
－ 1 － 

 

令和元年第３回定例会（第２号） 

 
令和元年９月１１日（水曜日）午前１０時００分開議   

   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

○議事日程 

 日程第 １ 会議録署名議員の指名 

 日程第 ２ 一般質問 

 日程第 ３ 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 

 日程第 ４ 同意第 ２号 固定資産評価審査委員会委員の選任について 

 日程第 ５ 同意第 ３号 教育委員会委員の任命について 

 日程第 ６ 承認第 ７号 専決処分の承認を求めることについて 

 日程第 ７ 議案第４６号 七飯町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定につい 

              て 

 日程第 ８ 議案第４７号 地方公務員法及び地方自治法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する

条例の制定について 

 日程第 ９ 議案第４８号 消費税法及び地方税法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例の

制定について 

 日程第１０ 議案第４９号 七飯町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部改正について 

 日程第１１ 議案第５０号 七飯町税条例の一部改正について 

 日程第１２ 議案第５１号 七飯町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部改正について 

 日程第１３ 議案第５２号 七飯町特定教育・保育及び特定地域型保育に係る利用者負担に関する条

例の一部改正について 

 日程第１４ 議案第５３号 七飯町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準

を定める条例の一部改正について 

   ────────────────────────────────────────── 

○出席議員（１８名） 

    議  長 １８番  木 下   敏      副 議 長     １７番  青 山 金 助  

          １番  横 田 有 一            ２番  神 﨑 和 枝  

          ３番  平 松 俊 一            ４番  池 田 誠 悦  

          ５番  田 村 敏 郎            ６番  稲 垣 明 美  

          ７番  畑 中 静 一            ８番  長谷川 生 人  

          ９番  上 野 武 彦           １０番  坂 本   繁  

         １１番  澤 出 明 宏           １２番  中 島 勝 也  

         １３番  川 村 主 税           １４番  中 川 友 規  

         １５番  若 山 雅 行           １６番  川 上 弘 一  

────────────────────────────────────────── 

○欠席議員（０名） 

────────────────────────────────────────── 

○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 

   町       長  中 宮 安 一 

   ────────────────────────────────────────── 



－ 2 － 

○町長の委任を受けたもので出席を求めた説明員 

   副   町   長  宮 田   東     総 務 部 長           釣 谷 隆 士  

   民 生 部 長           杉 原   太     経 済 部 長           青 山 芳 弘  

   総務部総務財政課長  俉 楼   司     総務部情報防災課長  若 山 みつる  

   総務部政策推進課長  中 村 雄 司     総 務 部 税 務 課 長           広 部 美 幸  

   会計課長兼経済部水道課参事           青 山 栄久雄     民 生 部 住 民 課 長           清 野 真 里  

   民生部環境生活課長  磯 場 嘉 和     民 生 部 福 祉 課 長           村 山 德 收  

   民生部子育て健康支援課長           岩 上   剛     経済部商工観光課長           福 川 晃 也  

   経済部農林水産課長  川 島 篤 実     経 済 部 土 木 課 長           佐々木 陵 二  

   経済部都市住宅課長  寺 谷 光 司     経 済 部 水 道 課 長           笠 原 泰 之  

   ────────────────────────────────────────── 

○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 

   教 育 長           與 田 敏 樹 

   ────────────────────────────────────────── 

○教育長の委任を受けたもので出席を求めた説明員 

   教 育 次 長           扇 田   誠     学 校 教 育 課 長           竹 内 圭 介 

   生 涯 教 育 課 長           北 村 公 志     学校給食センター長           柴 田   憲 

   スポーツ振興課長           川 崎   元 

────────────────────────────────────────── 

○農業委員会会長の委任を受けたもので出席を求めた説明員 

   事 務 局 長           田 中 正 彦 

────────────────────────────────────────── 

○地方自治法第１２１条の定により本会議に出席を求めた説明員 

   監 査 委 員           永 田 英 利 

   ────────────────────────────────────────── 

○本会議の書記 

   事 務 局 長           関 口 順 子     書       記  妹 尾 洋 兵 

   書       記  佐々木 宏 美 

   ────────────────────────────────────────── 

○会議規則第１１６条の規定により指名された会議録署名議員 

          １３番  川 村 主 税           １４番  中 川 友 規 

 



－ 3 － 

午前１０時００分 開議 

  ─────────────────── 

開 議 宣 告           

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 皆さん、おはようござい

ます。 

 ただいまから、令和元年第３回七飯町議会定

例会の本日の会議を開きます。 

 上野武彦議員から、本日の会議に遅参する届

け出がありました。 

  ─────────────────── 

 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、 

１３番  川 村 主 税 議員   

１４番  中 川 友 規 議員   

以上２議員を指名いたします。 

  ─────────────────── 

 日程第２ 

  一般質問 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第２ 一般質問を行

います。 

 通告順に発言を許します。 

 田村敏郎議員。 

○５番（田村敏郎） それでは、通告に従いま

して、大きな設問を三つ用意してございまし

て、１番目からまいりたいと思います。 

 空き地の環境保全の強化について。 

 空き地の環境保全に関する条例は、住民の生

活の安全と公衆衛生の向上を意図した評価でき

るものと思うが、空き地の雑草等が放置された

管理不全地が散見される。そこで、次の点につ

いて伺いたい。 

 １、町が把握している管理不全地は何カ所あ

るのか。 

 ２、雑草等の除去勧告や除去命令をした件数

と、それに従わないものの件数について伺いま

す。 

○議長（木下 敏） 環境生活課長。 

○環境生活課長（磯場嘉和） １点目の町が把

握している管理不全地は何件あるのかですが、

平成３０年度実績で、町から空き地の草刈りを

案内している件数は５６０件でした。うち、町

に依頼のあった件数は３３５件で、残りの２２

５件については、管理者みずからが草刈りを行

うなど、自己で処理を行っております。 

 しかし、草刈りの時期が遅かったり、回数が

少なかったりで、土地の隣接地に居住している

住民から、管理不全の苦情のあった件数が３１

件ありました。町が現地を確認しまして、空き

地の管理者へ草刈りのお願いをした結果、２４

件は草刈りが終了しており、町が把握している

管理不全地は７件です。 

 ２点目の雑草等の除去勧告や除去命令をした

件数と、それに従わない者の件数ですが、条例

第４条に「空き地の管理者に対して必要な措置

をとることを勧告又は命令することができる」

と定めております。 

 管理不全地の多くは、町外の所有者のため、

現況写真を添付した文書を送付したり、電話連

絡などでお願いをして、勧告、命令などは行っ

ておりません。 

 空き地の環境保全に関する条例は、住民の生

活の安全と公衆衛生の向上に寄与することを目

的に、昭和５５年に制定されました。制定当初

から先進的な取り組みと評価され、その後、他

の市町村でも同様の条例が制定されておりま

す。 

 今後も、空き地の管理者へは、管理不全な状

態にならないよう維持管理していただくようお

願いするとともに、場合によっては勧告、命令

などもしてまいりますので、御理解くださいま

すようお願いいたします。 

○議長（木下 敏） 田村敏郎議員。 

○５番（田村敏郎） 今ちょっと聞き漏らした

のですけれども、確認したいのですが、全体で

５６０件あったと。そのうち、勧告が３１件で

命令が２４件という、そういう考え。そこ、も

う１回ちょっとお願いします。 

○議長（木下 敏） 環境生活課長。 
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○環境生活課長（磯場嘉和） もう一度、では

そこの部分、話したいと思います。 

 空き地の草刈り、最初案内しているのが５６

０件ありました。それで、町に最初草刈りして

くださいと依頼あったのが３３５件。あと残り

の２２５件は自分で草刈りしますよということ

で草を刈っていると。だけれども、草刈りの時

期が遅かったりだとか１カ所刈らないとかとい

うことで、苦情があったのが３１件。うちから

また再度、草刈りちゃんとやってくださいとい

うことで案内した結果、２４件は草刈りが終了

していて、最終的に７件が町で把握している管

理不全地ということです。 

 先ほど、勧告、命令の件数ということなので

すけれども、勧告、命令については、まだそこ

までの措置はしていなくて、現況の写真を撮っ

て、改めてこういう状況なので草刈りをしてく

ださいということで話をして、おおむねそこを

見て草刈りの依頼があったり、自分で刈ったり

ということで処理をしていまして、勧告、命令

は今のところ行っておりません。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 田村敏郎議員。 

○５番（田村敏郎） この俗にいう草刈り条例

の第４条、この中には勧告または命令というよ

うな文言があるということで、必要だけれども

していない、あるいは勧告という意味合い、ど

ういう状況の場合は勧告なのか、それからどう

いう状況の場合は命令なのか。例えば勧告を２

回以上言った場合には命令をしなければだめだ

とか。 

 というのは、やはり規則のほうでは、勧告書

あるいは命令書という様式をきちんとつくっ

て、そして流れ的には終了報告書を上げなさい

ということです。３０日以内に。 

 確かに今の説明であれば、流れ的にはこう来

て、苦情があったものに対しては２４件終了し

ましたしという、そういう流れはわかるのです

けれども、条例上から言えば、これは必ず苦情

来た部分も不全地という、隣接してこれはもう

だめだといった場合には、何とかしてください

ということで町にいく。そうすると、町が現地

を見て、これは不全地だから、何とか刈ってく

ださいという流れはわかるのですが、条例上で

は、きちんとやはり勧告をする、あるいは命令

をする。そして、そういう書類を出した以上は

３０日以内にやったかやらないかきちんと報告

書を出してくださいと。完了報告を出してくだ

さいという、そういう一つの流れになっている

わけですから、今のところはその勧告命令は

やっておりませんという今答弁でしたけれど

も、実際上、どういう状況のときに勧告を出

す、あるいは命令を出す。そういう何か基準と

いうか、そういうものがあるかどうか、ちょっ

とお知らせ願いたいと。 

○議長（木下 敏） 環境生活課長。 

○環境生活課長（磯場嘉和） 議員おっしゃる

とおり、条例第４条に「空き地の管理者に対し

て必要な措置をとることを勧告又は命令をする

ことができる」ということで定めておりまし

て、規則のほうで様式ももちろん定めておりま

す。 

 そこにいくまでの段階という形で、写真を

撮って、現況写真を撮って、いわゆる勧告に近

い形にはなるのでしょうけれども、こういうこ

とで苦情が来ていますよだとか、管理不全で今

後まだ伸びが出たりだとか、害虫があって発生

したりして、非常に困るので刈ってくださいと

いうことで、所有者の方にそういう訴えをして

いるのです。そうすると、大体所有者の方がそ

の時点で、自分の管理地なので、そこは迷惑か

けられないということで、大概の方は草刈りを

してくださるような状況です。 

 たまに、まれにあるのが、相続か何かで土地

の所有者が変わっていたとか、それから所有が

わからなくて、自分のものだとわからなかった

のでということで刈ってなかったということも

ありますし、そういう方、年に１回しか刈れな

かったというときもタイミングもありますの

で、その辺でやっているところはあるのですけ

れども、今のところは、勧告の様式に捉われて

そこの規定でいくというよりは、写真だとか、

そういうのを現状を見てもらって刈ってもらう

というところにとどめているというところでご
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ざいます。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 田村敏郎議員。 

○５番（田村敏郎） 非常に、行政的にはやわ

らかいサービスだなというふうに思いますけれ

ども、基本的には条例がある。そして、７件が

そのままになっているという、そういう状況の

中では、やはり条例的には問題あるというか、

本来の草刈り条例の目的からすれば、やはり行

政として一歩踏み込みが足りないのではないの

かな。これはなぜかと言いますのは、勧告だと

か命令というのは、行政がするということに

なっているのです。ということは、この、私条

例見てますけれども、罰則がないのです。行政

で命令を出しておいて、それに従わないものが

何件かあるとなると、それはそれでいいのかと

いう話です。 

 そして、まずその問題が一つと、それから大

体草が成長して、最大になって、大分秋になる

とってなると、５月から９月が、大体５カ月間

が一番こう成長する盛り。条例見ますと、大体

年２回刈るよという話になってますよね。条例

の文面の中には出てないですけれども、草除去

手数料の備考の中には、「この表に定める額で

雑草等の除去を２回行うものとする」。これは

町があっせんしてやる場合は、２回分を見てや

りますよという話ですけれども、条例の中には

回数が全く出てきてない。 

 やはり５月から９月の５カ月間ですけれど

も、この間に一番伸びるのです。今の時期、９

月に入ってから刈っているところも恐らくあ

る。それは、そういう状況は仕方がない部分も

あるかもわからないのですけれども、一番、７

月、８月の成長、草の成長期には放置されて、

大分成長がとまったときに草を刈るという、そ

ういう状況が現にある。そうであれば、やはり

草刈り条例の本来の趣旨がなかなか生かされて

いない。環境的にも、非常に悪くなってしま

う。あるいは害虫が出てくるというようなこと

で、もう少しこの部分の条例に対する見直しと

いうか、２回なら２回という明示をするとか、

あるいは勧告または命令、これに従わない者に

ついてはこういう罰則をかけますと。 

 きついかもわからないですけれども、やはり

町民がお互いに住みやすい環境をつくろうとい

う、こういう立派な条例ある以上は、やはりそ

れに積極的に協力していくというのも町民の責

務でありますから。特に町内に住んでいる方は

いいですけれども、町外の方というのは、自分

たちの土地がどういうふうになっているかとい

うのもわからないわけですから。やはりそうい

う、きちんとした条例に見直していくという

か、そういう考えがあるかどうか、ちょっとお

聞きいたします。 

○議長（木下 敏） 環境生活課長。 

○環境生活課長（磯場嘉和） 罰則を設けてな

いのではないかということでございますが、そ

のとおりでございまして、罰則は、函館市の条

例なんか見ると、行政代執行まで載っていると

ころもあります。では、そこまで実際やれるの

かというと、なかなかそこも難しいのかなと

思っているところでございます。 

 また、２回刈りの件については、例年５月の

連休明けぐらいに所有者の方に全部案内をかけ

て、６月と８月の２回刈っている状況でござい

ます。そのところがやはり一番伸びるというこ

と。９月過ぎれば、大分おさまってくるので、

伸び盛りのその６月。また盆前の８月というこ

とで、ここで一斉に刈るので、そのときに刈ら

ないで、要は１回刈りで７月に刈って、それで

おさめてしまうというところの人がいるので、

やはりどうしても、管理不全になってますよと

いうことになって、うちからまた案内を出して

というところはあります。そこも全面、面積が

広くてなかなかできなくて、道路縁だけ２回

刈って奥のほうは１回とか、その方によって管

理の仕方もどうしてもいろいろとあるので、そ

こはうちのほうも粘り強く、こういう状況なの

で、周りは刈ってますから刈ってくださいとい

う形で話をずっとしているところでもありま

す。 

 また、条例の、もっと強化したほうがいいの

ではないかというところの話ですけれども、大

概の人はうちのほうで文書送って、写真も送っ



－ 6 － 

てこういう状況ですと。確かに遠方の方がほと

んどなので、そういう方は。見せると承諾して

くださって、その年は１回かもしれませんけれ

ども、次の年からは２回になったりという形で

す。大体の方は協力的で、毎年恒例で、やって

くれていないという方はほぼいないような形で

すので、これからもそういう形で、写真を撮っ

て現状をその所有者の方に訴えて、納得してい

ただいて、こういう条例、せっかくの条例、確

かにありますので、皆さんに草刈りを浸透して

いただきたいということで考えております。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 田村敏郎議員。 

○５番（田村敏郎） 今の説明、わかります。

確かに、事務の流れ的にはそういうことでいい

のではないかと思うのですが、条例上はやはり

勧告、命令という表記を使う以上は、それに従

わないものというものを当然……。 

 条例というのは性善説、法律だとか、そうい

うものは性善説かもわからないですけれども、

やはり従わないものはそれでいいのだという、

今度逆に行政がそういう認識かということにな

るのです。 

 したがって、やはりもう少しこの部分は、実

際罰則を適用する、しないではなくて、罰則を

これこれすることができるとか、そういう流れ

でやはり条例の中には勧告だとか命令を、行政

の命令ですから、やはりそれに従わせるのだと

いう、そういう強い形の中で、することができ

るとかという、そういうものをきちんと盛り込

むことによって、かなりこの草刈り条例も、私

は生きてくると思うのですけれども、最終的に

どうですか。 

○議長（木下 敏） 民生部長。 

○民生部長（杉原 太） この草刈り条例につ

きましては、昭和５５年に制定して平成１２年

に改定しているのですけれども、この評価でき

る部分と私ども考えているのは、実はこの草刈

り条例自体は、草刈りの手段を町にお願いする

ことができるということで、草刈り手数料とい

うこともあって、平米数によって分けられてま

して、年２回刈りを町に頼むことができるとい

うことで、先ほど課長が申し上げたとおり５月

連休明けぐらいに草刈りの該当する土地の所有

者の方に草刈りに関して１年間管理してくださ

いという通知を差し上げて、その中で、自分で

できるのが大変だ、遠くにいるから行けないと

いう方については、町に直接申し込むことに

よって草刈りができますよという、実効性のあ

る条例というのがこの条例の特徴だということ

でして、その中で、先ほど言った割合でどうし

ても残ってしまった、自己管理だったのだけれ

ども、残ってしまった３１件、そういう部分に

関しては、現実的にその近隣に住まわれている

方も、やはり草刈ってもらわなければ、勧告し

てもそのまま放置されても困るわけでして、よ

り実行性があるようにということで、丁寧に現

地の写真などを撮って、遠隔地の方だとかにも

所有者にもお送りをして、電話番号がわかる場

合には説得するように、指導するようにお電話

も差し上げて、その中で最終的に７件が残っ

て、その部分に関しても土地の所有者が変わっ

ているとか、いろいろなものがあるのですけれ

ども、町としてはなるべく草刈りしなければな

らないとか残らないように指導しているという

ような現状でして、これはまた時代が進むとと

もにその草刈りの対応ももちろん議員がおっ

しゃるとおり変わってきているわけでして、今

後そういう部分では勧告なんかも、勧告、命令

なども、より指導力が高められるように、条例

の見直しはもちろん、罰則も含めて考えていき

たいというふうには思いますので、御理解いた

だきたいというふうに思います。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 田村敏郎議員。 

○５番（田村敏郎） わかりました。課長と一

緒に、事務の流れ、対応というのはわかるので

すけれども、私がさっきから言っているのは、

この五十何年につくった条例そのものの形態と

いうか、流れ的に罰則がないのは、やはり

ちょっと片手落ちでないかと。そういうものを

もう少し積極的に取り入れる中で、必ずしもそ

ういう罰則を私は振りかざしてどうのこうの、

強制的にどうのこうのではなくて、罰則の表現
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にも「することができる」というようなやわら

かい表現もあるので、条例を完成させるために

も、勧告だとか命令が入った以上は、やはりあ

る程度罰則規定も表記すべきでないかという、

そういう話なのですけれども、もう一度お願い

いたします。 

○議長（木下 敏） 民生部長。 

○民生部長（杉原 太） そういう部分も含め

て、条例を進化させるというか、精査していき

たいと思いますので、御協力よろしくお願いい

たします。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 田村敏郎議員。 

○５番（田村敏郎） 次にいきます。 

 大きな２番、町道整備の実施について。 

 町道整備に関し、次の点について伺いたい。 

 一つ目、鶴野踏切から鶴野に抜ける町道、本

町１号線は、近年事業所の進出により交通量が

増加し、しかも子供たちの通学路にもなってい

る。道路はカーブがきつく、見通しが悪く、冬

場になると除雪の雪でさらに道路幅が狭まり危

険な状況になる。以前から道路整備の話が出て

いるが、いまだ動きが見えない。これまでの経

過と今後の整備計画について。 

 二つ目は、平成２６年度決算の道路用地取得

費の公有財産購入費の町道分は３,４３０万４,

２８６円、補償、補塡及び賠償金の移転補償費

に３４５万６００円で約３,８００万円を費やし

ているが、５年たった今でも事業が終了してい

ないものが７件中５件。町道整備を進める上で

問題ではないか伺います。 

○議長（木下 敏） 土木課長。 

○土木課長（佐々木陵二） ２問目、町道整備

の実施についての１点目、町道本町１号線のこ

れまでの経緯と今後の整備計画についてでござ

いますが、この路線は平成５年に踏切構造改良

を行いまして、狭かった踏切部を改良しており

ます。 

 その後、平成１７年度策定の第８次町道整備

５カ年計画に登載し、久根別川広域基幹改修事

業において、補償工事で久根別川に係る橋梁と

その前後の町道を拡幅しております。 

 町内会からは、要望書が平成２１年度から平

成２８年度まで６回提出されております。平成

２５年度には、出前講座でもこの路線について

議題とされておりました。 

 町の動きといたしましては、久根別川の改修

事業から継続して改良工事を行うべく、平成２

２年度第９次町道整備５カ年計画、平成２７年

度第１０次町道整備５カ年計画に要検討として

登載させていただき現在に至っております。 

 計画時の延長といたしましては６８０メート

ルで６億７,０００万円の総事業費で計画してお

りました。その後、ＪＲ函館本線は電化区間と

なり、この当時の計画どおりの施行は困難であ

るため、現在の状況での計画を見直すと、電化

されたことにより施行工竣がふえるため、七飯

駅前の改良済み区間まで８８０メートルで１０

億円前後の事業費になると思われます。 

 国土交通省での補助事業関連の採択要件が、

アメリカのミネアポリスで２００７年に橋の崩

落事故があり、その後国内でも２０１２年笹子

トンネル天板崩落事故を契機に、新規改良事業

から道路ストックの長寿命化事業へシフトして

きているのが現状です。 

 そうしたことから、補助事業として採択され

ることが非常に厳しいことと、高額な総事業費

のため要検討として町道整備５カ年計画に登載

してきましたが、現状といたしましては計画を

凍結せざるを得ない状況となっております。 

 議員御質問のとおり、カーブがきつく見通し

が悪い状況であることは十分把握しております

が、抜本的な整備はできないことから、電柱の

配置を変えたり、現道敷地内で部分的に拡幅す

るなど、現道の状況を維持しながら安全確保に

努めてまいりたいと考えておりますので、御理

解のほどよろしくお願いいたします。 

 ２点目の平成２６年度決算の用地補償費につ

いてでございますが、事業が完了していないも

のが令和元年度現在で７件中５件ございます。

用地補償は工事を行う前の準備として行うもの

であります。５件につきましても用地補償完了

後工事を進めてきておりますが、一度に全ての

工事を予算計上することは困難でありますの
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で、優先順位等を考慮しながら順次工事を進め

てきている状況です。 

 また、この５路線以外でも、災害等の突発的

な工事が発生し、事業を進めることができな

かった年度もあります。完了まで時間を要して

おりますが、今後も可能な限り速やかに事業を

完了できるよう努めてまいりたいと考えており

ます。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 田村敏郎議員。 

○５番（田村敏郎） まず一つ目のほうは、な

かなか話を聞くと、いろいろこう、町も気にし

て整備計画に載せたりしておって、最終的には

今の話であれば、抜本的には無理だと。そして

現状を何とかしたいのだということで努力はし

てますということで、では具体的に現状をどう

いうふうにすると、なかなか、私から言わせれ

ば抜本的な解決がなければ、あの急カーブとい

うのは難しいのかな。そうするとかなりお金も

かかるだろうし、補助金の採択云々と言ってま

すけれども、何よりも先ほど私指摘させていた

だきましたけれども、カーブがきつい、見通し

が悪い。それから冬になれば除雪で道幅も狭く

なる。そして子供たちの通学路だ。こういうこ

とを考えれば、やはりずっとこう、理屈はわか

るのですけれども、なかなか打開策がないとい

うか、改良のその方策が見つからない場合は、

答弁上はそういうことになろうと思うのですけ

れども、そこをやはり何とかこうしてもらいた

いというのが、恐らく地域の、あるいは保護者

の要望だと思うのですけれども、具体的に現状

を何とかしたいということで、今どういったよ

うなものを考えているのか。抜本的にやれ、や

れというだけではなくて、やはり少しでも危

険、通学路としての危険なものを取り除く。 

 確かに車のスピードだとか落とせばいいので

はないかという発想もあるかもわからないで

す。今のままのきついカーブであれば、スピー

ド出して来ないから今のほうが安全だよという

人もいるのです。だけれども、私はそうではな

いと思うのです。やはり先ほど言ったような、

地形的な問題と気候的な問題と気象的な問題で

す。そういうことを考えればやはり子供の安

心・安全、こういったようなものを考えれば、

やはり抜本的に無理であれば、現状として何が

できるのだろうということを今、そちらのほう

でどういうふうに考えているのか、もう一度

ちょっとお聞かせ願いたいと思います。 

 それから２番目の町道、これ約３,８００万円

使っています。そして、そのうち、トータル的

には７件で３,８００万ですけれども、その中で

５件、完成してないというか未完了だという。

そして、今の答弁であれば、順次整備していき

ます。 

 私は、基本的には、今この厳しい財政の中

で、公有財産だとか移転補償だとかというのを

同時に買っておいて、そして５件してないとい

うのは、これおかしいのではないですか。町民

は納得しません。やはり順次整備をしていくの

であれば、順次購入しながら１本１本やるとい

うのが私は筋だと思うのです。これは何でかと

いうと、費用対効果、これからいけば全く費用

を投下しておきながら、５件のほうは全く効果

が出ていないということです。そうであれば、

１本１本でも構いませんけれども、確実に町民

に対する道路サービスというのを提供していく

というのが、私は土木行政のあり方ではないか

な、そういうふうに思うのです。だって、未完

成のものそのままなのですよ。それで費用対効

果をどういうふうに議論するのですか。全くで

きないです。やはり、そういうものを同時に進

行させて、やるのだ、やるのだ、順次必要なも

のからやるのだと、これは私は許されない話、

発想でないかと思っているのです。やはり、確

実に仕上げながら、そして町民、住民に道路の

サービスを享受させるというのが私は一番方策

でない。今やりますからと言って５年前から用

地を買収して、何もしていないのです。 

 ２６年ですけれども、２７年もそうかもわか

らない。２８年もそうかも。それだけお金を生

かしていないということです。私から言わせれ

ば。 

 そういうことを考えると、やはり町道という

のは町民の生活の足のもとになりますから、そ
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ういうことをこう、どうしても必要なのだとい

うことでつくっていく話だと思うのです。大き

な、例えば国道、道道の大きな流れの中の作業

ではなくて、やはり一番町民に身近な、私は足

のもとになる、それが町道だと思っているので

す。 

 そういうことを考えると、７件分の、もう一

度言いますけれども、７件分の道路用地の取得

費としてお金を使っておいて、そのうちの５件

が完成していない。５年たってです。 

 ここら辺、費用対効果からいけばどうなの

か。そこら辺、もう一度説明をお願いしたいと

思います。 

○議長（木下 敏） 土木課長。 

○土木課長（佐々木陵二） まず１問目からで

すが、具体的な方策といたしましては、先ほど

お答えしましたとおり電信柱の配置です、カー

ブの真ん中に電信柱があったりですとか、カー

ブの手前もしくは曲がりいっている途中に電信

柱があるような箇所については、電信柱の配置

を変えていきたいなと、今ちょっとＮＴＴ、北

電とも協議中でございます。 

 あと、町有地の残地が路肩ですとか５０セン

チくらいあったりですとか、踏切の手前、開発

行為やったところですけれども、２メーターか

ら３メーター、セットバックして寄附いただい

ている土地もありますので、その辺の用地を利

用しながら、少しでも走行しやすい安全な道路

をつくってまいりたいと考えております。 

 あと、冬季につきましては、なるべく排雪を

数多くやるようにしている路線であります。こ

としも３回程度排雪をしておりますし、通学路

として危険だということは十分承知しておりま

す。それで、排雪を行いまして、除雪の部分、

寄せ方だとかというのを工夫しながら持ってい

く、すぐ排雪するような形をとっておりますの

で、御理解いただきたいと思います。 

 あと７件中５件がまだ未完成ということです

けれども、未着手というわけではなくて、用地

を購入して、それから道路工事を入っていきま

す。一度に３,０００万、５,０００万、１億と

かけて１本ずつ完成させるということもできな

くはないのですけれども、七飯町内３１０キロ

程度の町道がございまして、その町道を順次直

していかなければならない。１回に一様の箇所

に多額の費用を投入するということはできない

ということで、費用を分散させながら、なるべ

く予算主要の効果が上がるように努力しなが

ら、５カ年計画等を立てながら考えていってお

りますので、費用対効果には上がっていると

思っております。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 田村敏郎議員。 

○５番（田村敏郎） １番目の問題について

は、何とか現状に対して創意工夫しながら対応

したいということで、これについては、やはり

早急にというか、今までも恐らくやってきてい

るのだろうと思うのですけれども、もう少しス

ピードをつけて、地域住民に見えるような形

で、抜本的でなくても、やはりこういうことを

少しでも、例えば電柱を動かすとか、あるいは

雪の排雪です、そういうものをやるとか、ある

いは寄附のあった土地を少しずつでもこうした

とかいう、目に見えるようなものを、もう少し

スピードをつけてやってみて、それでだめであ

ればまたいろいろ考えながら対応していくとい

う、そういうことでまず１番目は間違いないか

どうか、それをその一つとして、最終的に伺っ

ておきたいと思います。 

 それから、２番目の、町道が３１０キロある

というようなことで、５件については未着手で

はないよというような話ですけれども、やはり

町民から見れば５年もたてば、一体どうなって

いるのだろうという。これは、わかります。担

当している側はそうかもわからないですけれど

も、そのまま、舗装しますよという話の中でこ

うやっていたけれども、まだ舗装来ないのだよ

という、そういう話になっちゃうと、町民側か

らの目線というものを考えてもらいたいので

す。というのは、５年もそのままにするのでは

なくて、今、１番目でも言ったように、目に見

えるような形で、少しでもやってますよという

ものが見えなければ、町民というのは、私は納

得しないのでないかと思うのです。 
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 そういう意味で、確かにわからないわけでは

ないですけれども、町民目線に立った場合の町

道整備、こういったようなものをどうあるべき

なのか、もう一度考え方だけ、２番目について

はお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（木下 敏） 土木課長。 

○土木課長（佐々木陵二） １問目につきまし

ては、議員おっしゃるとおり、ちょっとずつで

もやっていくということで、それでもだめであ

れば、また次の策を考えたいなと。原則、現道

敷地内で何とかしていくしかない状況ですの

で、御理解のほどお願いしたいと思います。 

 ２問目の用地につきましては、未着手ではな

いということで７本ございまして、そのうち２

本は用地買収をして完了しております。その

後、５本につきました用地買収、平成２６年も

行ってますけれども、その後用地買収やってい

るものもありますし、同時に工事を進めてい

る。そのほかについては、用地の補償を２年く

らい前までやっているものもありますし、現

在、まだ用地を、年次計画的に買収していると

ころもございますので、５年前に買って全く

やっていないということではなくて、少しずつ

前へ前進しているということで御理解願いたい

と思います。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 経済部長。 

○経済部長（青山芳弘） 田村議員さんの再質

問の中で、用地買収等の投資して、事業がなか

なか進まないということでございますが、担当

部署としては、早くそういうものは完成させて

いきたいという思いはございます。ただ、限ら

れた予算の中で、どの事業にどういうふうにと

いうことで、毎年それなりのものを査定してご

ざいますので、何とか土木としても目に見える

ような形で少しでも進めていけるような計画と

いうか、そういうものをしてまいりたいと思い

ますので、御理解のほどお願い申し上げます。 

○議長（木下 敏） 田村敏郎議員。 

○５番（田村敏郎） それでは３番目、まいり

ます。 

 絶対に実現するための財政中長期計画につい

て。 

 平成３０年４月５日付北海道新聞に、「七飯

町長選候補に聞く」という記事の中で、「私が

町長に就任する直前の２００５年度末、町の基

金残高は２６億円、町債残高は１１３億円でし

た。１７年度末の当初見込みは、失礼、当初見

込み額は、基金が１３億円、町債残高が１２２

億円になっていますが、今後４年間で基金を、

２００５年末時点よりふやし、町債を減らすこ

とを絶対に実現したいと考えています。中長期

計画を立てて実行していきます。」と掲載され

ておりますが、具体的な計画と進捗状況を伺い

たい。 

○議長（木下 敏） 総務財政課長。 

○総務財政課長（俉楼 司） それでは、私の

ほうからは、中長期計画を踏まえた基金、町債

の状況とその進捗状況についてお答えしてまい

ります。 

 町では、各年度決算及び当年度の当初予算状

況を踏まえた翌年度以降の中長期の財政状況と

して現状を踏まえた今後の基金及び町債状況を

把握しております。まず、１７年度末、これは

平成２９年度になりますけれども、当初見込み

額は基金が１３億円、町債残高が１２２億円と

ありますが、１７年度実績として、基金が１６

億５,０００万円、町債残高が１２３億４,００

０万円となっております。 

 町長４期目の任期となる令和３年度末の計画

値としては、基金残高が約１１億１,０００万

円、町債残高が１３７億３,０００万円と見込ん

でおります。 

 中長期としては、１０年後の令和１０年の計

画値として、基金残高約７億円、町債残高が１

２０億３,０００万円と見込んでおります。この

計画では、最低限確保すべき基金現在高を７億

円に設定し、極力基金の取り崩しをしないこと

を大前提としております。 

 今年度においても、決算状況により財政推計

を行い、これに基づき予算要求に対するシーリ

ングを導入し、要求に対する上限額を設定、基

金については、当初予算で基金の繰り入れをせ

ず、予算編成に努めております。 
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 現状では、第１回臨時会で、大沼岳陽学校の

整備のため財政調整基金３,０００万を繰り入れ

しておりますが、９月補正予算については繰り

入れをせず予算を編成してございます。 

 町債については、近年の大型事業の推進によ

り増加しておりますが、事業の実施に当たって

は、町の財政負担が少しでも少なくなるよう、

国、道と交渉を行い、特定財源を確保する、町

財政に有利な交付税措置をされるような起債を

選択するなどにより進めているところでござい

ます。 

 さらに、現在までも行政改革として、町長初

め特別職の給与削減、民間委託、補助金の見直

し、需要動向に即した組織、機構の見直しなど

進めてまいりましたが、この計画値を維持する

ため、今後も常に決算状況を踏まえた計画の

ローリングを行い、またあわせて行財政改革を

進め、健全経営に努めてまいります。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 田村敏郎議員。 

○５番（田村敏郎） ちょっと早すぎて私もわ

からなかったのですけれども、要は、用意ドン

のスタートの金額というのが平成１７年度末の

基金が２６億円、それから町債が１１３億円。

これはスタート時点では間違いないですね。こ

れよりも基金を多くする、それから町債を少な

くするという、ここが出発点だと思うのですけ

れども、どうでしょう。 

○議長（木下 敏） 総務財政課長。なるべく

ゆっくり。 

○総務財政課長（俉楼 司） はい、申しわけ

ございません。 

 議員のおっしゃる町債の残高の１１３億円、

基金の２６億円というのは、平成１７年度の実

績ということでよろしいでしょうか。 

 その数字については間違いないということで

思ってございます。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 田村敏郎議員。 

○５番（田村敏郎） 今確認したのは、北海道

新聞の「町長選候補に聞く」という中で、現に

２００５年度末ということで、基金が２６億

円、町債残高が１１３億円でしたという、ここ

からスタートするのですけれども、私が今質問

で聞きたいのは、ここに戻しますよ、４年間で

戻しますよということなのですよね。２０１８

年、今回の平成３０年度の決算では、基金が７

億９,５００万、残高です。それから町債が１３

８億５,９００万。これは出ていると思いますけ

れども、こうだとすれば、当時の目標額との差

額が、基金が約１９億円貯金しなければだめ

だ。それから町債は、約２５億円減らさなけれ

ばだめだ。 

 この具体的な、これから２年半ですよ、残

り。この間にこの金額をどういうふうに基金を

ふやす、あるいは町債を減らしていくという具

体的な計画。こういったようなものを示してい

ただきたいということが私の聞きたいところな

のです。具体的な計画と進捗状況。これは大変

な、私は、仕事になるなというのは、約１９億

円ためるという話であれば、ことしというか来

年のうちに大体７億円をためる。残りの２年で

１３億円をためるという、そういう流れの中、

どうやっても私は難しいな、だから具体的にど

ういうふうにやっていくのか。 

 町債も大体１年に８億程度減らしていかなけ

ればだめだ。そして２年間で１７億円減らさな

ければだめだ。押しなべていけば、３年間で７

億円から８億円減らすよという話だと思うので

す。 

 今のままであれば、３０年には公債費が１１

億、約１２億まで膨らんでいる。返済金が膨ら

んでいるのです。これがどのくらい続いていく

か。こういうことを考えると、さらに上乗せし

て町債を減らすというのは、まず不可能だと私

は思うのです。町債を減らすということはどう

いうことかというと、繰り上げ償還しかないの

です。ルール的には。繰り上げ償還をするとい

うことはどういうことかと言うと、基金が豊富

になければ出てこない金額なのです。 

 片方では基金をふやさなければだめだ、７億

円ふやさなければだめだ。そして、片方では町

債を減らさなければだめだ。これ、足せば１５

億円ぐらいのものがなければ、器がなければど
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うにもできない話だと私は思うのです。 

 そして、第５次の行政改革、２８年度から始

まりましたけれども、３２年で一旦めどがつ

く。そういう中でこの流れ、あと２年ですよ。

そういう中で、どれだけ行革のいう経費が浮い

てくるのか。そういうもろもろを考えると、な

かなか私はこういう簡単に軽々に、難しい、何

とか交付税にしても起債にしても、国が補塡す

るようなものを選ぶとか、そういう期間はない

のです。４年間のうちですから。 

 そして、こういうものを維持しますとか、あ

るいは基金を７億円に設定していて、この７億

円に設定するといったって根拠がないのです。

まさにこれ、にっちもさっちもいかない状況の

中で、先ほど大沼の話も出ました。基金を出し

たけれども９月にはしませんとかと。そういう

のは、やはり私は正直言って、事業については

口にこう、具体的には出してほしくない。あた

かも大沼地区あるるいは大沼の児童生徒が、と

いうような誤解を招くような。 

 私は、基本的にはそういう事業も全部見通し

た中での対応というか、行政の政策をきちんと

やっていく。行政計画を立てていくというの

が、私は責務だと思うのです。だけれども、私

が今言ったような中でいけば、目標との差が、

基金は約１９億円ふやさなければだめだ。ふえ

ようがない。僕はどう考えてやっても。それか

ら、町債を２５億円減らす。減らしようがな

い。むしろ借金を返す額がふえているというこ

と。そして、なおかつ３０年の決算を見ると、

起債と繰入金、借金と基金からの繰入金。これ

を合わせると、町税よりも多いのです。まさに

借金体質です。 

 そういう中で、こういう話になるのかどう

か。もう一度、そこら辺を精査して、答弁願い

たいと思います。可能なのかどうか。実現でき

るのかどうか。 

○議長（木下 敏） 副町長。 

○副町長（宮田 東） 私のほうから、ちょっ

と少しるると、お話しさせていただきたいなと

思ってございます。 

 まず、町長の発言に対して、新聞記事の部分

でございますが、田村議員おっしゃるとおり、

２００５年度まで振り返った部分についての基

金だとかを戻すとか、町債関係については減ら

すとか、いうような部分については不可能だと

いう財政の部分では認めざるを得ないなという

ことでございます。 

 ただ、その部分について、いろいろな経過が

ございますので、私のほうからるる申し上げて

御理解をいただきたいなと思ってございます。 

 まず、新聞記事の部分につきましては、町長

の強い気持ちの部分の姿勢の表れだといういう

ような形のものが記事になったものというよう

な形で解釈してございますが、事務方として

は、十分な説明が足りなかったといいましょう

か、その辺については十分反省しているところ

でございます。 

 そしてるる財政の中長期というような部分に

ついて申し上げてまいりたいなと思ってござい

ますけれども、総務財政課長のほうからお話が

ありましたけれども、ちょっとさかのぼりま

す。 

 東日本大震災というようなことがございまし

て、これはるる、議会の皆様だとか、いろいろ

なところで申し上げているわけですが、それを

契機として、老朽化した建物を、危険性のある

建物をそれぞれ直してきたと。改築してきた

と。これについては議員さんもよくお分かりの

ことかなと思ってございます。 

 主に公共施設というようなことになってござ

いますけれども、その結果、蓄えていた基金が

減り、町債がふえた、公債費がふえたというこ

とについては事実でございます。ただ、古い建

物は、いずれにしても直さなければだめだ。直

すものが、時期が目の前に来たというようなこ

とで、それが一度に集中して、それを直してき

たというようなことでまず御理解をいただきた

いなと。どうしてもその場合については、基金

も減るし起債もふえるというような状況になろ

うかなと思います。 

 そこで、いろいろな今財政の状況が厳しい状

況についてはおっしゃるとおりなのですが、中

長期というような形の見通しの中で、では今後
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どうするかというような部分について申し上げ

てまいりたいなと思ってございますけれども、

まずちょっと厳しいお話をさせていただきます

と、現在、もう大沼岳陽学校が来年の４月から

ということで開校となります。それについての

建築費が今現在かかっているというようなこと

がございます。 

 来年以降は、防災無線を全町一円に引いてま

いりたいという部分についても、ある程度実施

設計の予算を計上させていて、それも実現させ

ていかなければだめだ。 

 あとまだ残っている建物関係については、本

町地域センター、これはるる議会の皆さんにお

話してございますけれども、何とか余りお金を

使わないようにして、民間活用して建てかえを

していけないかと、いろいろ模索をしてござい

ました。ただ、課題としてみましては、やはり

金額の事業費が多額になることから、民間の部

分の活力も入れて、民間団体も入っていただい

て、その中で負担をできるだけ少なくしましょ

うというような形でやってきておりましたけれ

ども、なかなかやはり事業費が高いこともござ

いまして、賃貸料といいましょうか、そういう

部分については、なかなか高くてなかなか入居

が難しいだろうということでございます。それ

を入居が難しい分、今のまま建ててしまうと全

部またそれが町の負債に帰ってくるということ

でございますので、いろいろそのようなことを

考えて、ちょっと抜本的にもう少しいろいろな

ところの、国だとか、北海道だとか、いろいろ

なところと相談をしながら少し進めてきたとい

う経過がございます。 

 まず、古い建物、言ったさっきの本町地域セ

ンター、ほかにスポーツセンターだとかプー

ル、ございます。またこれからはリサイクルセ

ンターだとか最終処分場だとか、まだ課題も多

ございます。こういう古いものだとか、徐々に

直していかなければだめなもの、まだ抱えてい

るということです。そのほかに年々上がる扶助

費の負担も多くなってくるということがござい

ます。そのようなものを、いかに解決していく

かということで、先ほど北海道だとか、国だと

か、そういうところといろいろ相談だとか協議

をしてございます。 

 これからが本題になりますけれども、都市計

画区域の中に市街化区域とあるのですが、住宅

だとか立っている区域、そこの部分にある程度

再整備をかけることによって、国の補助だとか

そういう交付金だとか、あと起債の関係だと

か、これは交付税対象になるような起債でござ

いますけれども、そういうものをいただけるよ

うな方策といいましょうか、そういうようなも

のが今のところ見つかってございます。現実的

には、今まで従来市街化区域の整備、コンパク

トにするということでございますけれども、従

来は４割くらいの補助が、昨年から５割、半分

まで、４０％が５０％に上がったというのが一

つあります。 

 もう一つは、起債の対象となってきている

と。これは、公共施設の管理、計画書もつくっ

ているのですが、それでいって起債関係の工事

の歳入もある。 

 そして一番の大きなものとして私ども考えた

のが、スポーツセンターでございます。こと

し、今年度から、今の国のほうの計画、今、立

地適正化計画というのを作成しなければだめな

のですが、これに基づいていきますと、体育施

設の対象になってくると。ただ、スポーツセン

ター、これ条件はあるのですが、体育施設とい

うのは、スポーツセンターも入るということで

す。今まで、従来、スポーツセンターの改築と

いうのは、まるっきり補助とかそういうものは

一切なかったものなのですが、最終的には、ス

ポーツセンターも可能性が出てきたということ

でございます。 

 こういうものをトータルして、ある程度の事

業費をトータルして考えていった場合につい

て、財政の長期計画を定めてまいりました。 

 それが先ほどの総務財政課長が申し上げまし

た基金を７億円を下らないようにして、起債も

ふやさないような方向で１０カ年の部分の見通

しを立てさせていただいたということです。何

とかそれに基づいては可能性があるのと。た

だ、大前提としては、基金を取り崩さないよう
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な予算編成、それに伴って行うものについて

は、行政改革を進めなければだめだろうと。あ

わせながら、できるだけ基金を使わないような

予算関係を組み立てることによって、基金の７

億円を維持し、町債関係についてもふやさない

方向の中で進めれるのではないかという見通

し。大前提がつきますが、そのような形の中で

１０年間を頑張っていって、なおかつ町の部分

の古い施設関係についても、ある程度、この１

０年間において手をかけていきましょうという

ような考え方をしているというところでござい

ます。 

 まず、これについては、議員の皆さんについ

ても、細かい部分についても情報提供をして、

ではどうやるのだというのを、部分もお示しし

ていかなければだめですけれども、当面、その

方向で今、中長期の財政計画を今組み立ててい

るということで、まず申し上げておきたいなと

思ってございます。 

 田村議員さんの答えにはなかなかたどり着き

ませんけれども、そういう努力を財政当局、財

政当局といいましょうか、事務方ではそういう

計画で、今現在進んでいるということだけ申し

上げて、答弁とさせていただきます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 総務財政課長。 

○総務財政課長（俉楼 司） 先ほど、基金の

現在高のお話がございました。今回、平成３０

年度の決算のこの参考資料の中にもございます

が、その中で５月３１日、ことしの５月３１日

の平成３０年度の出納閉鎖の時点での基金につ

いては、１３億１,０００万となってございます

ので、御確認いただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 副町長。 

○副町長（宮田 東） ちょっと言い忘れまし

た。言い忘れていたというのは、先ほどスポー

ツセンターのお話をさせていただきましたけれ

ども、皆さん関心のある図書館、図書室の、こ

れも当然対象となります。ただ、言い忘れてい

た部分あるのであれば、民間施設と一緒にやっ

て、例えば２階とか３階だとか４階だとか、建

物建ちまして、その中に図書館が入った場合に

ついて申し上げますと、その図書館の建設地分

については補助の対象になると。ただ、民間の

部分については対象にならない。そのような形

の中の有利な形のもので進めさせていただくと

いうような考え方。とにかく町の負担をできる

だけ少なくして、町民の皆様満足できるような

ものに進めるといいましょうか、何とか持って

いきたいという思いの中から、そういう部分に

ついて進めていきたい。それが、立地適正化計

画というものを早急に建てていきたいという考

え方です。これが大前提、なければ前にも一歩

も進まないということでございますので、その

辺についても申し上げておきたいなと思ってご

ざいます。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 田村敏郎議員、暫時休憩

しまして、その後、再々質問ということで、よ

ろしくお願いいたします。 

 それでは、暫時休憩いたします。 

午前１１時０３分 休憩 

───────────── 

午前１１時１３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。田村敏郎議員の再々質

問より入ります。 

 田村敏郎議員。 

○５番（田村敏郎） いろいろ説明を受けまし

たけれども、どうも私が聞いているものと

ちょっとずれているのかな。というのは、先ほ

ど来申しているのは、この任期４年間の間で、

要するに基金を１９億円、そして町債を２５億

円、それぞれ基金をふやし町債を減らすには、

具体的にどういったような計画と、そして進捗

状況を伺いたいという質問なのです。 

 ですから、具体的な数字を挙げて言っていた

だかないと、ちょっとこう理解ができない。例

えば、震災１０年。わかります、それは、もう

そういうのは行政として織り込み済みなので

す。当然のことながら。ですから、大沼の義務

教育学校も織り込み済み、そういう中で、どう
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いうふうに健全な財政を築き上げていくのか。

そのためには、この目標値との差、こういうも

のを具体的にあと２年半、あるいは３年でもあ

れですけれども、２年半の中でどういうふうに

回収していくのかというのが、今回の私の質問

でございます。 

 そういう中で、先ほど副町長からお話出まし

たけれども、市街化整備、５割どうのこうのと

いうそういうお話もありましたけれども、そう

するとそういうものが、具体的にどういう収

益、幾ら投資して、どういう収益が上がるの

か。こういうことをやりますよという、そうい

う話を私はこの設問で聞いているわけです。具

体的に、こういう数字をどうする、あるいは先

ほどちょっと言いましたけれども、行革、２８

年度から３２年度までの間、あと２年間ありま

すけれども、ではこの間にどれだけ３年間で行

革の効果が出たのか。このままで推移するとこ

のぐらいになるから、多少足りないかもわから

ないけれども、その近くまでいきますよとか、

やはりそういうものを具体的に出していただか

ないと、私自身というよりも町民が納得しない

です。皆さん、新聞見たり何だりして、こうい

う記事が出る。そうすると、健全財政に戻るの

だ、そういう期待感がすごく出てきます。 

 そして、３０年の決算を見ると、なおさら

ちょっと溝が深くなっている。そういう中で、

ではどう対処していくのか。どう具体的に数字

を、基金をふやし町債を減らす、それが全然、

３０年の決算を見ても、投資が約３０％です

よ、予算の。２９.５％くらいありましたよね。

投資的事業にそれだけかけているのです。百何

十億の予算の中で。そういう中から、全然こう

いうものが見てとれないから、具体的な数字を

挙げてどうするのだ。 

 これ、本町地域センター云々と出てましたけ

れども、これで収益なんて上がらないです。や

はり町民に対するサービスの一つのとりでです

から。サービスを充実させる。いろいろなもの

が出ました。だけれども、具体的にこういう投

資をして、こういう収益が幾ら上がるという、

具体的なものが今まで示されたことはないので

す。 

 私から言わせれば、全くどうなっているのか

なという、そういう思いですよ。少なくても、

先ほど私言ったように、繰り上げ償還、これは

基金がなければなかなかできない話なのです。

町債を減らすというのは、繰り上げ償還しかな

いのです、実際。そして、年額、毎年毎年幾ら

幾らという決まった額を返していくというのが

町債の返済の公債費の原則ですから。好きなと

きに好きなだけ返せるというシステムではない

のです。町債は。 

 そういうことを考えるとなかなか難しいで

す。基金だって、なかなか難しいです。確かに

あの決算見ますと、不用額が４億ぐらいありま

した。だから、それが全部そうなのか、こうい

う形ではないです。やはり、不用額を生じさせ

ないようにという、もう一つの約束事です。不

用額が出たからどうのこうのではなくて、必要

最低限の予算で最大の効果を上げるというのが

行政の使命です。監査委員の意見にも出ている

のではないですか。不用額を気をつける。全く

そういうものを無視してここまできて、こうい

う質問をしたら、逆に市街化整備で何ぼ、地域

センターがある、体育館がある、何がある、こ

れは投資政策だけでないですか。収益政策とは

何なのですか。 

 そういうものをきちんと明示してください。

私が質問しているのは、この４年間でどうする

のですかという話です。先ほどの答弁では、１

０年を想定して云々と。質問とずれているので

はないですか。この１０年間の間でどうのこう

のと。 

 私が聞いているのは、４年間の間にどうする

のですかという、こういう記事が載ってました

けれども、どうするのですかという話なので

す。具体的な進捗状況を教えてくださいという

話です。 

 そこら辺を踏まえて、もう一度答弁お願いし

ます。 

○議長（木下 敏） 町長。 

○町長（中宮安一） まず、この道新の記事

で、「基金をふやし、町債を減らすことを絶対
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に実現したいと考えています」という記事でし

た。これは、田村議員がおっしゃるとおり、無

理だというのはわかります。わかってました。

ただ、「したい」ということにしたい。「す

る」ということではないです。その「絶対」と

いう言葉がどこにかかってくるかというのはこ

れ別問題にして、私はそういう強い意志を、先

ほど副町長答弁していましたけれども、強い意

志を表すために使わせていただいた「絶対」と

いう言葉でありましたので、それが皆さんが誤

解、「絶対実現するのだ」というほうに理解し

たというのであれば、誤解を与えてしまったこ

とに対しましてはおわびを申し上げたいなとい

うふうに思います。でも、強い意志を表したも

のでありますので、そのことだけはぜひ理解を

いただきたい。 

 それで平成３０年度、今もう決算認定にかか

ろうとして皆さんに御審議いただくようになっ

ていますけれども、３０年度というのは、ほぼ

ある意味決まった予算で、政策予算がそう多く

ない予算ではなくて、選挙後に定例会で補正を

組んで、臨時会だったでしょうか、補正を組ん

だ額で走っていきました。それで、一定程度、

歳出を抑えるようにということでやっていたも

のであります。 

 そして、この今の令和元年度、平成３１年度

の予算の中で、私がこういうことを言ってよ

かったなと思ったのは、やはり基金を、どうし

てもやらなければない事業に対する基金という

のは、それは崩さなければやれないので、一定

程度の３,０００万という基金を崩した。当初予

算では、基金を崩さない予算で予算編成をして

いった。それで、どうしてもやはり大変だった

ので、３,０００万だけは基金を繰り入れしたと

いうことで、今回の９月でもやはり基金を繰り

入れをしないという、そういう意識が、私は職

員の中にきわめて浸透してきているのだなとい

う思いであります。 

 そういう意味では、この新聞記事というの

は、やはり私としてはそういう意味ではありが

たかったなという、ただ皆さんに誤解を与えた

「絶対やるぞ」という意志だということを誤解

を与えてしまったことは本当に申しわけないと

いうふうに思ってますけれども、そういうこと

で、少しはその意味合いが職員のほうにも浸透

してきているのだなというふうに思っていま

す。 

 そういう意味では、今、まず１９億をふやす

のだという、そこは多分無理です。それは今度

２年間で、任期中ではです。ですからそれをど

こまで持っていくのかというのは、今この決算

の資料、資料とも言わない、決算の状況を見な

がら、それから今年度の予算の執行状況を見な

がら、ぜひ年度内には、先ほど議員がおっ

しゃった、そういった、今までは推計値を出し

ていました。推計値という形で。ですから、私

は、今度はそうではなくて、財政計画という形

で、ぜひ出していきたいというふうに思ってま

す。でも、その中でも、あと残り２年間の任

期、３年、２年半です。２年半の任期の中で、

それは０５年度に戻すというのは不可能な話で

しょうけれども、そこを目標にしているのだぞ

ということの中で、せめて私は、今３２年度と

いう話も出ましたけれども、その３２年度とい

うのは、第５次総合計画の最終年度なのです。

平成２８年から始まりましたから、３７年度で

す。あと６年ですか。そこまでの第５次総合計

画の終わり、終着のところまでは、もう一度も

ちろん３２年度に見直しをするということに

なっています。総合計画。それを見直しをした

中で、できれば今年度中に財政計画というもの

を、中期の財政計画を立てたいのですけれど

も、そういう見直しもあるものですから、もし

かすれば２年後の、平成３２年ですから来年で

す、来年度にまたがるかもしれません。でも、

はっきりしているのは、私の現在の任期２年半

の中ではもとに戻すということはできないとい

うことは、これは私ははっきりしているなとい

うふうに思っています。でも、それができない

からどうのこうのではなくて、それをでは乗り

越えていって、いつになったら健全財政になっ

ていくのか。今でも私は不健全だとは思ってい

ません。健全財政を、ただ大変厳しい財政状況

だというのはありますけれども、でも考えてみ
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れば、この間、平成２３年の東日本大震災から

２４年、２５年と、国、道、そして町が防災計

画を見直したのが平成２５年の１１月だった

か、１０月、１１月だったと思います。そこ

で、町の進む方向というのは、安全・安心に変

わってきたのです。それで、平成２５年度か

ら、その最初にやった事業が、繰越明許になり

ましたけれども、２５年度の事業で、消防署

だったのです。以来、６年間で約１００億円の

事業をやることができました。もう私は、基金

が、この今回で１３億ですけれども、ことしの

５月３１日で１３億。ああ、１３億残っている

のだなと。でもこれは、私よく考えてみます

と、職員の皆さんが、本当にアンテナを高くし

て、どの事業が一番有利になったのかというこ

とをしっかり見きわめてくださったおかげだと

思っています。 

 そういうことをずっとやはり続けて、努力し

ながら。ですから、先ほど副町長言った図書館

の話も、そういうところに少しあるということ

を、ぜひ有利な補助事業で町のお金が余りかか

らない事業を探していこうという、そういう思

いだということを、ぜひそこは御理解をいただ

きたいなというふうに思います。 

 そういう意味で、議員がおっしゃったその計

画を私は財政計画という言葉で言わさせていた

だきますけれども、おくればせながらかもしれ

ません。もう本来であれば、１年半たってます

ので。１年４カ月ですか、たってますので、も

うできていなければならないというお話ですけ

れども、それは十分理解はいたしますけれど

も、しかしおくればせながらでも今年度末、あ

るいは来年度にかけても、それは総合計画と

の、総合計画の見直しも含めた中での財政計画

というものをしっかりとつくりあげて、ぜひそ

の時期になりましたら、御協議をさせていただ

きますので、御理解をいただきたいなというふ

うに存じます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 田村敏郎議員。 

○５番（田村敏郎） 町長のほうから説明あり

ました。 

 一つには、私自身、ちょっとゆゆしき問題だ

なと思っていたのは、無理だと知っていてあえ

て言ったと。「絶対」というのは、強い意志を

表すのだということで、取りようによっては、

町民を欺くような、町民から見ればです、期待

を非常に私は大きく持ったと思うのです、町民

は。正直言って。それを、無理だと知ってい

る。知っていてあえて言ったというのが、私は

問題だと言っているのです。 

 まあまあ、それはそれでいいのです。ここで

再度確認したいのは、先ほど副町長言いました

ように、るるいろいろな問題が出てきましたけ

れども、こういう一連の事業を、どれだけ投資

して、どれだけ収益を上げれるのかという、こ

れをやはり示していただきたいということと、

それからもう一つには、町長がいろいろ言いま

した。だけれども、私、ここの問題から離れる

というわけにはいかないので、このあと２年

後、３年になるかわからないですけれども、そ

のときには２００５年の状況でないにしても、

町長は基金をどのくらいふやして、そして起債

をどのくらい減らせるのだという、そういう具

体的な数字を示していただかないと、私は町民

納得しないと思うのです。 

 それについて、よろしくお願いします。 

○議長（木下 敏） 町長。 

○町長（中宮安一） 町民を欺いたということ

では、そういうふうに捉えてしまわれるのもい

たし方ない。私としては、不本意でありますけ

れども、ただ誤解を与えたということは、本当

に先ほども申したとおり、謝らなければならな

いというふうに思っています。 

 今議員がおっしゃったその計画、基金がどの

くらいまでふえていくのか、あるいは公債費が

どのくらい減っていくのかというものは、先ほ

ど言った今年度、あるいは次年度に係るかもし

れませんけれども、その中でしっかりお伝えし

て、それが、いや、どっちも減るのよというこ

とになるということにはならないように、しっ

かりとした財政計画というものを立てて、御協

議をしてまいりたいというふうに思います。 

 以上でございます。 



－ 18 － 

○議長（木下 敏） 副町長。 

○副町長（宮田 東） 先ほど、るる将来的な

直し、改築だとか、いろいろな事業の部分につ

いての収益がどうなのかとか、そういう部分が

ございましたので、お答えしてまいりたいなと

思いますけれども、収益の部分については、ま

ず期待はしておりません。できるだけ、建設事

業費の補助をもらって、事業費を、地元負担を

少なくしてまいりたいという考え方に沿ってご

ざいます。 

 今ある起債の関係については、１５年償還の

ところを２５年とか、そういうふうに延ばすこ

とも含めて考えて、していきたいなと。これか

ら考える大きな事業を抱えておりますけれど

も、それでどのくらいの事業費を見込んでいる

かというと、約４０億円程度を見込んで、今の

基金の７億円を１０年後目指してそこまで減ら

さないような努力をしていきたいという考え方

の推計をしてございます。そういう中身です。 

 起債についても、１０年後１２０億ちょっと

の部分がございましたけれども、それについて

の部分についても同じような考え方で盛り込ん

だものが、今後１０年間の中長期の財政の見通

しということで立てさせていただいたというこ

とでございます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 田村敏郎議員。 

○５番（田村敏郎） なかなか議論がかみ合わ

ないというか、私はこの目標値との差がどうの

こうのでないのであれば、逆に４年後、任期が

終わるときにはどのぐらい起債が減って、そし

てどのぐらい基金がふえているのか。それは、

今の答弁であれば、来年の財政計画だとか、い

ろいろなその中でという話ですけれども、私は

具体的に、大体こう、もう長年やっているわけ

ですから、大体こういう流れでいけばこれぐら

い以上にはなるだろうとか、このぐらいには減

らすことが、ぐっと縮小すれば可能だというよ

うな目算は、私、もう十分できる力があると思

うのです。ですから、ぜひ、そこら辺を、努力

目標といえばちょっと私のほうから言えば問題

あるのですけれども、やはりこのぐらいは最低

限やりたいとか、このぐらいはどうだと。その

ぐらいは、私は出せるのではないかと、具体的

に。 

 それからもう１点、先ほど町長言っていたの

ですが、私先ほど聞いたのは、第５次の行政改

革なのです。５年間の。それで、２８年度から

始まって３２年度で終わる。ですから、今の、

あと２年しかないけれども、３年間やったとき

に行政改革の効果、これがどのぐらい上がって

きているのだと。そういうものをきちんと示し

た上で、あとの２年間さらに圧縮しながら、こ

ういうぐらいになればこのぐらいになるとい

う、今までそういう具体的な数字というのは上

がってきたことがないのです。何となく、こう

いうことでやりますとかではなくて、やはり町

民は、具体的な数字を今、求めていると思うの

です。これだけやる。確かに町長の言うよう

に、職員の皆さんも一生懸命努力しているのは

重々理解できますからあれですけれども、やは

りその上に立った中で、このくらいの数値は確

保できるあるいはこのくらいを、やはり職員全

体と団結して頑張れるのだというようなものを

お示しいただかないと、やはり町民は非常に不

安だと思うのです。 

 そこで、もう一度、よろしくお願いします。 

○議長（木下 敏） 町長。 

○町長（中宮安一） なかなか、幾ら残すのだ

ということは、例えば１０億から減らないよう

にしたいということもあるのでしょうけれど

も、そうではなくて推計値を立てて、総務財政

常任委員会だったでしょうか、そちらにお示し

した額では、絶対に７億円を、済みません、絶

対なんて言葉を使って申しわけありません、７

億円をキープするよと。この７億というのは、

財政需要基準額の約１割は基金として財政調整

基金として持っていきたいのだという、そうい

うお話だったというふうに思いますので、そこ

のところはやはりきちんと、絶対そこからは下

回らないという額を目標にして、できるだけ多

くの基金を残していきたいなという、そういう

計画を立てていきたいなというふうに思ってお

ります。 
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 それと、後半に申し上げていた形のものとい

うのも、今まで確かに推計値ということで、す

ごくきめ細やかなものに対してのものではなく

て、雑駁といいましょうか、そういう形で出し

ていたというふうに思いますので、今おっ

しゃったようなことは、ぜひこれからは、その

財政計画を立てるときには、そういったものも

含めてお示ししていきたいというふうに考えて

ますので、御理解をいただきたいと存じます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 田村敏郎議員。 

○５番（田村敏郎） 今の基金の７億円をキー

プするということで、総務財政の中で３０年の

１１月ですか、報告の中で読まさせていただき

ましたけれども、これをひもといて見ますと、

別段根拠がないという話ですよね。確かに、聞

こえだとかあれは、んんっと思うのですけれど

も、根拠がない。 

 要は私は、基金というのは何かというと、備

えあれば憂いなしで、やはり決意だと思うので

す。やはり目標をこう定め、１０なら１０、１

５なら１５と、それだって、歴代の町長さんも

そうやって一生懸命、爪に火をともすように、

いろいろな角度でためてきているのです。 

 ですから、そういうわけのわからないような

基準を持ち出して、７億円キープできればいい

のだという話ではなくて、やはり総額では、少

しでも多くためて、何かあったときには町民が

不幸のどん底に落ちないような生活をさせなけ

ればだめだ、ここが基本にならないと難しいと

思うのです。８億あればいい、９億あればい

い、そういうものでは僕はないと。少しでも、

１１億でも１２億でも、先代前のこのあれでは

２３億ありましたから。それであれば、３倍も

あるのではないか。ため過ぎではないかという

話になるのです。 

 そうでなくて、やはり何かあった場合には、

しっかりと。そのおかげでこうやって流れが来

ているわけですから、そういう気持ちをしっか

り受け継いだ中で、基金は少しでも多くためて

いくのだと。 

 それから公債費についてはなかなかこれ、法

定で決まった額を償還するというふうになりま

すから、よほど余裕がなければ繰り上げ償還な

んて難しいのです。ですからまず、何がともあ

れ、基金をしっかりためて、町民の不安を少し

でも取り除くだという気持ちがなければ、私は

そういう基準で７億とかということではなく

て、そういう気持ちでためていくものだとい

う、そういう思いがありますので、最後にその

決意を町長に聞かせていただきたいと思いま

す。 

○議長（木下 敏） 町長。 

○町長（中宮安一） 田村議員おっしゃるとお

り、本当に少しでも多くの基金を積んでいける

ように財政計画を立ててまいりますので、その

ことだけはお約束をさせていただきます。 

 以上でございます。 

○５番（田村敏郎） 終わります。 

○議長（木下 敏） 通告順に発言を許しま

す。 

 中島勝也議員。 

○１２番（中島勝也） それでは、１問のみ質

問をさせていただきます。 

 北海道新幹線のトンネル掘削工事に発生する

要対策土についてでございます。 

 北海道新幹線、札幌延伸に伴う八雲町側のト

ンネル掘削工事が進行中でありますが、要対策

土の受け入れについての是非が大きな問題に

なっております。 

 これ、６月末の報道だと思いますけれども、

鉄道建設運輸施設整備支援機構から、七飯町

に、これ函館市も含むそうでございますけれど

も、要対策土の受け入れを要請する方針である

と聞いておりますが、その要請がこの七飯町に

あったのかどうなのかお伺いをしたいと思いま

すし、もしあった場合に、七飯町のその要対策

土についての対応、対策、考え方についてお伺

いをしたいと思います。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 政策推進課長。 

○政策推進課長（中村雄司） 北海道新幹線の

トンネル掘削工事で発生する対策土、いわゆる

要対策土についてお答えしてまいります。 
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 北海道新幹線は、令和１２年度末の札幌開業

に向けて、現在建設工事が進められておりま

す。北海道新幹線の新函館北斗、札幌間の延長

は、約２１２キロメートルで、その８０％に及

ぶ約１６８.７キロメートルがトンネル区間と

なっており、トンネル工事により約１,９５０万

立方メートルもの大量の掘削土の発生が見込ま

れております。 

 この掘削土は、土壌汚染対策法に規定されて

いる土壌溶出基準値を超える自然由来の重金属

等を含む対策土と、基準値を超えない無対策土

の２種類があり、その内訳は、対策土が約６７

０万立法メートル、無対策土が約１,２８０万立

方メートルとなってございます。 

 また、新函館北斗、札幌間のトンネル工事で

発生する対策土の受け入れ地は、現在、全体の

約２５％に当たる約１７０万立方メートル分し

か確保されていない状況となってございます。 

 今後も、対策土の受け入れ地が確保できない

状況が続けば、工事の進捗に大きな影響を及ぼ

し、新函館北斗、札幌間の開業がおくれてしま

うことも懸念されており、建設主体である鉄道

運輸機構は、対策土が発生する行政区域に関わ

らず、受け入れ地確保に向けた協力を道南地域

一体で進めているところでございます。 

 そういった中、６月２６日の新聞報道で、要

対策土函館七飯へも、北斗に続き搬入要請へと

いった見出し等があったことから、すぐさま七

飯町として、鉄道運輸機構に確認を求めたとこ

ろ、６月２８日に鉄道運輸機構が来町し、状況

説明のほか謝罪があったところであり、具体的

な計画がないことが確認されております。 

 その後も、鉄道運輸機構から七飯町に対し

て、対策土の受け入れ協議の申し入れはござい

ません。 

 協議があった場合の町の対応についてです

が、現段階では協議がなく、協議内容が不明で

あることからお答えできないというところでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 中島勝也議員。 

○１２番（中島勝也） ただいま答弁いただき

まして、いろいろトンネル、また要対策土制

度、内容の御説明もありましたけれども、もう

最後のほうには、まだ要請はなかったというよ

うなお話でございますけれども、要請がないと

いうことで、町の対応、考え方は非常に難しい

かとは思いますけれども、この鉄道建設運輸施

設整備支援機構ですか、ここでは要対策土につ

いて含まれる成分や、地下水の影響について

は、研究はしているのですけれども、その影響

については全くやはり発表することはできない

のと、また未知数であるというような発表をし

ておりますけれども、依頼するほうのその鉄道

建設のほうを、実際に自分のところで安全値、

基本値といいますか、そういうものを発表して

ないでまた各自治体にお願いするというのは、

ちょっと残念なところもありますけれども、そ

こで町として、これからやはりこの対策につい

ては、いろいろな条件で町のほうにも要請が来

るものと私は思っておりますけれども、その中

で町として、この土地成分の安全数値、また基

準値といいますか、そういうものはある程度町

としての水準といいますか、把握をしているの

かどうなのか。その辺の１点、ちょっとお伺い

したいと思いますけれども。 

○議長（木下 敏） 政策推進課長。 

○政策推進課長（中村雄司） ただいまの水関

係の成分のところでございますけれども、鉄道

運輸機構のほうでホームページで記載してござ

います基準値を発表させていただきます。七飯

町独自としていう基準では、持ってございませ

ん。 

 土壌溶出量基準で申し上げますと、例えばセ

レンでございますが、こちら、一般的に自然由

来の金属等と言われますが、通常自然界にもあ

るものでございまして、魚介類、例えばかつお

ぶし等にも混入されてございますが、そういっ

た部分の要素でございます。 

 セレンでありますと、０.０１ミリグラムパー

リットル、１リットル当たり０.０１ミリグラム

です。 

 続いて、主だったものとしましては、鉛でご

ざいますが、０.０１ミリグラムパーリットル、
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ヒ素としましては、０.０１ミリグラムパーリッ

トル。こちらの水準は、地下水環境基準にも合

致しているというというところで、こちらの水

準を上回るものが対象になる、要対策土という

ような基準のになるものかと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 中島勝也議員。 

○１２番（中島勝也） 数値の安全性、基準値

というのは、標準的な今話、ちょっと数字が出

ていましたけれども、七飯町としては、自体の

ものは持っていないということでございますけ

れども、私は、これから入るこの新幹線の札幌

につきまして、土地の問題というのはやはり相

当大きな、土の問題というのは大きなものに

なってくると思いますけれども、各自治体でも

非常に大きな問題となって取り上げられており

ますけれども、私はこの安全数値、この基準値

は、やはり適当であって心配ないのだというも

のであれば、考え方も変わってくるのかなと。 

 やはり、新幹線に関連する七飯町ですから、

その辺もすごく幅広く考えて、そういう安全数

値、これをしっかりと把握しながら、もし安全

であるなれば考え方も皆さんで議論しながら取

り入れていってもいいのかなというような考え

を持っておりますけれども、いずれにしまして

も、やはり七飯町の基幹産業は農業でもありま

すし、その農業に与える影響というのは非常に

大きなものがあります。 

 その安全性が保たれるのかどうなのかという

心配も必ず出てくると思いまして、またこれ９

月に入ってから３日か４日ぐらいの前の新聞だ

と思いますけれども、新聞報道では、道のほ

う、北海道のほうから北斗市の沿線の市町村、

これ七飯町も入ってくると思うのですけれど

も、受け入れを検討するよう文書で要請したと

報道されておりますけれども、もしこの、もう

今６月から見るともう９月ですから約３カ月以

上たっていますけれども、もしこの要請があっ

た場合は、受け入れすべきかどうかという的確

な判断をぜひ考えていただきたいなと思います

けれども、その辺の考え方についてお伺いした

いと思いますけれども。 

○議長（木下 敏） 政策推進課長。 

○政策推進課長（中村雄司） 前段の水質の基

準に関する考え方でございますけれども、こち

らはまず土壌汚染対策法で定められている基準

でございますが、基準の設定の考え方として

は、まず７０年間１日２リットルの地下水を引

用することを想定し、一生涯にわたりその地下

水を飲んでも健康に対する有害な物質がない濃

度ということで基準値が設定されております。

ですから、法に基づいた数字でございますの

で、十分安全性が保たれているというような認

識でございます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 総務部長。 

○総務部長（釣谷隆士） 私のほうから、先日

新聞報道ございました沿線自治体のほうに要請

を行っていると、したという報道が確かにござ

いました。９月６日の道新です。 

 それで、うちにも来るものではないかという

ことで待っておりましたが、一向に文書が来な

いものですから確認をいたしました。そうしま

したら、１４市町村、いうなれば沿線、線路の

通っている自治体にその要請をしたということ

で、森町、それから七飯町、函館市、こちらに

は要請をしていないという事実が確認されてお

りまして、どういう形でそこのところなってい

るのかと聞きましたら、あくまでも沿線の自治

体に要請を行ったということでございましたの

で、結果はそういうことでございました。 

○議長（木下 敏） 中島勝也議員。 

○１２番（中島勝也） 沿線に入っていないと

いうことで、まだ来ていないということでござ

いますけれども、やはり今、各自治体でも、こ

の要対策土について住民のほうから非常にいろ

いろな形で盛り上がってきています。そしてま

た、北斗市を筆頭にしまして、函館の市議会の

ほうから、市議のほうからも住民説明会なり、

そういうものをぜひやっていただきたいのだと

いうようなことが取り上げられておりますけれ

ども、池田市長さんもなかなか検討しています

よということではっきりした返事はされていな

いようでございますけれども、やはりこれから
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もこういう問題というのは、まだまだ新幹線は

工事は進むわけですから、いろいろな形でこの

七飯町も、車両基地もございますし、準関係し

ている町でもございますので、いろいろな形で

また要請なりいろいろ来ると思いますけれど

も、七飯町としては、この問題が発生した場

合、やはり議会だけでなく今札幌近郊、札幌市

でもそうでしょうですけれども、北区のほうの

札幌の市の住民の方たち、またそれに付随する

近郊の自治体の方でもいろいろと声を上げて、

住民説明会のほうもしっかりとやって、納得で

きるお話をしていきたいのだというようなこと

で話は盛り上がっておりますけれども、もし七

飯町にもこのような要請、来ないかもしれませ

んし来るかもしれませんけれども、もし来た場

合への対策と考えて、町長としては、町長とい

いますか町として、町民説明会、住民説明会、

こういうものはしっかりやっていきたいのだ

と、そういう考えを持っているのかどうなの

か、ちょっとお伺いしたいと思います。 

○議長（木下 敏） 町長。 

○町長（中宮安一） もし来たらとかという言

葉ですけれども、今機構のほうも、６月の新聞

報道で大変申しわけなかったと、七飯について

は何も考えていないものをあんな記事になって

申しわけなかったということを謝りに来ていま

す。謝罪に来ています。そして、今回の９月６

日の記事も、これは北海道のほうで発表したも

ので、これもなかなかうちには文書来ないよね

という中で聞いたら、いや、七飯と森と函館市

は対象外ですということですので、そこまでは

私はまだ考える時期ではないのかなと、そんな

ふうに思っています。 

 ただ、議員おっしゃるとおり、やはり私ども

には総合車両基地があります。そして今、４編

成しかないのでありますけれども、これが札幌

延伸ということになると１２編成になるという

ようにお聞きしておりますので、ぜひその１２

編成になって、あの総合車両基地がフル稼働で

きるように、それが１日も早くフル稼働になっ

てほしいなという強い気持ちがありますので、

それを言えば来たときにはいろいろな考え方を

しているのだなということで御理解をいただけ

れば、きょうは大変申しわけないのですけれど

も、明言は避けたいというふうに思いますの

で、御理解をいただきたいと存じます。 

 以上でございます。 

○１２番（中島勝也） 終わります。 

○議長（木下 敏） 暫時休憩いたします。 

午前１１時５５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。通告順に発言を許しま

す。 

 若山雅行議員 

○１５番（若山雅行） それでは、１番目の質

問からさせていただきます。 

 道の駅なないろ・ななえの指定管理者の運営

状況等について。 

 道の駅なないろ・ななえは、来店客数も多

く、順調に推移しているようだが、その運営状

況等を検証するため、以下の点についてお伺い

したい。 

 １、道の駅の指定管理者が、利用の許可をし

た利用者数は現在何件となっているか。開業時

から利用者の数に目立った変動はあるか。ま

た、利用許可の取り消し、利用制限、利用の停

止や変更をした利用者はあるか。あれば何件

か。申し込みが多く断らざるを得ないケース等

はあったか。さらに、現在、屋内に新たな利用

者用の空きスペース等はあるか。 

 ２点目として、道の駅の指定管理者の直近の

決算内容、決算月、総売上高、営業利益、経常

利益、当期純利益等を把握しているか。 

 ３、指定管理者が町に寄附をしたという新聞

記事を見たが、それは事実か。また、指定管理

者から町が寄附を受けることは、問題はないの

か。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 商工観光課長。 

○商工観光課長（福川晃也） では、御質問に

御答弁申し上げます。 
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 まず１問目の道の駅指定管理者の利用の許可

等につきましてです。平成３０年度の利用件数

は３６件で、これらにつきまして利用の取り消

しや停止などを行ったものはございません。 

 また、利用の申し込みに至るまでには、事前

に利用できるかどうかの確認をし、日程を含め

て調整することとなりますので、当初の利用希

望とは別の日程になっていることもあり得ま

す。なお、屋内の利用可能なスペースは、開業

当初と同様であり、特段の変更はございませ

ん。 

 次に、道の駅の指定管理者の直近の決算内容

を把握しているかにつきまして答弁申し上げま

す。 

 指定管理者であります七飯町振興公社が公表

している決算報告書から、決算月は３月、総売

上高４億７万９,５２２円、営業利益１,０２４

万６,３８３円、経常利益１,２７０万３,２３４

円、当期純利益９１０万９,５３４円となってお

ります。 

 次に、３問目の指定管理者の町への寄附につ

きまして答弁申し上げます。 

 平成３１年３月に、七飯町振興公社から町に

対し、２,３６７万３,０００円の寄附をいただ

いております。この寄附は、道の駅の指定管理

者選考時に、収益の一部を町に寄附する提案が

されていたものであり、問題はございません。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 若山雅行議員。 

○１５番（若山雅行） 今いろいろ回答いただ

きましたけれども、インターネットのほうに、

「指定管理者における業務状況評価」というこ

とで載っておりまして、利用者数だとかいろい

ろ、アンケートの結果とかいろいろ載ってい

て、非常にいい業績のような形になっているの

ですけれども、先ほど言われました売り上げが

４億ちょっとということでございましたけれど

も、当初計画の中には、売上の中身としてテイ

クアウトコーナーだとか自販機コーナーだとか

地場産品販売コーナーだとか、農産物直売所の

売り上げの状況だとか、内訳の目標もあったの

ですけれども、その先ほど発表した４億の数字

の中では、その内訳等については特にどのよう

な形になっているのか、もし把握してれば知り

たいということと、営業経費の中の人件費、公

社の人件費等について、役員報酬とかあるの

か、人件費の総額というのは幾らになっている

のか、その辺についてちょっとわかれば教えて

いただきたいということと、先ほど最終利益が

９００万とかという、何かそういう数字だった

と思うのですけれども、その中で町に３,２００

万も寄附するというのは、決算内容からいくと

利益からではなく寄附しているということでよ

ろしいのでしょうか。ということと、あと、指

定管理者には町の予算から委託費が２,３６７万

３,０００円、だから同額支払っているわけです

けれども、同額なのかな、同額ですね。支払わ

れているのですけれども、これについては、寄

附については、それを返却したというような認

識なのかどうかということと、これだけ寄附が

できるということは、今後委託費はいらないと

いうことなのかどうか。その点についてちょっ

と質問させていただきます。 

議長（木下 敏） 商工観光課長。 

○商工観光課長（福川晃也） 再質問に関しま

して御答弁させていただきます。 

 まず、当初の計画と、計画の中にあった売上

高の内訳ということでございましたが、こちら

のほうが３０年度、今議員おっしゃられまし

た、例えばテイクアウトコーナーについては、

約４,４５５万２,０００円、それから自販機

コーナーにつきましては１２３万５,０００円、

地場産品販売コーナーにつきましては５,６７２

万２,０００円、農産物直売所につきましては

１,０８１万円、約、このような売上内訳とのこ

とでございました。 

 それから、人件費につきましてなのですが、

こちらも公表されております決算書類から、こ

ちらの販売費及び一般管理費の中に、給与手当

１,１５０万８,９８４円、雑給１,８７８万６,

２６４円、それから賞与が３１万８,８００…

…。ごめんなさい、３１８万８,６９５円と、あ

と法定福利費５１２万９,７６１円。それからあ

と、このような内訳で表示をされているところ
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でございます。 

 役員報酬につきましては、理事会等に参加さ

れた際に支払われます理事報酬が７６万円計上

されてございます。 

 それから寄附金のほうは、こちらも販売費お

よび一般管理費のほうに寄附金として計上して

おりまして、それらは控除された後の利益とい

うことになってございます。 

 それから、指定管理料と寄附額、こちらのほ

う同額となってございます。これも、提案の中

に、目指すところは指定管理料をゼロにしてい

きたいという中身で寄附をしていくというよう

な提案がなされておりましたので、この度は同

額を寄附したという形になってございます。 

 それから委託費、委託料、指定管理料に関し

てなのですが、当初におきましては指定管理料

は精算をしないという形で取り扱ってございま

すので、現在のところ委託料についてはそのま

ま支払うということで進めてございます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 若山雅行議員。 

○１５番（若山雅行） そうすると、委託費は

来年度の決算についても当然見込むということ

でよろしいかどうかということと、この指定管

理の方法ということで、公社が利益を上げると

か、そうなったときに町にどういうふうに還元

されるのかというようなことで、道の駅は非常

に、いろいろな人に聞いても頑張っているね、

いいねということで非常に来店客数も多いです

し、非常に好調だということはあるのですけれ

ども、道の駅が好調だということは、町に、そ

の税金だとか何とか別にして、どのように還元

するような仕組みになっているのか。利益が出

たら公社が全て自分の収入ということにしても

構わないような、そういうシステムというか、

仕組みになっているのかどうか。 

 今回はたまたま申し出の中に寄附を、委託費

はいらないというか、何かそういうような決意

のようなもので返すというような形で、最初か

ら経費の中にあるので、それを利益がでたら返

すとかではなくて、最初からそういうふうに見

込んでいるというというようなことなのですけ

れども、そこのところちょっと、公社が頑張っ

たら町に、その利益の幾らが入るとか、そうい

うようなことは指定管理の契約の中に織り込ま

れてないのかどうか、ちょっと勉強不足なので

すけれども聞かせてください。 

○議長（木下 敏） 商工観光課長。 

○商工観光課長（福川晃也） まず、今年度の

委託料につきましては、当然４期に分けてその

全額を支払うということになります。先ほど御

答弁申し上げたとおり精算はしないということ

ですので、今年度はその指定管理料は全てお支

払いすると。 

 それから、当初、今回公社、指定管理者にな

る際に提案がありました中身が、先ほども御答

弁申し上げましたが、収益の一部もしくは一定

割合を町のほうに寄附すると。そして、その目

的は、最終的に指定管理料をゼロに持っていく

というような趣旨でございます。ですので、今

年度につきましても収益が上がって、それの一

定割合もしくは指定管理料をゼロにするという

目的のために、それを達成する分について寄附

が行われる予定であるという形でございます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 若山雅行議員 

○１５番（若山雅行） その点についてはよく

わかりましたけれども、今回の質問の中には特

に入れてなかったのけれども、業務状況評価と

いう、その中にいろいろ項目があって書かれて

いるのですけれども、もし把握していればとい

うことで、その中身について業務運営にかかわ

るところだと思いますので、ちょっと教えてい

ただければと思いますけれども、利用者の満足

度が７割以上が「とても満足」とか、「まあ満

足」とか言ってます。「とても満足」の割合と

「まあ満足」とちょっと違うと思いますので、

その比率がもしわかれば教えていただきたいと

いうことと、「トイレがきれい」とか「店舗が

きれい」という評価になっているのですけれど

も、これはできたばかりの建物で当たり前の評

価であって、特段指定管理業者が何かやってい

る中で取り上げるべき内容なのかどうかちょっ

とわからないのであれなのですけれども、その
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ほかの項目として「農産品が少ない」ですと

か、何かそういう顧客の求めるものがちょっと

不足しているようなコメントも見られるのです

けれども、その辺の改善状況とか、こちらに書

かれているとおり隣にできたＤＡＮＳＨＡＫＵ 

ＬＯＵＮＧＥとの連携、あと一番道の駅に求め

られるのが情報提供というか観光情報の提供と

いうようなことが、効果としてもしあればです

けれども、求められると思うのですけれども。 

○議長（木下 敏） 若山議員。 

○１５番（若山雅行） はい。 

○議長（木下 敏） 今、再質問で、ホームペー

ジの何かを見て今言っている、評価の部分とか、

今再質問している部分、ただあなたが通告してき

た部分から、あと答弁の中からかけ離れた質問に

なってきているような気がするので、今、やはり

議会は傍聴者もいますし町民もいますので、その

評価というのは何の評価にこう載っていたという

のをきちんと言った中で、質問続行してくださ

い。 

 私も聞いていて、ちんぷんかんぷん。 

○１５番（若山雅行） はい。大変済みませ

ん。 

○議長（木下 敏） 理解に苦しむ部分があるの

で、きちんとそこのところは、先ほどもインター

ネットと言ったけれども、例えば七飯町のホーム

ページのこれ、ここにあったのですけれども、と

いう形に、きちんと明確に再質問お願いいたしま

す。 

○１５番（若山雅行） はい。議長、それでは

ちょっと説明不足であったことを、大変申しわ

けございません。 

 非常によくやっているという意味で、これは

町の条例に指定管理者制度を導入施設に係る業

務状況評価に関する実施要領というのがあっ

て、業務状況評価をしなければいけないという

ことと、ホームページに載せなければいけない

というふうになっておりまして、町のホーム

ページの中に「平成３０年度公の施設の指定管

理者における業務状況評価」ということで、施

設名、道の駅なないろ・ななえということで、

商工観光課がしたものが載っております。その

中に、いろいろな項目があって、入場者数が１

０１万人になったとか、そういうのが載ってお

ります。 

 その中で、業務評価として、いい点もありま

すし、改善しなければならない内容としてきち

んと載っておりますので、その中で今のような

ＤＡＮＳＨＡＫＵ ＬＯＵＮＧＥとの連携だと

か、そういうものを聞きたかったということ

と、観光客への利用者サービス等の維持向上と

いう点のところに、「多くの観光客等へ向けた

町内観光情報等の発信をし、本町の観光振興へ

寄与している」という、そういう評価なのです

けれども、他の観光施設の連携とか、その辺の

ところはちょっと弱いのかなというのが個人的

な感想なのですけれども、車はたくさんとまっ

てますし、非常に繁盛しているのだなとは思う

のですけれども、商工観光課の立場として、今

後の課題なのかどうか、その辺をちょっとお聞

かせいただきたいと思います。 

○議長（木下 敏） 商工観光課長。 

○商工観光課長（福川晃也） まず、御質問の

点でもし漏れがあれば御指摘いただきたいと思

います。 

 まず、利用者アンケートの中の平成３０年度

公の施設の指定管理者における業務状況評価、

こちらホームページに掲載されてございます

が、こちらの中に記載されております利用者ア

ンケートの中の利用者の７割のうちの「とても

満足」、「まあまあ満足」の内訳につきまして

は、ちょっとこちらのほう資料ございませんの

で、ちょっと御答弁差し上げることはできませ

んでした。 

 そのほか、先ほどお問い合わせのありました

トイレ、トイレの部分は、新しい施設なのだか

らというのもございますが、大変多くのお客

様、御利用者様がいらっしゃっている中で、ト

イレの清掃というのは、お客様の満足度を上げ

る部分でも非常に大切な項目だと考えてござい

ます。指定管理者におきましては、当初予定し

ていた清掃委託業務、こちらをさらに回数をふ

やしたり、人員を多く割いたりというような対

応をしまして、トイレの満足度評価の向上につ
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なげたところでございます。例えば某観光情報

誌であれば、道内でトイレが非常に美しいとい

うことで昨年度は第３位、それから北海道の国

土交通省の道内の道の駅の中でもトイレの清潔

さは２位であったというような評価がなされて

いるところでございます。 

 それから、農産品のちょっと過不足が指摘さ

れているということですが、こちらのほう、ど

うしても契約農家さん、その時々に獲れる農産

物の時期というものもございます。これにつき

ましては、いろいろな品種、それから求められ

る物、そういった物をきちんと店頭に並べてい

く、その端境期をなるべく少なくする、そう

いったことを契約農家さんとを含めて、指定管

理者で取り組んでいるところでございます。 

 それから、ＤＡＮＳＨＡＫＵ ＬＯＵＮＧＥ

との連携でございます。ＤＡＮＳＨＡＫＵ Ｌ

ＯＵＮＧＥ、ことしの４月に開業いたしまし

て、道の駅とあわせて峠下エリアの中で来客を

呼ぶ地域活性化の形をとってございます。そし

て、ＤＡＮＳＨＡＫＵ ＬＯＵＮＧＥとは、例

えばあの峠下エリアでの、昆布館も含めてなの

ですが、クイズラリーをせんだって実施したり

もしてございます。こういった各種のイベント

で相互に出せるもの、協力できるものを打ち出

していくということで今取り組んでいる途中で

ございます。 

 それから、観光情報の発信が弱いのではない

かというところでございます。確かにもっと観

光情報につきましては、お客様にどんどんＰ

Ｒ、積極的に、問い合わせに対応するだけでは

なくて、積極的に発信していくということが非

常に大事だと考えてございます。例えば、公社

におきましては公社の職員がお客様のお問い合

わせに関してインフォメーションという形で観

光情報を提供したり、お問い合わせに対応した

りしてございます。さらに、道の駅に入ってす

ぐに、大沼とか、七飯町の自然環境のよさ、こ

ういった観光の各所名所を紹介するＤＶＤを放

送し、それから観光施設とか、そういったもの

の観光パンフレットを配置しているところでご

ざいます。 

 さらにもう一つ、２４時間トイレの側から

入って真正面に電光掲示板設置してございま

す。管内の観光施設とかそれから商業施設、そ

ういったものを紹介しておりまして、タッチパ

ネル型になってございまして、例えば遊覧船を

ぽちっとやると、その遊覧船の絵が動いて音を

出したり、それから車を押すと車が走ったり、

多少アクティブ、インタラクティブな感じで観

光情報を御紹介するような設備も設置している

ところでございます。 

 ただ、道の駅の機能といたしましては、道の

駅に多くのお客様が来ていただく、これはもち

ろんのことなのですが、さらに町内各所にその

お客様を御案内する、そういった地域のハブと

しての機能も求められているところでございま

すので、議員御指摘のとおり観光情報につきま

しては、まだまだ取り組む余地があると考えて

ございますので、そちらのほうも十分な指導を

行っていきたいと思いますので、御理解のほど

よろしくお願いいたします。 

○議長（木下 敏） 若山雅行議員。 

○１５番（若山雅行） いろいろ工夫されてい

るなり、回答がわかりましたけれども、こうい

う施設は、初年度の売上だとか来店客数が何か

多いというのはどこでもあるかと思うのですけ

れども、２年目、３年目が正念場なのかなと思

いますし、売上がふえて町への収入がどうだっ

たとかというのは、これ発行した町債との、返

済とのバランスを考えると、効果を見るのは、

なかなかまだ時期尚早なのかなという気はしま

すけれども、２年目、３年目のこれからの売り

上げ増加とか、そういう期待とか施策とか、そ

の辺のところは指定管理者にもう任せているの

か、町とも一緒に何かやろうとして何かそうい

う方法もあるのかどうか。ちょっともしあれば

聞かせていただければなと思います。 

○議長（木下 敏） 商工観光課長。 

○商工観光課長（福川晃也） ただいまの御質

問でございます。 

 御指摘のとおり、こういった施設は真新し

さ、いわゆる開業効果というもので、初年度が

非常に良好な数字が出るというのが通説でござ
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います。現在、その状況、対前年度と比べまし

て、来場者数になりますが、現在８月末までの

年度の対比を行いましたところ、来場者数につ

きましては、約１割の減少ということになって

ございます。特に開業した翌月の４月分につき

ましては、非常に大きな差が出てございます。

しかしその後、５月、６月、７月、８月と順調

に対前年度に迫っておりまして、今のところそ

の１割減まで来場者数は取り戻してございま

す。 

 そして、こういったものを指定管理者にこれ

からの運営というか活性化というか、そういっ

たところを指定管理者に任せているというとこ

ろの御質問でございますが、定期的に七飯町の

職員が参加する会議がございます。そこで、例

えば指定管理者にがこういった方法でやってい

きたいとか、やれないかとかあったり、それか

ら町のほうからは町のほうからでこういった取

り組みを強くするべきだというような、お互い

の情報交換の場を月に数回程度持ってございま

す。例えば全体的な苦情に対応する部会だと

か、それからイベント、行祭事に関する部会だ

とか、それから新商品の開発などの部会など、

それぞれに分かれてございますが、その中でお

互いの意見交換をして、よりよい施設運営に努

めているところでございます。 

 これから、今指定管理者としましても、例え

ばＳＮＳのほうに定期的に情報を発信したりし

て、その情報のＰＲ、施設のＰＲに努めている

ところでございます。例えば明日はどこどこの

特産品を配置しますのでぜひいらっしゃってく

ださいとか、毎週定期の曜日に町内の有名店の

パンだとか、そういったものを店頭販売した

り、常に来るたびに何かやってるぞというよう

な形になるように取り組んでいるところでござ

います。 

 今後ますますいろいろな取り組みが必要とさ

れると思いますが、こういった意見交換を通じ

てよりよい施設になるように努めてまいりたい

と思いますので、御理解のほどよろしくお願い

いたします。 

○議長（木下 敏） 若山雅行議員。 

○１５番（若山雅行） １番目の質問は、それ

で終了させていただきます。 

 ２番目、七飯町への転入者の状況等について

でございます。 

 微減であった七飯町の人口も大きく減少する

ところとなりました。大幅な自然増が見込めな

い状況から、七飯町への転入者に期待をするし

かないと考えるわけですけれども、七飯町への

転入者の状況等について以下の点をお伺いした

いということです。 

 １、七飯町への転入者の状況について、地

区、人数等を把握しているか。 

 ２、町として転入者をふやすような優遇策等

は何かあるのかと。それは、どのような内容と

なっているか。またその優遇策は、他の近隣の

市町村等と比較して見劣りはしないか。 

 ３番目として、今後さらに、現在検討してい

る優遇策等は何かあるか。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 政策推進課長。 

○政策推進課長（中村雄司） 七飯町への転入

者の状況についてお答えしてまいります。 

 まず１点目の地区別の転入者の人数でござい

ますが、平成３０年１月から平成３０年１２月

までの１年間の町外からの転入者の状況となり

ますが、七飯町内の転入地区を大きく本町地

区、大中山地区、大沼地区の３地区で申し上げ

ますと、本町地区が５５９人転入、大中山地区

が４３４人転入、大沼地区が６３人転入、町外

から七飯町に転入された方の合計は、１年間で

１,０５６人でございます。 

 次に、２点目の転入者をふやす優遇策とのこ

とでございますが、七飯町へ移住しようとして

いる方への支援策ということで答弁させていた

だきます。 

 現在、町として移住を希望する方への補助金

などの金銭的支援は行ってございません。町民

の方々が満足することを優先し、子育て施策や

福祉施策、充実した教育環境などを整備するこ

とで、住んでいる方々が住み続けたいと思える

まちづくりが、結果、移住者もふえていくとい

う考え方からのものでございます。比較的人口
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が少ないほかの自治体では、過疎のエリアを指

定して、そこに移住されれば何十万円とかいっ

た補助や、町内の建築事業者で住宅を建築した

ら補助金だとかございますが、七飯町ではそう

いった直接的な補助金は実施しておりません。 

 ３点目の検討している優遇策でございます

が、これまでも町では子供の医療費無料化やさ

まざまな子育て施策、北海道新幹線総合車両所

関連企業などの企業誘致、さらには学校の耐震

化、七飯消防署建てかえ、給食センター更新な

どの安全・安心対策などが多くの自治体で大幅

な人口減少の中、微減にとどまっていること

は、継続して取り組んできた施策が、住みたい

町、住み続けたい町へ生かされてきた結果と考

えております。 

 七飯町の移住施策としては、以前はちょっと

暮らし体験事業の実施や、北海道暮らしフェア

による移住相談会に参加しましたが、十分な成

果は得られなかったこともございます。町ホー

ムページや北海道移住促進協議会の北海道で暮

らそうサイトへの掲載や、移住専門の全国情報

誌でのＰＲに努め、具体の移住相談があった際

には、移住後の細かな生活相談を我がストップ

窓口として政策推進課が現在対応してございま

す。 

 七飯町を移住先として選んでくださる方々

は、それぞれが何らかの形で七飯町に魅力を感

じてくださったものと思ってございます。ほか

の町と比較してもきわだつような七飯町の景色

や、新幹線を初めとした交通アクセス、風土な

どさまざまございますが、多面的にこれらの魅

力を発信に努めるほか、引き続き町民の方々が

住んでよかったと、町全体の取り組みとして満

足できる各種事業展開を検討してまいりたいと

考えておりますので、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） 若山雅行議員。 

○１５番（若山雅行） 数字まで挙げていただ

いて、実際こんな数字が把握できるのかどうか

難しいのかなと考えて質問はしたのですけれど

も、１,０５６人が町外からということで、この

数字が多いのか少ないのかという評価は別にし

まして、この移住した方からの、今言われた移

住した理由とか、移住者の声とか、そういうも

のは把握しているというか、聞くようなことは

されているのかどうか。 

 これも先ほどと同じように、町のホームペー

ジに「大沼国定公園と北海道新幹線総合車両基

地の町七飯町へ移住しませんか」というページ

があって、移住者、僕の質問では転入者という

形にしましたけれども、移住者ということで、

３件のインタビュー記事が載っているのがあり

まして、そのようなことをほかの方にもして、

私のは載せないでとか言われるから載せていな

いのか、その辺の状況があるのかどうかと、あ

と本町がやはり一番多いということで、暮らし

やすいとか、僕は大沼が多いのかなと思ったの

ですけれども、大沼は６３と非常に少ない状況

で、景色がいいからだけではないのかなと思っ

てあれなのですけれども、その辺の移住者の特

徴とか何かその辺の分析のようなものがもしあ

れば、お聞かせいただきたいなというふうに思

います。 

○議長（木下 敏） 若山議員に申し添えます。

再質問で、もし今みたいような質問がしたいので

あれば、なるべく通告の段階でそういう部分も。

そうしたらそれをきちんと調べることも可能なの

ですけれども、今答弁はもらいますけれども、や

はり今後は質問の形態のときには、もしそういう

細いところに入っていくのであれば、地区と人数

だけでなく、どういうことで来ているかというの

もきちんと書いてもらったほうがスムーズに質問

も進みますので、その辺よろしくお願いします。 

 政策推進課長。 

○政策推進課長（中村雄司） ただいまの質問

につきまして御答弁申し上げたいと思います。 

 まず若山議員さんがおっしゃっている移住者

の数という捉えで先ほどの数字を捉えていると

思いますけれども、こちら先ほどお伝えしまし

た数字は転入者の数ということですので、全て

が移住者ということではないということで御承

知おきいただければなというふうに思ってござ

います。 
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 移住者の声を聞いているかどうかということ

でございますが、特段、形式的に声を聞いてい

るということはございません。どの方が移住者

なのか、また移住者ではないのかということが

判別がつかないというところによるものでござ

います。 

 一定程度、例えば５年間住んでいる方を抽出

してだとかということは可能かもしれませんけ

れども、現在のところは行ってございません。 

 ただ、以前の経過で見ますと、平成２４年の

段階なのですが、転入をされてきたときに、転

入の窓口で声を聞くといった、一度仕組みもつ

くってやったことがあるのですけれども、転入

されて来ている方々というのは、どうしてもい

ろいろ手続関係が多くて、そのアンケートだと

かという部分になかなか対応してもらえなかっ

たというような状況もあって、余り成果として

は声が余り拾えなかったというような状況がご

ざいます。ただ、声を聞くという部分では、そ

ういった部分も何かしら形を変えてでもできれ

ばなというふうに思ってございますので、その

部分を検討できればなというふうに思ってござ

います。 

 続いて、その地区ごとの分析というお話でご

ざいますけれども、前段申し上げましたとお

り、移住者の部分でという定義だとかそういっ

た部分での整理はされていないものですから、

細かい分析まではされていないというところで

ございます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 若山雅行議員。 

○１５番（若山雅行） 大変、何か質問の仕方

がよくなくて大変申しわけありません。 

 僕、転入者と移住者は一緒なのかなというふ

うに考えてしまったものですから、数字が出て

きたの、移住者として捉えてしまいました。そ

れは、僕の間違いですので、大変失礼します。 

 ただ、やはり住みたい町、住み続けたい町と

いうことで、税金が安いとか、給食費が安いと

か、そういうメリットがある、町民にとって非

常にメリットがあるということは、移り住む理

由にもなるとは思うのですけれども、転入者、

僕の質問はもうあれですね、移住者ということ

で考えてあれしているので、何かそういう政策

をとったほうが、申請をしてデータ的な統計的

な把握もできるとか、そういうこともあります

し、何らかの優遇策を町として打ち出す必要が

あるのではないかと思うのですけれども、その

点についてどうでしょうか。 

○議長（木下 敏） 政策推進課長。 

○政策推進課長（中村雄司） ただいまの御質

問でございます。 

 何らかの施策を打つべきではないでしょうか

というお話でございますけれども、まず、基本

的に町民に対してのサービスというところを優

先的に持ってございます。転入された方がそれ

を利用できるというような施策は、優先的に実

施すべきものだと思ってございます。町民が

サービスを受けれないようなもので町外の方が

サービスを受けれるというような施策について

は、どうしても後回しになってしまうというの

が現状なのかなというふうに思ってございま

す。 

 ですから、移住施策につきましては、総合的

に検討し、今後、このままであれば人口が減っ

てしまうだとかと皆さん危惧されると思います

ので、定住施策もそうでございますけれども、

人口が減らないような形の施策だとかを今後検

討できるよう進めてまいりたいというふうに

思ってございます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 若山雅行議員。 

○１５番（若山雅行） これは僕の質問の仕方

が転入者ということでしたので、それ以上質問

はしません。これで終わります。 

 次、３番目、スポーツ合宿等の誘致活動につ

いて。 

 ことしも大沼で陸上競技の選手の合宿が行わ

れているが、各自治体の誘致競争が厳しいとの

声もあるところから、町のスポーツ合宿等の誘

致活動について、以下の点を伺いたい。 

 １として、過去５年間の七飯町のスポーツ合

宿等の誘致実績、種類、種目等です、件数、人

数はどうなっているか。 
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 現在、誘致活動はどのように行い、どの程度

行われているか。また、町としての優遇策等が

あればその内容はどんなものになっているか。 

 ３番目として、今後の誘致活動及び優遇政策

等についてさらに検討していることがあれば教

えていただきたい。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） スポーツ振興課長。 

○スポーツ振興課長（川崎 元） １点目の過

去５年間の七飯町のスポーツ合宿等の誘致実績

についてお答えいたします。 

 平成２６年度は、実業団陸上が７チームで１

０９人、延べ宿泊者数は１,０８６人。サッカー

チームが１チームで４９人、延べ宿泊者数は２

４５人。２７年度は、実業団陸上が８チームで

１２１人、延べ宿泊者数は１,０５３人。２８年

度は、実業団陸上が５チームで６９人、延べ宿

泊者数は６９２人。２９年度は、実業団陸上が

４チームで３１人、延べ宿泊者数は５４７人。

サッカーチームが１チームで６０人、延べ宿泊

者数は２７４人。３０年度は、実業団陸上が４

チームで３６人、延べ宿泊者数は６５１人。

サッカーチームが１チームで５０人、延べ宿泊

者数は３９７人となっております。 

 ２点目の誘致活動の内容と程度ですが、陸上

チームについては、年間で３回程度、全国的な

マラソン大会や駅伝大会に出向き、大会会場で

各チームの監督等と面会し、誘致活動を行って

おります。サッカーについては、合宿回数が多

い川崎フロンターレを優先し、川崎フロンター

レのホームゲームでの地場産品を提供する「あ

んたが大賞」への参加での打ち合わせなどを通

じ誘致を行っております。 

 優遇策については、陸上チームにおいては、

函館空港から大沼までの送迎、移動や練習時に

ランナーと並走するためのレンタカーの提供。

地元産ミネラルウォーターの提供が主な内容と

なっております。 

 サッカーについても、函館空港から大沼まで

の送迎、宿泊施設からトルナーレまでの送迎。

ミネラルウォーターの提供を行っています。 

 ３点目の今後の誘致活動及び優遇策のさらな

る検討ですが、今現在行っている内容が、各陸

上チームからも評価を得ておりますが、今後も

ほかにニーズがないかどうか、各チームとコ

ミュニケーションをとりながら検討していきた

いというふうに考えております 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 若山雅行議員。 

○１５番（若山雅行） この数字が多いかどう

か、今月の広報にもその写真入りでアスリート

の姿が載っていて、結構たくさん来ているのだ

なという感じを受けるのですけれども、このス

ポーツ合宿の誘致のためには、立派な会場、グ

ラウンドだとか体育館だとか、そういうものが

必要だということと、選手を迎える側のスポー

ツによく理解のある方がいないとだめだとか、

食べ物、地元食材のアスリートへの影響だと

か、真剣に取り組むようになると非常に大変な

状況で、七飯町にそのような人材とか施設とか

というのは余りなさそうですので、今の呼び込

んでいる数を維持できれば御の字なのかなとい

う感じはするのですけれども、本気でアスリー

トに何かするとなると、非常に金と労力がかか

るということがありますけれども、一生懸命

やっていきたい、もらいたいなと思います。 

 それで、１点その可能性としてちょっとお聞

きしたいのは、地元の子供たちに対する大きな

刺激になると思いますので、それに対する

ちょっとこう見学といったらあれなのか、一緒

に何かプレーするとか、その辺のようなことだ

とか、地域が選手を支えているというような、

そういうような、その選手がどこかの大会出た

ときに応援するというようなことがあればいい

と思うのですけれども、よくどの選手かよくわ

からないというのが実際にありまして、そのよ

うな取り組みは何かこう、アスリートを呼び込

んだ中で、何か展開が見えないのかどうか、

ちょっともしあればお聞かせいただきたいなと

思うのですけれども。 

○議長（木下 敏） スポーツ振興課長。 

○スポーツ振興課長（川崎 元） それでは、

ただいまの地元の子供たちへの刺激となる、そ

ういう企画だとか、地域が支える取り組みだと
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いうものはないかということでございますけれ

ども、今年度、令和元年度、ことしは９チー

ム、まだ８チームが終わりまして、もう１チー

ムがこれから来る予定になっておりますけれど

も、今回も陸上教室ですね、それをちょっと企

画していたのですが、今回、今度の９月１５日

にＭＧＣ、マラソンの日本代表を決める大会が

ございまして、チームのほうもいろいろとその

調整でなかなか、交渉はしたのですけれども、

開催には至りませんでした。 

 ですが、昨年は陸上教室開いていただいて、

あとサッカーのほうも川崎フロンターレが来ま

したので、そのときには初めて選手みずからが

小学生と練習試合をしたというような内容に

なっております。 

 来年、ことしはそういうわけでなかったので

すが、来年についても働きかけて、陸上教室だ

とかそういうものをやっていきたいと。ある

チームから確約も得ておりますので、来年は陸

上教室を開けると思います。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 若山雅行議員。 

○１５番（若山雅行） なかなか難しいテーマ

だと思いますので、引き続き頑張っていただき

たいと思いますけれども、その３番目について

はこれで終わります。 

 続いて４点目。郷土、七飯町出身者の集いへ

の参加についてでございます。 

 東京大沼会という会が１７回も継続している

ことを知り、郷土出身者の郷土を懐かしく思う

気持ちは大事なものであり、ついては郷土出身

者の同様の会合について、以下の点について伺

いたいと思います。 

 １点目として、東京大沼会のほかにこのよう

な七飯町の出身者の集いを把握しているものは

あるか。 

 ２点目として、町長等が出席するには、何か

基準のようなものがあるのかどうか、というこ

とでございます。 

○議長（木下 敏） 政策推進課長。 

○政策推進課長（中村雄司） 郷土出身者への

集いについてお答えしてまいります。 

 東京大沼会につきましては、ふるさと大沼を

愛する首都圏在住者相互の交流と親睦を図るこ

と及び大沼の発展を遠く離れた地から応援して

いくことを目的に、平成１５年から毎年１度、

会員が一堂に介し、ふるさと大沼を思いながら

語り合う活動を行ってございます。本年も６月

２２日に第１７回の集いが開催されたところで

ございます。 

 １点目の同様の集いでございますが、このほ

か現在東京ふるさと七飯会も首都圏で組織し、

活動をしております。当会につきましても、ふ

るさと七飯町を愛する首都圏在住者相互の交流

と親睦を図ること及び七飯町の発展を遠く離れ

た地から応援していくことを目的として、平成

２年から毎年１度、会員が一堂に介しまして七

飯町を思いながら語り合う活動を行っており、

本年も４月６日に記念すべき第３０回の総会が

開催されました。 

 七飯町としても、それぞれ年に１回ずつです

が、可能な限り町長みずからが両方の集いに参

加し、七飯町の近況を会員の皆様に御報告させ

ていただくとともに、転出されて首都圏で生活

されているからこそ改めてわかる七飯町につい

てのお話など、客観的な点から御意見をいただ

いているところでございます。 

 七飯町にゆかりがあり、遠く離れた地から七

飯町を思い応援してくださっている方々でござ

いますので、今後、引き続き両ふるさと会の活

動を支援してまいりたいと考えております。 

 ２点目の出席の基準でございますが、特段の

基準は設けてはおりませんが、お招きがあり、

町長の公務等の調整が整えば、可能な限り出席

させていただいているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 若山雅行議員。 

○１５番（若山雅行） 僕はこの大沼の出身者

の方からこの会の話を聞いて、町長が出席して

いただいて大変喜んでいるということで、非常

にそういうことを聞いております。今回の、こ

としの町長さんのお話の中に、大沼岳陽、これ

は聞いた話なので実際にどうか、僕は出席して

ませんからわかりませんけれども、大沼岳陽学
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校の、新しくできる学校の情報を大沼中学校出

身者の方に伝えられたということで、いろいろ

皆さんそういう情報に驚くなり喜ぶなり、いろ

いろ反応があったということと、道の駅なない

ろ・ななえのことについても触れたり、ＤＡＮ

ＳＨＡＫＵ ＬＯＵＮＧＥのことについても触

れたりということで、町の一応ＰＲにもなりま

すし、その中でこういう会に参加するのであれ

ば、交通費、費用かかってあれですけれども、

下心といったら変ですけれども、ふるさと納税

のアピールとか、Ｕターンの可能性とか、そう

いう話題、尾ひれを広げていただければ、公務

としてあれなのかなと思うのですけれども、表

に全部それを出すのは非常になかなか難しいと

思いますけれども、そのような話をするような

ことはいかがなものでしょうか。ちょっと御意

見を聞かせていただければと思います。 

○議長（木下 敏） 町長。 

○町長（中宮安一） ことしの話の中でお聞き

してないかもしれませんけれども、毎回ふるさ

と納税のお願いはしております。そして、パン

フレットも持っていって、ことしは持っていか

なかったのかな、送っております。持参ではな

くて、先に送っていて、そしてそのパンフレッ

トでもって、ぜひふるさと納税をやっていただ

きたいということでお願いはしております。 

 それと、今言ったＵターンの関係も、人口減

少に入っているので、ぜひ、もう第１線を過ぎ

た方が多いのですけれども、ぜひ最後の老後

は、七飯町で、生まれたところで帰ってきて暮

らしていただきたいのですよね、とはお願いし

ます。でも、ほとんどの方の回答は、嫌だと言

うのです。それはなぜかと言うと、あの寒さと

雪が嫌だというのです。これだけは、私の力で

は、温かくしますとか、雪は少なくしますとか

ということは言えませんので、そういうことも

あろうかと思いますけれども、もし気が変わっ

たら、ぜひまた戻ってきていただきたいとい

う、そういうことは言わさせていただいており

ます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 若山雅行議員。 

○１５番（若山雅行） 議事録を読ませても

らったのですけれども、町長の言葉とか、その

中に載っていなかったものですから、そういう

ことが言われているのかちょっとわからなかっ

たので、大変失礼いたしました。今後ともそう

いうことをしていただければなというふうに思

いますし、ぜひよろしくお願いします。 

 それでは、次の質問に移ります。５番目で

す。 

 町職員の出張時の新幹線の利用についてとい

うことでお伺いします。 

 新幹線の利用促進、いわゆる要は応援すると

いう観点から以下の点について伺いたいと。 

 町職員の本州、東京以北です、への出張等

は、年間どの程度あるのかと。 

 ２番目として、そのうち新幹線の利用は、ど

の程度あるかと。新幹線を利用しないとすれば

飛行機とかになるかと思うのですけれども、新

幹線を利用しないとすれば、その理由とは何か

ということでお伺いします。 

○議長（木下 敏） 政策推進課長。 

○政策推進課長（中村雄司） 新幹線を利用の

観点からの御質問ですので、政策推進課で答弁

させていただきたいと思います。 

 職員の旅費の支給に関しては、条例に基づき

適切に実施しているところであり、平成２８年

の新幹線開業と同時に東京以北などへの出張の

際の取り扱いについては、飛行機ではなく北海

道新幹線を利用することを基本としてございま

す。 

 １点目の町職員の本州、東京以北への出張等

の回数は、平成２８年度が４０回、平成２９年

度が２８回、平成３０年度が２３回、３カ年平

均では、年間３０.３回となっております。 

 ２点目の新幹線利用でございますが、１点目

の答弁のうち平成２８年度が４０回中３６回、

平成２９年度が２８回中１９回、平成３０年度

が２３回中２２回、３カ年平均では、年間約３

０.３回中のところ２５.７回の利用となってお

ります。 

 新幹線の利用率は、平均で約８５％となって

おります。新幹線を利用できない主な理由は、
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出席する会議などの開始や終了時刻、またはそ

の前後する他の公務への出席のため、新幹線が

利用できない場合は、飛行機による出張などと

なります。新幹線利用を基本とし、最小の経

費、最大の効果に努めておりますが、新幹線利

用がかなわない場合があることを御理解いただ

きますようお願いします。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 若山雅行議員。 

○１５番（若山雅行） 予想以上に利用してい

るということで、ちょっと驚いたしあれなので

すけれども、七飯町の出張に関する、七飯町職

員の旅費に関する条例とか条例施行規則みたい

のがあって、「旅費は最も経済的な通常の経路

及び方法により旅行をした場合」というような

形になりまして、新幹線を利用するというの

は、経費とかそういう面から、特に問題になる

ようなことはないのかとか、ちょっと念のため

ですけれども、民間の会社にいたときは、最短

ルートの何か一番安いルートでないと旅費が出

ないとかとあったりしたのですけれども、新幹

線を利用するのは、全く問題ないわけですね、

町の職員の出張に関しては。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 政策推進課長。 

○政策推進課長（中村雄司） ただいまの質問

でございますけれども、まず新幹線を利用する

ことについては問題はございません。まず、新

幹線等を使った場合と飛行機を使った場合の差

額でございますけれども、一般的な差額でござ

います。２万７２０円という部分で飛行機のほ

うが高いという状況になってございます。この

ため、まずは新幹線を利用するということを基

本原則で持って運用しているというところでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 若山雅行議員。 

○１５番（若山雅行） 満額の場合、飛行機が

高いから当然そうなるわけですね。わかりまし

た。はい。 

 それでは、次の質問に移ります。 

 最後の質問になりますけれども、七飯町平和

大使の活動について、ということでございま

す。 

 七飯町平和大使の活動について、以下の点に

ついて伺いたい。 

 １番目として、平和大使の活動内容、選定基

準等はどうなっているかと。 

 ２番目として、平和大使の増員及び沖縄への

派遣等活動の拡大の可能性はないか。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 総務財政課長。 

○総務財政課長（俉楼 司） それでは、私の

ほうから答弁してまいります。 

 まず１点目の平和大使の活動内容、選定基準

等はどうなっているのかについてでございま

す。 

 活動内容としては、広島市、長崎市で開催さ

れる平和祈念式典への隔年で交互に参列し、ま

た原爆資料館等での研修することなど、さらに

８月１５日に七飯町で開催する平和祈念祭へ参

加し、広島市、長崎市での研修報告することが

主な活動内容となってございます。このほか、

研修後、町へのレポート提出、各学校での報告

会などがございます。 

 選考は、心身ともに健全で協調性に富み、規

律ある団体行動がとれ、研修に意欲のある町内

の中学生を資格要件とし、町内３校ある各中学

校で募集し、それぞれ２名選考していただき、

計６名を選んでおります。 

 次、２点目の平和大使の増員及び沖縄への派

遣等、活動の拡大の可能性はないのか、につい

てでございます。 

 現在、広島市と長崎市に交互に派遣をしてご

ざいますが、この２市については、戦争被爆し

た世界で唯一の場所であり、原爆が投下された

日には、平和祈念祭が開催され、全世界へ核兵

器の廃絶と世界の恒久平和の実現を訴え続けて

おります。 

 この平和祈念祭への参加、原爆資料館等での

研修により、平和の尊さ、大切さを体験するこ

とで、時代を担う中学生の平和教育の一環とし

て、心豊かな人材の育成を目的として実施をし

ております。 
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 まず、沖縄への派遣についてでございます。

沖縄県では、県主催の沖縄県全戦没者追悼式が

６月２３日に開催されており、また沖縄県平和

祈念資料館などもあり、平和に対する研修機会

は広島市、長崎市と同様にあると捉えておりま

すが、この事業は、七飯町で行っている事業に

ついては、８月の学校の夏季休暇期間を利用し

て実施しているため、学校を休んで参加するこ

とになります。また、核兵器をなくする平和宣

言をしている町としましては、唯一の戦争被爆

を受けた２市での研修がより事業目的に合致し

ているのではないかと考えているところでござ

います。 

 次に、平和大使の増員についてですが、平和

大使は現在６名の大使と２名の町職員の随行計

８名で活動しておりますが、財政面からの単年

度での人数をふやすのではなく、この事業を継

続することで多くの生徒が平和を考える機会に

したいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 若山雅行議員。 

○１５番（若山雅行） 今のあれからいきます

と、財政的な面から人員のその上限のようなも

のを考えているというようなことですけれど

も、実際費用として、平和大使の派遣にどれく

らいかかっているかというか、決算書に出てい

たのであれなのですけれども、それほど大きな

ものではないというふうに考え、それは個人的

なものですけれども、増員と考えたのは、小学

生の高学年とか、そういう年代にもそういう平

和の、ほかのところとの交流とかそういうも

の、非常に大事なものかと思いまして、もう少

し広げる余地があるのではないかなと思って質

問したのですけれども。というのは、僕、そう

いう活動あるの、全く知らなかったのですけれ

ども、今回初めて七飯町の平和祈念祭に出て、

その報告というか誓いですか、その大使の方が

やられていて、すごいなと思いましたし、北海

道新聞さんも町長の写真ではなくて大使の写真

を写すような感じで、注目度はそちらのほうが

大きいような平和の祭典ということで、大きい

のかなという感じはありますので、小学生も

入っていたらいいのかなという、女の子が多

かったのは、ちょっとどうなのかなというか、

あれだったのですけれども、その点でもう少し

活動を、交通費だけなのかなと思いますのでど

うなのかなと。 

 もう一度答弁をお願いしたいと思います。 

○議長（木下 敏） 総務財政課長。 

○総務財政課長（俉楼 司） それでは、再質

問に答えてまいります。 

 議員おっしゃるとおり、小学生も行けるとい

うことになると、やはりその小学生の段階でそ

ういう平和教育というのは、それは有効なこと

だというふうに思ってございます。ただ、中学

生、今現在各中学校から２名ずつの６名という

ことで、各学校から選んでいただいております

けれども、大体２年生、３年生ということで、

非常に事前の平和に対する勉強もしっかりして

いただいてその研修に臨んで、その後のレポー

トでもしっかり勉強したものについてレポート

提出していただいているところでございます。 

 また、今、平和大使６名と町職員、８名とい

うことで、コンパクトといいますか、動くのに

非常に動きやすい、ちょうどいい人数であると

は思ってございます。 

 今後、今はこの状況でやらせていただきたい

と思いますけれども、またその平和に対する考

え方が変わるというか、もっと拡大できるだと

か、そういうときには議員のおっしゃるような

ところも検討してまいりたいなと思ってござい

ますが、現状は今のままで進めていきたいとい

うところで考えてございます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 若山雅行議員。 

○１５番（若山雅行） 今の答弁で、説得され

るわけではありませんけれども、ある程度了解

せざるを得ないかなという感じはあります。だ

けれども、この平和大使、ちょっと生徒にとっ

て負担になっているのかどうかよくわからない

のですけれども、非常に勉強の機会だと思いま

すので、もし可能であれば教育長さんのほうか

ら、その辺の教育の効果というか、教育の効果

というよりもその、大使として行くわけですか
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ら、仕事で行くというか任務なのか、その辺の

ところでちょっと、教育的観点から、非常に重

要なものなのかなと思ったりするのですけれど

も、ほかにも教育の機会はたくさんあると思い

ますけれども、ちょっと御意見、どんなもの

が、可能であればお願いします。 

○議長（木下 敏） 教育長。 

○教育長（與田敏樹） 簡単に申し上げます

が、広島だと思いますが、語り部の方が、平和

の原点は人の痛みをわかることだというふうに

おっしゃっています。中学生くらいの年齢にな

ると、やはりいろいろな意味で人の痛みもわか

るし、人を痛めたりすることもあります。それ

をその原爆ドームだとか、写真を見たり、いろ

いろなものを現地で経験をする、そして厳粛な

式典に出て、本当に御遺族の方々の様子を見る

ということが、まさしくその痛みをわかること

だと思います。 

 そういう意味で、彼らが経験してきたこと

を、恐らく心に深くそれは残っていると思いま

すので、それを戻ってきてからクラスメイト

に、友達に、家族に、町民の方々に返すのが平

和大使だというふうに思ってますので、自分で

得ることとそれを人に伝えることによって、大

きな教育的効果があるというふうに考えており

ますので、ぜひこれからも教育委員会としても

積極的に協力していきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 若山雅行議員。 

○１５番（若山雅行） 以上で終わります。 

○議長（木下 敏） 暫時休憩いたします。 

午後 ２時０７分 休憩 

───────────── 

午後 ２時１８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。 

 澤出明宏議員。 

○１１番（澤出明宏） １１番澤出でございま

す。 

 通告に従いまして質問させていただきます。 

 １番、１問だけです。大沼地域活性化ビジョ

ンのこれまでの成果と活性化予定事業の進捗状

況について。 

 大沼地域活性化のビジョンのこれまでの成果

と活性化予定事業の進捗状況について、平成２

０年の９月１日版の事業一覧から、平成３１年

３月１日版では、以下の事業が削除されてい

る。 

 重点項目施策の項目の１として、恵まれた自

然環境等の保全について。事業の６、酪農家か

らの排出される搾乳機器設備の洗浄水の処理の

問題。事業７、大沼に生息する鳥類、魚類等の

生息環境の保全。こちらにつきましては、削除

されていなかったのですが、環境問題とちょっ

と重要なものですから、お答えいただければと

思います。事業１１番、河畔林や湿原等の整

備。事業１２番、倒木の適正処理。 

 重点施策項目の３としまして、地域特性を生

かした産業の振興と生活ニーズに合った居住環

境等の整備についての事業３の地場産品による

特産品の開発研究。事業５の地域コミュニ

ティー施設の整備。事業６、義務教育施設の整

備。 

 重点施策項目４、環境教育スポーツレクリ

エーション施設等の整備や、国際コンベンショ

ンの誘致等による国際的な観光地の実現につい

て。事業２、削除項目です、事業２、ユートピ

ア大沼のあり方の検討及び周辺施設の有効活

用。事業８、オートキャンプ場と野外宿泊施設

の整備事業。９、貸別荘、コンドミニアムの整

備。事業１０、新たな観光ツアーの創造。こち

らも削除されていませんが、今後の観光につい

て重要なことだと思いますので、お答えいただ

ければと思います。それから、事業１１、千の

風になってプロジェクトの推進。 

 そこで、以下の点について伺いたい。 

 １、削除された項目は、達成されたための削

除と考えてよいのか。 

 ２、達成しているのであれば、その具体的成

果について。 

 ３、達成していない項目で削除されたのであ

れば、削除された理由と、削除時点までの進捗
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状況についてお伺いしたいと思います。 

 お願いいたします。 

○議長（木下 敏） 政策推進課長。 

○政策推進課長（中村雄司） 大沼地域活性化

ビジョンの成果と進捗状況についてお答えして

まいります。 

 大沼地域活性化ビジョンは、大沼地域の観光

産業や農業、内水面漁業などの進行を図り、大

沼の水質改善を目指す大沼環境保全計画と連携

し、大沼地域の活性化と１日も早い大沼の水質

改善を目指すことを目的とし、平成２０年に策

定され、計画期間１０年を経過したものの継続

的な取り組みが必要であり、これを継承し、現

在第２期として令和９年度までの取り組みを進

めております。平成２９年度までの第１期から

平成３０年度以降の第２期の取り組み項目で削

除となった部分の項目についてお答えしてまい

ります。 

 １点目の削除された項目は、達成されたため

の削除なのかという御質問でございますが、大

きく分けて三つに分類されます。 

 一つ目が、事業完了により削除した項目、二

つ目が他の項目へ統合により削除した項目、三

つ目が実現性が低いまたは事業廃止により削除

した項目に分類されます。 

 ２点目の具体的成果についてですが、御質問

のあった各事業のうち事業完了によって削除し

た項目とその成果について７点ありますので、

事業成果の概要を順に申し上げます。 

 １点目でございます。酪農家から排出される

搾乳機等設備の洗浄水の処理の項目は、平成２

２年度に９個、平成２３年度に１１個の排水等

の浄化施設整備を実施しております。 

 ２点目でございます。大沼に生息する鳥類、

魚類等の生息環境の保全の項目は、平成２３年

度から平成２７年度の間に、間伐材を活用し、

ヨシを植栽した浮島、いかだでございますが、

こちらを１,０００基製作し、また内水面魚類ふ

化事業として、ワカサギ稚魚放流と有害鳥獣で

あるカワウの対策事業を実施しました。現在も

継続してございます。 

 ３点目ですが、地場産品による特産品の開発

研究の項目は、平成２４年度に七飯町物産振興

協議会が設立し、リンゴなどの特産品や商品開

発を実施しております。 

 ４点目でございますが、地域コミュニティー

施設の整備の項目は、平成２１年３月に大沼多

目的会館ポロトポントが竣工しております。 

 ５点目でございます。ユートピア大沼のあり

方の検討及び周辺施設の有効活用の項目は、平

成２１年度及び平成２２年度に検討委員会を開

催し、平成２４年３月をもってユートピア大沼

を閉鎖しております。 

 ６点目でございます。新たな観光ツアー、エ

コツアーの創造の項目は、平成２３年度に名称

を「新たな観光ツアーの創造」と変更し、水芭

蕉ツアーやセグウェイ自然散策事業、自然散策

ガイド事業等の実施をしております。 

 ７点目でございますが、千の風になってプロ

ジェクトの推進の項目は、平成１９年度、千の

風モニュメントの設置、平成２２年２月に千の

風サミットを開催しております。 

 続いて、御質問の３点目の達成されていない

項目での削除の理由と、それまでの進捗状況に

ついてですが、１点目の御質問における回答

で、他の項目へ統合としている項目が２点ござ

います。 

 まず１点目です。河畔林や湿原等の整備の項

目は、大沼に流入する河川等の土砂対策の項目

として統合し、引き続き継続しております。 

 ２点目でございますが、倒木の適正処理の項

目は、グリーンツーリズム、ヘルスツーリズ

ム、エコツーリズムの環境整備と推進の項目と

して統合し、引き継いでおります。 

 次に、実現性が低いまたは事業廃止として削

除した項目は、３点ございます。 

 まず１点目でございますが、義務教育施設の

整備の項目は、小中学校の統廃合もあり、削除

としております。 

 ２点目ですが、オートキャンプ場と野外宿泊

施設の整備の項目は、平成２０年度から平成２

９年度までの間、民間事業者による設営動向が

なく、実現性がきわめて低いことから、削除と

しております。 
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 ３点目、貸別荘、コンドミニアムの整備の項

目は、民間事業者による設営動向がなく、実現

性がきわめて低いことから、削除としてござい

ます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 澤出明宏議員。 

○１１番（澤出明宏）  では、順を追って

ちょっと再質問をさせていただきます。 

 酪農家からの搾乳機器等の洗浄水の処理につ

いては、了解しました。 

 事業７の点なのですが、大沼に生息する鳥類

魚類等の生息環境の保全という項目ですが、お

答えではいかだの設置ということで、漁組さん

とかと共同してやっていただいて、これについ

ての実績もかなり出てきているのかなという部

分がありまして、私も了解しているところなの

ですが、ただ一つ確認したいのですが、町のほ

うとしましても、この魚類、鳥類の中の特に貝

類、以前にもカキの養殖の問題とか出てきまし

たが、そちらのほうで貝類の死滅状況について

の把握はなさっていらっしゃるかどうか。こ

れ、具体的に申しますと、依然我々が子供のこ

ろにはヌマガイというのがおりまして、それが

高度の酸欠状態によってほとんど死滅している

という事実を把握なさっていらっしゃるかどう

かというところと、それとヌマガイのみならず

タニシ、タニシも今現在大沼湖にはほとんど生

息しておりません。それと、漁組さんの主要産

品の一つでもありますヌマエビ、これにつきま

しても、以前は深いところで獲っていたのです

が、最近はもう酸欠状態がひどくなりまして、

島ですね、１２６ある大沼の島の近辺でしか獲

れなくなってきているという現状もありますの

で、含めまして継続事業という形ですので、今

後ともより一層力を込めていただいて、いかだ

の事業も筆頭にまた継続していただける気持ち

はございませんかという質問がまず一つです。 

 それと、河畔林や湿原等の整備についてです

けれども、こちらにつきましても、これ含める

かどうかちょっと微妙なところなのですが、苅

澗川遊水地やっていただきまして、このコンテ

ンツの中にもより湿地をふやしたりというよう

な形の中身も入ってまして、今後これについて

もしやらないという形、土砂対策だけですと、

やはりまだ不十分な水質の浄化についてはそう

いったこともあると思いますので、継続事業と

して検討していただけないかということの質問

です。 

 それと、あと倒木の適正処理、こちらなので

すが、まだまだちょっと散見されるところもご

ざいますし、もう一度ちょっと見ていただく部

分と、倒木のみならずキャンプ場の整備のとこ

ろで、いろいろ民間とかそういったところ、観

光に関することだと思いますので、特にちょっ

と気になっているのが桟橋の問題とかもありま

すので、そういった自然災害とか、そういうの

の予防の部分も含めまして、浮桟橋というかあ

れについてもちょっと見ていただいて、検討い

ただければなというのを付言したいと思いま

す。いただけないかなということで、そちらも

質問したいと思います。 

 それと重点施策項目３のほうです。こちらで

すけれども、事業３の地場産品による特産品の

研究開発について、これも削除されています

が、この間、こちらのほうですが、七飯町特産

品、土産品ニーズ調査事業調査報告書というの

が２０１２年のほうなのですけれども、こちら

の１１月で七飯商工会さんのほうに調査実施機

関として委託されまして、こういった資料が

ホームページというか載っていますけれども、

こちらのほうでも産品について、特産品の商品

開発について、まだまだ弱いなというような形

のものが記載されておりますので、継続して、

こちらも特に大沼もそうなのですが、七飯独自

のものというのがやはりこれから一番重要かな

と思います。こちらのアンケートにもあります

が、大沼というイメージでは、かなり全道的に

も全国的にも知られてたりするのですが、七飯

というブランド力になると、やはりリンゴとか

牛がそういう形になってまして、ほかにもいっ

ぱい、カーネーションですとかいろいろな特産

品のがありますので、そういう農産品にもっと

広げて、特産品を広げていくためにも、この辺

のコンテンツは大沼に限らずちょっと七飯全体



－ 38 － 

としても取り組んでいただけないものかどうか

というところ、そこについてもちょっと質問さ

せていただきたいと思います。 

 それから、地域コミュニティーはわかりまし

た。義務教育施設の整備についてもわかりまし

た。 

 あと、重点項目４のところ、ユートピアのあ

り方についての検討及び周辺施設の有効活用に

ついてですが、こちらは削除されてしまってい

るのですが、以前にもちょっとこれ質問の一つ

なのですが、某事業所の方がそこの部分で日帰

り入浴をできないものかというような、そう

いった事業案件だとかというもの回ってきたと

思うのですが、そちらのほうとあわせまして、

先ほどスポーツ合宿とかの話もございました

が、やはり合宿拠点になると思いますので、ト

ルナーレもあわせてそちらのユートピアの今の

温泉湯口、そういうのの利活用について町のお

考えはどのようなものかというところもお聞き

したいと思います。 

 それから、長くなりますね。オートキャンプ

場のほうなのですが、実現不可能だということ

で削除されたというお答えだったのですが、

今、現状鍋谷駐車場さんの、株式会社鍋谷さん

のほうでオートキャンプ企画しておりますの

で、そういった新規事業も出てまいりましたの

で、町としても何か業務に対する支援等につい

て、こちらのほう継続して考えていただける余

地はないものかというところで、含めまして事

業９の貸別荘、コンドミニアムにつきまして

も、今、西武建設さんというところで実験的な

ことをやってらっしゃいますので、まだまだ継

続する余地があると思いますので、御検討いた

だけないかというところで、以上についてお聞

きしたいと思います。 

○議長（木下 敏） 政策推進課長。 

○政策推進課長（中村雄司） それでは、私の

ほうから、たくさんの事業に係るものですか

ら、総括的な話をさせていただきたいと思いま

す。 

 まず、こちらの活性化ビジョンの計画といい

ますか、ビジョンの位置づけといたしまして

は、今第１期目を作成しました。こちらは計画

をつくって終わりということではなく、毎年

ローリングをかけてその事業をあり方を見直し

をしていくという基本の考え方を持ってござい

ます。そのため、この前期１０年間の間にも細

かな変更をこれまで捉えてきたところでござい

ます。 

 今回、第２期というところでの一定程度、１

０年が経過したからということでまた更新とい

うことで始めさせていただいたところです。こ

ちらが、２期目のスタートの時点での事業登載

メニューとなってございます。この時点で考え

た内容でございますので、今、例えばオート

キャンプ場で事業者さんが民間事業でやられて

いるというお話があれば、そういった部分は当

然こちらの事業内容などを含めながら検討して

いける余地はあるのかなというふうに思ってご

ざいます。 

 まず、活性化ビジョンの目的としましては、

まず大沼地域の活性化というのが大原則でござ

いまして、ただその事業の羅列の中で、実はこ

ちら担保が実はないというところがございま

す。まず、夢といいますか、夢を挙げる。それ

に基づいて進んでいく方向を示すというような

ところでございますので、大沼地域の活性化に

資するようなものであれば、各種事業の見直し

を今後考えていく余地があるのかなというふう

に思ってございます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 環境生活課長。 

○環境生活課長（磯場嘉和） 個別の事業とい

うことでしたので、事業７の環境の関係の部分

について、私から御答弁申し上げたいと思いま

す。 

 まず、ヌマガイの話なのですけれども、自然

に過去に生息していたというのは、私も地元の

方からお聞きしておりまして、昔はこう獲っ

てカレーに入れて食べただとか、いろいろな話

は聞いてます。ただ、どれくらいの量が生息し

ていたのかという、その数値的なものを特に調

査しているわけではなかったので、今本当に見

ないというのも地元の方もちろん言ってます
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し、私も見たことはないので、過去にはあっ

た、今は減少しているというのは、数値的な話

ではなくて、地元のお話として承知はしている

ところでございます。 

 また、ヨシいかだの件でございますけれど

も、平成２３年度から５カ年かけて、毎年２０

０基ずつヨシいかだをつくって、沼に置いて浄

化を試しているところでございます。これにつ

いて、継続して、今後取り組んでいくというと

ころで、今やっている最中というところで、事

業継続中ということで、今後も大沼の水質改善

目指してまいりたいと思っておりますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 総務財政課長。 

○総務財政課長（俉楼 司） それでは、ユー

トピアのあり方ということでございまして、

ユートピアの土地については、北海道が持って

いる土地になりますけれども、あそこのところ

に温泉の泉源がございまして、それを所管して

いるのが総務財政ということから、私のほうか

ら若干答弁してまいりたいなというところでご

ざいます。 

 以前は、ユートピアの温泉施設、宿泊施設が

ございましたので、そういうことで泉源だけが

残っていると。以前というか、ユートピアを使

われた方については、またそういうものがあっ

た方がいいだろうということと、また、観光施

設というか、観光として捉えたときには、やは

りそういう、トルナーレと一緒の、一体的な活

用ができないかというのは理解するところでご

ざいます。 

 今現在、泉源については、町内の宿泊施設の

ほうにお湯を使っていただいているところでご

ざいますけれども、今その、道有地の関係もあ

りますので、そこをどう使っていくかというの

は、今トルナーレ、東大沼の多目的グラウンド

の駐車場等として使わせていただいているとこ

ろでございますけれども、将来的にそういう観

光拠点にするためには、費用の負担、建物等も

整備の予定がございますので、今、ここではで

きますよという話にはなりませんけれども、施

設を有効利用するという観点からは、そういう

ものも視野に入れながら考えてまいりたいとい

うところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 土木課長。 

○土木課長（佐々木陵二） 土木課のほうから

遊水地の関係についてお答えさせていただきま

す。 

 １期目、一番下流につくったものは、湖沼自

然浄化活用事業ということで、環境省の１００

％の補助といいますか、委託です。こちら、日

本で三つ選ばれまして、島根県の宍道湖、秋田

県の八郎潟、そして七飯町大沼ということで選

ばれて、実験圃場４カ所つくりまして、それで

一番効果があるものは何かということでつくっ

たものが１期目でございます。それの効果検証

を行いまして、実験結果をもとに、もっと上流

です、軍川の下流域に一つつくりまして、その

もう一つ上にもう１個つくりまして、平成３０

年度で完成しております。そちらも継続して事

業を続けていけるように、こちら北海道の、国

の補助事業も一部使いまして、その後は北海道

の地域づくり総合交付金において製作しており

ます。今後も引き続き、広げれるものであれば

広げていきたいと思っておりますので、御理解

よろしくお願いいたします。 

○議長（木下 敏） 商工観光課長。 

○商工観光課長（福川晃也） 私のほうから

は、何点かちょっと複数ございましたので、御

説明をさせていただきたいと思います。 

 まず、大沼地域活性化ビジョンの登載される

されないの前に、議員御指摘のとおり、さまざ

まな検討がなされているものがございます。例

えば、地場産品のところですが、こちらは活性

化ビジョンのほうからは削除されてございます

が、先ほど政策推進課長のほうから答弁申し上

げましたとおり、今、例えば七飯町の物産振興

協議会というものが現在立ち上がってございま

す。それから、今例えば道の駅であったり、そ

ういった販路といった意味でいろいろ活用でき

るものも出てきておりますので、そういったと

ころで検討しないとか、開発研究をしないとい
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う意味ではございませんで、そういったところ

で引き続き協議、研究していくというスタンス

でございます。 

 それから、同じように、オートキャンプ場、

それから貸別荘、コンドミニアムの整備という

ものにつきましても、これは当初活性化ビジョ

ンのほうでは、民間が主体となって整備してい

くというような捉えをしてございました。た

だ、その当初見込んでいた事業の進捗がなかっ

たということで、活性化ビジョンからは落ちて

ますが、先ほど議員おっしゃりましたとおり大

沼地区で、いわゆるＲＶパークというような形

で、車両が宿泊できるといった、電源供給され

たり、シンクがあったりですとか、そういった

ところは逐次整備されておりますので、そう

いったところも含めて観光振興ということで考

えたときには、当然タイアップして、協力して

活性化に努めてまいりたいと考えてございま

す。 

 それから、もう１点指摘のございました東大

沼キャンプ場の桟橋の件、こちらかなり老朽化

して、大変ちょっと悲惨な状況というか、結構

朽ち果ててきているというところでございま

す。こちらにつきましても、改善に向けて、関

係者では意見の交換をしているところでありま

して、具体にどのようになるかという結論には

至ってございませんが、当然こういった問題に

も町として適切に対処できるよう、関係機関と

意見交換してまいりたいと思いますので、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） 澤出明宏議員。 

○１１番（澤出明宏） 今ちょうど観光課長さ

んのほうから話出まして、桟橋の件、ちょっと

傍論なのですけれども、非常に危ない状態に

なってまして、できればこれ町長にもお願いし

たいのですが、間伐材ございます、大沼もそう

ですけれども七飯の町有林とかの。ああいった

もの、太いのはこのくらいありますから、ああ

いうので土木課のほうとかの、本当に失礼な言

い方ですけれども、なにか小さいユンボとか

で、安全配慮しながらちょっとつくり直すと

か、多分難しい話で、余り触るとよろしくない

かもしれないですけれども、非常に気になって

いまして、危険がありますが、ただ以前、木

道、緑のオアシスというところで木道がござい

まして、そちらのほうの補修事業とか、うまい

こと皆さんの力でやったというのがありまし

て、本当は地元で直すのが一番いいと思うので

す。独力で。ただもう地元も人がいなくなっ

て、後で最後総括で申し上げますが、いろいろ

なマンパワーの不足もございまして、できれば

町である資源の中で、せっかく森林資源もござ

いますので、そういった間伐材で結構ですか

ら、仮に直して、キャンプに来た方々、すごい

楽しんでいらっしゃって、非常に観光スポット

にもなってますので、せっかくのランドマーク

ですので、残していただく方向性、なおかつ町

のそういう財産を使って、なるべく費用をかけ

ないでやるような方向とかできないものかなと

いうところも一つお伺いしたいのと、総括、こ

こで総括してよろしいのかどうかわからないの

ですが、このビジョンに関しましてのことです

から、関連することだと思いますので、ここで

申し上げたいと思いますが、巻末に人口の動静

というのが載ってまして、データの中で、その

中で一番やはり気になるのが、七飯町の人口の

推移はもちろんなのですが、これ大沼活性化ビ

ジョンの中で出てくるのは、大沼町の平成２０

年度末、大沼地区からの、こちらのほうの人口

と、平成３０年度末のほうの人口の推移、これ

を引きますと、４２８名の方が減っていると。

大沼の中で。人口、たかだか現在末のところで

２,１８５名の大沼地域が、１０年間足らずで４

２８名も減っているのです。この事実をちょっ

と、町としても厳重にというか、現実として受

けとめていただいて、本当の話申し上げます

と、４２８名１０年間で減るということは、今

後１０年間でもまた同じくらい減る話なので

す。先ほど、移住者が６３名いらっしゃると言

いましたけれども、それをもっとふやしていか

ないと、やはり自然減もありますので、社会増

をふやしていかないと、非常に厳しい状態が大

沼の、今七飯の中でも縮図だと思います。なお
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かつ高齢化率に至りましては、６５歳以上のこ

とですけれども、平成２０年度に３２.３％の高

齢化率、もうこれで既に高いのですが、３０年

度末に至りましては、９４２名、４３％、６５

歳以上が大沼地区で。７０歳以上の年齢になり

ますと６３５名になりまして２４.３％。３０年

度末では６９９名、３２％。これ、町平均で７

０歳で２３.７％ですから、かなり高い数値たた

き出しています。後期高齢者に至りましては、

平成２０年度末で４４０名、１６.８％。町平均

は１２.１％です。平成３０年度末では５１９

名、２３.８％、町の平均が１６.６％。この数

値見ただけでも、もう驚異的に壊滅に近い状態

になっていることを理事の方々にもよくわかっ

ていただいて、先ほどは町民全員にこう平等で

やることでなければできないとおっしゃってい

ましたけれども、本当に局地的な危機状態であ

ることは認識していただいて、この人口の流入

に関してのところですけれども、ビジョンと含

めまして、できれば町でも強力に推進していた

だきたいと思いますが、その辺のところについ

て御意見というか質問させていただければと思

いますので、御解答お願いいたします。 

○議長（木下 敏） 今、答弁求めますけれど

も、澤出議員にも申し上げますが、今言ってい

る、例えば人口減少、かぶせてかぶせてくるのも

よろしいのですけれども、今後通告するときに、

大沼の人口減少なら人口減少と何々ときちんと書

いて、出してもらう。それで、大沼の活性ビジョ

ンがどうだっていうような質問通告書をつくって

もらうように、今後はしてください。 

 今は、答えられる範囲でよろしいです。商工観

光課長。 

○商工観光課長（福川晃也） 私のほうから

は、先ほど来の桟橋の関係で御答弁申し上げた

いと思います。 

 今御意見いただきましたこと、それらも含め

まして、あの地域につきましては、大沼国定公

園という中にございまして、自然公園法という

規制がございます。さらに、桟橋につきまして

も、所有者というものがございます。そういっ

たことから、地元の方々も含めて、関係機関で

もっと議論しなければ、なかなかこの方向でと

いうような御解答はできないものですから、ど

うぞ御理解のほどをよろしくお願いいたしま

す。 

○議長（木下 敏） 政策推進課長。 

○政策推進課長（中村雄司） 大沼地区に対し

ての移住に関係しての施策等の関連でございま

すけれども、先ほどの同僚議員への答弁と同様

で、お答えに変わることはございません。公平

な部分で事業を考えなければならないというふ

うに思ってございますので、御理解いただきま

すようよろしくお願いいたします。 

○１１番（澤出明宏） 終わります。 

○議長（木下 敏） 通告順に発言を許します。 

 横田有一議員。 

○１番（横田有一） それでは、通告に従って

４問質問させていただきます。 

 １番、決算審査意見書への対応について。 

 庁内に監査委員制度があるが、十分に機能し

ているのか。決算時に１カ月半もかけて監査

し、決算審査意見書を提出しているが、その意

見について町長は真摯に向き合っているのか。

町長の所見を伺いたい。 

 １、過去５年間、決算審査意見書に書かれて

いる意見について、どう反応しているのか。改

善されたのか。 

 ２、過去５年間の予備費充用の実態につい

て。 

 ３、平成２７年度の決算審査意見書の中で、

「補助金等の交付については、その事業の公益

性が補助目的に合致しているのか、十分な成果

が得られているのか、交付額の算出根拠は明確

であるか、などについて精査するとともに、実

績報告書を速やかに検証し、次年度の予算請求

が適正なものとなるよう配慮されたい」と記載

されている。また、平成２９年度の決算審査意

見書の中でも、「補助金等については交付申請

額の積算を十分に精査し、実績報告書の検証に

よる十分な成果が得られていないと認められた

場合には、補助金の返還、次年度の予算要求の

見直し等も考慮するなど、適正な交付となるよ

う努めていただきたい」と昨年度に引き続きの
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意見が記載されていたが、改善するつもりはあ

るのか。 

 ４、平成２８年度の決算審査意見書の中で、

「入札執行及び契約事務の取り扱いについて

は、より適切なる事業者選考を行うなど、さら

なる制度向上を目指すに当たり、専門職の配置

等を検討していただきたい」と記載されてい

る。また、平成２９年度の決算審査意見書の中

で、「入札執行及び契約事務について、職員の

専門知識を高め、指名業者の選考方法や契約方

法の見直しを行うなど、適切な事務執行に努め

るとともに専門職の配置等について今後も引き

続き検討していただきたい」と意見が記載され

ているが、改善するつもりはあるのか。 

 ５、決算審査意見書は、町広報に掲載しない

のか。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（木下 敏） 総務財政課長。 

○総務財政課長（俉楼 司） それでは、順に

答弁申し上げます。 

 まず１点目、過去５年間、決算審査意見書に

書かれている内容についてどう対応しているの

かについてでございます。 

 提出されました意見については真摯に受けと

め、その後の業務に生かしていくことの共通認

識のもと進めてきたところでございます。 

 ２点目の過去５年間の予備費の実態について

でございます。平成２６年度は１件７４万８,０

００円、平成２７年度は１件１４４万３,０００

円、平成２８年度は７件２,６４８万１,０００

円、平成２９度は６件４２９万３,０００円、平

成３０年度は４件９４万７,０００円となってご

ざいます。予算が不足する場合の対応として

は、補正予算、現予算内での流用、専決処分な

どを検討し、緊急性、必要性があり、補正する

いとまのない場合は予備費充用することとして

おり、監査委員の意見を踏まえ、安易な予備費

充用を行うことのないよう努めております。ま

た、予備費充用する場合には、議会の皆様へ情

報提供を行い、適正に執行しております。 

 ３点目、補助金等の交付についてでございま

す。補助金については、過去５年間の中でも複

数回御意見を頂戴しているところでございま

す。町としては、御意見を踏まえ、各課の予算

要求ヒアリング時に、各団体の総会資料等をも

とに、繰越金が多い団体については予算を減額

する、また支出の際に全額としないなど、個別

の状況により対応しております。また、補助金

の目的を達成するための適切な支出であるか、

担当課段階で確認精査を行ってまいりました

が、監査委員意見及び今回の質問趣旨を踏ま

え、より適切に対応してまいります。 

 ４点目の入札執行及び契約事務の取り扱いに

ついてでございます。平成２８年度の意見書で

は、「さらなる制度向上を目指すに当たり、専

門職の配置等を検討していただきたい」、ま

た、平成２９年度には「適切な事務執行に努め

るとともに専門職の配置等について今後も引き

続き検討していただきたい」との御意見でござ

いました。専門職の配置については、専門的な

知識を有する職員となりますと、現在の町職員

の中では、そのような観点で職員を育成してい

ないため、現実的にできなかったところではご

ざいます。 

 入札執行及び契約事務の取り扱いについて

は、行政職員として一般的な事務であり、全て

の職員が法律、例規等を把握し、執行しなけれ

ばならない基本的な事務の一つであります。そ

のため、基本的には、担当部局において関連す

る事務を執行してきたところでございますが、

入札、契約事務においては、公正、公平が求め

られるものであり、適正な事務執行を行う必要

があることから、毎年若年層への研修を行って

おります。 

 また、数値としては資料はありませんが、御

指摘が多かった平成２８年と比べると、年々御

指摘いただく件数は少なくなってきたと認識を

してございます。しかしながら、より一層適正

な処理を継続するに当たり、今後さらに各課段

階での上司からの指導、各職員の資質の向上を

図り、疑義が生じた場合には、関係部局と協議

を行うなど、縦横断的に進めてまいります。 

 また、今までも少ない職員数で行政運営して

まいりましたし、変わりゆく行政需要に対応す
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るため機構を見直しながら、少ない経費で最大

の効果を上げるべく運営を行ってまいりまし

た。現在の職員数で専門部をつくることになる

と、少し機構の整備も必要と考えられますの

で、研修などによる成果の検証、また他市町の

状況を調査させていただいた上で、専門部の取

り扱いを引き続き検討してまいります。 

 ５点目の決算審査意見書の町広報への記載に

ついてでございますが、町では毎年１１月号広

報誌に、前年度の決算状況等を見開き２ページ

で掲載をしております。監査委員さんからの意

見は、毎年５０ページ前後となっており、その

全てを掲載することは難しいところでございま

すが、例えば一部を概要として掲載することは

可能だと考えておりますので、進めるに当たっ

ては、監査委員と協議してまいりたいと思って

ございます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 横田有一議員。 

○１番（横田有一） 今の課長の話聞くと、同

じようなことをずっと書き続けられているので

すよね。例えば、いまの専門職の問題について

は、そういう専門職の人間がいないから、いる

人間を育てていきたいとかということを言って

いるのですけれども、ならばこういうものが出

たときに、意見書を持って行ったときに、なぜ

そういうお話をしなかったのかというのは、

ちょっとよくわからない。そういうものだった

らそういうふうに言えば、中身だって変わって

きたのではないかなというふうに思うのですけ

れども、その点どうなのかということを１点

と、補助金についても、同じく何度もこう出て

きて、そして補助金の中身が精算書と伴わない

ものもある。精算書が出てきたものについてお

かしいのではないのかということでこういうこ

と書かれたのではないかと僕は思うのですけれ

ども、どうなのかちょっとそこのところを確認

させていただきたいと思うし、先ほどのその入

札の執行について言われて、この専門職をつけ

たらどうなのかと言われたときに、過去にそう

いう怪しいものがあったから、そういうふうな

発言がこういうふうに意見書の中に書かれてき

ているのかなというふうに思うのですけれども

その点どうなのか。 

 先ほど、あと５点目のところの決算審査意見

書について町広報のほうに挙げるということに

ついては、挙げていただけるというような話

で、あとはそれから、きちんと本当に申しわけ

ないですけれどもホームページとかのほうも出

していただいて、やはり町民の見て、今どうい

うふうに決算、監査委員がどういうふうなこと

をやっているのかということをわかるように一

つしていただきたいと思うのですけれども、以

上の点でお願いします。 

○議長（木下 敏） 総務財政課長。 

○総務財政課長（俉楼 司） それでは、再質

問に答えてまいりたいと思います。 

 まず、専門職について、毎度意見書に書かれ

ていることについてきちんと整理されてないと

いうか、その意見書をいただいたときにディ

スカッションできればよかったのかなというお

話の部分でございます。 

 意見書の段階でお話できればよかったと私も

感じてございます。ただ、それを踏まえて、意

見書いただいて、少し担当する部局でもディ

スカッションさせていただいて、今の体制の中

でできるかどうかというようなところも議論も

させていただいてきました。今の機構の中でう

まくやっていきたいというような考えが前提に

あったものですから、なかなか進んでこなかっ

たというところがございます。そこは、現状も

毎年そういう形で意見書に出てきたということ

で、そこは十分に進められなかったところでは

あったのかなということで思ってございます。 

 補助金の中身、精算書との整合性と相違が

あったのではないかということでございます。 

 各それぞれの個別の案件、私全部掌握してい

るわけではございませんけれども、それを踏ま

えて意見書でそういう意見が出されたというこ

とでございますので、そこはより皆さんから納

入していただいた税金等を使っているというこ

とからすると、より適正な執行をしていかなけ

ればならないということで考えております。そ

れは、今まで意見いただいたものを踏まえて、
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今後はさらに注意して執行してまいりたいとい

うところでございます。 

 また、入札執行についても怪しいものがあっ

たのではないかということでございます。そこ

も、各それぞれ、不適といいますか、ちょっと

怪しいものがあったというのは、私も把握はし

てございます。それについてもやはり適正に業

務を執行するという上で、まずは職員、その制

度等を、法律をしっかり勉強していただくとい

う中で、ここでわからなければ、いろいろ関連

する部局に確認をしてもらってやっていくとい

うところは、当然大事なところでなってきてお

りますので、そういう観点で、今後はしっかり

やっていきたいというところでございます。 

 最後、広報等への掲載と、意見書の掲載とい

うところで、ホームページ等にもという御意見

でございます。その点につきましても、監査委

員と協議の上、どのような挙げ方というか載せ

方がいいのかというのを打ち合わせさせていた

だいて考えてまいりたいと思ってございます。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 横田有一議員。 

○１番（横田有一） 課長は立場があるからそ

んなものしか答えられないのかなというふうに

は思うのですけれども、この４番のところの専

門職とか専門知識とか専門部署をつけれという

ものに対して、町側ではこれ、具体的に検討と

いうのはしたのですか。 

○議長（木下 敏） 総務部長。 

○総務部長（釣谷隆士） その点について、私

のほうから御答弁申し上げたいと思います。 

 具体的なと申し上げますか、監査意見書を提

出された後、監査委員さんのほうから提出され

たときにも当然同席してございまして、その間

にでも指摘事項、いわゆる指摘事項の部分につ

きましては、こういうことだよと、あなた方十

分注意してくださいというような部分を多少具

体的に話をする機会は当然ございます。 

 先ほど課長のほうからも答弁申し上げたとお

りですけれども、ただ、その中で代表監査委員

のほうからも言われてまして、２００億、前

に、以前ここ議場でも代表監査委員が答弁した

経過もございますが、２００億を超える、そう

いうような予算になっている、特別会計含め

て、七飯町の会計は２００億を超えるような会

計になっていると。その中では、組織として、

民間であればもう組織としてそういう専門の部

署というものは必要だというような、代表監査

委員もそういう認識を持ってますと。ただ、そ

れについては、すぐそこで組織をしなさいとい

うことではなく、そういう方向で物事を少し考

えてほしいという問題提起であるというふうに

言われていたというふうに私も記憶してござい

ます。だからすぐもう、次の年度からそういう

ふうにしなさいという、そういうことではな

く、もうこういう、組織的にはそういう時期で

はないのという提言だというふうに捉えており

まして、ただ先ほど課長からの答弁の中で申し

上げましたとおり、経理、契約関係というの

は、行政職員の、どちらかというとそこのとこ

ろはもういろはのところであるという認識で私

も役場に入って、ずっとそういう認識でおりま

す。もうそこのところができなくて、事務はで

きないというふうな認識でおりましたので、そ

れをみんなでやっているという、そこのところ

が、監査委員さんから見たところとちょっとず

れが正直あるのかなというふうに思ってますけ

れども、ただみんなで精度を上げれば、そこの

ところは多少なりともその精度を上げていくこ

とができるというふうに、そういう認識をして

ございます。全く検討してないとかということ

でなくて、ただ例えばそういう部署を新たにつ

くるとすれば、その限られた人員の中で、では

どうやってそこを割いていかなければいけない

のかというところでは、ぎりぎりの人数、職員

の数やっている中では、ちょっとそこのところ

はもう少し時間がほしいなというのが現状の私

の認識といいますか、町の認識でございますの

で、そこの部分は御理解いただきたい。言われ

てすぐに、ちょっと、必ずできますというよう

な答弁にはできないという部分は御理解いただ

きたいな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） 横田有一議員。 
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○１番（横田有一） 何か、一生懸命弁明して

いただいているのでしゃべるのも大変ですけれ

ども、こういう同じことを監査意見書の中に４

年も５年も同じような言い方、言い回し変わっ

てもこういうこと書かれている。これって理事

者の皆さん、うちの町長の顔潰すようなことし

ていると思いません。うちの町長、一生懸命、

トップセールスマンとしてあちこち回って歩い

て、中はあなたたちに頼むよとやっていて、そ

して同じことを、毎年同じものをこうやって、

はい、報告書ですよってこうやって見せられ

て、気分いいものですか。俺だったら怒りま

す、本当に。どういうつもりで、僕は本当に理

事者の皆さんいるのかというのが、ちょっと理

解ができない。少なくたって、こういうふうに

やったらお金がかからないでできる、こういう

方法だったら少し改善できるよねって。毎年こ

れだけ改善していったら、この項目が減ってい

くとかだったらわかる。何も項目減らないでは

ないですか、これ。こういうことやっているの

だったら、本当、北海道で２番目に大きい町七

飯町なんて大きい顔なんかできなくなる。うち

の町長だって、そんなところ行って、はい、頑

張れば、うちの七飯町は立派ですよ何てこと言

えたかもしれない。これ、言えなくなってしま

うよ、悪いけど。 

 何かもっと、さっきから、きょう、きのうの

質問聞いていたって、何か弁明しているよう

な、大した勉強していないのかなということを

感じるような、もっと自分で自分のできるもの

は何なのだということ、自分の役割何だってく

るの。もっと、出してほしいです。申しわけな

いですけれども。そうしていかなかったら、こ

んなの、これでホームページか何か出てみなさ

い。何やっているのと、言われますよ、本当

に。 

 もう少し、その辺の危機感を持って、この仕

事していただきたいと思います。 

 最後に町長、怒ってください。 

○議長（木下 敏） 副町長。 

○副町長（宮田 東） それでは、私のほうか

らお答えしてまいりたいなと。るる御指摘の部

分です。 

 私、今言われている部分について当てはまる

ものと当てはまらないもの、補助金でもかなり

いろいろなものがある。負担金もある。事業も

いろいろなものやっているし、入札関係も契約

関係もいろいろ幅が広いと。そこの監査委員さ

んのほうから言われている部分について、個別

に私ども、理事者側のほうが直接言われてこれ

どうなのだと言われているのであれば、そこで

お答えして、改善できるものはあるのだろうな

と。それで、担当の方法の部分で言われている

部分については、大変申しわけないです。これ

は、謝るしかない。横の連絡が悪い、縦の連絡

が悪い、そういう部分の報告を受けているので

あれば、それについてよろしいかもしれない。

それから、報告を受けているものと受けていな

いものがまずあると。その辺だけは、理解して

いただきたいと思います。 

 それで、５年間くらいの部分についての御指

摘があるのですが、補助金は補助金のほうで予

算のヒアリングやっているときに、これどうな

のとか、繰越金は多いのではないの、事業とし

てどう、もう既にこれくらいやっていればこれ

くらい減らしてもいいのではないのか。そうい

うやりとりはしています。決算書をもらったり

とかやって、実際問題、件数は全てを公平にと

いうのではない。それに基づいて繰越金が多い

のであれば、もう今回削りまして、何年間削り

ましょうと、なくなってからまた再度補助の関

係については議論しましょうと、そういう形

の、実際やっています。 

 負担金関係も減額している、半分に削ってい

るとか、そういうのはおおむねやっています。

だから、数は少ないかも、やるものはやってい

るということで、まず一つそれは理解していた

だきたいなと。それは、決算の中にも実際問題

出てきているはずですし、予算としては、毎年

毎年同じ金額が上がっているわけでもないと思

います。それはちょっと認めていただきたいな

というのはございます。 

 ただ、職員の、さきほどの専門職の関係につ

いては、るる私もそこにかかわっていて、何回
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かこう、監査委員さんとやりとりをしました。

それで、私も通り一遍等の答えしか実際問題で

きなかったというのはございます。というの

は、やはり限られた職員の中で契約の部分につ

いての職員を専門につくるというのは、やはり

複数の人数、１人でできるわけではないので、

やはりそれなりに責任のある、課長もつけなけ

ればだめだし、実務的に精通している係長も必

要だ、係も必要だろうと、そういうふうになる

と、やはり４人とか、そういう最低の人数が必

要になってくる、では、今限られた人数、この

限られた人数の中で４人を生み出すと。これが

兼務みたいな形であるのであれば可能性はある

のでしょうけれども、実際問題それを生み出す

というような形までは、そこまでの余裕のある

人数が正直なところかなり厳しかったというの

は申し上げておきたいなと。 

 ただ、何回も言われていたという部分につい

ては、それについては私も認めます。それにつ

いて答えてこなかったということも認めます。

ただ、事情が事情の部分で、こういう形の中で

来たということも、少しは御理解をいただきた

いなと思ってございます。 

 ただ、今後、この場での発言、ちょっと不適

切というような部分で御指摘受けるかもわかり

ませんが、今会計年度職員というのが、議員さ

んもおわかりのとおり会計年度職員というのが

制度が出てきて、嘱託職員、臨時職員について

も同じような職員化にだんだん上げていきま

しょうというような形で法律的に変わってまい

りました。その中で、一つの専門職といいま

しょうか、そういう考え方として会計年度職員

との制度の部分をもう少し吟味させていただい

て、そういう部分を活用できないかという部分

については、今ちょっと検討中ということでご

ざいます。 

 それについては、そういう形の中で組織機構

を見直ししながら手をつけれないかということ

を今、ちょっと検討はしてございます。それ

が、必ずそういう形できちんと言われるような

ものに出来上がるのかどうかは、やはり制度を

勉強させていただいてということになりますけ

れども、そういう形の中で御理解をお願いでき

ればなと思ってございます。 

 私のほうは以上です。 

○議長（木下 敏） 横田有一議員。 

○１番（横田有一） 言っていることはわかる

ような気はするけれども、ここに書かれている

こと、そしてことしからまた議選の監査委員も

変わったし、議選の監査委員はその前に４年

やった経験者で、そういうのも見て、もうやは

りこういうこと書かざるを得ないというのがあ

るということは、もう８年くらい前までと何も

変わらないのではないのか、話は聞いたわけで

はないのですけれども、そういうような中身で

ないのかなと思うのです。だから、何かもう、

もうこのやり方でいいのだよと、こうすごいこ

だわりがあるけれども、そのこだわりがいい意

味でのこだわりがあればいいけれども、全然こ

う、ちんぷんかんぷんな、目的が的はずれなと

ころがあるのかなというふうに私は思うので

す。それで、例えば本当に５年間の予備費の充

用だって、充用のあり方というのは緊急性が

あって、災害で使いなさいよとかと、そういう

のちゃんと決まっているではないですか。それ

をある時期のときにそれを勝手に拡大解釈して

それを使ったという、そういうのがあったか

ら、そういうものはやはり望ましくないですよ

ということで、これ、多分書かれた話ではない

のかなと僕は思うのです。 

 こうやってずっといってもう本当に、何で、

何で本当に４年間も５年間も同じことを書き続

かれなくてはいけないのかというのは、本当に

理解できない部分であって、それで本当に専門

職を入れるというつもりもないみたいで、少な

くたって函館市の調度課って、もう昭和５０年

からできている。そこは本当に入札専門にやっ

てて、そして業者も全部、そこが全部指定して

やっている。もうそんな、もう昭和ですよ、昭

和の話。今、平成やって令和ですよ。そういう

ふうにやっているところがあるのですよ。隣町

で。そして、この２万８,０００の町で、それが

できない。それをきちんとやるということは、

ある意味では、無駄なお金を使わないで済むの
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です。今、お金がない、お金がないと、何かす

ればお金がない、お金がないと言います。そう

いうことをやることのほうが大事なことなので

す。誰だってできるのです。お金については、

そういうきちんとした専門職の人間を勉強させ

ればいいだけの話なのです。そんなの、勉強さ

せるのでなくて、総務の勉強やった人間だった

ら誰だってできます。 

 僕は、やろうという姿勢がないのではないか

と思いますので、もう１回、副町長、お願いし

ます。 

○議長（木下 敏） 副町長。 

○副町長（宮田 東） では、お答えしてまい

ります。 

 やる気はあります。そのように向かって、そ

のように当然やっていきます。この厳しい時代

ですので、そういう部分で、行政改革の一つの

項目にも当たろうかなと思います。そのような

職員を工夫しながらやっていって、ただ申し上

げたいのは、専門職といいますけれども、どこ

までが専門職がいいのかどうかというのはあり

ます。その事務事業、いろいろものによって違

いますので、そのあたりの区分けするとか、そ

ういう部分も出てくると思います。例えば事務

系、技術系、それによっては、それぞれに違い

ますので、それをうまくこう、一つにはまとめ

れるのかというような問題もあります。ただ単

にそれをやればいいのではないか、というので

はなくて、やはりそこにはそこに技術職の精通

性とか専門性も加わってきますので、そのあた

りも見れないと、契約事務もとれないのではな

いかなとは思いますので、そのあたりこう、も

う少しまずは勉強しながら進めたいなとは思い

ます。 

 ただ、御指摘の部分については、これ長年

ずっと手づかずといいましょうか、ずっと変わ

らないような状況でやってますので、何らかの

方向を定めてまいりたいなと思いますので、

ちょっと時間を、もう１回、これまとめる時間

をいただきたいなと思ってますので、よろしく

お願いします。 

 ただ１点、先ほど予備費の充用の話ありまし

たが、前、少し、私も経験上、充用の関係につ

いてまずいというのは私の記憶の中にもござい

ます。ただ、この四、五年の間は、申し上げて

おきますが、かなりきちんとやっていて、議員

の皆さんにも情報提供をいただきながら、当然

監査委員さんのほうにも情報提供を言いなが

ら、ある程度御理解をいただきながら充用をし

ているというような実態がございます。それだ

けはこう、それはまだあるのだというのではな

くて、それだけは改善はしていると強調したい

なと思ってますので、その辺は御理解いただき

たいなと思ってございます。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 横田有一議員。 

○１番（横田有一） 充用については理解しま

した。 

 それでは、２問目いきます。 

 運転免許証自主返納の対応策と、その後の地

域公共交通政策について。 

 令和元年第２回の一般質問で、町長は、次回

定例会に対応策を提示すると答弁された。そこ

で町長の所見を伺いたい。 

 １、運転免許証自主返納について、どのよう

な対策になったのか。 

 ２、運転免許返納者を初め、地域の交通弱者

に対する対策がどのように進められていくの

か。 

 ３、役場内の理事者側で骨子をつくるという

発言がされたが、どのような内容になったか。 

 きのう、多分言っていることが、上野議員に

回答されたことと同じだと思いますけれども、

再度お願いしたいと思います。 

 ４、地域公共交通会議の今後の予定につい

て。 

 ５、過去の実証実験で得られたことは、どの

ようなことか。 

 ６、北斗市、函館市、鹿部町の取り組みにつ

いて、どう評価しているのか。 

 お願いします。 

○議長（木下 敏） 住民課長。 

○住民課長（清野真里） 私からは１点目につ

いて答弁させていただきます。 
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 １点目の運転免許証自主返納について、どの

ような対応策になったのかについてですが、民

生部住民課交通防犯係を相談窓口として、七飯

町運転免許証自主返納支援事業を実施し、高齢

者の運転による交通事故の減少を図るため、運

転に不安のある高齢者が運転免許証を自主的に

返納した方に対し、公共交通機関で利用できる

交通系ＩＣカードＩＣＡＳ ｎｉｍｏｃａデポ

ジット５００円を含む１万円と、町内のタク

シーやお買い物に利用できるななえアップル商

品券１万円を、平成３１年４月１日以降に自主

返納した七飯町内に住所を有し、現に住居され

ている満７０歳以上の方に交付します。 

 なお、この支援事業の周知については、町の

ホームページや広報に継続的に周知し、今後も

返納しやすい環境づくりに努めてまいりますの

で、御理解願います。 

○議長（木下 敏） 政策推進課長。 

○政策推進課長（中村雄司） 地域公共交通政

策についてお答えしてまいります。 

 ２点目の地域の交通弱者に対する対策がどの

ように進められているのかについてですが、高

齢化がさらに加速されると予測されており、地

域交通所管と福祉施策所管の連携が一層重要と

考えております。 

 高齢者の運転免許の返納は、交通手段の選択

肢 

が少ない高齢者の不便等も生じていくことも想

定され、地域公共交通の確保を検討してまいり

たいと考えております。 

 ３点目の骨子をつくるという内容ですが、前

回の第２回七飯町議会定例会の平松議員の一般

質問答弁で、課題を整備した上で、町として方

針を決めた中で、交通会議のほうで審議をして

いただくといった答弁をさせていただきまし

た。その内容と進捗状況についてですが、現在

も情報収集等行ってございますが、課題整理の

検討中段階ということで御理解をお願いいたし

ます。 

 ４点目の地域公共交通会議の今後の予定です

が、委員の皆様にやみくもに御審議をいただく

こともできませんし、一定程度課題の整理を行

わなければ会議に諮ることはできないものと考

えております。引き続き検討させていただきま

すので、御理解のほどよろしくお願いいたしま

す。 

 ５点目の過去の実証実験ですが、平成２５年

と平成２７年のいずれも９月にアップル温泉と

最寄りのバス停である大中山バス停を接続する

デマンドバスが運行し、この実証実験では、知

的バス停、いわゆるバス停の人検知センサーに

よりシステム起動、バス接近情報や目的地を表

示する機能のあるバス停のことでございます

が、このバス停を設置して、新たな公共交通の

運行スタイルを模索する取り組みでございまし

た。実証実験では、バス料金を無料で、アップ

ル温泉の高齢者入浴料金無料イベントも同時に

実施いたしましたが、平成２５年は７日間で１

２１名の乗車で、アルバイトの添乗員を除け

ば、１日約１０名程度の利用にとどまりまし

た。平成２７年もほぼ同様となってございま

す。人検知センサーについては、不具合が多

かったとの記録が残ってございます。 

 ６点目の北斗市、函館市、鹿部町の取り組み

についてですが、北斗市は、旧大野町と旧上磯

町の合併を契機に、南北市街地連絡バスを函館

バスにより料金１００円で運行しております。

また、昨年、交通に関する住民アンケート調査

結果を踏まえ、北斗市地域公共交通活性化協議

会でのデマンド乗り合いタクシーの検討に着手

しておりますが、現在見通しが立っていない状

況であると伺っております。 

 函館市は、平成２７年に函館市地域公共交通

網形成計画を策定し、都市計画などとの調和を

計りながら、交通網を総合的に整備しているほ

か、高齢者の支援として、平成２９年度までは

高齢者交通料金助成券制度を実施しておりまし

たが、平成３０年度からは、ＩＣカード乗車券

ＩＣＡＳ ｎｉｍｏｃａで函館バスや市電を利

用した場合、７０歳以上の市民は年間６,０００

円を上限に運賃の半額相当分のポイントが返金

される助成制度に見直されました。 

 鹿部町では、平成２８年度にニーズアンケー

ト調査など、各種調査を実施し、今年度はコ
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ミュニティーバスの循環型交通実証運行を６

月、７月は週３回７便、そして８月以降は月２

回、それぞれ７便運行してございます。 

 近隣市町の取り組み状況を勘案しても、高齢

者等が利用しやすい環境の整備が、七飯町とし

ても必要と考えております。 

 また、高齢者以外でも、町民の生活は、自家

用車に依存している実態もあることから、既存

の交通体系の維持のためにも、一層バスやＪ

Ｒ、タクシーなどの地域の足となっている公共

交通への利用転換に向けた意識調整を図ってい

くことも重要と考えております。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 横田有一議員。 

○１番（横田有一） １番、対策としてＩＣＡ

Ｓカード１万円の商品券１万円。これは実際に

したら、１回限りということでいいのかどう

か。それから、免許返納者が何歳以上になって

いるのか、ちょっとさっき聞き忘れたのかもし

れないので、ちょっとそこのところ教えていた

だきたいと思います。 

 それからＩＣＡＳカード使った場合には、函

館市はポイント制がついているけれども、同じ

ようなことをやるのかどうか。その点をお願い

いたします。 

 それから２点目で、結局１年やろうが２年や

ろうが３年やろうが、例えば免許返納した人た

ちが、高齢者の方が、特にこの七飯町というの

は坂道のところにできている。その人たちにし

たら、例えばそのカード、返納制度のお金とあ

れをいただいた後どうなるのかというのが

ちょっとわからないのです。それというのは、

やはり私は思うには、それと一緒に地域の公共

交通をきちんとしていかなければ、免許返納し

ようという気持ちにならないのではないかと思

うのです。そうしていかなければ、それに対し

てきちんと町としてはどういうような公共交通

網をつくっていくのか。そこが明確にならなけ

れば、ここで２００万、予算見ると２００万と

いうことは、１００人が返納してくれるのでは

ないかと。そこまでいくかどうかというのは

ちょっと怪しいのではないか。まして本当に北

海道の人間というのは、田舎の人間というの

は、東京の人はばんばんばんばん歩きますけれ

ども、ちょっとそこに行くにしても、すぐ車で

行くというのがもう習慣ついているので、そう

いう人たちが本当に車離れできるような体制な

のかというのは、そこのところをやはり、この

連携がとれてなかったら、ちょっとなかなか返

納に足を踏み入れるということはなかなかでき

ないのではないかなと思うので、その辺どうい

うふうに考えているのか。 

 ３番目の、骨子をつくると言った話と、きの

うの上野議員に対するお話というのは、これと

いうのはつながりがないということでいいとい

うことでいいのですよね。結局、法定協議会で

やっている、中身は高齢化して採算が合わない

とか、平成１９年か２０年のときにやろうとし

たものは、そういう内容だったと。あと問題点

としては、高齢者の交通体系の核、それから空

白地帯の解除、それから中心市街地の利便性の

向上、これができないから、当時はやめました

よという話だと、きのうはそういうふうに聞い

てましたので、その辺どうなのか。そして、実

際に……。まずその話でいいのかどうかとい

う、そこのところでとめます。 

 地域公共交通会議では、きちんとした地域公

共交通網形成計画というのはつくらないのかど

うか。そういう予定があるのかどうかというの

を教えていただきたいと思います。 

 そして、過去に実証実験やったアップル温泉

までのやつというのは、全然これというのは、

たしか大学か何かとこう、組んでやったという

やつだと思うので、実際の実証実験とはちょっ

と違っているのではないかと思うので、その

辺、町長が言っている、よく３Ｓだよと。ス

ピーディに事を進めていかなければだめだよ

と。これ、まさしく、本当に、この前の問題も

そうですけれども、もう少し事が、江戸時代な

らそれでいいのだかかもしれませんけれども、

こういう時代なので、やはりこうもう少し、本

当に町民のことを考えているのだったら、高齢

者がそういう事故を起こさないのだったら、で

はまた東京都だったら９割補助でブレーキ間違
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いを介助するやつを補助してくれますよとか、

そういうことをする予定がないのだったら、や

はりもう少しそこのところを、事をスピーディ

にやっていかなければ、本当に大変な事故が起

こっていくのではないかなと思うので、その辺

どういうふうに考えているのか、再度お願いし

たいと思います。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 暫時休憩いたします。 

午後 ３時３４分 休憩 

───────────── 

午後 ３時４８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。横田有一議員の再質問に

対する答弁より入ります。 

 住民課長。 

○住民課長（清野真里） それでは、この事業

が１回限りかどうかということなのですけれど

も、こちらは返納した方１回限りが申請できる

こととなってございます。 

 あと、年齢に関しましては、満７０歳以上の

方に交付する事業としてございます。 

 あと、ポイントについてでございますけれど

も、このポイントは、カード自体の固定ポイン

トとして、その３％のみで、函館市のような高

齢者のようなポイントというのはつかないよう

なものとなってございます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 政策推進課長。 

○政策推進課長（中村雄司） それでは、私の

ほうから順次お答えしてまいりたいと思いま

す。 

 次に、免許返納後の函館市と同様なポイント

返還のような仕組みの導入についてでございま

すけれども、現在のところ検討というところに

とどめていただきたいと思います。現在では、

その部分まで導入するということは、なかなか

お答えは難しいのかなというふうに思ってござ

います。 

 また、免許返納の制度があったとしても、地

域交通網だとかという部分がなければ、なかな

か免許返納の部分にはつながっていかないので

ではないかというところでございますけれど

も、できれば、本当であれば同時にできれば一

番いいのですけれども、人の命という部分を先

行して考えたところ、優先的に免許返納の部分

を進めさせていただいたというところでござい

ます。このため、地域交通の部分も引き続き検

討を加えていきたいというふうに思ってござい

ます。 

 次に、昨日、上野議員に答弁いたしました骨

子という考え方でございますけれども、まず３

点ございます。その３点というのは、まず平成

２１年のときに地域公共交通総合連携計画とい

うものを策定しました。この中で、三つほど記

載してございます。 

 一つ目が、高齢者等が持続的に常用しやすい

交通体系の確立。そしてもう一つが、交通空白

地域や不便地域のサービス向上による地区間格

差の是正。そしてもう一つが、中心市街地への

アクセス向上と中心市街地区域内での利便性の

向上。この三つというものを、町の中長期的

な、目指す方向ということで、当時考えてござ

いました。 

 それで、昨日の答弁とも重複しますけれど

も、高齢者の部分だけの部分で考えるというこ

とではなくて、今後、今お伝えしました３点の

部分も継続して考えてかなければならないとい

うように思ってございます。 

 続きまして、交通網計画の今後の必要性とい

うことで御質問ございました。交通網計画は、

例えば近隣ありますと、函館市が地域公共交通

網形成計画を平成２７年に策定し、まちづくり

とあわせた交通網の形成を行ってございます。 

 七飯町といたしましても、例えば立地適正化

計画の検討だとか、今後の将来のまちづくりを

考えたときには、交通網計画という部分も見据

えた中で考えていかなければならないというと

ころではございますが、今、現時点で、すぐ早

急に必要かどうかというところは、現在では判

断はしかねるところで、今後の検討課題という

ところでございます。 

 続いて、実証実験の関係でございますけれど
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も、これまでの２回実証実験をしました。この

運用状況としましては、やはり１日１０名程度

の利用しかなかったというところが、利用状況

が本当に少なかったというところが、状況とし

て残っております。ただ、実際の本来走らせる

ための計画がある中でのバスの運行ではなかっ

たというところでございますので、その計画性

と実証性の中での評価がなかなかしきれないと

いうのが現状でございました。 

 交通網を考える場合には、実際走らせるとす

れば、ある程度その計画を持った中で走らせ

て、その結果を踏まえて改善をするという方法

が原則だというふうに思ってございます。現

在、実証実験が進んでいないということだと思

いますけれども、なかなかその計画性を持って

進めなければ、なかなか検証だとかというとこ

ろでは難しいと考えてございますので、引き続

きスピード感を持って取り組めるよう、今後勉

強してまいりた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） 横田有一議員。 

○１番（横田有一） どうも、話を聞いている

と、平成の次の世代で年代になったらできるの

かなというような感じで、私はそのときには生

きていないと思いながら聞いていました。 

 きのうの話の中で、課長たちのそのＰＴの中

で、もう何回か、１、２、３、４、５、６、

６カ月やっていますよね。こういろいろな。そ

の中で年齢別のやつを出したとか、それから何

かいろいろなことを検討したと言っているので

すけれども、もうお年寄りは関係なく、そうい

う方がふえていっていくのです。それで、そう

いう方々が、では車を捨てて、どうやって毎日

の生活をしていくのかというのがよく見えてこ

ない。 

 何かもう、皆さんは元気な方で、車も遠慮な

く乗れるような人ばかりなので、親を見ればど

うなのかなというふうに思うのですけれども、

そういうのがどうも感じられてこないというの

があります。 

 この今のプロジェクトチームの進み具合とい

うのは、いつになったらこれというのは、法定

協議会のほうに進めるのか。その辺の工程表的

なものをもし考えているのがあるのだったら教

えていただきたい。 

 さっきの地域公共交通網形成計画とは、これ

は法定協議会ができないと言ったらつくれない

のです。そういうものなのです。だからその辺

を、きちんともうやっていかなければ、いつに

なっても七飯町がどういうふうにこのまちづく

りというか、交通弱者に対する考え方というの

をできていくのかというのはできていかない。 

 今はそして、もう１点は、こういう補助金も

あるのです。地域公共交通確保維持改善事業費

補助金。そういうデマンドタクシーとかとい

う、そういうのもやったら、ちゃんと国から補

助が下りるのです。そういうものをやはり、も

う少し研究してもらいたいと思う。何か、そう

いう話も一切出てこないし、調査するにもお金

が出るし、だからそういうものをもうちょっ

と、何か本当に他人事にしか僕は見えない。僕

はね。僕たちはちゃんとやってますよという考

えと思いますけれども、やはりそういうふう

に、お年寄りは２０２５年になれば一番ふえて

しまう。それからまた減っていく。そういう中

で、お年寄りの人たちをなり、今の免許を持っ

ていない人たちはどうやって地域で暮らしてい

く。七飯を選んでもらうということなのです。

地域でやってもらうということは、七飯を選ん

でもらうということなのです。ここが大事な話

です。これを今、２点、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） それでは、プロ

ジェクトチームでの進捗状況、工程というとこ

ろでお話をまずさせていただきたいと思いま

す。 

 プロジェクトチームには、これまで検討を加

えておりましたけれども、議員おっしゃるとお

り、補助金の部分も当然検討事項としてござい

ます。 

 ただ、当然補助金を使う場合には、法定協議

会等の審議が必要というところがなってござい
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ます。現在の法定協議会では、対応ができない

というところがあって、それに移行するための

方法もあわせて検討しているところでございま

す。そちらも、運輸支局のほうにあわせて相談

をさせていただいているところでございます。 

 続いて、地域公共交通の補助金の関係でござ

います。こちらも前提として、現在の交通会議

の所管、交通会議に諮って審議をしていただ

く、そういった部分での整理がなければ、なか

なか国庫補助金だとかという部分も受けにくい

というのがありますので、そちらを研究してい

るというところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 横田有一議員。 

○１番（横田有一） 一番大事な、いつになっ

たら法定協議会というか、それができるのかと

いうのと、そこのところ。 

○議長（木下 敏） 政策推進課長。 

○政策推進課長（中村雄司） いつということ

は、現在明言はできません。速やかに協議整え

てまいりた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） 町長。 

○町長（中宮安一） この高齢者の足の問題、

これ前のときは、まだ時期尚早ということで、

平成２０年、２１年だったでしょうか。そのと

きの高齢化率というのは２２％だったのです。

今、四捨五入すると３４％です。だから、どれ

くらい人が多くなっているかということを考え

れば、これ早急にやらなければならない問題だ

ということは、前の議会でも私は申し上げてお

りました。それで、今、免許証の返納の部分で

は、すぐにやるということでの、前にも言っ

て、今回も補正予算でありましたけれども、こ

れはあくまで単年度のものでありますし、これ

は継続してやりますけれども、それ以降の１年

もらって、では次の年になったらその方どうす

るのかというのが議員のおっしゃっているとこ

ろだと思います。そういう意味では、本当にこ

のスピード感を持ってやらなければ、間に合わ

ないのです。何が間に合わないのかとは余り口

で言えないかもしれませんけれども、間に合わ

ない時代になってしまいます。しかも、この七

飯町というのは、坂町でありますので、本当に

歩くのが大変なところだろうというふうに思っ

ています。 

 ですから、しっかりスピード感を持って、私

のほうからしっかり指導して、なるべく早く、

時期はいつとはちょっとお答えれないという答

えでありますので、それにしても本当に早い時

期にこの公共交通会議を開催できるように指導

してまいりますので、御理解をいただきたいと

存じます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 横田有一議員。 

○１番（横田有一） ありがとうございます。 

 それでは３問目、ふるさと納税について。 

 平成２９年度決算審査意見書の中にもあるよ

うに、ふるさと納税による財源確保に効果が出

ている近隣自治体もあり、本町では８,０５０万

２円と前年度に比べて３,３２６万６,０００円

の増収になったことから、ふるさと納税の増収

に向けた取り組みを一層強化し、自主財源の確

保に努めるとともに、行財政改革の推進にも積

極的に取り組んでいただきたいとあるが、現在

どのような状況にあるのか町長の所見を伺いた

い。 

 １、平成３０年度のふるさと納税額につい

て。 ２、令和元年度の予想納税額について。 

 ３、森町、八雲町の納税額と雲泥の差がある

が、どう評価しているのか。 

 ４、ふるさと納税にかわる自主財源があるの

か。 

 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） １問目の平成３

０年度ふるさと納税額につきましては、５,０３

０万２００円でありました。 

 次に、２問目の令和元年度の予想納税額につ

きましては、令和元年度予算額であります３,０

００万円としております。 

 次に、３問目の森町、八雲町の納税額と雲泥

の差があるが、どう評価しているのかにつきま

して答弁申し上げます。ふるさと納税制度にお
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きましては、イクラやホタテ、ウニ、毛ガニな

どの海産物の人気は高く、多額のふるさと納税

を集めた両町でも、上位に選ばれているとのこ

とであります。 

 また、平成３０年１１月から、返礼品を地場

産品のみとして、返礼割合についても３割以内

とした総務省通知に基づき、全国の大多数の自

治体が見直しに応じた結果、同通知に対応しな

かった自治体にふるさと納税が殺到するなど、

社会的にも注目を集めたところであります。 

 七飯町では、総務省通知に基づき、地場産品

ではない海産物や、返礼割合の３割への引き下

げを行った結果、ふるさと納税額は対前年度比

約３,０２０万円の減、３７.５％減となりまし

た。引き続き、ふるさと納税の推進のため、魅

力的な返礼品の提供と七飯町のＰＲに取り組ん

でまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 総務財政課長。 

○総務財政課長（俉楼 司） 私からは、４点

目のふるさと納税にかわる自主財源はあるかに

ついて答弁申し上げます。 

 現在、町職員による行政改革の推進本部会議

において、歳出経費の見直しに合わせて、使用

料、手数料の見直し、遊休地の売払いなど歳入

増加に対する検討を行っております。また、行

革会議では検討されておりませんが、新たな町

税の導入、また既存の町税においても、標準税

率を超過税率にすることなどは、今後検討すべ

きものではないかと考えております。しかしな

がら、新たな税の導入、既存の町税の税率を上

げることは、町民の直接的な負担ともなること

から、慎重に検討してまいりたいと考えている

ところであります。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 横田有一議員。 

○１番（横田有一） さとふるのホームペー

ジ、さとふるを何か七飯町は使っているのです

けれども、今全国の、ことしの一番新しい、こ

の月間のランキングを見ると、野菜、果物がベ

ストテンに三つです。それから海産物三つ、

ビールが一つ、それから肉関係が３、何も言っ

ているような、海産物扱っているところでない

ところがこうやってベストテンで頑張っている

のです。そして、七飯町のホームページ見る

と、森町見ると、最初のメーンのところにふる

さと納税ってどんと出てくるのです。八雲もも

う少し、そんな大きくなかったから見やすい。

七飯町、確かにメーンページの一番下、右端の

一番下に小さく出てくるのです。ふるさと納

税。これでは、悪いけれども、買わないって。

本当に一般財源がほしい、ほしいというのだっ

たら、もう少しそういうところ、努力しなけれ

ばだめですよ。ただやっている、何している、

義務的にやってるだけの話なのではないです

か、それだったら。本当に、七飯が今こうであ

れして、こういう人はこういう、森には新しく

お金出してあげたいなと思ったって、いやい

や、今これで今頑張ってここまでこれだけふえ

てきたよ、だからこれ増してやるよって。そう

いうものに気持ちなるように、やはりホーム

ページだってしていかなければ。全然、魅力な

い。申しわけないですけれども。それで、言っ

ていることは、さっき言ったように、海産物な

んて３分の１です。あとお肉。お肉なんか、七

飯といったら大沼に行ったらたくさんお肉屋さ

んあるではないですか。そして、果物屋さん

だって、おいしいところ、たくさんあるではな

いですか。果物でも、それから野菜とか。それ

だったらそういうものをいかにそういうふうに

いいものをつくってもらえるように、行政なり

がこういう指導をしてこういうものを、こうい

ものがほしいのですよねという、そうしたらわ

かった、そうしたら来年これでやってみようよ

とかって、そういうふうな話って全然聞こえて

こない。やはり、そういうことしていかなかな

ければ、やはりみんな、どこどこが３７％減り

ましたと。それって減るのしようがないと思い

ますよ。それは３０％しか返ってこない。で

も、本来のふるさと納税の意味というのは、そ

ういうわけではないのですよね。だから、そう

いうところを、やはりもう少しきちんと、商工

観光にばかり任せて、商工観光もいろいろと忙

しそうですので大変だと思います。これはやは
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り行政と、それからそういう農業者だとか、そ

れからお肉屋さんだとか、そういうところの、

何とか協だとか、そういうふうにして、そうい

うところでなければ扱わせないですよとか何と

かと、そういうセクト主義的なことをやらない

で、そういうものをやっていただきたいなと僕

は思います。 

 ふるさと納税について、かわりの自主財源、

かわるものってなかなかないよって。でも今、

ほかのところでは、観光税というものに対して

どうですかという話が結構あちこちで出ていま

すよね。それについて、町側は検討しています

か。 

○議長（木下 敏） 商工観光課長。 

○商工観光課長（福川晃也） まず、再質問に

つきまして御答弁申し上げます。 

 議員の御指摘のとおりでございます。七飯町

のＰＲ、先ほど多額のふるさと納税を集めた両

町につきましては、海産物が上位にいましたよ

という意味でございましたので、大変申しわけ

ございません。それから、七飯町のホームペー

ジの状況、それらにつきましても、御指摘のと

おりの状況でございます。 

 ふるさと納税のＰＲというよりは、七飯町を

もっとＰＲして知っていただく、そしていろい

ろな商品開発、魅力的な商品、たくさんござい

ます。果物に関しましてもそうですし、野菜に

関しましてもそうです。それから、牛肉につき

ましても、大変おいしいものがそろってござい

ます。全てその部分で、しっかりとふるさと納

税の魅力を発信して来れなかった私のほうの責

任等もございます。これらにつきましては、ま

だまだできることがあると思います。引き続

き、ふるさと納税の推進のために、魅力的な返

礼品のＰＲ、強いては七飯町全体のＰＲに努め

てまいりたいと思います。 

 なお、町といたしましてもいろいろ町内業者

さんとお話をさせていただいて、例えば町内で

製造されておりますミネラルウォーターのこれ

を定期発送する商品の開発ですとか、それから

体験型のツアー、セグウェイのガイドツアーで

すとか、そのほかにつきましても、ちょうど返

礼割合が３割に引き下げられたことから、総じ

て寄附金額の額が１万円を超えるようになって

しまいましたので、それに対応するために１万

円で返礼品をお送りできる、たとえばアスパラ

ガスですとか王様シイタケなどの商品の開発に

も努めておりました。しかしながら、現状、こ

のような結果となってございますので、より多

くのＰＲ、その他、できることを進めて、ふる

さと納税額の推進、ふるさと納税の推進に当

たってまいりたいと思いますので、よろしく御

理解のほどをお願い申し上げます。 

○議長（木下 敏） 総務財政課長。 

○総務財政課長（俉楼 司） 私のほうから、

新たな財源ということでの議員のほうから観光

税のお話がございました。この観光税について

は、今、北海道だとか道内の市町のほうでも検

討している、導入していると。宿泊税と言われ

るものも新聞等で出ているのは把握をしてござ

います。 

 具体的に何をということでは検討してござい

ませんけれども、北海道の状況なんかも注視し

ながら、七飯町でも取り入れできるのかどうか

というところは、突き詰めて検討していきたい

と思ってございます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 横田有一議員。 

○１番（横田有一） 先ほどは、大変失礼なこ

とを言いました。なかなか課長連中も勉強して

いるようでありますので、ここで次の質問に移

させていただきます。 

 ４問目、子供の貧困問題について。厚生労働

省によれば、日本の子供の貧困率２０１６年は

１５.６％、さらにひとり親家庭の貧困率は５

０.８％と先進国の中でも最悪の水準だと言われ

ている。２０１３年に施設に入所している子供

たちの１１.７％が、親の就労経済的理由、つま

り貧困による施設に入らざるを得なかった。最

も多い入所理由は、親の虐待３７.９％で、貧困

に追い詰められた親が、虐待や育児放棄に至る

ケースも多々あった。 

 産前の栄養が乏しいと、生まれて来た子供は

インシュリンの分泌が弱くなり、糖尿病のリス
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クが高くなっているという研究結果や、幼少期

の栄養が不足すると、５０年後には認知症にな

るリスクが高くなると海外ではさまざまな研究

結果が出ている。 

 日本では、他の先進国よりも対策がおくれ、

高い水準で子供の貧困が推移している。日本特

有の母子家庭における貧困状況の特徴が、無職

者の貧困家庭よりは有業者の貧困家庭のほうが

比率が高く、日本では子育てと就労の両立が難

しい社会環境にあり、子供を育てながら就労、

就けることはこのパートや臨時雇用であり、子

供の貧困の問題は、それを連鎖しやすいという

ことである。 

 虐待や貧困で施設に入所する子供たちは、そ

の多くが愛着の形成が不十分であったり、何ら

かの障害を先天的または虐待などにより持って

いることが多く、学習に意欲が持てず、おくれ

が出てくることが多くみられ、勉強のおくれか

ら自分に自信を持てなくなり、進学を諦めてし

まう子たちも多い。 

 施設の退所者のうち、中学卒が２３.４％、高

校卒が５８.３％、４年生大学の卒業者はたった

の４％である。施設を出て就職しても、正規の

雇用に就けることは難しく、貧困は次の世代に

もつながっている。そして、それは多くの施設

職員の心配事であり、どの施設でも必死に子供

にかかわっているが、なかなか進学につながら

ず、長期的に就労していけないのが現状であ

る。 

 そこで町長に所見を聞きたい。 

 １番、七飯町の貧困率は把握しているのか。

また、北海道渡島管内の市町村の貧困率は把握

しているのか。 

 ２、七飯町の世代別（保護者）の貧困率は把

握しているのか。また、北海道渡島管内の市町

村の年代別（保護者）の貧困率は把握している

のか。 

 ３、七飯町のひとり親世帯数及び北海道渡島

管内の市町村のひとり親世帯数は把握している

のか。 

 ４、七飯町の年代別ひとり親世帯数及び北海

道渡島管内の市町村の年代別のひとり親世帯数

を把握しているのか。 

 ５、町は、過去５年間の町内の教育資金制度

（生活福祉資金）の利用者数を把握しているの

か、北海道渡島管内の市町村の過去５年間の教

育支援、資金（生活福祉資金）の利用者数を把

握しているのか。 

 ６、町として、教育支援資金（生活福祉資

金）の見直しは考えているのか。 

 ７、過去５年間の町内の生活保護世帯数は。 

 ８、七飯町の学童保育クラブにおけるひとり

親世帯数の割合は。 

 ９、児童館という児童福祉施設はなぜ七飯町

にはないのか。 

 １０、貧困の家庭の子供は、親が夜遅くまで

働き、朝早く仕事に出かけることが多く、満足

な食事ができず、栄養バランスが取れていない

ので、救いの手を差し伸べた子ども食堂が全国

に２２０カ所もあるが、町内にあるのか。 

 １１、学習サポートする放課後子ども教室は

町内にあるのか。 

 １２、町内の児童扶養手当の受給者数、及び

北海道渡島管内の市町村の受給者数について。 

 １３、放課後子ども教室における学習支援の

提供状況について。 

 よろしくお願いします。 

○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、

２点目の七飯町、北海道渡島管内の市町村の貧

困率及び年代別の貧困率等の把握についてでご

ざいますが、御質問の中でもあるように、国の

子供の貧困率は、示されているところでござい

ます。 

 北海道の担当者に、都道府県別、また各市町

村別の子供の貧困率について問い合わせをしま

したところ、大学などの調査機関で独自に積算

している情報はあるようですが、正式に公表し

ているものはないということですので、御了承

いただきたいと思います。 

 ３点目の、七飯町のひとり親世帯数及び北海

道渡島管内の市町村のひとり親世帯数について

でございますが、平成２７年の国勢調査による

と、子供が２０歳未満のひとり親世帯数は、七



－ 56 － 

飯町では２９４件、北海道全体の世帯数は５万

１３２件。函館市、北斗市を含む渡島管内の市

町村の合計は、４,５０２件となっております。 

 ４点目の七飯町の年代別のひとり親世帯数及

び北海道渡島管内の市町村の年代別のひとり親

世帯数についてでございます。 

 統計調査による七飯町、渡島管内の年代別の

当該世帯数は把握できませんでしたが、北海道

全体の当該世帯数、５万１３２件に対し、年代

別の内訳は、１０代が３８件、２０代が３,６３

３件、３０代が１万６,９９３件、４０代が２万

３,９５０件、５０歳以上が５,５１８件となっ

ております。 

 ８点目の学童クラブにおけるひとり親世帯数

の割合についてですが、直近３カ年の状況につ

いて答弁をいたします。町立学童保育クラブ全

体のひとり親世帯数の割合ですが、平成２９年

度及び平成３０年度はともに２１％、平成３１

年度は１５％となっております。 

 ９点目の児童館という児童福祉施設は七飯町

にはないのかについてですが、平成３１年３月

定例会において、同僚議員へ答弁した内容と重

複いたしますが、再度答弁をさせていただきま

す。 

 児童館の設置には、専門職員である児童厚生

員や社会福祉士の配置など、新たな人材の確保

などが必要なことから、現時点では七飯町には

児童館が存在していない状況でございます。 

 当町では、過去に緑町児童館として活用して

いた時代もございましたが、周辺の子供の数の

減少等に伴いまして、地域の会館として移行し

た経緯がございます。現在では、児童館にかわ

るものとして、学童保育クラブなどがその機能

を担っているものと考えております。 

 １０点目の子ども食堂については、町内に存

在していると確認しております。運営の趣旨と

しましては、幅広い利用者に活用していただき

たいと事業展開しているものでございますが、

御質問にある子供への食事提供が可能な食堂施

設となってございます。当課としましては、今

後、幅広くその必要性を捉えていくことも重要

と考えております。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 福祉課長。 

○福祉課長（村山德收） 私から、５点目から

７点目について答弁させていただきます。 

 ５点目の過去５年間の町内の教育支援資金

（生活福祉資金）の利用数でございますが、教

育支援資金（生活福祉資金）は、七飯町社会福

祉協議会が窓口となり、北海道社会福祉協議会

が実施している事業で、その利用数につきまし

ては、平成２６年度教育支援資金１件、生活福

祉資金４件。平成２７年度教育支援資金ゼロ

件、生活福祉資金１件。平成２８年度教育支援

資金１件、生活福祉資金２件。平成２９年度教

育支援資金２件、生活福祉資金４件。平成３０

年度教育支援資金１件、生活福祉資金ゼロ件で

ございます。 

 また、北海道渡島管内の市町村の状況につき

ましては、実施主体の北海道社会福祉協議会に

おいて、平成２６年度から平成３０年度までの

北海道と渡島管内の教育支援資金の利用者の件

数は集計しているが、市町村ごとのデータは集

計していないということでございますので、教

育支援資金で北海道と渡島管内全体の集計値と

なりますので、御了承願います。 

 平成２６年度、北海道全体で３３９件、渡島

管内１９件。平成２７年度、北海道２１３件、

渡島管内２３件。平成２８年度、北海道２１３

件、渡島管内８件。平成２９年度、北海道２１

２件、渡島管内１３件。平成３０年度、北海道

２２６件、渡島管内５件でございます。 

 ６点目の見直しの考えにつきまして、この教

育支援資金生活福祉資金は、厚生労働省の生活

福祉資金貸付要綱に基づき、北海道社会福祉協

議会が実施している事業でございますから、町

として厚生労働省の要綱等に対する見直しの御

意見等はございません。 

 続きまして、７点目の過去５年間の町内の生

活保護世帯数につきまして、平成２６年度３９

０世帯、平成２７年度４０４世帯、平成２８年

度４１５世帯、平成２９年度４２７世帯、平成

３０年度４２３世帯でございます。 

 以上でございます。 
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○議長（木下 敏） 生涯教育課長。 

○生涯教育課長（北村公志） 私から１１点目

と１３点目の放課後子ども教室について答弁申

し上げます。 

 １１点目の町内の放課後子ども教室について

ですが、平成２４年度より藤城小学校、平成２

５年度より大中山小学校の２校で、空き教室を

利用し実施してまいりましたが、入所児童の減

少、学習アドバイザーなどの人材不足等の理由

により、平成３０年度をもって事業を終了した

ところであり、町内には現在ございません。 

 次に、１３点目の放課後子ども教室の学習支

援の提供状況についてでございますが、週３

日、授業終了後から午後４時３０分まで、コー

ディネーター、安全管理員、学習アドバイザー

の３名による宿題の支援などの学習サポートを

行っておりました。 

 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） １２点目の町内の児

童扶養手当の受給者数及び北海道渡島管内の市

町村の受給者数についてですが、平成３１年３

月末現在になりますが、七飯町の児童扶養手当

の受給者数は３５６人、北海道の受給者数は２

万７,０８６人、渡島管内の受給者数は４,９３

０人となっております。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 横田有一議員。 

○１番（横田有一） こういう問題だから、余

り町村もデータを出したがらないというのは

あって、なぜこれ問題にしているかというと、

結構親御さんで生活保護もらいたくないけれど

も、子供はきちんと育てたいという人があっ

て、中には１日１８時間も働いているような人

がおるのです。そういう人たちというのは、や

はり、そばにその親が、おじいちゃん、おばあ

ちゃんがいれば子供見てくれるのだけれども、

そういうのがいないよという方がいるので、そ

ういう人たちに対して、その子供たちに対して

どういうふうに町が関わっていくのかというの

が聞きたいということで、今回こういう質問さ

せていただいたのですけれども、ひとり親の人

が、結局朝から晩まで働いている。食事もきち

んと取れないよねというのがあって、その中

で、学校行ったって何か合わないから食べれな

いとかといって食べないといって、栄養失調的

になっているというのがあって、そういう人、

そういう子供、そういうものに対して先ほど子

ども食堂って、そういうものが町内にあるのか

というのも、やはりそういうものの受け皿とい

うものをきちんと七飯町にあるのかというのが

聞きたかったということで、その辺について、

もう時間もないものですから、結論をそういう

ふうに言わせていただいているのですけれど

も、少しでも、やはり大体離婚するとみんな奥

さんのほうが子供連れていくよねって。その中

できちんと養育費払ってくれるのだって半分く

らいしかいないよ、国のデータでは半分と出て

いるのです。そういう人たちをどうやって、皆

さんには全然関係ないと思うのですけれども、

そういう子供たちをどうやって面倒を、地域で

見るというのが一番大事だ。地域の宝ですよ

ね、子供は。だから、そういう人たちをどう

やって育てていくのにかかわっていく、ある意

味では共生社会というやつだと思うのですけれ

ども、そういうものを町としてどういうふうに

考えていくのか、大ざっぱな話なので、大変見

識の豊かな教育長に一つお願いしたいなと思い

まして、よろしくお願いします。 

○議長（木下 敏） 教育長。 

○教育長（與田敏樹） 御指名でございますの

で、御答弁させていただきます。 

 昔は貧乏といいました。貧困ではなくて。そ

れで、今貧困と言われます。 

 これ、公的な見解ではなくて、私の見解なの

ですけれども、経済的な貧乏、昔は経済的に貧

乏だったのですけれども、これ、大変申しわけ

ないのですけれども、横田議員方の年齢の

方々って、ほとんど貧乏だったと思うのです。

だけれども、貧困ではなかったというのは、や

はり戦後の復興の中で日本全体がエネルギーが

あって、子供自身も貧乏だけれども夢を持て

る、持てたのですね。今頑張ればという。 

 ところが、今の貧困というのは、夢が持てな
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くなっている、子供たちが。だから、結局現実

的にも経済的にも厳しいし、将来に対しても夢

が持てないという中で、非常に内向きになって

きているというのが、いまの貧困の現状だと思

います。ですから、負の連鎖になっていくとい

うのは、当たり前のお話だと思います。 

 そうした中で、当然福祉政策、いろいろなも

のをやっていななければいけないと思います

が、少なくとも今できること、それは学校に来

ると子供たちに対して給食は与えられます。そ

うしています、現実的に何杯もおかわりする子

もおります。であれば、その子が給食によっ

て、少しでも栄養が備わるのであれば、そうい

うことで給食を利用してもらっても結構だと思

います。 

 そして、もう一つ大事なのは、学校の中で、

勉強をすることによって、子供たちが夢を持て

るようになることだと思います。これは、先

週、たまたま校長先生方にも言いました。学校

はぜひ、学力の向上、体力の向上、いろいろな

ことありますけれども、そういうのを通して、

夢の製造工場であってほしい。希望の製造工場

であってほしいということを校長先生方に申し

上げました。それで、教育というのは、それが

実現するためには時間がかかります。時間がか

かりますからこそ、その過程においては福祉政

策の中で、その過程を支えていくということを

やっていくということが、行政全体の責任だと

思いますし、教育委員会としては夢の製造工場

になるよう、学校をきちんと指導していきたい

とは思ってはいます。 

 私からは、以上で終わらせていただきます。 

 ありがとうございました。 

○議長（木下 敏） 会議規則第８条第２項の

規定により、本日の会議時間は議事の都合によ

り、あらかじめ延長いたします。 

 通告順に発言を許します。 

 稲垣明美議員。 

○６番（稲垣明美） それでは、通告に従いま

して、質問を１点させていただきたいと思いま

す。 

 防災対策についてです。 

 近年は、自然災害が相次いでおり、その範囲

も日本各地に広がっている。８月２８日の九州

北部の記録的豪雨では、死者が出る大きな被害

となった。豪雨による土砂災害、浸水、河川の

増水、氾濫など、多くの不安が住民を襲い、避

難所には１,９００人以上の方々が身を寄せてい

た。また、北海道でも平成２８年８月には、台

風が相次いで発生し、昨年の胆振東部地震はま

だまだ記憶に新しく、大きな傷跡を残してい

る。 

 そこで、次の点についてお伺いしたい。 

 １、災害時の情報発信の方法と優先順位につ

いて。 

 ２、住民の情報収集の手段として、インター

ネットの光回線環境の現状と今後の対策につい

て。 

 ３、防災計画の避難所の変更点について。 

 ４、今後の防災対策について。 

 以上、よろしくお願いします。 

○議長（木下 敏） 情報防災課長。 

○情報防災課長（若山みつる） それでは、１

点目の災害時の情報発信とその優先順位につい

て答弁申し上げます。 

 現在、町から発信する方法といたしまして

は、大沼地区に設置してございます防災行政無

線、それから携帯電話に強制的に通知をする緊

急速報メールです、それからＮＨＫのデータ放

送へ情報を表示する災害情報共有システムＬア

ラートと呼ばれるものでございます。それに加

えて、七飯町の公式ホームページ、それから広

報車があります。 

 優先順位につきましては、発生した災害の種

類や規模、場所、それから時間などを考慮しま

して、そのとき可能かつ有益である方法を同時

に使い、情報発信を行いますので、特にどの方

法が優先だという順位を決めて運用してはござ

いません。 

 次に、２点目の住民の情報収集手段としての

インターネット光回線環境の現状と今後の対策

についてです。インターネットの光回線環境の

現状につきましては、鶴野地区と豊田地区を除

きます町内全域に整備されている状況でござい
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ます。 

 鶴野地区と豊田地区におきましては、通信事

業者が提供してございますＡＤＳＬサービス、

それから携帯電話網を利用した無線インター

ネットサービスが展開されております。 

 今後の対応につきましては、町として通信事

業者へ光回線のサービスエリア拡大の要望を継

続的に行っていくほか、指定避難所を中心とし

た公衆無線Ｗｉ－Ｆｉの拡充を行い、災害時の

情報収集に必要な通信環境を図ってまいりま

す。 

 続きまして、３点目の防災計画の避難所の変

更点についてですが、現行の平成２５年度策定

の地域防災計画から避難所における変更点は、

まず施設の名称の変更が２件、鶴野小学校から

鶴野地域センター、七飯の地域センターから本

町地域センター、廃止となったのが１件ありま

して、旧大中山公民館。新設となりましたのが

４件あります。あかまつ公園、七飯町水防セン

ター、道の駅の駐車場、それから大中山多世代

交流地域センター、これは福祉避難所として指

定してございます。 

 なお、変更した情報につきましては、随時

ホームページに掲載してございます。 

 ４点目の今後の防災対策についてです。今後

予定しております主な防災対策について答弁し

てまいります。 

 現在、実施計画を行っております防災行政無

線につきましては、令和３年度に整備が終了す

るスケジュールで進めております。概要といた

しましては、現在駒ケ岳噴火の対策として大沼

地区に整備しておりますが、これを全町に整備

し、災害時の情報伝達手段の強化として実施し

てまいります。 

 また、先ほど申しました地域防災計画は、昨

年度から見直しを実施しておりまして、今年度

中に改訂版をお示しする予定となっておりま

す。あと、現在２９の組織や企業と締結してお

ります災害時協定につきましても、さらに充実

させるべく、さまざまな業種と協定、締結をふ

やしてまいりたいと考えてございます。 

 さらに全国で発生いたします災害時の教訓と

いたしまして、とても重要だと言われておりま

すのが、住民の皆様や職員の防災に関する意識

や知識です。町では毎年実施しております大沼

地区での火山噴火住民避難訓練、防災に関する

ＰＲ活動や、町内会などで行われる避難訓練へ

の参加、防災講演などを実施しております。こ

れら防災に関する意識や知識を高めるための取

り組みを今後も継続的に実施してまいりたいと

考えております。 

 今後も、災害に強いまちづくりのために、総

合的な対策で取り組んでまいりますので、御理

解のほどよろしくお願いします。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 稲垣明美議員。 

○６番（稲垣明美） 本当に、災害はいつ起こ

るかわからないと言われていた時期はもう本当

になくて、もう本当に毎月のように災害が起き

るような、そんな感じになってます。今も、関

東を直撃した台風１５号の影響で、停電や断

水、交通機関の乱れなども、予想をはるかに超

える甚大な被害となっております。 

 七飯町の防災もいろいろ進んでいると思うの

ですけれども、総務省のデータで、ＳＮＳを現

在利用している方が６０％ほどいるというふう

なデータがあります。また、２０１８年の公表

データで、フェイスブックが２,８００万人、ツ

イッター４,５００万人、ラインに関しては７,

６００万人を超えると言われています。一番大

切なことは、とにかく人命を守ること、システ

ムをつくるだけではなく、それをどう活用する

かということがすごい大切なことになると思い

ます。 

 この辺のＳＮＳを利用したことは検討されて

いますでしょうか。 

○議長（木下 敏） 情報防災課長。 

○情報防災課長（若山みつる） 情報伝達手段

ということのＳＮＳの検討状況ということです

が、今、実施設計しております防災無線と絡め

て、そのＳＮＳとか、あと防災アプリだったり

とか、いろいろなその情報発信をする方法をあ

わせて検討しておりまして、防災無線の事業実

施にあわせて、その辺も整備していければなと
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いうふうに今考えて検討しております。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 稲垣明美議員。 

○６番（稲垣明美） ラインに関しましては、

２０１１年東日本大震災からだと言われており

ます。電話ではつながりづらく、ライン公式ブ

ログでは、電話回線がつながらなくても、イン

ターネットの回線があればラインはつながると

いう情報もあります。ぜひ、ＳＮＳを利用した

形で町民の方々の不安が少しでも消えるよう

に、またいろいろ仕組みをつくることも本当に

大切だなというふうに思うのですけれども、実

際災害が起きたときにどのように知人関係を通

じながら、独居老人とか高齢者の方々を守って

いくかというところが非常に大事だと思いま

す。防災無線とラインのつながりに関して、ど

のようにつなげていくか、もうちょっとだけ詳

しくお聞きさせていただいてよろしいですか。 

○議長（木下 敏） 情報防災課長。 

○情報防災課長（若山みつる） 防災無線と絡

めるというか、情報発信の方法をどのように

とっていくかという手法を今、いろいろと検討

している中で、当然そのＳＮＳというものに関

しても検討の中に入ってございまして、自動的

に防災無線とつながるということではないので

すが、その情報発信をいかに正確に素早く伝え

るかというところの中に、ＳＮＳは各地の災害

時を見ても非常に有効だということを私たちも

認識はありますので、当然検討はして、導入し

ていきたいという方向では進んでおります。 

 昨年のブラックアウトのときも、やはり最後

までインターネットは強く、通信できたという

実績もあるので、その辺もあわせてとても有効

な情報発信の手段だということは捉えておりま

すので、ただ導入時期は、その防災無線をやる

タイミングでシステムはちょっと構築一緒にし

ていこうというふうな考えでおりますので、よ

ろしくお願いします。 

○議長（木下 敏） 以上で一般質問を終わり

ます。 

 ─────────────────── 

 日程第３ 

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 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第３ 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

を議題といたします。 

 ただいま議題といたしました案件について

は、令和元年６月１８日の本会議において、経

済産業常任委員会に付託されたものでありま

す。 

 閉会中に審査を終了しておりますので、その

結果の報告を求めます。 

 長谷川委員長。 

○８番（長谷川生人） 委員会報告第１０号。 

 経済産業常任委員会報告書。 

 令和元年６月１８日第２回定例会における議

決に基づき、当委員会に付託された事件につい

て審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。 

 １、事件名。 

 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。 

 ２、審査の経過。 

 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、審査を行っ

た。 

 ３、決定及び理由。 

 （１）決定。 

 原案可決。 

 （２）理由。 

 当委員会に付託された七飯町森林環境譲与税

基金条例（以下「条例」という。）は、国から

譲与される森林環境譲与税を今年度の森林整備

等に充てるため、七飯町森林環境譲与税基金

（以下「基金」という。）を設置し、積み立て

ていくものである。 

 条例の主な内容は、次のとおりである。 

 第１条は、基金の設置について規定してい
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る。 

 第２条は、積立額に関する規定で、基金に積

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、予算で定める額としている。 

 第３条は、基金の管理に関する規定で、基金

に属する現金は、最も確実かつ有利な方法によ

り保管するものとしている。 

 第４条は、運用益金の処理に関する規定で、

基金の運用から生じた収益等（預金金利等）に

ついては、この基金に繰り入れるものとして

る。 

 第５条は、振替運用に関する規定で、基金に

属する現金を一般会計に歳計現金として繰り入

れて運用することができるとしている。 

 第６条は、基金の処分に関する規定で、基金

の処分は、必要な事業に要する経費の財源に充

てるときに限り可能な旨を定めており、他の基

金条例と同様に金融機関に保険事故が生じた場

合の基金の処分についても定めている。 

 第７条は、基金に属する現金の保全に関する

規定で、他の基金条例と同様に基金を預金とし

て預けている金融機関に保険事故が生じた場合

の預金額と債務の相殺について定めている。 

 第８条は、委任に関する規定である。 

 附則として、施行期日を公布の日からとして

いる。 

 委員からは、森林環境譲与税の仕組み、税

額、使途について質疑があった。 

 これに対して町からは、森林環境税は、税と

して徴収する森林環境税と、徴収した税を森林

の整備に使う森林環境譲与税の二つの税から構

成されている。初めに、森林環境税について

は、令和６年度から個人住民税の均等割の納税

者から国税として１人当たり年額１,０００円を

徴収し、国に納めるものである。 

 次に、森林環境譲与税は、国に納められた税

を森林の整備等に充てるため、国から市町村や

都道府県に譲与するものであり、森林環境税に

先行して平成３１年度（令和元年度）から開始

され、森林環境税の徴収が開始される令和６年

までの森林環境譲与税の原資は、国が借入金に

より対応するとの回答であった。 

 また、森林環境譲与税の使途については、森

林整備や森林整備を促進するための人材育成等

に活用し、林野庁において使途を示しているこ

とから、これらの使途に沿って事業を実施して

いくとの回答であった。 

 以上のことを留意の上、条例の内容を審査し

たところ、国から譲与される森林環境譲与税を

後年度の森林整備等に充てるための基金の設置

であることから、採決の結果、出席委員の全員

一致で原案のとおり可決すべきものと決定し

た。 

 以上でございます。 

○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。 

 委員長、御苦労さまでした。 

 これより、討論を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 討論を終わります。 

 これより、採決を行います。 

 議案第３０号七飯町森林環境譲与税基金条例

の制定についての委員長の報告は、原案可決で

あります。 

 本案については、委員長報告のとおり、原案

可決することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、本案は、委員長報告のとおり、原案

可決することを決定いたしました。 

  ─────────────────── 

 日程第４ 

同意第２号 固定資産評価審査委員会

委員の選任について 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第４ 同意第２号固

定資産評価審査委員会委員の選任についてを議

題といたします。 

 提案説明を求めます。 

 町長。 

○町長（中宮安一） 同意第２号固定資産評価

審査委員会委員の選任についての提案説明を申
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し上げます。 

 次の者を固定資産評価審査委員会委員に選任

したいので、地方税法第４２３条第３項の規定

に基づき、議会の同意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

１５番５５号。氏名、伊藤利一。生年月日、昭

和２４年１１月１日。 

 提案理由。 

 固定資産評価審査委員会委員であります伊藤

利一氏が、令和元年９月３０日で任期満了とな

ることから、引き続き同氏を選任したく提案す

るものです。 

 同氏は、昭和４４年４月に七飯町職員に奉職

され、平成２２年３月の定年退職に至るまでの

間、商工観光課長、税務課長、会計課長及び会

計管理者を歴任し、七飯町行政の推進に御尽力

されました。このように、同氏はこれまで多く

の重責を担っており、周囲の信望も厚く、税に

関する知識や固定資産評価についての豊富な識

見を有していることから、固定資産評価審査委

員会委員として適任者であります。 

 また、平成２８年１０月から、固定資産評価

審査委員会委員として御活躍されていることは

御承知のことと存じます。 

 よって、地方税法第４２３条第３項の規定に

基づき、議会の同意を求めるものでございま

す。 

 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。 

○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。 

 お諮りいたします。 

 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

いますが、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、本件については、討論を省略するこ

とに決定いたしました。 

 これより、採決を行います。 

 同意第２号固定資産評価審査委員会委員の選

任について、これに同意することに御異議ござ

いませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件については、これに同意するこ

とに決定いたしました。 

  ─────────────────── 

 日程第５ 

同意第３号 教育委員会委員の任命に

ついて 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第５ 同意第３号教

育委員会委員の任命についてを議題といたしま

す。 

 提案説明を求めます。 

 町長。 

○町長（中宮安一） 同意第３号教育委員会委

員の任命についての提案説明を申し上げます。 

 次の者を教育委員会委員に任命したいので、

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４

条第２項の規定に基づき、議会の同意を求める

ものでございます。 

 次の者とは、住所、亀田郡七飯町字上藤城３

４６番地３１。氏名、菅沼由美。生年月日、昭

和４８年１０月６日。 

 提案理由。 

 教育委員会委員であります菅沼由美氏が、令

和元年９月３０日で任期満了となることから、

引き続き同氏を任命したく提案するものです。 

 同氏は、北海道中央工学院専門学校建築コー

スを卒業後、民間会社に勤務し、退職後は２人

の子育てに専念され、平成２８年４月からは、

北海道自閉症協会道南分会の事務局長を歴任

し、積極的に地域の障害児支援活動に尽力され

ております。 

 同氏は、温厚誠実、高潔な人柄であり、障害

児教育の理念と豊かな識見を有しており、平成

２８年１０月から３年にわたり、教育委員会委

員として御活躍されていることは御承知のこと

と存じます。 
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 よって、地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律第４条第２項の規定に基づき、議会の同

意を求めるものであります。 

 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。 

○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。 

 お諮りいたします。 

 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

いますが、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、本件については、討論を省略するこ

とに決定いたしました。 

 これより、採決を行います。 

 同意第３号教育委員会委員の任命について、

これに同意することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件については、これに同意するこ

とに決定いたしました。 

  ─────────────────── 

 日程第６ 

承認第７号 専決処分の承認を求める

ことについて 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第６ 承認第７号専

決処分の承認を求めることについてを議題とい

たします。 

 提案説明を求めます。 

 総務財政課長。 

○総務財政課長（俉楼 司） それでは、承認

第７号専決処分の承認を求めることについて、

地方自治法１７９条第１項の規定により、次の

とおり、令和元年度七飯町一般会計補正予算

（第４号）を専決処分いたしましたので、同条

第３項の規定によりこれを報告し、承認を求め

るものでございます。 

 承認を求めます。 

 一般会計補正予算（第４号）は、第１条既定

予算の総額に歳入歳出それぞれ１３７万９,００

０円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ

１１２億４,４９４万８,０００円とするもので

ございます。 

 このたびの補正は、大中山中学校吹奏楽部

が、札幌市で８月２９日から開催される第６４

回北海道吹奏楽コンクールに出場決定いたしま

したが、対外競技参加費補助金の予算が不足し

ており、早急に対応する必要があったことか

ら、専決処分したものでございます。 

 それでは、７ページの歳出から御説明申し上

げます。 

 １０款教育費１項２目事務局費は、負担金、

補助及び交付金として、対外競技等参加費補助

金１３７万９,０００円の追加でございます。 

 次に、５ページの歳入に戻っていただきま

す。 

 １９款繰越金１項１目繰越金は、前年度繰越

金１３７万９,０００円の追加でございます。 

 提案説明は、以上でございます。承認くださ

るよう、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（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。 

 これより、討論を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 討論を終わります。 

 これより、採決を行います。 

 承認第７号専決処分の承認を求めることにつ

いて、これを承認することに御異議ございませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件はこれを承認することに決定い

たしました。 

  ─────────────────── 

延 会 の 議 決           

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） この際、お諮りいたしま

す。 
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 本日の会議は、この程度にとどめ、延会いた

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。 

 よって、本日の会議はこの程度にとどめ、延

会することを決定いたしました。 

  ─────────────────── 

延 会 宣 告           

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 本日は、これをもって延

会いたします。 

 お疲れさまでした。 

午後 ４時５９分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


