。 

 この要望書に対しての町の答弁というのは、

用地買収をするその場所で駐車場スペースが拡

大することによって、地域のイベントなんかに

も利用できるというのがその理由。それから、

経費、財政的なことに関しては御指摘のとお

り、財政的な説明はしておりません。これは子

供たちのために、よいものをつくりたいという
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前提で、保護者や期成会の皆様が財政的な問題

を危惧して、妥協していただくという手法をと

りたくなかった、こういう回答をされていま

す。 

 しかし、これ同じ時期に七重小学校、耐震工

事でやはりアウトになりまして、補強工事をし

ました。これは大中山小学校と違って補強です

から、旧校舎を丈夫にする、これから３０年使

うという工事を６億円くらいでやったのかなと

思うのです。大中山は、確かに計画が出た時点

で、全部建て直すということでスタートしてい

ます。ところが大中山小学校、七重小学校、ほ

ぼ同時期につくられた同じ程度の規模の校舎な

のですが、七重小学校のほうは補強と、いわゆ

るリフォームですね、ということになってし

まったということで、一部なのか、たくさんの

方なのかがちょっと仕分けしておりませんけれ

ども、保護者の方の不満の声が上がっていると

いうことも聞いております。 

 ちょっとお聞きしたいのは、この大中山小学

校をこういうふうに進めるという中の町の説明

では、いわゆる費用対効果、考えなくてもいい

事業だというふうにとれる節があるのですけれ

ども、この点についてどうだったのか、お尋ね

をしたいと思います。 

 また、このころに町民１人の方なのですが、

大中山小学校改築に関し、周辺土地の購入にか

かわる監査請求というのを出されております。

これは町有地の利用に新たな購入は必要ないの

ではないかという、望む会と同じような趣旨の

監査請求だったのですが、これは監査委員のほ

うで不適法ということで却下された経緯があり

ます。 

 そこでちょっとお尋ねをしたいのですが、平

成２４年の６月に作成されている土地利用構想

図、これは誰が考えたものなのか。業者に委託

をして出てきたのが、こういうことなのですよ

という話なのか、もしくはこの時点である程

度、地元の要望というのが盛り込まれた上での

利用構想図だったのか、ここの確認をさせてい

ただきたい。 

 もう１点、普通に子供を学校に送っているお

母さんたちなんかの話にもたくさん出ていたの

ですけれども、グラウンドに校舎を建てる、校

舎・体育館を建てて、新しい校舎ができたら子

供をそっちへ移してくれたほうが、子供たちも

安全だし、早くできるのではないのと。当然、

安くできるのではないのという声があったので

すが、出てきた最初の計画には、全くグラウン

ドに校舎を建て直すという案が入ってなかった

のですが、これは最初からグラウンドには建て

ないという条件づきで業者のほうに依頼をした

のか、この点を確認させていただきたいと思い

ます。 

 ２点目になりますが、結構長い間に、当初４

０億円を見込んでいる事業を４年、５年にわ

たって委託だ、調査だということで発注してい

た。相当な工事発注件数になると思うのですけ

れども、全体で発注件数というのは幾つになっ

たのか、調査、委託も含めてですけれども、こ

の件数をお知らせ願いたい。 

 それと、この施設というのは、複合施設のほ

うなのですけれども、福祉避難所になっている

のかどうかをお尋ねしたい。 

 ３点目では、以前に同僚議員が学校の単価を

質問していました。要は全体工事費を床面積で

割ったときに、高いのではないかという質問を

しておりましたけれども、この点について再

度、説明を求めたいと思います。標準的な文科

省が出す、大中山小学校程度の規模であれば、

平米単価当たりが幾らになって、文科省は幾ら

になって、うちの大中山小学校はこれだけにな

るという数字の比較をもう一度、説明お願いし

たいと思います。 

 複合施設に関しましては、当初、補助金が何

か１,６００万円ぐらいしか出ないという説明が

最初にあったのですけれども、最終的に事業費

どういう内訳になったのか。国・道いろいろな

ところの補助メニューをたくさん探してやると

いう説明があったのですけれども、全体工事費

の中で補助金と町の持ち出し分、この割合の説

明をお願いしたいと思います。 

 最後になりますけれども、大中山小学校は建

て直す前に、ランニングコストというのは幾ら
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くらいだったのか。これと、新しい校舎を比較

してみたいものですから、建て直す前の水道・

光熱費を教えていただきたい。 

 それから、複合施設のほうですけれども、こ

れも冷暖房をプロパンで行うという方針を立て

て、それでつくったわけですが、プロパンの納

入業者の選定方法、小学校は施設をつくった会

社の指定店だということで、入札も何もなしに

決まりましたけれども、複合施設のほうはどう

だったのか、この点についての説明。 

 それと３月ですか、開業というか、オープン

してから今まで設計予測値と光熱費に関して実

態はどうだったのか、下回っているのか上回っ

ているのか、この点の説明。 

 それから、そういうものをベースにして、こ

れから予測されることは設計値と大きな開きが

ないのかどうか、あるいはもしこの経費がどん

どん思った以上に膨らむのであれば、利用者か

ら料金を徴収するということも将来的に出てく

るのかどうか、この点について質問したいと思

います。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） １時まで、暫時休憩いた

します。 

午前１１時５９分 休憩 

────────────── 

午後 １時００分 再開 

○議長（木下 敏） 休憩前に引き続き、再開

いたします。 

 一般質問を続けます。 

 平松俊一議員の再質問に対する答弁より入り

ます。 

 学校教育課長。 

○学校教育課長（竹内圭介） それでは、答弁

をしてまいります。 

 まず、１点目の大中山小学校の改築、こちら

費用対効果を考えなかったかという御質問でご

ざいます。こちら、その後のグラウンドになぜ

建てなかったかという御質問にも関連するの

で、あわせて答弁をさせていただきます。 

 こちら大中山小学校の改築の工事につきまし

ては、グラウンドに校舎を建てるということの

土地利用構想図を作成したときに、こちらのほ

うも実際検討しております。ただ、グラウンド

のほうに校舎を建てるとなると、整備に、造成

工事にかなりお金がかかるというようなところ

もございまして、そのほかにも理由はございま

すけれども、断念したというような、そのほか

にも子供たちの学習環境にも、グラウンドをか

なり長い期間利用できないということで、子供

たちへの負担やはり大きくなるというようなこ

とから、断念したというような経過がございま

す。 

 ですから、大中山小学校の改築事業につきま

しては、全くもって費用対効果を考えないで着

手したというものではなく、費用対効果も考え

た上で地元の要望をより多く取り入れたという

ようなことで進めているところであります。 

 あと、土地利用構想図ですけれども、こちら

誰が考えたものかということでございますけれ

ども、こちらにつきましては土地利用構想図の

発注につきましては、教育委員会が行っており

ますけれども、発注前に役場庁舎内の関連する

担当部署に集まっていただきまして、大中山小

学校改築事業関連の部分で打ち合わせを行いま

して、大中山小学校、そして学童保育、大中山

出張所、こちらの状況に関して協議を行ってお

りまして、その後、こちらの土地利用構想図を

作成しておりますので、町と教育委員会との考

えが反映されたというものでございます。 

 これに地元の要望が反映されているかどうか

というところなのですけれども、土地利用構想

図の作成したときに６種類構想図、構想の案が

上がってきまして、それをもとに期成会と地元

と土地利用について調整を行っておりますの

で、地元の要望につきましてもこの協議の中

で、できる限り要望を取り入れていったという

ような経過となってございます。 

 あと、工事の発注の件数ということでござい

ますけれども、こちらの事業の部分で発注件

数、用地の確定のための測量ですとか調査、ま

た、いろいろな委託、そちらも含めてでござい

ますけれども、まず調査につきましては用地の

確定のための測量と支障物件の調査を行ってお
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りまして、こちらは発注件数が２件となってお

ります。また、委託につきましては設計委託で

３件、あと工事の監理委託で４件で、委託につ

きましては合計４件となってございます。 

 また、工事につきましては、体育館や校舎、

バイオマスボイラーとプール、あと多目的広場

などの整備工事や、あと大小の解体工事含めま

して全部で合計で２１件となってございます。 

 あと、学校の建築に当たっての国の基準にな

る単価というのはどうなのかというところでご

ざいますけれども、こちらの文部科学省のほう

で補助メニューとして行っております学校施設

環境改善交付金、こちらの設計単価のことだと

思いますので、こちらの建築単価のほうで申し

上げます。 

 この学校施設環境改善交付金の中で、学校の

設計単価につきましては、建築単価で校舎の部

分で鉄筋コンクリートは平米１９万１,３００円

という単価となっております。また、屋体とい

うことで体育館につきましては、木造ですね、

こちらにつきましては２２万３,７００円といっ

た単価となってございます。 

 ただ、うちの実際の工事単価と比べますと、

やはり国のほうが低いというようなところで、

ただ国の設計単価につきましては、あくまで建

築単価ということで実情とは若干離れているか

と思います。 

 また、全体の事業費でございますけれども、

あとその持ち出しの部分ということで、全体の

事業費につきましては約３８億円ほどでござい

ます。この中に国庫補助が入っておりまして、

国庫補助につきましては７億６,７００万円、あ

と起債でございますけれども、起債につきまし

ては約２３億８,０００万円と、残りが７億４,

０００万円ほどですか、一般財源というところ

でございます。 

 あと、建築前のランニングコストということ

で、大中山の小学校建築前と申しますと、平成

２６年度になりますので、そちらの２６年度の

実績としまして、全体で光熱水費でございます

けれども、光熱水費につきましては約６４０万

円です。あと施設の保守、また管理に係る経費

としまして約１５０万円、あとプールの管理費

で約５０万円というところで、全体で８２０万

円というようなランニングコストということに

なってございます。 

 学校教育関連の答弁につきましては、以上で

ございます。 

○議長（木下 敏） 子育て健康支援課長。 

○子育て健康支援課長（岩上 剛） 大中山複

合施設は、福祉避難所になり得るかについてで

ございます。 

 この点につきましては、情報防災課と協議を

行いまして、現在は、福祉避難所として指定さ

れている状況でございます。 

 また、事業費の内訳についてですが、建築主

体工事が２億１,１６８万円、電気設備工事が

２,９６４万６,０００円、機械設備工事４,７５

２万円、外構及び旧施設の解体工事に５,２２５

万４００円、合わせて３億４,１０９万６,４０

０円となっております。 

 また、財源の詳細についてですが、学童保育

クラブ分の補助としまして国庫補助金、これに

ついては子ども・子育て支援整備交付金、３ク

ラブ分が補助として受けております。５,３１３

万８,０００円。道補助金、社会福祉施設整備補

助金、これも３クラブ分です。１,３２８万３,

０００円。多世代交流スペース分のセンターの

補助としまして、道補助金になります。３,１２

０万円、地域づくり総合交付金として受けてお

ります。合わせて９,７６２万１,０００円の歳

入として受けている内容でございます。 

 また、プロパンの納入業者の選定についてで

すが、指名競争入札で選定をしております。 

 また、現在までの光熱費、４月分から７月分

までの支払額については、予測経費を下回って

推移している状況でございます。 

 なお、７月分までの電気代の執行率は、予算

額に対し１７％、ガス代は１６％となっており

ます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 住民課長。 

○住民課長（清野真里） 私のほうから、大中

山出張所及び大中山多世代交流地域センターコ



－ 23 － 

ミュニティー室分の予算計上内の相違について

お答えいたします。 

 ７月末現在の実績は燃料費、ガス代５万１４

３円、電気料７万５,８１５円、上下水道料１万

６,４００円、合わせて１４万２,３５８円の実

績となっております。 

 現在、予算範囲内での経費を見込んでいると

ころでございますが、なお、今後の冬期期間の

暖房については状況を把握しながら、その状況

に応じて対応してまいりたいと思いますので、

御理解のほどお願いします。 

 次に、大中山多世代交流地域センターの年間

のランニングコスト高騰による利用料の増額を

考えているかどうかでございますが、こちらの

ほうは七飯町地域センター条例及び規則に定め

られている範囲内での対応となりますので、御

理解のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（木下 敏） 平松俊一議員。 

○３番（平松俊一） ほとんど工事が終わって

からという思いが皆さんあるでしょうけれど

も、これはやはりきちんと検証しておかない

と、期成会が認めたからいいのだというのが主

な答弁の骨格になっているのですが、どうして

もかかったお金とかを見直していくと、やはり

割高になっているというのがあると思います。 

 例えば、学校全体の構想をきちんとまとめた

上で発注すれば、１年、２年で終わる可能性も

あったはずですよね。たらればの話をしてもだ

めですけれども、この一つの工事で３０件近い

発注工事が行われているというのは、その経費

だけでも相当なお金になっていると思うのです

よね。 

 ちなみに大中山小学校と同規模、同時期に函

館市内で三つの中学校を一つにするという工事

がありましたけれども、私はこの辺と見比べな

がら質問をしているのですけれども、余りにも

条件違いすぎますので、数字を上げての質問は

できないのですけれども、やはり過程を見てい

くとすっきりしている、わかりやすい、できた

ものもコンパクトにできていて、床面積はほぼ

同じだというものを比べれば、どうしても大中

山小学校というのは言い方失礼かもしれないで

すけれども、無駄が多いかなというふうに思い

ます。 

 私、今、足がちょっと悪い状況なのですが、

この手術する前に卒業式で、入学式で、小学校

に来賓として呼ばれる。校長室から体育館まで

歩いていく、足首が悪いものですから、スリッ

パで歩くと非常に痛みを感じて、一番端から端

まで歩かなければいけないという状況だった。

これは私１人ではなくて、今後、例えば障がい

のある子供が入ってきたりだとか、いろいろな

方が利用する施設というのは、やはりそういう

ことも前提に考えていくというのが、今の世の

中の流れだと思うのですけれども、そういう意

味ではちょっと費用対効果が違う方向に行って

いるのかなと思っています。 

 それで再々質問をさせていただきますが、今

までの結果を見て教育委員会のほうでは発注件

数、もしまとめていたら経費は相当節減できた

というお考えはありますか、大した変わらない

ということなのか、その点をちょっとお聞きし

たい。 

 一番最初に、大中山小学校は大体３２億円く

らい行くかという話で、そのときには国の補助

は５億円くらいという説明だったと思うのです

けれども、最終的には７億円くらいまでには頑

張ってふやしたと、ところが起債は２４億円に

近いだけ起こさなければいけないということに

なった。これは、これ以上のものはやはり引っ

張れなかったということなのでしょうけれど

も、年度が幾つかまたがって補助金の申請とか

をしたと思うのですけれども、違いますか。何

か１回でやっても、これ以上無理だという形

だったのか、それとも北棟が終わってから南棟

へ行く前に、こういうメニューも出てきたか

ら、それもまた新たにもらえたのだとかで、そ

ういうこともあったのかどうか、ちょっとその

辺の説明をお願いしたいと思います。 

 複合施設は指名競争入札を行ったと、これは

何社で行ったのかということをお聞きしたい。

先ほども言いましたけれども、学校の本体は設

備業者が指定をしている町内業者に、ガスを納

入させるということにしましたと言っていまし
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たけれども、複合施設はそうではないやり方を

とったと。この違いの説明をしていただきた

い、なぜ変えたのか。 

 それから、設計予測値は今、下回っていると

いうことですから、これはいいと思います。 

 それから、料金の徴収がふえるとかそういう

ことは、今のところなさそうだということでよ

ろしいですね。 

 旧校舎のランニングコスト８２０万円くら

い、ただ、新校舎になったら設計段階で１,８６

０万円と言っていましたね。こうなるかは

ちょっとまだ、全体的にしっかり動いてないで

すから、プールの維持管理そういうものも含め

て１,８６０万円ということになっています。ち

なみにここだけ見ても、古い校舎のときよりも

新しい校舎にしたら１,０００万円ふえていくと

いうことですね。 

 例えば、私が今、車を買おうとしたら、ハイ

ブリットを買おうか、普通のガソリン車を買お

うと考えますよ。ハイブリット車のほうが高

い、これを何年で償却するかと考えたときに、

油代がハイブリット車を上回るか下回るかで、

どっちにするか決めますよね、普通の人はそう

いう選択をします。大中山小学校は、ライフサ

イクルコストという言葉を使いまして、３０年

間の経費をとりあえず算出をした上で暖房方式

等を決めたというふうに、この会場で説明を受

けています。 

 ちょっと蛇足になりますが、ライフサイクル

コストというのは生涯の経費なのですよ。今回

は小学校は３０年とか、複合施設は１５年だと

かと言っていますけれども、ちょっと違うので

すよね。鉄筋コンクリートであれば、七飯町の

場合４９年という設定をしていますから、４９

年間で幾らかかるかという本来はやらなければ

いけなかったのですけれども、これもちょっと

おかしいと思いますね。小学校は３０年、その

ときにはそれで私受けましたから、いいのです

けれども、小学校が３０年の計算しているの

に、複合施設の場合は１５年、どう思います。

何でそういう違いが出てくるのか。なぜ聞くか

といったら、１５年たって設備の更新があれ

ば、それが入るか入らないかという問題になっ

ていますよ。１５年ごとにやれば、言っている

意味わかります。 

 ４９年使う建物で２回更新すれば、その分の

設備費も全部入ってくるのですけれども、１５

年で例えばボイラーを変えるだとかということ

があるのだったら、その分は入ってこない計算

になってくるので、ちょっとこの辺の違い、な

ぜ違うかという。普通に考えれば、基準になる

ものは同じで考えていかなければいけないと思

うのですけれども、それをお聞きしたい。 

 それと１番は、１番はというか、ことしの２

月に報告書が出されたのですけれども、民生文

教常任委員会の報告書ですね。これは私も入っ

ていたやつなのですけれども、この中で教育委

員会のほうは、大中山小学校の経費でバイオマ

スボイラーを一生懸命たいて、その余熱でなる

べくプロパンガスの使用料を減らしているのだ

と、極力、控えているのだという報告をされて

います。 

 先ほどの再々質問と同じことになりますけれ

ども、本来、設計した新しい物をつくって、そ

れが動き出した途端に経費の削減をやっていく

というのは、これは当初の見込みと違ったとい

うことでいいのですか、ちょっとその辺の再々

質問お願いします。 

○議長（木下 敏） 答弁調整のため、暫時休

憩いたします。 

午後 １時２０分 休憩 

────────────── 

午後 １時３２分 再開 

○議長（木下 敏） 休憩前に引き続き、再開

いたします。 

 一般質問を続けます。 

 平松俊一議員の再々質問に対する答弁より入

ります。 

 学校教育課長。 

○学校教育課長（竹内圭介） 貴重なお時間を

費やしてしまい、大変申しわけございませんで

した。それでは、答弁のほう入らせていただき

たいと思います。 

 先ほど、御質問がございました教育委員会と
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して、工事がまとまったら安くなるかというよ

うな見解を持っているかというところでござい

ますけれども、こちらの工事につきましては、

必要なときに必要な部分の工事を行っておりま

して、ある程度まとめて工事を行っているとい

うことで、教育委員会としては考えておりま

す。ですから、当然、工事につきましては、最

良の方法で工事を発注しているということで考

えているということで御理解いただきたいと思

います。 

 また、補助金の申請の部分でございますけれ

ども、こちらにつきましては、補助申請につき

ましては体育館と校舎とバイオマスボイラーの

設置ということで、こちらそれぞれ補助申請を

行っております。校舎のほうにつきましては３

カ年の期間での事業として、３カ年での申請を

行っております。バイオマスボイラーは、当

初、予定してなかったということで、途中から

学校の、文科省の補助金とは別で、環境省の二

酸化炭素の排出抑制の対策事業のこちらの補助

金を活用してございます。 

○議長（木下 敏） 子育て健康支援課長。 

○子育て健康支援課長（岩上 剛） 大中山複

合施設のプロパンの納入業者について、入札で

行った経緯、そして何社で行ったのかというこ

とでございます。 

 複合施設については、ガスによる暖房に新た

に切りかえるということになりました。従来の

建物は灯油暖房ということで機能しておりまし

たが、今回はガス暖房に切りかわるということ

で、新規の扱いとして入札を執行して、選考し

てございます。町内業者については３社を選考

し指名して、入札として契約をしている状況で

ございます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 平松俊一議員。 

○３番（平松俊一） 質問の仕方が悪かったの

か、ちょっと答弁が漏れているのがあると思う

のですが、その前に一つ。 

 先ほど、再答弁いただいた中で、文科省の校

舎の単価１９万１,３００円とか、屋体の部分と

か説明受けましたけれども、これが今回の工事

で幾らだったのかという数字も一緒にお聞きし

たかったのですけれども、出ますか。 

 それをお聞きしたいのと、先ほど、できたば

かりで経費の節減をしているということに対し

て、どうなのかということもお伺いをしました

ので、その点についての御答弁もお願いしま

す。 

○議長（木下 敏） 教育次長。 

○教育次長（扇田 誠） 先ほど、再々質問の

ほうで答弁漏れがあって申しわけございません

でした。 

 まず、当初のランニングコストが違うのでは

ないかという意見についての説明になりますけ

れども、まず校舎の面積が１.８倍ほどにふえた

ということでありまして、そのほかにはプール

の面積も当然大きくふえた。そのほか光熱水費

の一番大きな増額の内容につきましては、体育

館が避難所を兼務、兼ねているということで、

土壌を暖める床暖方式に変えたということで光

熱水費が非常に上がっているということでござ

いますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（木下 敏） 学校教育課長。 

○学校教育課長（竹内圭介） それでは、実際

の大中山小学校の工事の単価というところでご

ざいますけれども、まず大中山小学校の体育館

の部分でございますけれども、体育館につきま

しては今回の建築面積が１,７０９平米となって

おります。体育館のほうの工事費につきまして

は、全部足しますと６億７,６００万円の設置工

事費になっておりますので、これを割り返す

と、平米当たりの単価につきましては約３９万

５,０００円というような形になります。校舎に

つきましては、全体で６,４９７平米となります

ので、校舎のほうの設置工事費につきましては

２０億２,３００万円となりますので、こちらを

割り返します。校舎の部分につきましては、約

３１万円というような平米単価となってござい

ます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 平松俊一議員。 

○３番（平松俊一） あくまでも文科省は何か

をベースにして出していて、これ以上の単価で
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は補助金は上積みしませんよということですか

ら、それを上回る分は、つくる側のほうの勝手

という言い方は失礼かもしれませんけれども、

そういうこと。大ざっぱに見ても結構な差です

ね。校舎は文科省が考えるやり方であれば、平

米１９万１,３００円あればできるのですよと

言っているのを、３１万円かけてつくった。体

育館は２３万３,０００円くらいあればできます

よといっているのを、３９万５,０００円かかっ

ていると。こういった値段の高さをどう評価す

るかというのは、非常にここで簡単に言える話

ではないのです。長い目で見て非常にいいもの

なのかどうか。 

 私、今回この質問しているので一番理事者側

に訴えたいのは、やはり決め方、選択の仕方に

問題があったのではないのかなということなの

で、総括をしてもらいたいなと思っているの

で、この質問をしています。 

 期成会がいろいろ要望を出している、高くて

もそれは要望だから応えましょうということで

ずっと今まできたわけです。結果的には、相

当、文科省の単価設定とは開きのある立派なも

のをつくったのですから、それはそれでいいと

いう方もいらっしゃいますでしょうし、そこの

詰めが甘かったのではないのかなという声も当

然あるわけです。それをちゃんと町民の方にわ

かりやすく説明しないと、年度ごとに広報に

ちゃんと出ていましたと、立派なものできてよ

かったでしょうという話で済ませられないので

はないかと思う。 

 まだ、七飯中学校ですとか、そういうところ

もじきこういう話が出てきますよ。建て直すの

か、補強するのか、岳陽学校は４億幾らかけ

て、あれ耐震補強入ってたんでしたっけね。と

にかく大きなお金がかかる施設ですよ、学校施

設というのは。特に、子供たちのことをきちん

と守るための施設でなければいけないのですか

ら、その辺は必要なものは必要でしょう。必要

でないものは、やはりきちんと絞っていくとい

うそういう流れをつくらないと、地元の要望で

したから、そのとおり応えましたという答弁の

繰り返しであれば、これは地元で何としてもい

いものをつくってもらおうと、みんなが力を合

わせて期成会でも何でもこういうのをつくって

やっていくのであれば、これは町の財政が間に

合わなくなってくる。ましてこのランニングコ

ストも当初設計とは大分違う、お金をかかる形

になるわけですから、この辺。 

 今回、この学校のことで質問していますの

で、教育長、最後にこれを総括して、これから

今言いましたように七飯中学校ですとか、それ

から軍川、大沼小学校の処分の問題も出てきま

す。やはり簡単にはいかない問題だと思います

ので、その辺のことを最後にお聞きをしたいと

思います。 

○議長（木下 敏） 教育長。 

○教育長（與田敏樹） 私から、御答弁をさせ

ていただきます。 

 １２月末をもって大中山小学校については、

外構工事も含めて全ての工事が終わる予定をし

ております。終わった後には、議員の皆さん方

とも御相談をしなければいけないのですけれど

も、落成式をする形になるだろうと。ただ、そ

の段階において議員の皆様、あるいは町民の皆

様方がこの大中山小学校を建築するに当たっ

て、いろいろな疑問とか疑念を持ちながら落成

式をするということではなくて、逆にすっきり

した形で落成式に持っていきたい。 

 そういう意味では、きょう出された御質問に

つきましては、町民の皆様、地域の皆様が声に

出さないけれども、いろいろ心の中で思ってい

る疑問・疑念を平松議員が出していただいたの

かなというふうに思っております。 

 そういう意味では、きょうの答弁を通して町

民の皆さんに御理解と御協力をいただきたいな

ということ、そういう思いで最後に御答弁をさ

せていただきますが、まず地元の要望であれば

高くてもいいという、そういう発想には立って

おりません。基本的には地元の要望はお聞きを

します。聞いた中で、最小の経費で最大の効果

を得られるために、どういうふうなことをやっ

たらいいかということで検討してきた結果でご

ざいます。 

 ただ、地域住民の声を聞くということは、必



－ 27 － 

然的にいろいろな声が出てきます。逆に言え

ば、余り聞かないでやったほうが一番効率的な

ものができるかもしれません。しかし、学校、

あるいは町でつくる建物というのは、行政の財

産ではなくて地域の財産です。そう考えれば、

地域の人たちの声を聞くというのは当たり前の

話であって、その中で費用対効果の問題を考え

ながら、どのくらいの規模、内容にするかとい

うことを検討しながらやってきた結果が、今回

に至ったということをまず大前提、御理解をい

ただきたいと思います。 

 それともう一つは、国庫補助の単価の問題と

実際の工事費の問題なのですけれども、これは

文科省の単価が低すぎます。低すぎるからこ

そ、この学校設備の改築改修に当たって補助金

の単価を見直して、上げてくれということで、

学校改築の期成会が北海道レベルであります。

北海道庁が、教育委員会が事務局になって、全

道の首長が加盟している期成会があるのですけ

れども、その役員会として毎年、文科省、ある

いは財務省に対して、この単価が安すぎるので

上げてくれという要望を出しております。 

 ですから、そういうことからすれば、決して

うちの工事単価が高いのではなくて、文科省の

補助基準の単価が安すぎるというのは、これは

全道の首長の認識です。だからこそ道庁が、教

育委員会が窓口になって国に要望しているとい

うことになっているということで、御理解をい

ただきたいなというふうに思っております。 

 あと、最後の質問のときに、前段に歩く距離

が長いとかというようなこと言われていまし

た。距離は間違いなく長くなりました。障がい

があるか、障がいに対してそれをなくするため

の一番簡単な方法は、まず障がいの種類、程度

にもよりますけれども、段差をなくするという

ことが一番のやり方です。そういう意味では、

段差をなくするということはフラットの部分が

ふえるわけですから、そこのところは距離的に

長くなるというのは、これはいたし方ないとい

うことでともう一つは、無駄なスペースという

よりは、そのスペースがあることによって、子

どもたちが活動できる領域がふえるということ

です。 

 例えば、七重小学校で言えば、１００メー

ターの距離があります。あの距離を無駄とする

かどうかというのは、使い方にかかわってきま

す。雨の日に、あそこでは七重小学校の陸上部

が陸上の練習をしております。そういう意味で

は、大中山小学校でもそういう活用の仕方はで

きるのだろうと思いますし、無駄なスペースが

あるからこそ、若干、課題がある子どもが授業

時間中に何かあったとしても、先生がそういう

スペースに連れていってクールダウンさせれる

こともできるというふうに考えると、教育委員

会としてはそれは無駄な場所ではなくて、必要

な場所だというふうに理解をしております。 

 ただ、今、申し上げたことが、まだまだ町民

の皆さんに理解がされてないということは、私

どもの説明不足だというふうに思っていますの

で、それはきょうの議会で答弁したことについ

ても、平松議員の議会の報告の中にも出ると思

いますし、私どもといたしましても機会がある

たびに町民に対して、そのような考え方につい

て示していきたい。 

 そして今回のこと、出された質問もしっかり

と受けとめながら、今後の建物についてどうい

うふうにやっていくかということの参考にさせ

ていただきたいというふうに思います。 

 そういう意味では、貴重な御質問として受け

とめさせていただきます。ありがとうございま

した。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 通告順に発言を許しま

す。 

 上野武彦議員。 

○９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、大沼岳陽学校についてでありま

す。 

 令和２年４月に大沼小学校と軍川小学校、東

大沼小学校を大沼中学校に統合し、義務教育学

校の大沼岳陽学校として開校する準備が進めら

れておりますが、次の点についてお伺いいたし

ます。 
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 １点目、小学校は３地域からの児童が一緒に

なることから、事前に計画的な交流の機会を設

けていると思われるが、どのような取り組みを

行ってきたのか。 

 ２点目、小・中の校舎が一つということで、

１単位の時間が５０分とするのは無理があるの

ではないかと考えますが、現在、どのように検

討を進めているのか。 

 ３点目、バスを利用した通学となると思われ

ますが、通学の時間はどの程度になり、低学年

の児童に負担にならないのかどうか、その辺に

ついて伺います。 

 ４点目、英語教育の充実をうたっております

が、どのような取り組み内容を考えておられる

のか伺います。 

 ５点目、学年、学級数がふえることにより、

体育館、グラウンド、特別教室の使用に関して

スケジュール調整が難しくなると思われます

が、どのような実施となるのか、具体的な検討

はどのようにされているのかお伺いします。 

 ６点目、統合に際し、３小学校の現在の児童

とかかわりのある教員のバランスのよい残留、

配置が考えられているのかどうか、その配置の

実態についてお伺いします。 

 ７点目、９年間の教育課程の編成は進められ

ているのか、その進捗状況についてお伺いしま

す。 

 ８点目、新たな学校へ移行するに当たってそ

の混乱を防ぎ、行き届いた教育体制をつくり、

適切な指導を行うため、国・道基準の教職員定

員以外に小学校課程で３名以上、中学校課程で

１名以上の増員が図れないか。 

 以上、８点を御質問いたします。よろしくお

願いします。 

○議長（木下 敏） 学校教育課長。 

○学校教育課長（竹内圭介） それでは、御質

問いただきました８点につきましては、どれも

現在、大沼岳陽学校開設準備委員会で検討して

いる最中でございます。このため結論の出てい

るもの、出ていないものがありますけれども、

出ていないものにつきましては、現在の協議中

ということで答弁をさせていただきたいと思い

ます。 

 それでは、１点目の統合に向けた三つの小学

校における事前の計画的な交流の取り組みを

行っているかとの御質問についてでございます

けれども、大沼地区の小学校３校では、従来か

ら５年生での宿泊研修、６年生での修学旅行を

合同で行っており、また、この二つの行事を行

うに当たり、事前交流学習を実施するなど、児

童交流の取り組みを以前から行っております。 

 さらに今年度は統合へ向けた取り組みとしま

して、３校間の集合学習を実施しております。

３年生から６年生については、来年２月までの

間に８回、また１、２年生につきましては来年

２月までに４回の実施を予定しております。そ

のうち１月と２月の最後に行われます２回につ

きましては、大沼中学校も交えて小・中学校全

員での実施を予定しております。 

 ２点目の１単位の時間について、どのように

検討しているかというところについてでござい

ますけれども、新たな時間割等につきまして

は、現在、学校と協議を行っているところで、

１単位の授業時間につきましては、小学校が４

５分、中学校が５０分とする予定でございま

す。 

 なお、休憩時間や中休み時間を調整しまし

て、２時間目の開始時刻と３時間目の終了時

刻、また、５時間目の開始時刻をそろえること

によりまして、２時間目、３時間目、そして

５、６時間目の時間で乗り入れ授業が可能とな

るよう、今現在、協議を進めているところでご

ざいます。 

 ３点目のスクールバスの通学時間はどれくら

いかと、また低学年の児童に負担にならないか

との御質問でございますけれども、来年度から

スクールバスの運行につきましては、現在、調

査・検討を行っている最中でございます。通学

時間につきましても極力、児童に負担をかけな

いよう配慮してまいりたいと考えております。 

 ４点目の英語教育の充実という部分で、どの

ような内容を考えているかについてでございま

すけれども、来年度から新学習指導要領が実施

され、外国語活動については３年生から実施さ
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れることになりますけれども、大沼岳陽学校は

義務教育学校であることから、９年間一貫性の

ある英語教育の取り組みは可能ということにな

ります。できれば１年生からの実施を目指して

まいりたいと考えております。 

 ５点目の体育館やグラウンド、特別教室など

の使用に関して、調整が難しくなるのではない

かとの御質問でございますけれども、統合後の

大沼岳陽学校の学年・学級数につきましては、

１年生から９年生まで各１学級と同じ、全部で

９学級を予定しております。学級数的には、調

整に支障を来すような学級数ではなく、また学

校とも協議しておりますが、特に問題はござい

ません。 

 ６点目の統合に際して、３小学校の現在の児

童とかかわりのある教員をバランスよく残留・

配置する考えがあるのかとの御質問でございま

すけれども、教育委員会としましても三つの小

学校の児童が新しい学校に通うようになること

から、各校からバランスよく教員配置をしてい

きたいということで配置を考慮してまいりま

す。 

 ７点目の９年間の教育課程の編成の進捗状況

でございますけれども、教育課程の編成につき

ましては、来年度から実施される新学習指導要

領を踏まえる必要があり、また、これまで小学

校・中学校それぞれ特色ある教育活動をしてお

りますので、こちらを考慮しながら現在、教育

課程編成に向けた作業を行っているところでご

ざいます。 

 ８点目の新たな学校へ移行するに当たって混

乱を防ぎ、行き届いた教育体制をつくるため、

基準の教職員定数以外に増員が必要ではないか

という御質問でございますけれども、こちら教

育委員会では、現在、教職員の配置について

は、道が定める教職員定数配置基準に基づいた

人員配置を予定しております。 

 ただし、全体の人数がふえるわけではござい

ませんけれども、基準に基づいた人員配置の中

で、副校長や事務員、あと養護教諭などの人数

を一般教諭へ振りかえすることによりまして、

一般教諭をふやすことができないかといった協

議を現在行っ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（木下 敏） 上野武彦議員。 

○９番（上野武彦） それでは、８点ほど答え

ていただいておりますが、１点ずつ再質問、

再々質問という形で進めさせていただきたいと

思います。 

 まず１点目の事前の交流の取り組みというこ

とでは、それなりに考慮した取り組みが行われ

てきているということであります。それでその

効果といいますか、これまでのこういった取り

組みが新しく岳陽学校で開設するに当たって、

十分児童生徒のお互いの交流というか、それが

成果を上げているというふうにお考えなのかど

うか、まずその点、再質問でお答えいただきた

いと思います。 

 よろしくお願いします。 

(「議事進行」と呼ぶ者あり) 

○議長（木下 敏） 中川議員。 

○１４番（中川友規） 今、上野議員のほうか

ら、再質問１問ずつということだったのですけ

れども、議会としてといいますか、議運として

といいますか、議運のほうから一般質問に関し

ては質問事項は全部やってくださいというふう

に各議員に申し合わせで言っているので、質問

に対して続けていくのは、好きなように続けて

いくのはいいのですけれども、質問はきちっと

やっていただきたいなと。 

○議長（木下 敏） 上野議員に申し上げま

す。 

 再質問は、８点まとめてお願いいたします。 

 上野武彦議員。 

○９番（上野武彦） そういう形でやります

と、非常に煩雑になると思いますけれども、そ

ういう疑義がありましたので、そういう形で進

めていきたいと思います。 

 それでは先ほど、１点目については質問をさ

せていただきましたので、２点目についてお伺

いしたいと思います。 

 今、お答えいただいたのは、中学校は５０

分、小学校は４５分ということで、これをうま
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く調整するという方法として、２時間目、３時

間目、５時間目ということで４時間目について

はどうなのですか、それわかりませんけれど

も、こういう形で開始時間をそろえ、終わる時

間は小学校課程は４５分で、これはベルを鳴ら

さないで４５分にするということなのかどう

か、その辺についてどういうやり方をされるの

か、もう少しわかるように説明をいただきた

い。２点目です。 

 ３点目については、バスを利用した通学を計

画ということでありますけれども、バスを利用

する前期課程・後期課程の児童生徒の人数は何

人ずつあるのか。それから、スクールバスに関

しては何人乗りで、何台運行するのか。それか

ら、２点目についてですけれども、１台で運行

するということになりますと、最初に乗車する

時間、それから学校へ到着する時間という所要

時間はどういうふうになるのか。それは、今か

らも十分検討されていなければならない問題だ

と思いますので、それはどういう時間の内容に

なっているのか、それについてまずお伺いした

い。 

 それから、帰りのバスの時間の問題がありま

すね、これは前期課程の低学年と前期の高学

年、また後期課程の中学課程では、学校の終了

時間が違ってきますよね。それに関してどのよ

うに調整して、帰りのバスの運行を考えておら

れるのか、これについては既に検討はされてい

るとは思いますけれども、それについてお伺い

したい。 

 さらに、１台で、２台でと、まだお答えいた

だいていないのですけれども、１台で運行する

ということになりますと、最初に迎えに行く時

間これが相当、例えば授業開始時間が８時５分

ということで、バスの運行に１時間かかるとし

たら、まさに７時の台に常に小学区、初期課

程、前期課程といいますか、入学したばかりの

児童がバスに乗らなければならないと。こうい

う時間の負担の問題が起こってくるというふう

に思いますよね。この辺について、どうお考え

になって、対策を考えておられるか、３点目に

お伺いいたします。 

 ４点目、英語教育の充実ということで質問さ

せていただくのですが、従来、義務教育学校で

も前期課程の３年生から英語の授業というのは

行われることになっているけれども、これを１

年生からやるということなのですが、１年生か

らやるその目的といいますか、それはどれだけ

その地域に説明され、理解を得られてやる方向

が検討されているのか、その辺についてちょっ

とお伺いしたいなと思います。 

 それから、特色ある教育ということで英語教

育ということを上げておられましたけれども、

大沼地域の３小学校に関しては、それぞれの地

域でそれなりの特色のある教育というのは行わ

れていたのではないかと思うのですが、どうい

う教育が各小学校では特色あるものとして行わ

れていたのか。そういうものについて継承する

ということは考えておられないのか、その辺に

ついて４点目の中で答弁いただきたい。 

 ５点目なのですけれども、先ほど答弁いただ

きました。実際、岳陽学校は９学級という形

で、こういう、体育館、グラウンド、特別教

室、プールも含めてですけれども、利用に関し

ては調整上、特に問題はありませんということ

でしたが、関連で今回の義務教育学校として行

われる大沼岳陽学校なのですが、９学級という

のは、学校教育法の施行規則では、義務教育学

校の標準的な学級数は１８から２７学級という

ふうに設定されているということなのですけれ

ども、大沼岳陽学校が９学級ということで、こ

れは本来の国が定める基準といいますか、標準

学級数に満たないわけなのですが、これで義務

教育学校という認定といいますか、国の認定は

されているのかどうか、関連でちょっと５点目

にお伺いしたいと思います。 

 ６点目です。３小学校の現在の児童とかかわ

りのある教員、バランスよく配置していただき

たいと、これについては十分検討して配置を考

えているということでお答えいただきました。

これは児童生徒の不安感解消とか、個に応じた

指導の充実のためということで言えば、これま

で関連のあった教師がかかわっていくというこ

とが十分必要なことだと思うのですが、そうい
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うことで十分考えておられるということですの

で、これはよろしいと思います。 

 ７点目なのですけれども、９学年、９年間の

教育課程、編成作業中ということなのですけれ

ども、新学習指導要領が出てくるので、それを

見据えて取り組むということでお答えいただい

たのですが、この新学習指導要領というのは、

いつ出されてきて、それは十分対応できる時期

に出てくるのかどうか、その辺について新学習

指導要領の出されてくる時期について、７点目

に御答弁いただきたいと思います。 

 それから、８点目です。定員以外の教員の配

置という問題であります。これは私が求めてい

るのは道の定める教員の配置、これの基準を超

えて今回は非常に短期間で、岳陽学校の開設の

準備が進められているのですね。しかも新たな

体制で教育が行われるということで言えば、初

期のそういう短期間の間でも何としても十分な

教育体制が図られるように、人員の一時的な形

でも増員を図って対応することが必要ではない

かということでの質問なのですが、ですから例

えば、小学課程で１、２年課程について１人、

３、４年課程で１人、５、６年課程で１人と。

それから、中学の後期課程で１名というような

ことを求めたのですが、先ほどの答弁では副校

長とか事務員だとか、そういうところでの増員

というか、体制がある程度余裕があるみたいな

形をおっしゃいましたけれども、私の言ってい

るのはそういうあれではなくて、教員の配置と

いうことを求めております。 

 それで、この点に関しては、文科省が教員の

増員計画というのを発表しておりますので、そ

れについて２０２０年度の文科省のこういった

教科担任制などの学校について、増員を図りま

すという方針を示しております。これについて

十分検討されたのかどうか、それについて答弁

をいただきたい。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 学校教育課長。 

○学校教育課長（竹内圭介） それでは、御質

問にお答えしてまいります。 

 まず、１点目の新しい学校になるに当たって

の三つの学校で交流事業ですね、こちらが効果

があるのかというところでございますけれど

も、もとから先ほど申し上げましたとおり、宿

泊研修、修学旅行につきましては従来から合同

で行っておりまして、それに加えて今年度に限

り集合学習を今、実施しているところでござい

ます。 

 この集合学習でございますけれども、給食を

食べたりですとか昼休みの交流含めて、２時間

程度交流学習を行っていると、１回当たりです

ね。行っているというところで、まだ回数は２

回、３回ほどですけれども、今後、重ねていく

につれて、こちらの交流の事業につきましては

効果が見えてくるというところで、教育委員会

としては考えております。 

 また、授業時間の部分でございますけれど

も、小学校の部分が４５分、中学校の後期の部

分が５０分の授業時間の予定でございまして、

授業につきましては小学校の前期、そして中学

校の後期、登校時間については同じ時間を予定

しております。それぞれ朝の会ですとか行いま

して、１時間目につきましては、小学校と中学

校の開始時刻がずれております。１０分程度、

小学校のほうが、前期課程のほうが、遅い形で

の多分授業になるということで予定をしており

ます。２時間目の開始の時刻を、その前の１時

間目と２時間目の間の休憩時間を、休み時間を

小学校は５分ほど短くなりますけれども、調整

をして２時間目の開始時刻を合わせるというこ

とになります。 

 当然、小学校と中学校それぞれ授業時間が違

いますので、小学校のほうが５分早く終わりま

す。２時間目終わった後の中休みの時間、こち

らは休み時間それぞれ時間については同じ、小

学校のほうが休み時間２０分、中学校のほうに

つきましては約１０分の休み時間を予定してお

ります。 

 開始時刻が、３時間目は中学校のほうが５分

早いような形で始まります。そうしますと、３

時間目の終了時刻が同じ時刻になるという予定

で、２時間目の開始時間、そして２時間目終

わった後、中休みの時間でも調整して、最後３
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時間目の時間の終了時刻を調整するということ

で、ここの２時間目と３時間目の授業につきま

しては、乗り入れ授業がそれぞれ終了、開始時

刻がそろっていますので、乗り入れが可能とい

うような形になります。 

 ４時間目は、それぞれ時間がずれますけれど

も、当然休み、その後、昼休みの時間でござい

ます。給食時間で若干調整をしまして、昼休み

終わってから、昼休みの終了時刻は合わせる予

定でございます。 

 当然、５時間目の開始時刻も時間をそろえる

というようなことを予定しております。そして

休憩時間の調整しまして、６時間目の授業とい

うことで、ここでまた５時間目の開始時刻を合

わせることによりまして、５時間目、６時間目

の乗り入れが可能というようなことで、時間を

そろえるというような予定をしているところで

ございます。 

 時間のベルにつきましては、現在、検討中で

ございますけれども、鳴らしてもさほど学校で

混乱がないというようなところで、ベルはそれ

ぞれの時間で鳴らす予定をしております。 

 あと、バスの利用する人数ということで、３

１年５月末の状況でございますけれども、小学

校につきましては７９人、中学校が４７人とい

うことで、合計１２０名の児童というところで

ございます。その中でバスを利用して、どこの

方面からどういうふうに来るかというようなと

ころは、現在拾って作業をしているところなの

で何とも言えませんけれども、バスにつきまし

ては１台で足りるということでは考えてなく

て、当然、開始の登校時間が同じになりますの

で、１台で全部を回るとなると当然時間も長

い、距離も長い、そして人数が乗れないという

ようなところもございますので、バスにつきま

しては方面ごとに乗る乗車の人数を拾って、適

正な台数を確認してまいるということで、現

在、作業を進めているところでございます。 

 恐らくバスにつきましては、１台では足りな

いということなので２台とかの台数、もしくは

それ以外にも送迎、必要になるというようなこ

とも想定はされるかと思います。 

 また、帰りの時刻でございますけれども、帰

りの時刻につきましては、６時間目まである時

間の場合ですと、小学校の後期のほうの学校の

終了時間が、６時間目終わるのが午後３時、中

学校は後期のほうが３時１０分というような６

時間目の終了予定となっております。その後、

帰りの会を行って下校の時間に入るわけですけ

れども、時間につきましてはほぼ１０分程度の

時間の差ということなので、下校の時刻につき

ましては、そろった形で下校するというような

ことを予定しております。 

 ただ、部活動ですとかそういう活動、放課後

される方、またその生徒につきましては、その

後の送迎のバスというような形になると思いま

す。 

 あと、英語教育の部分でございますけれど

も、どのような内容を考えているかというとこ

ろで、こちらの英語教育につきましては、統廃

合の説明の折に義務教育学校として統廃合する

に当たって、地域の要望として学力向上という

ようなところが、主に保護者のほうから要望が

あったということで、その中でも特に英語の部

分につきまして要望があったというところでご

ざいまして、その要望に応えるように英語につ

きましては義務教育学校になることによりまし

て、今度は１年生から９年生までの一貫した教

育ができるというようなところで、英語につき

ましても１年生からの取り組みを目指してまい

りたいということで、学習指導要領の中では３

年生からの取り組みというような部分で触れて

おりますけれども、１年生の活動につきまして

は今現在どのように取り組みをしていったらい

いかということで、開設準備委員会のほうと各

学校とも協議を進めているところでございま

す。年間の学習時数等も、ほかの教科にも影響

するところでございますので、現在、調整して

いるということでございます。 

 あと、９学級の部分の義務教育学校の、済み

ません。三つの学校の特色ある取り組みという

ところでございますけれども、三つの小学校の

部分で取り組みある活動としましては、主に大

沼小学校で現在行っております総合学習の中



－ 33 － 

で、特に環境教育というものを行っておりま

す。その環境教育につきましては、大沼公園広

場のほうに行って、フィールドワークのほかに

いろいろと環境の部分について、年間、講師を

招いて講演をいただいたり、あと子供たちの総

合学習の中でいろいろ地域の環境等を調べると

いうような取り組みを行っております。 

 そういった各学校で、いろいろ特色のある取

り組みをされておりますので、統合後につきま

しては、その特色を取り入れて義務教育学校の

活動に入れていくというようなことで予定をし

ております。そのようなことから、新しい義務

教育学校のことにつきましては、地域のことを

覚える大沼学というようなことを、そういった

取り組みもしてまいりたいということで進めて

いるところでございます。 

 また、９学級のこちらの義務教育学校の国の

基準が満たしていないのではないかという御質

問でございますけれども、済みません、私

ちょっと認識不足でございまして、そのような

基準に満たないというようなところ……、特段

問題はないということで判断をしているところ

でございます。 

 あと、新学習指導要領のこちら、いつ出され

るのか、また、この取り組み内容についてとい

うことで、こちら新学習指導要領につきまして

は既に出ておりまして、実施につきましては来

年度からということになりますので、現在、小

学校の部分につきましては新しい学習指導要領

の実施が来年度ということから、現在、来年の

教育課程編成の中で新しい学習指導要領踏まえ

た形で、教育課程編成を行っているというよう

なところでございます。 

 また、一時的な増員が必要と考えないのかと

いうところでございます。また、文科省のほう

で教員を増員するというような発表もあったの

が、教育委員会としてはその辺も考慮している

のかというところでございますけれども、文科

省のほうで教員の不足の部分、報道でも発表あ

りましたけれども、こちらのほうの具体的な増

員の部分との照らし合わせた新しい学校の増員

というのは、今のところは検討はしていないと

いう状況で、国のほうからも細かい指示が来て

おりません。 

 加配につきましては、こちら義務教育学校の

実施に伴って、１名の加配がありますので、そ

ういった部分で加配を活用した形での人員配置

を予定しているというところで、あとそれ以外

は先ほど申しましたとおり、道の人員配置の定

数の基準に沿った形で運用していくということ

で予定をしているところでございます。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 上野武彦議員。 

○９番（上野武彦） それでは質問させていた

だくのですけれども、先ほどの大沼の義務教育

学校、これが国の基準の学級数に達していない

のではないかという私の疑念がありましたけれ

ども、これに関しては再度、確認をしていただ

きたいなというふうに思います。今後のこう

いった学校運営上に、基準に達していないかど

うかということは、非常に大きな問題になって

くると思いますので、これについては再度、確

認をしていただきたいなというふうに思いま

す。 

 それから、最後の人員配置の問題で、文科省

の今回示されている内容については、教育委員

会としては認知していないというお話でした。

これは今回の学校運営に非常にかかわりのある

問題ですよね、人員配置の加配をするというの

が文科省で示されているわけですから、それを

十分活用するかどうかというのは重大な問題に

なると思いますので、これは示されている内容

大ざっぱに言いますと、一つは小学校高学年、

ですから後期課程の５、６年生、５、６年生で

の教科担任制を先行的に取り組む学校に対して

支援を行いますと、これは七飯町の岳陽学校も

対象になるはずなの。２,０９０人も全国で配置

しますという増員の計画を示しております。 

 それから、２点目に、小学校の高学年の英語

教科を多用するということで、英語を専門的に

充実させる人員の配置、これを１,０００人程度

全国で考えますよと、申請すればということに

なりますけれども、これも対象の範囲に入って

くるのではないかと思います。 
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 それから、３点目に、中学校の生徒指導、こ

れを支援体制を強化するということで６７０人

増員、これも全国の対応なのですが、あと障が

いを持つ児童生徒への通級指導などで人員の配

置も考えますよというようなことですので、こ

の内容については教育委員会で早急に調査を

し、七飯町で該当するものであればぜひ申請を

して、先ほど言いました小学校課程で３名でき

れば、それから中学校課程で１名増員のそうい

う配置をするように、国でせっかく増員配置を

しますよということを表明しているわけですか

ら、それを利用しないわけはないわけなので、

ぜひそういう方向を検討するかどうか、それ最

後にお聞きしたいと思います。 

○議長（木下 敏） 教育長。 

○教育長（與田敏樹） 私から、御答弁させて

いただきます。 

 まず、義務教育学校の基準の関係なのですけ

れども、義務教育学校をつくるのは市町村です

から、義務教育の法律の中に、今まで小学校と

中学校しかなかったのですけれども、ここに義

務教育学校という新しい学校ができました。平

成２６年だと思いますけれども、これの設置主

体については七飯町ですので、うちであれば。

七飯町が１年生から９年生までの校舎一体型の

義務教育学校をつくりますということで、多

分、１２月か３月には条例提案をします。要す

るに統合した後の学校を義務教育学校とします

ということで、これは設立します。 

 上野議員が心配されている、基準に満たない

場合に困るのではないのかという話なのですけ

れども、今、国の基準は、例えば中学校であれ

ば１２学級以上ないと、基準満たしていないと

いうふうな考え方なのですよ。小学校であれば

１８学級かな、これだけの基準を満たしている

学校というのは、道南にほとんどないです。で

は、ないからといって、その学校に支障がある

かと言えば、ないです。そこは。 

 子供の数がふえていかないと、ある意味では

マックスですよ、そこは。それ以上になった

ら、分けていかないと対応できなくなりますか

ら、ですから義務教育学校についても基準とし

てはあると思いますが、それを満たしていない

からといって義務教育学校にならないというこ

とではないです。義務教育学校になるというこ

とは、小学校と中学校が合わさるので、それぞ

れ定員がそのままプラスになります。 

 ということは、先ほど課長が説明したのです

けれども、プラスになるのにもう一つプラスに

なります。学校長が１人です。ここは変わりま

せん。そして副校長が１人つきます。そして教

頭職も２人配置になります。養護教諭も２人配

置になります。事務職も２人配置になります。

そうしたときに、全校生徒１２０数人しかいな

いのに、養護教諭が２人必要かといえば、２人

必要ではないというふうに考えております。そ

れから、教頭職が２人おります。教頭職は前期

課程と後期課程に、これは１人ずつ必要だとい

う認識をしています。では、その上の校長と教

頭の間の副校長が必要かといえば、これも必要

ないというふうに考えております。そこのとこ

ろで人数が、副校長の分１と養護教諭の分が１

余りますので、これを一般教員にしてください

ということで今、協議をしています。そうする

と、２人増という形になります。結果として

は。そして事務職についても２人要らないで、

１人増加してほしいと。ただ、事務職は職種が

違うので、ここは少し難航すると思いますが、

ぜひそういうことでお願いをしたいということ

で考えております。 

 それから、先ほど教科担任制とか英語の専科

とかというのが出ましたけれども、これについ

ては加配という制度で今までもあります。統合

加配というものが今もついています。統合前年

度ということで、大沼小学校に１名加配の状態

になっています。統合後についても、これにつ

いてはつけてほしいということで要望していま

す。加配というのは、全国で取り合いになりま

すので、文科省が制度つくったからといって、

うちに来るとは限りません。それはまさしく

今、調査が入って、その加配の要望を取りまと

めている最中です。各学校から。ですから、生

徒指導加配についても今までも要望していて

も、当たる学校もあれば、当たらない学校もあ
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ります。英語専科については、これは七重小学

校に英語専科の加配員がついていて、藤城小学

校と峠下小学校に巡回で行っていると、全部の

学校に行っているのか、要するにそれはつけて

います。そしてＡＬＴというか、英語講師と、

ボビーと一緒に回っているというのもありま

す。活用できる加配については、最大限活用を

しております。ただ、それをとれるかどうかと

いうのは、政治力とかそういう問題ではなく

て、それぞれの学校の状況に応じて、北海道の

枠全体の中で配置していきますので、そこのと

ころについては客観的な判断で道教委のほうに

やっていきますので、ある意味うちのほうがす

ごい大変ですよと、加配が欲しいと言ってもそ

れ以上に加配が必要なところがあれば、そちら

に回る可能性もありますが、ただ、義務教育学

校につきましては、統合加配は恐らく来年度も

つくと思っております。一番担保できるのは、

さっき言った養護教諭の分と副校長の分、これ

加配ではありませんので、恒常的にその先生が

ふえるということですので、ここについては有

効に活用していきたいということで考えており

ます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 上野武彦議員。 

○９番（上野武彦） それでは、２問目へ行き

ます。住民の足の確保について質問させていた

だきます。 

 七飯町は、高齢化率３３.７％という高齢者の

多い町となっており、住民の日常の交通の不便

を解消する取り組みが求められております。近

隣の多くの市や町では、既に実施に踏み切って

おりますが、七飯町ではいまだに実施に至って

おりません。一日も早く実現が求められており

ます。 

 七飯町は昨年１０月に、地域公共交通の課題

解消検討のプロジェクトチームというのを立ち

上げまして、今、検討を始めておられますが、

私の前回のコミュニティバスの実現を求める一

般質問に、町長はしっかり検討してまいります

との答弁をしております。そこで、次の２点に

ついてお伺いいたします。 

 １点目、このプロジェクトチームで具体的に

どのような内容が検討されてきているのか、現

在、どのような状況になっているのかについて

１点目にお伺いいたします。 

 ２点目に、６月の定例議会でコミュニティバ

スなどによる住民の交通上の不便を解消する対

策についての質問をしておりますが、それはそ

の後どのように検討されておられるのか、その

内容についてお伺いいたします。 

 以上です。よろしくお願いします。 

○議長（木下 敏） 政策推進課長。 

○政策推進課長（中村雄司） 住民の足の確保

についての検討状況についてお答えしてまいり

ます。 

 １点目のプロジェクトチームで具体的にどの

ような内容が検討されてきたかでございます

が、昨年度は３回会議を開催してございます。

まず１０月２６日の第１回検討会議では、これ

までの当町の取り組みの経緯について確認した

ほか、施策等の検討のため当町の地域別の年齢

別人口比率などの情報を共有しました。 

 次に、１１月２８日の会議では、道路運送法

における運行形態や手続を初め、国土交通省発

行のハンドブックを参考に地域公共交通に対す

る現状分析と課題抽出を行い、バス停や駅まで

の遠い地域や高齢化率などを落とし込んだ資料

により、現状把握を行ったところでございま

す。 

 また、福祉部局で実施されている福祉関連の

事業について情報共有を行いました。本年３月

２７日の会議では、２月に開催された七飯町地

域公共交通の会議結果が報告されたほか、交通

事業を行うための再度現状分析と課題抽出、

ニーズの把握方法を協議させていただきまし

た。 

 次に、２点目の６月定例議会以後の検討状況

でございますが、本年８月１日の会議では、先

進地視察の視察地の検討のほか、別途検討中の

免許返納制度の情報共有を行ったところでござ

います。 

 また、会議以外でも８月６日には、民間事業

者主催による地域創生セミナーｉｎ北海道に参
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加し、ＡＩ運行バスによるバス運行の情報を収

集したほか、８月２７日は厚沢部町で民間事業

者主催による、地域世代交通の実証実現の視察

に参加させていただき、実際に他町で検討され

ている状況などの情報収集に努めたところでご

ざいます。 

 前回の第２回七飯町議会定例会の答弁と重複

いたしますが、住民の足の確保に関して、他市

町の取り組みの事例を見ますと、空気を運ぶよ

うな路線定期型のバスの課題も見受けられ、特

に高齢化が進む地域では事前予約制のデマンド

型の交通に切りかえを行う事例もあり、さまざ

まな課題の検討に当たっては一つ一つ解消しな

がら、町の財政負担を考慮して進めてまいりた

いと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 上野武彦議員。 

○９番（上野武彦） 今、お答えいただいたの

ですが、プロジェクトチームとしては、これま

での取り組みの検証だとか、ほかのところの視

察だとか、いろいろやってこられておりますけ

れども、具体的にどういう方向でやるのかとい

う視点が、まだはっきり出ていないというふう

に思われます。 

 これまで七飯町は、平成１９年にコミュニ

ティバス導入検討の委員会というのを立ち上げ

まして、２１年には法定協議会に切りかえて、

この問題を協議してきたと。その最終的な結論

として出したのが、２点ほどあります。それ

は、まずコミュニティバスに関しては、多額の

費用がかかって、支出に対する収入の確保が困

難、収支バランスがとれないということで、運

行に関しての実証実現もやめたのですよね。 

 そして時期尚早ということで、この９年間コ

ミュニティバスの検討委員会で協議してきたこ

とを凍結してしまったということなのですが、

そのことを踏まえて今回のプロジェクトチーム

は、今後に向けた取り組みをされることになる

と思うのですが、こういった経過については、

このプロジェクトチームはどう評価されている

のか。これについてはっきりさせないと、次に

進むということも難しいのではないかと思いま

すので、その辺の評価についてまずお伺いした

いなということです。 

 よろしくお願いします。 

○議長（木下 敏） 政策推進課長。 

○政策推進課長（中村雄司） 平成１９年にコ

ミュニティバスについて検討した経緯の部分に

ついての評価という部分でございますけれど

も、当時、最終的に凍結をした理由といたしま

しては、やはり事業費がかさむというところ

で、凍結せざるを得ないという状況になったと

ころでございます。 

 ただ、現在の状況を見ますと、高齢化率が高

まりつつある今日では、そのまま凍結といった

状況では考えられないというところで、今回、

プロジェクトチームを立ち上げたというところ

でございます。 

 従前ですと、費用の部分がかかるということ

で検討が進んでいなかったというのも事実でご

ざいますが、高齢化率を考えた場合、また七飯

町内の交通を考えた場合には、やはり再度考え

ていかなければならないというところで、今、

スタートしたところでございます。 

 検討する材料としましては、まず、地域の交

通体系だとかという部分ございますし、あと高

齢化の関係、財政の部分等々ございますので、

そちら総合的に勘案して検討を進めていくとい

うところでございます。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 上野武彦議員。 

○９番（上野武彦） 前回、前々回といいます

か、これまで町がこの問題について検討してき

た委員会では、三つほど課題を挙げておりまし

た。 

３点ほど挙げておりました。目標として挙げる

のが三つありまして、高齢者が持続的に乗用し

やすい交通体系の確立と、２点目には交通空白

地域ですね、この不便地域のサービス向上によ

る地域格差の是正と、３点目は中心市街地への

アクセス向上と中心市街地域内での利便性の向

上と、こういうことを具体的に挙げて、目標と

して定めておりましたけれども、今回上げたこ

のプロジェクトチームは、この立場に立って交
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通事情の改善を図ろうとしているのか、全く別

の立場に立っているのか、この点だけ確認をし

たいと思います。 

○議長（木下 敏） 政策推進課長。 

○政策推進課長（中村雄司） ただいま上野議

員がおっしゃいました目標として高齢者の乗

車、また交通空白地、また中心市街地への乗り

込みという部分でございますけれども、当然、

今回の立ち上げとしては高齢者の部分で発端は

ございますが、まちづくりの観点から交通空白

だとか、中心市街地へ乗り継ぎだという部分

も、あわせて検討しなければならない事項だと

いうふうには考えてございます。 

 ただ、こちらの部分も課題整備という部分で

は、大分時間がかかるような状況もございます

ので、引き続き検討を加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。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 上野武彦議員。 

○９番（上野武彦） このプロジェクトチーム

を立ち上げてから何カ月たちましたかね、昨年

の９月ですか、半年以上経過しているわけです

が、いまだに具体的な方向的な動きになってい

ないわけなのですが、プロジェクトチームでは

こういった交通事情の解消、具体的に改善を図

るために、いつまでに具体的な実施に至るよう

な計画を持っておられるのか。 

 前回のように８年も９年も凍結するというよ

うなことでは、もうならないのではないかと思

いますので、一定の期限を決めて実施をすると

いう具体的な取り組みをしていただきたいなと

思うのですが、その辺についてはどうなってい

るのか、ちょっとお伺いします。 

○議長（木下 敏） 政策推進課長。 

○政策推進課長（中村雄司） 議員おっしゃる

とおり、ある一定程度の期限だとかということ

は必要かと存じますけれども、ただ、この交通

事業というものにつきましては、単年度で事業

が完結するようなものとは思ってございませ

ん。中長期のもので考える必要があると思って

ございます。そのためにも一つ一つ課題整理を

して、将来に間違えないような形のものを今後

考えていかなければならないということで、プ

ロジェクトチームをつくって横断的なものを検

討している状況でございます。 

 ですので、期限というところで言いますと、

いついつまでということはお示しでませんが、

計画性を持って今後進めてまいりたいというふ

うに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。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 上野武彦議員。 

○９番（上野武彦） 今回立ち上げたプロジェ

クトチームについてなのですけれども、地域公

共交通の課題解消、検討のためということなの

ですが、このプロジェクトチームは庁舎内のプ

ロジェクトチーム、人員による構成だというこ

とで、今まで立ち上げてきたこういった公共交

通の改善の取り組みの委員会は、住民参加型で

やってきておりますね。こういうことを具体的

に進めるに当たっては、住民の声を十分反映さ

せて取り組むのが本来のあり方なのですが、な

ぜ住民参加型でない委員会でやろうとしている

のか、この辺についてお伺いしたいのですが、

住民の声を十分反映させた委員会にすべきだと

いうふうに思うのですが、それについてはどう

お考えなのかちょっと。 

○議長（木下 敏） 政策推進課長。 

○政策推進課長（中村雄司） 現在の検討中と

いうのは、庁内のプロジェクトチームというこ

とで考えてございます。そのプロジェクトチー

ムでつくった素案をもとに、地域公共交通の会

議のほうに図っていくという段取りになってご

ざいます。 

 交通会議の中には、地域の方の代表もござい

ますし、また交通事業者、運輸支局等の構成す

るような会議となってございます。そういった

部分では、交通網の形成を当たるには十分組織

されている会だなというふうに思ってございま

す。 

 ただ、住民の意見という部分で言いますと、

ニーズの把握だとか、事業予測だとかを立てる

段階には、声を一定程度聞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、その際に
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は御協力をいただくような場面があろうかと思

います。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 暫時休憩いたします。 

午後 ２時４８分 休憩 

────────────── 

午後 ３時００分 再開 

○議長（木下 敏） 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。 

 川村主税議員。 

○１３番（川村主税） それでは通告に従い３

問、今回質問させていただきます。 

 １問目、２問目については内容は若干違うの

ですが、労働力確保ということで、なるべくか

ぶらないような形でまた質問させていただきた

いなと思っております。 

 まず最初１問目のほう、人材育成、労働力確

保のための支援について。 

 今日の少子高齢化、人口減少問題の中で、資

格を必要とする職業について、企業、自営業の

方は、学校関係（新卒者）やハローワークなど

を通じて、人材の確保に向け活動を行っており

ますが、なかなか集まらず、大変苦労している

と聞いております。 

 今後、町内の有資格者が必要とされる企業、

病院、介護施設、建設業、保育園関係など資格

を持つ方がいなければ、業種そのものの維持・

運営が行えなくなり、将来、縮小、閉鎖などに

つながることが懸念される。 

 労働力の確保、人口減少問題の対策、安定し

た税収の確保に向け、人材の育成、確保が今、

必要でないかと思われる。 

 他の自治体や民間企業においては、人材育

成、労働力確保のために資格を取るための支

援、また大学、短大、専門学校など、家庭の負

担軽減のための修学資金、住宅の補助などを

行っている。そこで、人材育成、労働力確保に

ついて、次の点を伺いたい。 

 １、現在の人材育成、労働力確保について、

どのように捉えているのか。 

 二つ目、将来必要な労働人口などの推計等、

予測検証などは行っているのか。また、町内の

就労状況についての確認調査等は行っているの

か。 

 三つ目、町の人材の育成、労働力確保のため

の支援は何かあるのか。 

 四つ目、町が行う支援に対する国や道の補助

事業は何かあるのか。 

 ４点、お願いいたします。 

○議長（木下 敏） 商工観光課長。 

○商工観光課長（福川晃也） それでは１点

目、現在の人材育成、労働力確保について、ど

のように捉えているのかにつきまして答弁申し

上げます。 

 全国で進行する人口減少とともに、生産年齢

人口の減少が続き、さまざまな分野において人

材の不足が波及しており、労働力の確保は国に

おいても喫緊の課題であり、七飯町においても

例外ではないと考えております。 

 次に２点目、将来必要な労働人口などの推計

等、予測検証などは行っているのか、また、町

内の就労状況についての確認調査等は行ってい

るのかについてですが、将来における生産年齢

人口について、国立社会保障・人口問題研究所

の日本の地域別将来推計人口に準拠した推計等

を行っておりますが、就労状況等につきまして

は、函館公共職業安定所などの関係機関の統計

資料等を参考として、状況把握に努めていると

ころでございます。 

 次に３点目、町の人材の育成、労働力の確保

のための支援は何かあるのかにつきまして答弁

申し上げます。 

 七飯町では、主に就労支援を目的とし、北斗

市、森町、鹿部町と共同で南渡島通年雇用促進

支援協議会を設置しており、季節労働者の通年

雇用化を促進するため、資格取得に対する助成

や就職活動を支援する意識啓発セミナーや各種

求人や講習等の情報提供を実施しております。 

 また、厚生労働省の委託事業として実施され

ている函館若者サポートステーションでは、道

南地域の１５歳から３９歳までを対象に個別相

談や会社情報と求人情報の提供、各種セミ
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ナー・講習などを通じて就労支援を行っており

ます。 

 次に４点目、町が行う支援に対する国や道の

補助事業は何かあるのかについてですが、南渡

島通年雇用促進支援協議会の設置等の就労支援

経費について、町が受けている補助事業はござ

いませんが、国においては函館公共職業安定所

に人材確保支援の総合専門窓口として、人材確

保対策コーナーを設置し、求職者への職業紹介

や事業所の求人条件見直し等による求人充足支

援、事業所見学会や就職面接会などを通じて

マッチング支援を実施したり、北海道において

は各分野の求職者に向けた企業見学ツアーや事

業者合同説明会を開催し、各分野の職業理解の

促進を目指しております。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 川村主税議員。 

○１３番（川村主税） それでは、順番に再質

問のほうさせていただきます。 

 １点目は、どのように捉えているかというこ

とで、もう少し真剣な答えが返ってくればいい

のですけれども、もう少し中身の濃い回答を期

待していたのですけれども、これから、七飯町

だけではなく日本全体の話になるのですけれど

も、現実的に企業、例えばハローワークに通し

て人材募集行っております。ただ簡単に求人募

集したところで、今、全く来ない状況です。 

 多分、各企業でも企業努力の中で、例えば賃

金を上乗せしたり、処遇改善をやったり、いろ

いろな努力をしているのですけれども、やはり

業種によって来る業種と来ない業種がありま

す。七飯町の中でも特に今、企業というよりま

ず病院関係もそうです。介護関係、建設、農

家、また保育園含めてなかなか募集しても来な

い、そんな状況です。今。 

 それに対して今後どうしていくのか、やはり

町としても、これから先のことを考えていかな

ければならないと思います。２問目の質問でも

そうなのですけれども、推定ですね、５年先、

１０年先、七飯町、今いる人で職業、かろうじ

て経営している方はいいですけれども、この後

ですよね。農家にとっても自分の代ではいい

よ、では自分がいなくなった後どうするのだ

と。やめられる方もいれば、跡継ぎで継いでも

らえる方がいれば、それはそれでいいのですけ

れども、現実的にそういった部分が少ない状況

です。 

 特に就職してからの部分に関しては、企業努

力で処遇改善なりそういった部分で対応はでき

ると思うのですけれども、入るまで、就職する

までの部分をどうするか。今の少子高齢化の中

で子供が少ない、小学校・中学校・高校・大

学、特に高校卒業・大学卒業の中で、それこそ

企業の奪い合いみたいなのがもう始まっていま

す。そこをどうやって来てもらうか、そこが重

要になってくるのかなと。 

 前段の話、長かったのですけれども、例えば

町としてハローワークは当然国でやっている部

分なのですけれども、七飯町の現状どこまで捉

えているのか、それを２点目のほうでお聞かせ

ください。 

 ３点目の支援ですね、支援の部分でどういう

働き方ができるかということで、今、本州の自

治体等でよくやっている部分というのが、住宅

の補助、また修学資金をやっている都市が結構

あります。そういった支援策打ち出していると

いうのは大体その２点ですね、やり方は若干違

うのかもしれませんけれども、修学資金と住宅

の補助、これは大体やっている地域がありま

す。七飯町として、今後、そういった部分がま

ずできるかどうかについてもお聞かせくださ

い。 

 ４点目はいいです。とりあえず２点について

御回答をお願いいたします。 

○議長（木下 敏） 商工観光課長。 

○商工観光課長（福川晃也） 今、再質問いた

だきました件につきまして御答弁申し上げたい

と思います。 

 町において、現状をどのように考えているの

かといった御質問であろうと思います。私ども

のほうでは、残念ながら求人等に関する求人情

報、それから就労状況等に関する調査というの

は、実際行ってございません。ですので、残念

ながら手元にはそのような資料がない状況でご
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ざいますが、例えば将来人口の推計等につきま

しては、ある程度の推計を各種調査で行ってい

るところでございます。 

 人口がこれから減少に向かっていく、当然、

働き手の方々もどんどん減っていくという状況

でございます。そして先ほど来、御質問にもあ

りますとおり、企業でもなかなか人が集まらな

い、いろいろな労働条件の改善をしても、処遇

の改善をしてもなかなか集まっていらっしゃら

ない、こういったことがございます。例えば、

これは福祉や介護の分野、それから医療や看護

そのほか建設とか観光に至りましても、おおむ

ね同じような状況にあろうかと思います。 

 先般、同僚議員の一般質問に御答弁をさせて

いただきましたとおり、町といたしましては各

種分野の理解を、職業の理解について進めてい

ただく、そして就労に意欲を持っていただく、

そして仕事になれていただいて、やりがいを

持って続けていっていただくということを考え

まして、例えば職場の体験とか、これは七飯高

校等でもやってございます。 

 例えば、観光業であれば、湖水祭り等でボラ

ンティアの学生を募って、そういった観光業の

おもしろさ、知っていただくということで入り

口の対策はさせていただいているところでござ

いますが、これもなかなか実を結んでいないの

が現状かと思っております。 

 そのほか御質問の中で、補助制度というもの

は何か考えられないかと、現在のところ御答弁

申し上げましたとおり、そういった個別の補助

制度は持ってございません。今現在、事業とし

て実施しておりますのは、答弁申し上げたとお

り、季節労働者の通年雇用に資するための例え

ば資格取得に対する助成があったりだとか、そ

ういった協議会のほうに参加して、管内として

対応しているのが現状であります。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 川村主税議員。 

○１３番（川村主税） なかなかいい答えが

返ってこないようですけれども、今、補助の支

援ですね。修学金、また住宅の支援ということ

で、実際これ民間が行っている例えば修学金に

ついてなのですけれども、短大・専門学校に２

年間かかる金額というのが、大体年間２００万

円ぐらい、ですから２年間で４００万円かかり

ます。その部分について企業が生徒に学資でお

貸しします。学校を卒業した後に、その会社に

来ていただく。５年間働いてもらえれば修学金

に関しては返さなくていいよと、そういう条件

で修学金を出している企業がおられます。 

 今、ハローワーク、また求人募集をかけても

来ない、また学校そのものでも修学制度設けて

いる学校あります。ただ、一般的に学校で出し

ている場合でも、結局、学校で出したとしても

卒業して、今度就職するときにできれば七飯町

に来てほしいとなっても、必ずしも七飯町に来

るというわけではないです。 

 逆に七飯町の独自の制度として、そういった

修学金の制度を設けて、別に七飯町に限らず近

郊でもいいのです。逆に本州でもいいのです

よ。修学金出しますので、ぜひ七飯町に働きに

来てくださいと、そういった部分で利用するこ

とも可能なのではないかなと思います。 

 先ほど、他市町村でもお話ししました住宅の

補助ですね、東京でもそうですし、いろいろな

都市でも今現在行っております。特に、今、介

護関係もそうなのですが、保育士ですね、保育

士の部分でそういった補助している市町村、多

くあります。 

 今、七飯町も保育関係ございますけれども、

今現時点で保育の関係でそういった補助的な部

分で出せるものなのか、ちょっとその辺お聞か

せください。 

○議長（木下 敏） 子育て健康支援課長。 

○子育て健康支援課長（岩上 剛） 七飯町で

は保育士不足、危機感も持ちつつもこの４月か

ら、保育士就職支援就業体験会と保育士の人材

バンクというものを町独自でスタートをさせて

いただいております。 

 これについては、町内にある全保施設を対象

に、体験及び勤務の勤務地の選択ができるよう

に配慮しているものでありまして、現在、２名

の保育士確保に至っている状況でございます。 

 当町では、保育士確保に対しての特別な支
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援・補助等は行っていない状況ではございます

けれども、今後、維持運営が困難になるという

可能性を十分に受けとめつつ、検討課題として

捉えていかなければならないというふうに認識

してございます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 川村主税議員。 

○１３番（川村主税） 補助に関してもなかな

か厳しい御回答だということで、今後、本当に

人材の育成、確保といった意味の中で、この先

５年、１０年実際なるときに、本当に多分、人

が集まらない状況というのが見えてきます。や

はりそのときになって、次の確保するまでの手

段になっても結局、人材育成という部分では何

年かかかります。学校卒業するまでの間２年な

いし４年、そこをどう七飯町に来てもらうか、

そういった対策が必要になってくると思いま

す。そこで有効なのが、先ほど申し上げました

修学金ですね、そういった部分で将来人材確保

につながるような、確かにそれだけではないの

ですけれども、それにつながるような対策を町

としても検討していただきたいと思います。 

 とりあえず１問目の質問、これで終わりま

す。 

○議長（木下 敏） ちょっと待ってくださ

い。要望は、要望、書いていないから。 

○１３番（川村主税） 最後に町長のほうに、

今後、人材育成、労働力確保という部分で、町

としても何かしら独自の対策やっていかなけれ

ばならないと思います。そういった部分で、今

後、検討していける部分でも結構なので、一言

お願いいたします。 

○議長（木下 敏） 町長。 

○町長（中宮安一） 今の就労支援のお金を、

それを例えば学資を出してあげるから、終わっ

たら七飯に勤めて、５年間勤めていただくとそ

れは違法性はないのでしょうかね、大丈夫です

か、青田刈りみたいようなことは。そういった

法令的なものも、十分検討しなければならない

というふうに思いますけれども、それを町が、

どこかの自治体で住宅支援、修学支援やってい

るというのですけれども、ぜひそのことを、ど

この自治体がやっていらっしゃるのか私は教え

ていただきたいぐらいのですけれども、もし、

今、御存じであればお聞かせいただければあり

がたいです。 

○議長（木下 敏） 川村主税議員。 

○１３番（川村主税） 今、何カ所か話ししま

すけれども、船橋市、千葉の船橋市、家賃関係

に関しては千葉、東京、横浜ですね。 

○議長（木下 敏） 川村主税議員に申し上げ

ます。きちっと詳細がわかるのであれば、千葉

県の何々市でどういうことをと。今、町長は、

自分でもきちっと精査するので、わかっている

のがあるのであればきちっとしたものが欲しい

と言っているので。 

○１３番（川村主税） 今、手元にある資料だ

と詳細までないものですから、ごめんなさい。

後ほど、ざっくりとした資料しかないものです

から。 

○議長（木下 敏） 町長。 

○町長（中宮安一） 今、具体的には、千葉県

の船橋市というそういうお答えをいただきまし

たので、私のほうもしっかり調べてみたいとい

うふうに思います。 

 そういう支援、そういうことでなくては、先

ほどの質問にもありましたけれども、高齢化率

３３.７％という言葉で出ましたけれども、人数

にすると９,５００人なのですね、高齢者、その

うちの８,０００人以上、元気な高齢者が実はい

らっしゃるのですよ。その高齢者、あるいは障

がい者でも元気な障がい者もいらっしゃいま

す。そういった方々の就労支援というのも、私

は必要ではないかなと思うのですよね。そうい

うところでの労働力確保というのも、今、議員

がおっしゃっていたということも大事なことだ

と思いますけれども、それらとかみ合わせた中

で、例えば、今、農家の方で実は何年も前から

１時間の賃金ですか、１,０００円くれている方

がいらっしゃるのです。実は、何年も前からで

すよ。まだ、最低賃金が今で８３５円くらい

だったでしょうか、そのころはまだ８００円に

到達しないときです。そのときに１時間１,００

０円という賃金をパートさんに出しているわけ
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ですね。ずっとその方は来て、１１月、１２月

になると、農家の方とは一旦切れます。雇用関

係が。普通の農家の方は来年も頼みます。来年

４月になったら頼みますと、普通はそういう会

話なのですって。でも、そこは働いている人が

来年もお願いしますと、やはり賃金ですよ、賃

金というのは労働力の対価ですよね。そのこと

をやっていて、雇用の部分では余り雇用不足を

生じていないという方もいらっしゃるのです。 

 だからそこを私ちょっとヒントにして、例え

ば、今、８３５円の最低賃金であれば１,０００

円あげましょう。８３５円の最低賃金は農家さ

んの持ち分、あるいは事業者の持ち分、今で言

うと１４０円ですか、それの半分は町が持つ、

あるいは残りの半分は北海道が持つとか、地域

戦略会議の中でもそういう提案をしています。

ぜひ総合振興局としてもそういうことを検討で

きないかと、そうやって労働力の確保をしてい

くべきだ。それは１,０００円がいいのか１,２

００円がいいのか１,５００円がいいのかは、

ちょっと判断つきかねますけれども、これは高

いほどいいと思うのです。そこに高齢者も、あ

るいは障がい者も、自分は働いて社会の役に

立っていると、社会のために役に立っているの

だというそういう思いというのは、非常に大事

なことだと思うのですよ。お金のことばっかり

ではなくて。自分は社会からまだまだ要求され

ているのだと、働きに行ったら、非常にお金も

たくさんいただいてありがたがられている、こ

ういうことというのは非常にこれからの時代は

大事だと思うのですよ。 

 ですから、そういう施策をしっかり、もちろ

ん私どもがやると言っても議員の皆様方と相談

して、決めなければならないことでありますの

で、そういったことを私は相談しながらやって

いきたいというふうに思います。ですから、

今、単純に修学支援ですか、あるいは住宅支援

というのは、これなかなか自治体としてやって

いいのかどうかという部分もちょっと迷いもあ

りますので、そういう意味では、先ほど聞いた

船橋市のほうにしっかり調べさせていただきま

すので、ぜひ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（木下 敏） 川村主税議員。 

○１３番（川村主税） ２問目入ります。 

 外国人労働者の受け入れに対する支援につい

て。 

 政府が行っている労働者確保の一環で、５年

間で約３５万人分を外国人労働力で補うという

ことをテレビ、新聞等でも拝見している。七飯

町でも、建設業、農業、サービス業、福祉な

ど、ハローワークなど求人募集を行っても人材

が集まらない業種に対しては、外国人労働力に

ついて検討しなければいけない時期に来ている

と思われる。 

 町内でも、民間レベルでは既に外国人労働者

を採用しているところもあり、道が昨年、道内

の実習生の受け入れを調査した結果、渡島管内

は、一昨年比２８％増の約１,３００人余りの受

け入れを行っているとの結果も出てきている。 

 民間レベルでは、大手コンビニチェーンなど

諸外国の大学と提携を結び、優先的に人材の確

保に動いており、自治体でも看護師・介護など

資格が必要な業種について提携を結び、新卒者

を優先的に受け入れるよう動いている自治体も

多数出てきている。 

 現実的に七飯町の基幹産業である農家の後継

者も少なく、病院、介護、建設関係など人手不

足が叫ばれる中、町としても将来の労働力、ま

たそれに伴う安定した税収の確保についての対

策と民間企業等の支援について、次の点を伺い

たい。 

 １点目、外国人労働力について、どのように

とらえているのか。 

 ２点目、町内の外国人実習生等受け入れ企業

数と、国籍、実習生、または技能実習生などの

人数について。 

 ３点目、受け入れを行っている民間企業等に

対しての支援などは行っているのか。 

 お願いいたします。 

○議長（木下 敏） 商工観光課長。 

○商工観光課長（福川晃也） それでは、１問

目の外国人労働力について、どのようにとらえ
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ているのかにつきまして答弁申し上げます。 

 国では、出入国管理法の改正により、本年４

月から外国人の在留資格に特定技能を創設いた

しました。これは国内で人手不足が深刻である

１４の産業分野において、一定の専門性や技能

を有し即戦力となる外国人材を受け入れようと

するもので、御質問にございますとおり、３５

万人弱の外国人労働者を受け入れる想定のも

と、特定技能に指定されている産業分野におけ

る人手不足に対応していこうとするものでござ

いまして、国内だけでは十分な人材の確保が難

しい分野での労働力を確保することが期待され

ております。 

 次に、２問目の町内の外国人実習生等受け入

れ企業数と国籍、実習生、または技能実習生な

どの人数についてにつきまして答弁申し上げま

す。 

 現在、町内半導体製造業１カ所で、フィリピ

ンから約９０名と農業１カ所で中国から６名の

受け入れを把握しているところでございます。 

 次に、３問目の受け入れを行っている民間企

業等に対しての支援などは行っているのかにつ

いてですが、町におきましては、現在、町内に

おける就業支援等の雇用対策を実施していると

ころでありますが、外国人労働者の受け入れに

関する支援等は実施をしてございません。 

 しかしながら、従来の技能実習制度が技能実

習を通じて技術や知識を外国へ移転していく国

際貢献を目的としているのに対し、このたびの

特定技能の創設は人手不足の解消、労働力の確

保を目的とした新たな制度でありますので、今

後の状況を注視し、必要な対応をしてまいりた

いと考えておりますので、御理解願います。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 川村主税議員。 

○１３番（川村主税） まず、ことしから技能

実習生、新しい制度も始まりましたが、今現時

点でどの程度、日本で働いている外国人という

のが、昨年の１０月時点で１４６万人、労働力

として今働いております。在留している外国人

というのが２７３万人ですね、政府が今回行っ

ている３５万人というのは、日本の労働力で補

えない分の人数が５年間で３５万人足りないよ

と、その分に関して外国人労働力で補うという

のが狙いです。 

 特に七飯町に関係してくるというのが、先ほ

ども申しましたが、農業、建設業、介護、サー

ビス業、そういったものが非常に足りないよ

と。 

 先ほど、ハローワークの話も少し出しました

が、求人としてはそういう業種は、当然、ハ

ローワークの中でも出しています。しかし、実

際に求人を求めているのだけれども、そういう

業種ではなくて、また違う業種に対しての求人

を探しているというのが現状で、結局、求めて

いるほうと働きたいという部分が要はマッチし

ないということなのですね、そこからこういう

ことが起きているというのが現状なのではない

かなと思います。 

 先ほどの話も出ましたが、やはり今後、七飯

町でも当然労働人口の部分で、少なからずそう

いった外国人に対しての部分が、必要になって

くるケースが多分出てくると思います。ことし

の４月に湯の川のほうでも日本語学校、開校い

たしました。七飯町においても今、日本語学校

の準備している予定ですけれども、やはり外国

人の労働力もう現状的に集まらない、そういう

ところまで来ている段階では、外国人労働力に

お願いするしかないというのは目に見えている

状況なのかなと。 

 現時点でこの渡島で実際に１,３００人近く、

昨年と比べても３００人ほどふえています。現

状での少なからずそういうふうに、ことし、ま

た来年どのくらいのペースでふえてくるかわか

りませんけれども、現状としてはやはり外国人

の労働力、やはり必要になってくるのかなと思

います。 

 今、新しい制度の中で仕組みですね、単純に

受け入れの企業が諸外国と直接受け入れの部分

というのは、なかなかできない仕組みにはなっ

ていますけれども、その辺について役場で現在

の把握しているかどうかちょっと教えてくださ

い。 

○議長（木下 敏） 商工観光課長。 
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○商工観光課長（福川晃也） 大変申しわけご

ざいません。外国人材を町内に持ってくる内容

ということでよろしかったでしょうか。 

○議長（木下 敏） 川村主税議員。 

○１３番（川村主税） 今回の特定技能の部分

で要は受け入れる企業、民間でもいいのですけ

れども、諸外国から直接受け入れ業種がなかな

か契約、できれば一番いいのですけれども、諸

外国によってできるところとできないところが

あるものですから、送り出す機関とか答え言っ

てしまうのですけれども、それの流れですね。

諸外国から日本に来るまでのその辺の一連の流

れをもし把握していたら、ちょっと教えてくだ

さい。わからなかったら、わからないで結構で

す。 

○議長（木下 敏） 商工観光課長。 

○商工観光課長（福川晃也） こちらは国の創

設した制度でございますが、ちょっと概要だけ

御説明させていただきます。 

 まず、こちらの今回の特定技能の部分につき

ましては、１４の分野が設定されてございまし

て、それぞれの分野に合致する方につきまし

て、外国から国内に来ていただくというのが大

きな流れでございます。 

 それで何点か条件がございまして、当然、在

留資格に定めている特定技能に該当するかどう

か、例えば基礎的な日本語能力があるかどう

か、そういったものを試験等で実証する必要が

あるというような要件をまずクリアしていただ

く。その前段といたしましては、まず日本と外

国それぞれが協定ですか、を締結しなければ、

外国の方を労働力として国内に招き入れること

はできないという前提がございます。 

 こちらのほう、現在、国のほうでも各国とそ

ういった手続を進めている段階と聞いてござい

ますが、なかなか諸外国の条件等ございますの

で、例えば以前、新聞報道でもございましたブ

ローカーの存在とか、そういったところがござ

いますので、そういったところをクリアするた

めに、そういった手続をしている段階でござい

ます。そして町内で必要とされる企業につきま

しては、外国人材を受け入れ団体のほうを通じ

てお願いして、外国人材を町内のほうに持って

くると。 

 大変雑駁でございますが、そのような流れに

なってございます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 経済部長。 

○経済部長（青山芳弘） 若干の補足というこ

とで答弁させていただきます。 

 今、課長が答えました特定技能の２国間協定

の締結している国ということで、これ古い資料

で大変申しわけございませんが、フィリピン、

カンボジア、ネパール、ミャンマー、モンゴル

の５カ国で、ただ今後、ベトナム、インドネシ

ア、タイ、中国の４カ国を追加されることが予

想されているということで、全部で９カ国の出

身者が中心となることが予想されているという

ことで情報を得てございます。 

 今後、この制度が進むことによって、２国間

協定がまだまだふえていくのかなということで

推移してございますので、ただ、情報としては

現在９カ国が予定されているのではなかろうか

ということで把握しているということで、答弁

にかえさせていただきます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 川村主税議員。 

○１３番（川村主税） 今、なぜそういう質問

したかというと、３点目の支援についてなので

すけれども、ちょっと特定技能の話もしたので

すてけれども、例えば実習生を受け入れる場

合、これ国ごとでもやり方違うのですけれど

も、例えばベトナムでも中国でもフィリピン、

どこでもいいのですけれども、諸外国が現地の

人を日本へ送り出す前の団体機関というのがま

ず存在します。そこと、今度、日本側の受け入

れるほうの管理団体というものがまず一つあり

ます。送り出す機関と受け入れるほうの管理団

体が契約をまず交わすのです。さらに、受け入

れる側の管理団体と民間企業、実際に外国人を

受け入れる企業との契約がまず必要になってき

ます。 

 もう一つ、諸外国のほうの日本に来る人の現

地の方と送り出すほうの中でも、また契約が発
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生してくるわけです。当然、その中では会員に

なるためのいろいろな経費とか、そういったお

金の支出が多分発生するのだと思います。金額

については詳しくはわかりませんけれども、当

然、今の仕組みがそういう仕組みで日本に来る

よという、現地ではなっております。 

 北海道でもそういう管理団体というのが三つ

ほどありますけれども、当然、お金が絡んでく

るのだと思います。実際、外国人に、外国人実

習生に来てもらう場合にも、来てからも当然報

酬なり何なりが発生しますし、実際何年間、３

年間ですか、３年間は実習生、その後にまた２

年間実習生をやれば特定技能に移るか、それは

本人が決めることなのですけれども、最大５年

間ですね。その後に一度帰って、また、さらに

業種は絞られますけれども、特定の２号、それ

は在留期間は更新するだけで一生いれる部分な

のですけれども、いかんせん外国人を単に労働

力で使うにしても、結局、その前の支出が結構

かかるわけですよ。 

 また、受け入れる側の外国人を指導、また、

そういった部分に関しても責任者の資格も必要

になります。それを受けるのにもやはり当然研

修に係る費用、そういうのもお金がやっぱりか

かります。 

 先ほどの保育士、また介護、いろいろな資格

に係るそういった部分もそうですけれども、今

後、まだ七飯町ではそういうケース出てきてい

ないかもしれないですけれども、今後、各業種

によって、またそういう支援、例えば資格、研

修、受ける上での全額はいかなくても半分、何

割かそういう支援策ができるかどうか、ちょっ

とその辺をお聞かせください。 

○議長（木下 敏） 川村議員に申し上げま

す。 

 もうちょっとはっきり、争点をきちっと絞っ

てどの支援というような、何か今聞いていると

海外から来るところの支援・支援ということ

で、セミナーなのか、それとも何々の協会の会

員になる会費の件なのか、それでそういうとこ

ろがきちっとしていないので、どっちかという

と国政レベルの話になってしまっていて、町議

会として、町としてというところが絡めては来

ているのですけれども、なかなかわかりにくい

ので、きちっと３番の支援・支援は、支援がど

ういう支援があってこうなのだよということ

を、きちっと言うのであればいいけれども、た

だ、そういうのをどう考えるどう考えるという

のは好ましくないと思うので、もう一度、再度

質問願います。 

 川村主税議員。 

○１３番（川村主税） なかなか争点が絞れな

くて大変申しわけございません。今、言った資

格、受け入れる側の資格がある程度必要になっ

てきます。単純に外国人を働いてもらうにして

も、その人を指導するために資格というのが必

要になります。それを取るために当然研修を受

けて資格を得るわけですね、そういった資格に

対しての支援が可能かどうか、ちょっとその辺

について。 

○議長（木下 敏） 商工観光課長。 

○商工観光課長（福川晃也） まず、最初に御

答弁申し上げましたとおり、現在、新しい制

度、外国人労働力の確保というようなところに

つきまして、町のほうでは現在支援、財政的な

支援というものは今のところ想定してございま

せん。 

 例えば、外国人の雇用に当たって、その手続

いろいろ多々あるということで、国のほうでは

そういった外国人の例えば介護職員の雇用に関

しては、例えばですが、今回の技能実習生に関

しては、外国人技能実習機構のほうにコールセ

ンターを設けたり、そのほかにも国際研修協力

機構の実習支援部の相談課が相談窓口になった

りだとか、国政の政策の中にそういった受け入

れの相談窓口等を設置しているという状況でご

ざいます。 

 例えば、厚生労働省の所管でありますと、外

国人雇用管理アドバイザーという方が、ハロー

ワーク、札幌のほうになりますが、外国人雇用

管理等の相談窓口として設置されてございまし

て、こちらのほうは電話等でも相談を受け付け

るというような相談窓口にはなってございます

が、現在のところ町のほうでそういった支援と
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いうものは、具体的なものはないということで

御理解のほどお願いいたします。 

○議長（木下 敏） 川村主税議員。 

○１３番（川村主税） なかなかいい回答は得

られませんけれども、この先、外国人という実

際必要になってくると思います。その中で企業

としては、いろいろな企業努力してはやってい

ますけれども、いかんせん使うに当たっても実

際そういった支出が出てくるものですから、こ

れから七飯町はできる範囲で、そういった支援

が民間に対して、民間企業に対して支援ができ

ればいいのですけれども、その辺について御回

答してもらってもなかなか難しいような状況な

ので、この質問に関しては、これで一旦やめま

す。終わりにします。 

 ３問目行きます。 

 障がい児に対しての環境づくりについて。 

 今日、町内で子育て世代が仕事をしながら、

子育てをしやすいための環境づくりの一環とし

て、障がい児が、保育園、学童、小学校・中学

校を利用・通学する際の施設や学校の対応につ

いて伺いたい。 

 １点目、民間保育園では、障がい児の受け入

れを行っているが、町立保育所では受け入れを

行っているのか。 

 ２点目、町立の学童保育施設では、受け入れ

を行っているのか。 

 ３点目、小学校・中学校についてはどのよう

な対応、体制をとっているのか。 

 ４点目、文科省、厚労省など、国からの指導

内容については、どのようになっているのか。 

 障がい児、例えば発達障がい、また身体的な

障がい含めて障がい児ということで今回出して

おりますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（木下 敏） 子育て健康支援課長。 

○子育て健康支援課長（岩上 剛） １点目の

町立保育所では、障がい児の受け入れを行って

いるのかについてでございますが、受け入れを

行っている状況でございます。ただ、医療行為

が必要であるなど、障がいの程度により受け入

れ困難な場合にあっては、入園児にとって適所

となる施設への誘導など、保護者や関連施設の

調整により対応することとしております。 

 ２点目の町立の学童保育施設では、受け入れ

を行っているのかについてでございますが、学

童においても同様に受け入れを行っておりま

す。この件につきましても、１点目の答弁にあ

るとおりの対応を行うこととしております。 

 ４点目の厚労省など、国からの指導内容につ

いては、どのようになっているのかについてで

ございますが、基本的には健常者の園児及び児

童同様の受け入れを行うような仕組みとなって

おります。 

 ただ、障がい児の受け入れに関しては、専門

的知識や技術等を習得するための研修受講、ま

た、手厚く保育を行うために補助職員を追加で

配置するなどの指導内容をもとに対応を行って

いる状況でございます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 学校教育課長。 

○学校教育課長（竹内圭介） それでは私のほ

うから、３点目と４点目について答弁を申し上

げます。 

 ３点目の小学校・中学校ではどのような対

応、体制をとっているのかについてでございま

すが、まず、新入学児童の場合でございます

か、教育委員会では次年度入学を予定している

児童に対し、毎年、就学児健康診断や知的発達

におくれのある、または発達障がいなどへの気

づきの検査であるいわゆるスクリーニング検査

を、学校や医療機関に委託し実施しておりま

す。 

 その結果、入学前に特別な配慮を要すると判

断した場合につきましては、保護者の同意を得

た上で教育支援委員会に諮り、その結果を保護

者へ説明し、最終的には保護者の同意を得てか

ら適正な就学指導に向けた判断を決定しており

ます。その際、学校教育法施行令に基づき判断

しており、障がいの内容、度合いによっては町

内小学校の特別支援学級ではなく、養護学校な

どの特別支援学校への就学が適当と判断される

場合もあります。 

 そのほか既に就学している児童生徒で、保護

者から相談があった場合や学校での行動で問題
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があった場合などは、教育委員会や学校から保

護者に対して現状や今後のことなどについて説

明を行い、同意を得た上で教育支援委員会に

諮って検討しているところでございます。 

 結果、特別支援学級への入級が必要と判断し

た場合は、最終的に保護者の同意を得てから決

定をしております。 

 また、４点目の国からの指導内容などは、ど

のようなっているかという部分についてでござ

いますが、小・中学校の部分について答弁をい

たします。 

 文科省が定める学習指導要領の中で、特別支

援学級における教育課程への編成に当たって

は、障がいによる学習上、または生活上の困難

を克服し、自立を図るための活動を取り入れる

こととされていることから、町内の特別支援学

級に通級している児童生徒への学習指導につき

ましては、養護学校などの特別支援学校の学習

指導要領における自立活動を参考とした学習指

導を行っているという状況でございます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 川村主税議員。 

○１３番（川村主税） １点目から順に行って

まいります。 

 保育園で、町立保育園のほうでも要は障がい

児、受け入れを行っているという話だったので

すけれども、今回この質問をするときに、余り

詳しく話ししてしまうとわかってしまうおそれ

があるので、余り詳しい話は出せないのですけ

れども、ある御家庭で兄弟、兄弟のうち１人が

ちょっと障がい持っているということで、障が

いを持っているお子さんが要は民間のほうに通

われている。そうでない子供さんは、普通の一

般のほうに通われているということで、その度

合いがちょっとわからないものですから、兄弟

そろって同じ保育所に通えなかったと。その辺

は多分、当然、保育園のほうでも保護者のほう

でもいろいろな話をして、そういう形になった

のだろうなとは思うのですけれども、そういう

障がい児の要は基準ですわね。 

 例えば、発達障がいについてはある程度、例

えばここまでは受け入れますよと、身体的な部

分に関してはここまで受け入れるとか、その辺

の現況は、判断基準は何をもって、例えば民間

のほうにお願いするとか、町のほうで何とかす

るとか。当然、町で受け入れる場合には、そう

いった指導員なり、また置かなければならない

とは思うのですけれども、その辺の基準を教え

ていただきたい。 

 学童のほうでも多分、同じような条件になる

のかなと思うのですけれども、ちょっとその

辺、両方ですね。 

 ３点目の小・中学校に関してですけれども、

先ほどちらっと聞きましたが、ちょっと養護学

校、基本的に所管違うのですけれども、実は来

年の１０月ですか、八雲のほうが養護学校なく

なるということで、渡島管内でいくと七飯と今

金が今あるのかな、ちょっとあれですけれど

も、そういう中で小学校から養護学校入れるの

だとは思うのですけれども、ちょっと所管違う

ので余り詳しい話できないと思うのですけれど

も、その辺の、親としては当然一般の小学校に

あげたいという部分は確かにあると思うのです

ね。ただ、学校サイドとしての子供が、子供に

とってどういう環境が一番いいのか、あとその

辺ですよね。ちょっとその辺について、所管違

うのですけれども、養護学校で小学校から入れ

るものなのか、もしわかれば教えてください。 

 ４点目はいいです。 

○議長（木下 敏） 子育て健康支援課長。 

○子育て健康支援課長（岩上 剛） まず、障

がい児の受け入れの基準についてでございま

す。 

 これにつきましては、先ほど答弁の中にも御

説明をさせていただいたと思いますけれども、

医療行為が必要である場合など、あと軽微な障

がいを持たれる子、その辺は子供の状況を見な

がら保護者とヒアリングをしつつ、補助職員と

して２名が必要なのか、１名で足りるのか、今

の現状のままで捉えることが可能なのか、その

辺は状況を見ながら判断をさせていただいてい

るという部分がございます。 

 ちなみに町内の認可保育所の部分で、障がい

児として受け入れを行っている人数について
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ちょっと御紹介をしたいと思います。過去５年

間にさかのぼるのですけれども、平成２７年度

につきましては合計１６名です。町立保育所が

７名、私立につきましては９名と、２８年につ

きましては町立６名、私立が８名、２９年度に

つきましては町立６名、私立１０名、平成３０

年度、町立５名、私立５名、平成３１年度につ

いては町立４名、私立４名という受け入れ状況

となってございます。 

 また、学童につきましては、平成２７年度を

言います。町立が３名、私立が１名、計４名、

２８年につきましては町立７名の私立１名、計

８名、２９年度町立８名、私立１名、計９名、

３０年度町立１０名、私立１名、計１１名、３

１年度については町立６名、私立１名の計７名

となってございます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 教育長。 

○教育長（與田敏樹） 道立学校のということ

になると、ちょっと答弁ができなくなりますの

で、八雲の養護学校が廃校になることによっ

て、例えば七飯町の子供がそこに入っていたと

きに、七飯町の学校に、市町村立の学校に入れ

るかどうかというようなことだと思うので、答

弁するとすれば。 

 ちょっとその前提でお話ししますと、八雲の

養護学校は国立病院と連動しているというか、

筋ジスの関係で連動していたときに、ではその

子が例えば来年そこに入ろうと思っていたけれ

ども、廃校になるので、例えば七飯町の学校で

どうでしょうかと言われたときには、最初から

拒否をするということはできないと思います。 

 ただ、医療行為を伴うだとか、あるいはその

子の状態だとかを判断して、手続を踏んで判断

をしたときに特別支援学校がいいですとよ。た

だ、特別支援学校だったときに、筋ジスの子供

であれば、今、八雲しか受け入れられないので

すよね。ですから、そうなるとそこの子供につ

いては、たしか札幌のほうに行ってもらうとい

うようなことで、検討しているのかなというふ

うに思っております。ただ、それを何とか町立

のほうで受け入れてほしいのだという保護者の

要望があれば、ここは学校側というか、教育委

員会としては検討する形になると思います。 

 ただ、そのことがその子にとって客観的に見

たときに、いいのかどうなのかというとこも含

めて判断しなければいけない。要するに日常的

な医療行為というのは、非常に難しいですか

ら、ではそこのところは保護者が一緒に学校に

来るというようなことも、あわせて検討するよ

うな形になるのかなというふうに思います。 

 今、非常に答弁迷いながら言っていますけれ

ども、なぜ迷うかと言ったら、やっぱり受け入

れることによって、その子の将来も含めてかか

わってくるわけですから、安易にこうします、

ああしますというような簡単な答弁はできない

ので、非常に悩みながら答弁しているのですけ

れども、いずれにしても門前払いをするという

考えはないです。相談があった段階で、その子

にとって最善の方策をみんなで考えながら、最

終的には保護者の合意をもって行く先を決める

という形になると思いますので、そういうこと

で話があったら、検討するということの答弁

で、きょうの段階ではぜひ御理解いただきたい

なと思います。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 川村主税議員。 

○１３番（川村主税） ちょっと確認までなの

ですけれども、例えば民間のほうの障がい児の

保育園へ通ったときに、例えばその子が小学校

に上がるとき、そうなったときというのは、例

えば普通の小学校、入れる状態であれば一緒

に、例えば養護学校ではなくて一般の小学校の

ほうに入れるの検討するほうが可能なのか、た

だ保育園の段階で民間のそういう障がい児用の

保育園に入っているということは、やっぱり小

学校に上がるときもそういうところに行かなけ

ればならないものなのか、そこはまたそのとき

の基準で一般の小学校にそのまま入学できる

か、障がい児が行くほうの小学校に行くのか、

ちょっとその辺を教えてください。 

○議長（木下 敏） 教育長。 

○教育長（與田敏樹） その子にとって、保護

者にとって、何が一番望みなのかということで
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す。 

 例えば、七重小学校に入りたい、その子の障

がいの種別、程度に応じて、今の先生方では対

応しきれないということであれば、新たに障が

いの種別に応じた特別支援級を開設します。そ

して、その障がいの種類に応じて対応できる先

生を配置していただくという形になります。そ

ういう対応を教育委員会としては、人事の関係

で道教委とここはやりとりをするということに

なります。 

 それは、その子にとって、保護者にとって、

一番いいという判断がした場合です。ただ、う

ちよりもそれよりもということは、何を言いた

いかといったら、養護学校よりも特別支援級の

ほうが先生の配置の数が薄いのですよ。 

 例えば、特別支援級は８人で一クラスです。

一つの障がい種です。ですけれども、養護学校

になれると、６人で一つのクラスになります。

そういうことを考えたときにどっちがいいかと

いう、それで障がいの種別が違えば、１人も１

クラスになりますけれども、同じ障がいの種別

であれば、そこの重さによってはたしか変わり

はないと思いますので、そうなったときに、そ

の子に対して手厚く支援をするためにはどっち

がいいかという、これは教育支援委員会の中で

判断をします。判断したことを保護者にお話を

して、保護者が同意をしていただければ教育支

援委員会の決めた内容で行きます。同意をして

いただけなければ、最終的には保護者に選択肢

がありますので、ただ、うちも安易に保護者が

そうだからといって、そうですかということに

はなりません。 

 なぜかと言えば、保護者も子供のことを思っ

て考えます。でも教育支援委員会も、その子の

ためを思って考えます。そこのところで意見の

一致を見出さないときには、きちんと話をして

どっちの方向がいいかといったら、保護者の出

した意見については、今はその意見を尊重しな

ければいけないということになっていますの

で、そういう形で対応したいというふうに思っ

ております。 

 以上です。 

(「議事進行」と呼ぶ者あり) 

○議長（木下 敏） 横田議員。 

○１番（横田有一） 先ほどの川村議員ので町

長が、ちょっと僕もはっきりあれですけれど

も、最賃の話ししたとき８６０円、８６０円と

言っていたのですけれども、議事録きちっと精

査してもらったほうがいいと思うのですけれど

も、今は８３４円で、たしか１０月の２日から

８６１円になると思うのですよ。だから、そこ

のところを間違ってそのまま議事録に残ると大

変なことになるので、そこのところだけ。

ちょっと申しわけないですけれども、精査して

ください。 

○議長（木下 敏） 暫時休憩いたします。 

午後 ４時０６分 休憩 

────────────── 

午後 ４時０７分 再開 

○議長（木下 敏） 休憩前に引き続き、再開

いたします。 

 横田議員のほうから、「議事進行」がありま

して、その件につきましては、町長部局のほう

で答弁を精査いたしまして、本定例会中に、も

し答弁の削除があれば、答弁削除ということで

文書で出してもらうという手続をとっていきた

いと思います。よろしいですか。（「はい」と

発言する者あり） 

  ─────────────────── 

散 会 の 議 決           

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） それでは、お諮りいたし

ます。 

 本日の会議は、全て終了いたしました。本日

は、これをもって散会いたしたいと思います

が、これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 本日は、これをもって散会することを決定い

たしました。 

  ─────────────────── 

散 会 宣 告           

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 本日は、これをもって散
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会いたします。 

 お疲れさまでした。 

午後 ４時０８分 散会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


