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令和元年第３回定例会（第４号） 

 
令和元年９月２５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 発言訂正の申し出の件 

 日程第 ３ 認定第 １号 平成３０年度七飯町一般会計歳入歳出決算認定について 

 日程第 ４ 認定第 ２号 平成３０年度七飯町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について 

 日程第 ５ 認定第 ３号 平成３０年度七飯町期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について 

 日程第 ６ 認定第 ４号 平成３０年度七飯町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 

 日程第 ７ 認定第 ５号 平成３０年度七飯町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について 

 日程第 ８ 認定第 ６号 平成３０年度七飯町土地造成事業特別会計歳入歳出決算認定について 

 日程第 ９ 認定第 ７号 平成３０年度七飯町水道事業会計決算認定について 

 日程第１０ 発議案第５号 特別委員会設置に関する決議 

 日程第１１ 発議案第６号 特別委員会設置に関する決議 

 日程第１２ 発議案第７号 特別委員会設置に関する決議 

 日程第１３ 発議案第８号 高齢者の安全運転支援と移動手段の確保を求める意見書 

 日程第１４ 発議案第９号 義務教育費国庫負担率１/２への復元、教職員の超勤解消と「３０人以

下学級」の実現、「子どもの貧困」解消など教育予算の確保・拡充と就

学保障の充実に向けた意見書 

 日程第１５ 発議案第 10 号 林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充実・強化を求める意見

書 

 日程第１６ 議員の派遣について 

 日程第１７ 閉会中の委員会活動の承認について 

 

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

○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  
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   ────────────────────────────────────────── 

○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条の規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 

          １７番  青 山 金 助            １番  横 田 有 一 
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午前１０時００分 開議 

  ─────────────────── 

開 議 宣 告           

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） ただいまから、令和元年

第３回七飯町議会定例会の本日の会議を開きま

す。 

  ─────────────────── 

 日程第１ 

  会議録署名議員の指名 

  ─────────────────── 

○議長（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、 

１７番  青 山 金 助 議員   

１番  横 田 有 一 議員   

以上２議員を指名いたします。 

 この際、諸般の報告を行います。 

 町長より、町政動向報告が提出されましたの

で、お手元に配付しております。 

 以上で、諸般の報告を終わります。 

  ─────────────────── 

 日程第２ 

  発言訂正の申し出の件 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第２ 発言訂正の申

し出の件を議題といたします。 

 町長から、９月１０日の会議における川村主

税議員の一般質問に対する発言について、議会

運営例規第７３項の規定によりお手元に配付の

とおり、発言訂正申出書に記載した部分が誤っ

た数値の発言であったとの理由から訂正したい

との申し出がありました。 

 お諮りいたします。 

 この発言訂正の申し出を許可することに御異

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、町長からの発言訂正の申し出を許可

することに決定いたしました。 

 町長より発言の申し出がありますので、これ

を許可いたします。 

 町長。 

○町長（中宮安一） ただいま発言訂正申出書

の許可をいただき、まことにありがとうござい

ます。 

 今回のこの申出書につきましては、私の勉強

不足からのものであります。そういう意味で

は、議員皆様方に多大なる御迷惑をおかけしま

したことに対しまして、深くおわびを申し上げ

ます。 

 これからは、日々努力を重ね精進してまいり

ますので、議員皆様方におかれましては今まで

以上の御指導、御鞭撻をしてくださいますよう

お願い申し上げます。 

 以上でございます。 

  ─────────────────── 

 日程第３ 

認定第１号 平成３０年度七飯町一般会計

歳入歳出決算認定について 

 日程第４ 

認定第２号 平成３０年度七飯町国民

健康保険特別会計歳入歳出決算認定に

ついて 

 日程第５ 

認定第３号 平成３０年度七飯町後期

高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定

について 

 日程第６ 

認定第４号 平成３０年度七飯町介護

保険特別会計歳入歳出決算認定につい

て 

 日程第７ 

認定第５号 平成３０年度七飯町下水

道事業特別会計歳入歳出決算認定につ

いて 

 日程第８ 

認定第６号 平成３０年度七飯町土地

造成事業特別会計歳入歳出決算認定に

ついて 

 日程第９ 

認定第７号 平成３０年度七飯町水道

事業会計決算認定について 

  ─────────────────── 
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○議長（木下 敏） 日程第３ 認定第１号平

成３０年度七飯町一般会計歳入歳出決算認定に

ついて、日程第４ 認定第２号平成３０年度七

飯町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定に

ついて、日程第５ 認定第３号平成３０年度七

飯町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定

について、日程第６ 認定第４号平成３０年度

七飯町介護保険特別会計歳入歳出決算認定につ

いて、日程第７ 認定第５号平成３０年度七飯

町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定につい

て、日程第８ 認定第６号平成３０年度七飯町

土地造成事業特別会計歳入歳出決算認定につい

て、日程第９ 認定第７号平成３０年度七飯町

水道事業会計決算認定について、以上７件を一

括して議題といたします。 

 ７件を一括して、平成３０年度決算審査特別

委員会委員長の報告を求めます。 

 川村委員長。 

〇１３番（川村主税） それでは、委員会のほ

う報告させていただきます。 

 委員会報告第１１号平成３０年度決算審査特

別委員会報告書。 

 令和元年９月１２日第３回定例会における議

決に基づき、当委員会に付託された平成３０年

度七飯町一般会計及び各特別会計の歳入歳出決

算並びに水道事業会計決算について、審査した

結果を下記のとおり報告する。 

 令和元年９月２４日、七飯町議会議長木下敏

様。 

 平成３０年度決算審査特別委員会委員長川村

主税。 

 記。 

１.事件名 

 （１）認定第１号平成３０年度七飯町一般会

計歳入歳出決算認定について。 

 （２）認定第２号平成３０年度七飯町国民健

康保険特別会計歳入歳出決算認定について。 

 （３）認定第３号平成３０年度七飯町後期高

齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について。 

 （４）認定第４号平成３０年度七飯町介護保

険特別会計歳入歳出決算認定について。 

 （５）認定第５号平成３０年度七飯町下水道

事業特別会計歳入歳出決算認定について。 

 （６）認定第６号平成３０年度七飯町土地造

成事業特別会計歳入歳出決算認定について。 

 （７）認定第７号平成３０年度七飯町水道事

業会計決算認定について。 

２.審査の経過。 

 令和元年９月１２日、１３日、１７日、１８

日、１９日、２４日の６日間委員会を開催し

た。 

 審査に当たっては、町長から提出された決算

書及び決算に関する関係書類、証書類のほか、

当委員会が要求した資料等をもとに、担当部

長、教育次長、担当課長、局長、センター長の

出席を求め、審査を行った。 

３.審査の総括 

 平成３０年度の一般会計、特別会計、水道事

業会計の決算審査に当たり、詳細かつ慎重に審

査を行った結果、全員一致で認定すべきものと

決定した。 

 なお、委員会から次のとおり総括意見を付す

ものである。 

 平成３０年度の一般会計歳入歳出決算は、歳

入総額１４４億１,７６１万５,１５１円で、前

年度と比較し、地方交付税、繰入金などが減少

しているが、町税、国庫支出金、町債などの増

加により、全体で９億２,５２９万３,２７５円

（６.９％）の増加となっている。 

 歳出総額は１４２億４１７万１,４０１円で、

前年度と比較して、農林水産業費、商工費など

の増加により、全体で１１億１,５１２万２,７

０２円（８.５％）の増加となっている。 

 これにより、歳入歳出差引額は２億１,３４４

万３,７５０円で、翌年度へ繰り越すべき財源

６,７７４万４,０００円を差し引いた実質収支

額は、１億４,５６９万９,７５０円の黒字であ

る。 

 なお、当年度の実質収支額から前年度の実質

収支額を差し引いた単年度収支額は、２,２１４

万４,４２７円の赤字であり、これに財政調整基

金への積立金８,７００万円を加え、基金取り崩

し額１億８,７００万円を差し引いた実質単年度

収支額は１億２,２１４万４,４２７円の赤字で
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ある。 

 一般会計においては、各科目間の流用や専決

処分で対応が可能と思われる予備費の充用が一

部で見受けられた。流用については、年度末に

不足額が生じないよう適切な整理予算を行うべ

きであり、また、予備費の扱いについては、補

正予算対応や専決処分での対応ができないもの

かを慎重に見きわめた上で充用を行うべきであ

る。そのため、今後の事務執行に当たっては、

基本に立ち返り、これまで以上に厳密な会計処

理が行われるよう指摘があった。 

 また、公債費については、今後数年は１３億

円前後の償還が見込まれ、公債費の増加によっ

て今後さらに経常収支が押し上げられる可能性

があり、慎重な財政運営が行われることを望む

ものである。 

 次に、防災拠点の機能を有している道の駅な

ないろ・ななえにおいては、災害時の対応とい

う観点からも、一時滞留時の十分な情報発信や

今後の改修時に防災機能の強化など、減災に努

めるよう望むものである。 

 また、町道の着手がなされているが、未完了

となっている工事箇所については、住民サービ

ス向上の観点からもスピード感を持って計画的

に早期での工事完了を望むものである。 

 国民健康保険特別会計においては、当年度実

質収支額は５,４９２万６,６７４円の赤字であ

るが、単年度収支は６,３６９万１,９５１円の

黒字となっている。そのため、今後２年を目安

として、累積赤字の解消に努めるよう望むもの

である。 

 以下、会計ごとの審査結果については、次の

とおりである。 

４.審査の結果。 

 （１）認定第１号平成３０年度七飯町一般会

計歳入歳出決算認定について。 

 決定、認定。 

 概要及び理由。 

 一般会計の歳入歳出決算は、次表のとおりで

ある。表のほうごらんください。 

 本会計の実質収支額は、１億４,５６９万９,

７５０円と黒字であるが、当年度の実質収支額

から前年度の実質収支額を差し引いた単年度収

支額は２,２１４万４,４２７円の赤字、これに

財政調整基金積立金８,７００万円を加え、基金

取り崩し額１億８,７００万円を差し引いた実質

単年度収支額は１億２,２１４万４,４２７円の

赤字である。 

 歳入は、町財政の根幹をなす町税の収入済額

は２９億９,７５５万２,２９２円と、前年度よ

り２,２６５万９,４１６円（０.８％）増加して

いる。増加の主な要因は、法人町民税によるも

のである。 

 町税全体の収納率は９７.２％と近隣市町と比

較しても高い徴収率を維持しているが、引き続

き財政の安定性を図り、税負担の公平性を期す

る上からも悪質滞納者には厳しく対処し、継続

的な収納対策に努めていただきたい。 

 歳出は、予算現額１５３億７,７５０万８,０

００円に対し、支出済額は１４２億４１７万１,

４０１円であるが、翌年度繰越額７億１,４５０

万９,０００円があるため、不用額は４億５,８

８２万７,５９９円となっており、翌年度繰越額

を除いた執行率は９６.９％となっている。 

 道の駅なないろ・ななえの指定管理者の収益

の還元方法、指定管理者からの寄附金に関する

質疑においては、当年度については指定管理者

からの申し出により町への寄附金を受けたが、

委員からの指摘があったように、農産物の手数

料を低くするなど、町民に還元するためには何

がよいかを指定管理者と改めて協議をしていき

たいとの回答であった。また、指定管理者の財

務基盤が強化されてから寄附金を受けるべきと

の指摘については、指定管理者が必要十分な内

部留保が保てるよう協議を行っていくとの回答

であった。 

 また、大中山小学校の電気料については、学

校規模が同程度である七重小学校の電気料との

差が多額であることに関する質疑があり、教育

委員会としてはこの差額の要因として何がある

のかを調査していきたいとの回答であった。 

 以上、本会計については、単年度収支額は昨

年度に引き続き赤字ではあるが、実質収支額は

黒字であり、おおむね予算に沿って事務事業が
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執行されたと認められることから、全員一致で

認定すべきものと決定した。 

 （２）認定第２号平成３０年度七飯町国民健

康保険特別会計歳入歳出決算認定について。 

 決定、認定。 

 概要及び理由。 

 国民健康保険特別会計の歳入歳出決算は、次

表のとおりである。表のほうごらんください。 

 本会計の歳入総額は、３４億１,２２５万５,

９６１円、歳出総額は３４億６,７１８万２,６

３５円となっており、実質収支額は５,４９２万

６,６７４円の赤字となっており、５年連続で繰

上充用が行われている。 

 歳入は、前年度と比較して５億６,５７８万

２,６６４円（マイナス１４.２％）の減少と

なっており、主に国庫支出金及び各交付金であ

る。なお、当年度より、北海道との共同保険者

に移行したことから、それらは道支出金での収

入に変更となっている。 

 歳出は、前年度と比較して６億２,９４７万

４,６１５円（マイナス１５.４％）の減少と

なっており、主に保険給付費及び各拠出金であ

る。なお、当年度より北海道との共同保険者に

移行したことから、それらは国民健康保険事業

費納付金での支出に変更となっている。 

 当年度決算は５,４９２万６,６７４円の赤字

であるが、当年度実質収支額から前年度実質収

支額を差し引いた単年度収支は６,３６９万１,

９５１円の黒字となっている。これは北海道と

の共同保険者に移行し、町の保険給付の負担が

減ったことによるものである。引き続き、累積

赤字の解消に努め、安定した運営となるよう望

むものである。 

 以上のことを踏まえ、本会計においては適正

に歳入が確保され、歳出も適正に執行されてい

るものと判断し、全員一致で認定すべきものと

決定した。 

 （３）認定第３号平成３０年度七飯町後期高

齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について。 

 決定、認定。 

 概要及び理由。 

 後期高齢者医療特別会計の歳入歳出決算は、

次表のとおりである。表のほうごらんいただき

たいです。 

 本会計の歳入総額は、４億１,１５９万７,３

３９円、歳出総額は４億４５８万２,５３９円

で、実質収支額は７０１万４,８００円の黒字と

なっている。 

 不納欠損額については３,２００円で、収入未

済額については４７１万４,５８０円で、後期高

齢者医療保険料現年度分及び滞納繰り越し分の

普通徴収保険料である。 

 また、歳出においては支出済額は４億４５８

万２,５３９円で、執行率は９５.１％となって

いる。 

 以上、本会計は実質収支額が黒字であること

から、適正に歳入が確保され、歳出も適正に執

行されているものと判断し、全員一致で認定す

べきものと決定した。 

 （４）認定第４号平成３０年度七飯町介護保

険特別会計歳入歳出決算認定について。 

 決定、認定。 

 概要及び理由。 

 介護保険特別会計（保険事業勘定）の歳入歳

出決算は、次表のとおりである。 

 本会計の歳入総額は、２８億６,３２６万９,

１５８円、歳出総額は２８億１,０７０万４,４

４３円で、実質収支額は５,２５６万４,７１５

円の黒字となっている。 

 収入未済額は２,５１５万６,８５７円で、前

年度と比較して８８３万４,２５７円増加してい

るが、これは介護給付金等の返還請求を行った

ため、返納金の収入未済が生じたことが要因で

ある。介護保険料は他会計と同様に、滞納処分

等の強化取り組みによって収入未済額が減少し

ていることから、返納金についても速やかに解

消されるよう望むものである。 

 歳入は、保険料、国庫支出金、道支出金など

が増加したことにより、前年度と比較して１億

１,７２１万７,７１４円（４.３％）の増加と

なっている。 

 歳出は、保険給付費、地域支援事業費などが

増加したことにより、前年度と比較して１億４,

００２万６,２１１円（５.２％）の増加となっ
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ている。 

 次に、介護サービス事業勘定については、歳

入歳出同額の９２０万６,０００円となってお

り、歳入は介護予防サービス計画費収入で、歳

出は保険事業勘定繰出金である。 

 以上、本会計は実質収支額が黒字であること

から、適正に歳入が確保され、歳出も適正に執

行されているものと判断し、全員一致で認定す

べきものと決定した。 

 （５）認定第５号平成３０年度七飯町下水道

事業特別会計歳入歳出決算認定について。 

 決定、認定。 

 概要及び理由。 

 下水道事業特別会計の歳入歳出決算は、次表

のとおりである。 

 本会計の歳入総額は、９億３,１２７万４６９

円、歳出総額は９億２,４６３万８,４６７円

で、実質収支額は６６３万２,００２円の黒字と

なっている。 

 受益者分担金及び下水道使用料の収入未済額

は５６９万９２４円で、前年度と比較して３３

３万３,５１０円減少し、収納対策に努めてい

る。下水道事業は主に受益者分担金、下水道使

用料及び一般会計からの繰入金を財源として運

営されていることから、今後もより一層収納対

策に努めるべきである。 

 歳入は、国庫支出金、繰入金などが減少した

ことにより、前年度と比較して２,９３７万４,

９４０円（マイナス３.１％）の減少となってい

る。 

 歳出は、公共下水道費、公債費ともに減少し

たことにより、前年度と比較して３,３７５万

４,５６４円（マイナス３.５％）の減少となっ

ている。 

 以上、本会計は、実質収支額が黒字であるこ

とから、適正に歳入が確保され、歳出も適正に

執行されているものと判断し、全員一致で認定

すべきものと決定した。 

 （６）認定第６号平成３０年度七飯町土地造

成事業特別会計歳入歳出決算認定について。 

 決定、認定。 

 概要及び理由。 

 土地造成事業特別会計の歳入歳出決算は、次

表のとおりである。 

 本会計の歳入総額は１４１万６円、歳出総額

は３万３,０００円で、実質収支額は１３７万

７,００６円の黒字となっている。 

 歳入は、繰越金の増加により前年度と比較し

て３万９６０円（２.２％）の増加であり、歳出

は、前年度と比較して２万６,４００円（マイナ

ス４４.４％）の減少となっている。 

 以上、本会計は、実質収支額が黒字であるこ

とから、適正に歳入が確保され、歳出も適正に

執行されているものと判断し、全員一致で認定

すべきものと決定した。 

 （７）認定第７号平成３０年度七飯町水道事

業会計決算認定について。 

 決定、認定。 

 概要及び理由。 

 総収益５億１,４４７万８,７６３円で７０３

万３,１４０円の増加、総費用４億４,４７７万

２,９１２円で２,３８６万６,１０１円の減少、

差し引き当年度純利益は６,９７０万５,８５１

円で３,０８９万９,２４５円増加し、黒字決算

である。 

 当年度純利益６,９７０万５,８５１円に前年

度繰越利益剰余金７,２３７万４,９１０円を加

えた当年度未処分利益剰余金１億４,２０８万７

６１円のうち、平成３１年度期首に減債積立金

５,０００万円、建設改良積立金２,０００万円

を積み立てした処分後の繰越利益剰余金は７,２

０８万７６１円としている。 

 本会計は、企業努力により利益を生じている

ものの、公共サービスの提供を受けている住民

の公平性を堅持するためにも、未収金の圧縮に

努めるべきである。当年度も未納者への給水停

止処分を引き続き実施しており、その結果、水

道料金の未収金は５,３９８万７,７１０円とな

り、対前年比で２.７％減少している。今後も引

き続き悪質な滞納者に対しては、給水停止処分

など厳しく対処することを望むものである。 

 以上、本会計については適正な予算執行が行

われていると判断され、適切な施設整備及び維

持管理を行っており、充実した安全な水の供給
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を図り、住民サービスの向上と健全な企業会計

の運営が図られていることから、全員一致で認

定すべきものと決定した。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 平成３０年度決算審査特

別委員会は、神﨑和枝議員と議長を除く議員で

構成された特別委員会でありますので、議会運

営例規第５２項の規定により、質疑を省略いた

します。 

 委員長、御苦労さまでした。 

 これより、討論、採決を行いますが、討論、

採決については、認定第１号から会計ごとに順

次行ってまいります。 

 最初に、認定第１号平成３０年度七飯町一般

会計歳入歳出決算認定について、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。 

 認定第１号平成３０年度七飯町一般会計歳入

歳出決算認定について、委員長報告は認定であ

ります。 

 本案については、委員長報告のとおり決定す

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認定す

ることに決定いたしました。 

 次に、認定第２号平成３０年度七飯町国民健

康保険特別会計歳入歳出決算認定について、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。 

 認定第２号平成３０年度七飯町国民健康保険

特別会計歳入歳出決算認定についての委員長報

告は、認定であります。 

 本案については、委員長報告のとおり決定す

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認定す

ることに決定いたしました。 

 次に、認定第３号平成３０年度七飯町後期高

齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について、

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。 

 認定第３号平成３０年度七飯町後期高齢者医

療特別会計歳入歳出決算認定についての委員長

報告は、認定であります。 

 本案については、委員長報告のとおり決定す

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、委員長の報告のとおり認定

することに決定いたしました。 

 次に、認定第４号平成３０年度七飯町介護保

険特別会計歳入歳出決算認定について、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。 

 認定第４号平成３０年度七飯町介護保険特別

会計歳入歳出決算認定についての委員長報告

は、認定であります。 

 本案については、委員長報告のとおり決定す

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認定す

ることに決定いたしました。 

 次に、認定第５号平成３０年度七飯町下水道

事業特別会計歳入歳出決算認定について、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。 

 認定第５号平成３０年度七飯町下水道事業特

別会計歳入歳出決算認定についての委員長報告

は、認定であります。 

 本案については、委員長報告のとおり決定す
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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認定す

ることに決定いたしました。 

 次に、認定第６号平成３０年度七飯町土地造

成事業特別会計歳入歳出決算認定について、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。 

 認定第６号平成３０年度七飯町土地造成事業

特別会計歳入歳出決算認定についての委員長報

告は、認定であります。 

 本案については、委員長報告のとおり決定す

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認定す

ることに決定いたしました。 

 次に、認定第７号平成３０年度七飯町水道事

業会計決算認定について、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。 

 認定第７号平成３０年度七飯町水道事業会計

決算認定についての委員長報告は、認定であり

ます。 

 本案については、委員長報告のとおり決定す

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認定す

ることに決定いたしました。 

  ─────────────────── 

 日程第１０ 

  発議案第５号 特別委員会設置に関する決

議 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第１０ 発議案第５

号特別委員会設置に関する決議を議題といたし

ます。 

 提案説明を求めます。 

 中川友規議員。 

〇１４番（中川友規） 発議案第５号特別委員

会設置に関する決議。 

 表記の発議案を会議規則第１３条第１項及び

第２項の規定により、別紙のとおり提出いたし

ます。 

 令和元年９月１３日、七飯町議会議長木下敏

様。 

 提出者、七飯町議会議員中川友規。 

 賛成者、七飯町議会議員長谷川生人、平松俊

一、田村敏郎、畑中静一、澤出明宏、川村主

税。 

 特別委員会設置に関する決議。 

 次のとおり特別委員会を設置する。 

 １、名称。 

 議会活性化特別委員会。 

 ２、設置の目的。 

 議会改革、広報、広聴に関する調査・研究が

必要なため。 

 ３、構成人員。 

 議長を除く１７名。 

 ４、活動期間。 

 調査が終了するまで閉会中も継続して調査を

行う。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） これより、質疑を許しま

す。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 質疑を終わります。 

 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。 

 発議案第５号特別委員会設置に関する決議

を、原案のとおり可決することに御異議ござい

ませんか。 

（「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、原案のとおり可決されまし

た。 

 ただいま設置されました議会活性化特別委員



－ 10 － 

会の構成員は、委員会条例第５条の規定によ

り、議長が指名することになっております。 

 お諮りいたします。 

 議会活性化特別委員会委員は、議長を除く全

員の議員を指名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、議会活性化特別委員会委員には、議

長を除く全員の議員を選任することに決定いた

しました。 

 暫時休憩いたします。 

午前１０時３７分 休憩 

────────────── 

午前１１時２４分 再開 

○議長（木下 敏） 休憩前に引き続き、再開

いたします。 

  ─────────────────── 

諸 般 の 報 告         

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） この際、諸般の報告を行

います。 

 ただいま議会活性化特別委員会より、委員長

に中島勝也議員、副委員長に上野武彦議員を互

選した旨の報告がありました。 

 この際、委員長就任の挨拶を求めます。副委

員長も一緒にお願いいたします。 

○１２番（中島勝也） ただいま各委員の皆様

から御推薦いただきまして、委員長に中島、副

委員長に上野、長い期間でございますけれど

も、議会改革、そして議会活性化、そして広

報、広聴の改善のためにしっかりと皆様方の御

意見をいただき、スピードを持って議論させて

いただきたいと思いますので、どうぞよろしく

御支援のほどお願い申し上げます。ありがとう

ございました。（拍手） 

○議長（木下 敏） 就任の挨拶を終わりま

す。 

  ─────────────────── 

 日程第１１ 

  発議案第６号 特別委員会設置に関する決

議 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第１１ 発議案第６

号特別委員会設置に関する決議を議題といたし

ます。 

 提案説明を求めます。 

 中川友規議員。 

〇１４番（中川友規） 発議案第６号特別委員

会設置に関する決議。 

 表記の発議案を会議規則第１３条第１項及び

第２項の規定により、別紙のとおり提出いたし

ます。 

 令和元年９月１３日、七飯町議会議長木下敏

様。 

 提出者、七飯町議会議員中川友規。 

 賛成者、七飯町議会議員長谷川生人、平松俊

一、田村敏郎、畑中静一、澤出明宏、川村主

税。 

 特別委員会設置に関する決議。 

 次のとおり特別委員会を設置する。 

 １、名称。 

 北海道新幹線等新交通体系と観光資源の利活

用に関する調査特別委員会。 

 ２、設置の目的。 

 北海道新幹線、北海道循環自動車道などの利

活用、赤松街道や大沼国定公園を初めとした観

光資源の利活用に関する調査、研究が必要なた

め。 

 ３、構成人員、９名。 

 ４、活動期間。 

 調査が終了するまで閉会中も継続して調査を

行う。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） これより、質疑を許しま

す。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 質疑を終わります。 

 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。 

 発議案第６号特別委員会設置に関する決議

を、原案のとおり可決することに御異議ござい
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ませんか。 

（「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、原案のとおり可決されまし

た。 

 ただいま設置されました北海道新幹線等新交

通体系と観光資源の利活用に関する調査特別委

員会の構成員は、委員会条例第５条の規定によ

り、議長が指名することになっております。 

 お諮りいたします。 

 北海道新幹線等新交通体系と観光資源の利活

用に関する調査特別委員会に神﨑和枝議員、平

松俊一議員、田村敏郎議員、上野武彦議員、坂

本繁議員、川村主税議員、中川友規議員、若山

雅行議員、青山金助副議長、以上９名の議員を

指名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、北海道新幹線等新交通体系と観光資

源の利活用に関する調査特別委員会には、ただ

いま指名いたしました神﨑和枝議員、平松俊一

議員、田村敏郎議員、上野武彦議員、坂本繁議

員、川村主税議員、中川友規議員、若山雅行議

員、青山金助副議長、以上９人の議員を選任す

ることに決定いたしました。 

 暫時休憩いたします。 

午前１１時２９分 休憩 

────────────── 

午前１１時３７分 再開 

○議長（木下 敏） 休憩前に引き続き、再開

いたします。 

  ─────────────────── 

諸 般 の 報 告         

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） この際、諸般の報告を行

います。 

 ただいま北海道新幹線等新交通体系と観光資

源の利活用に関する調査特別委員会より、委員

長に田村敏郎議員、副委員長に川村主税議員を

互選した旨の報告がありました。 

 この際、委員長就任の挨拶を求めます。副委

員長も一緒にお願いいたします。 

○５番（田村敏郎） 北海道新幹線等新交通体

系と観光資源の利活用に関する調査特別委員会

において、選出されました委員長の田村でござ

います。こちらが副委員長の川村でございま

す。 

 二人ともども一生懸命頑張りますので、よろ

しくお願いいたします。ありがとうございまし

た。（拍手） 

○議長（木下 敏） 就任の挨拶を終わりま

す。 

  ─────────────────── 

 日程第１２ 

  発議案第７号 特別委員会設置に関する決

議 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第１２ 発議案第７

号特別委員会設置に関する決議を議題といたし

ます。 

 提案説明を求めます。 

 中川友規議員。 

〇１４番（中川友規） 発議案第７号特別委員

会設置に関する決議。 

 表記の発議案を会議規則第１３条第１項及び

第２項の規定により、別紙のとおり提出いたし

ます。 

 令和元年９月１３日、七飯町議会議長木下敏

様。 

 提出者、七飯町議会議員中川友規。 

 賛成者、七飯町議会議員長谷川生人、平松俊

一、田村敏郎、畑中静一、澤出明宏、川村主

税。 

 特別委員会設置に関する決議。 

 次のとおり特別委員会を設置する。 

 １、名称。 

 地域防災・自然災害に関する調査特別委員

会。 ２、設置の目的。 

 被害状況の把握と防災・災害対策等に関する

調査、研究が必要なため。 

 ３、構成人員、９名。 

 ４、活動期間。 

 調査が終了するまで閉会中も継続して調査を
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行う。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） これより、質疑を許しま

す。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 質疑を終わります。 

 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。 

 発議案第７号特別委員会の設置に関する決議

を、原案のとおり可決することに御異議ござい

ませんか。 

（「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、原案のとおり可決されまし

た。 

 ただいま設置されました地域防災・自然災害

に関する調査特別委員会の構成員は、委員会条

例第５条の規定により、議長が指名することに

なっております。 

 お諮りいたします。 

 地域防災・自然災害に関する調査特別委員会

委員に、横田有一議員、池田誠悦議員、稲垣明

美議員、畑中静一議員、長谷川生人議員、澤出

明宏議員、中島勝也議員、若山雅行議員、川上

弘一議員、以上９名の議員を指名したいと思い

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、地域防災・自然災害に関する調査特

別委員会委員には、ただいま指名いたしました

横田有一議員、池田誠悦議員、稲垣明美議員、

畑中静一議員、長谷川生人議員、澤出明宏議

員、中島勝也議員、若山雅行議員、川上弘一議

員、以上９名の議員を選任することに決定いた

しました。 

 暫時休憩いたします。 

午前１１時４２分 休憩 

────────────── 

午前１１時４８分 再開 

○議長（木下 敏） それでは、休憩前に引き

続き、再開いたします。 

  ─────────────────── 

諸 般 の 報 告         

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） この際、諸般の報告を行

います。 

 ただいま地域防災・自然災害に関する調査特

別委員会より、委員長に川上弘一議員、副委員

長に長谷川生人議員を互選した旨の報告があり

ました。 

 この際、委員長就任の挨拶を求めます。副委

員長も一緒にお願いいたします。 

○１６番（川上弘一） ただいま地域防災・自

然災害に関する調査特別委員会の委員長に互選

されました、私、川上と副委員長の長谷川でご

ざいます。 

 町民の安全・安心を第一に考えまして、今後

調査を進めていきたいと思いますので、皆様の

御協力をよろしくお願いいたします。（拍手） 

○議長（木下 敏） 就任の挨拶を終わりま

す。 

  ─────────────────── 

 日程第１３ 

  発議案第８号 高齢者の安全運転支援と移

動手段の確保を求める意見書 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第１３ 発議案第８

号高齢者の安全運転支援と移動手段の確保を求

める意見書を議題といたします。 

 提案説明を求めます。 

 長谷川生人議員。 

〇８番（長谷川生人） 発議案第８号高齢者の

安全運転支援と移動手段の確保を求める意見

書。 

 表記の意見書を会議規則第１３条第１項及び

第２項の規定により、別紙のとおり提出しま

す。 

 令和元年９月１３日、七飯町議会議長木下敏

様。 

 提出者、七飯町議会議員長谷川生人。 

 賛成者、七飯町議会議員横田有一議員、畑中

静一議員、青山金助議員、川村主税議員、川上
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弘一議員。 

 高齢者の安全運転支援と移動手段の確保を求

める意見書。 

 東京池袋で８７歳の高齢者が運転する車が暴

走し、母子二人が亡くなった事故以降も高齢運

転者による事故が続いている。 

 近年、交通事故の発生件数は減少傾向にある

が、７５歳以上の高齢運転者の死亡事故の割合

は高まっており、単純ミスによる事故も目立

つ。 

 警察庁は、昨年末時点で約５６３万人いる７

５歳以上の運転免許保有者が、２０２２年には

１００万人ふえて６６３万人に膨らむと推計し

ている。 

 こうした状況を踏まえ、国は２０１７年施行

の改正道路交通法で７５歳以上の免許保持者

は、違反時や免許更新時に認知機能検査を受け

ることを義務づけたが、今や高齢運転者の安全

対策及び安全運転支援の取り組みは待ったなし

の課題である。 

 また、過疎地域を中心に、いまだ「生活の

足」として車が欠かせない高齢者も多い中、自

主的に免許を返納した場合などの地域における

移動手段の確保も重要な取り組みである。 

 政府におかれては、地方自治体や民間事業者

とも連携しながら、総合的な事故防止策として

の高齢運転者の安全運転支援と地域における移

動手段の確保を進めるため、下記の事項につい

て早急に取り組むことを強く求める。 

 記。 

 1、児童ブレーキやペダル踏み間違い時の急加

速を防ぐ機能など、ドライバーの安全運転を支

援する装置を搭載した「安全運転サポート車

（サポカーＳ）」や後づけの「ペダル踏み間違

い時加速抑制装置」の普及を一層加速させると

ともに、高齢者を対象とした購入支援策を検討

すること。 

 ２、高齢運転者による交通事故を減らすた

め、自動ブレーキなどを備えた「安全運転サ

ポート車（サポカーＳ）」に限定した免許の創

設や、走行できる場所や時間帯などを制限した

条件つき運転免許の導入を検討すること。 

 ３、免許を自主返納した高齢者が、日々の買

い物や通院などに困らないようコミュニティー

バスやデマンド（予約）型乗り合いタクシーの

導入など「地域公共交通ネットワーク」のさら

なる充実を図ること。また、地方自治体などが

行う免許の自主返納時におけるタクシーや公共

交通機関の割引制度などの支援をすること。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により、意

見書を提出する。 

 北海道亀田郡七飯町議会。 

 提出先は、内閣総理大臣、国土交通大臣、経

済産業大臣、総務大臣、国家公安委員長殿、以

上でございます。 

 よろしく御審議くださいますようお願いを申

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。 

 発議案第８号高齢者の安全運転支援と移動手

段の確保を求める意見書を原案のとおり可決す

ることに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、本案は、原案のとおり可決されまし

た。 

  ─────────────────── 

 日程第１４ 

  発議案第９号 義務教育費国庫負担率１／

２への復元、教職員の超勤解消と「３ 

  ０人以下学級」の実現、「子どもの貧困」

解消など教育予算の確保・拡充と就 

  学保障の充実に向けた意見書 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第１４ 発議案第９

号義務教育費国庫負担率１／２への復元、教職

員の超勤解消と「３０人以下学級」の実現、

「子どもの貧困」解消など教育予算の確保・拡
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充と就学保障の充実に向けた意見書を議題とい

たします。 

 提案説明を求めます。 

 川上弘一議員。 

〇１６番（川上弘一） それでは、発議案第９

号義務教育費国庫負担率１／２への復元、教職

員の超勤解消と「３０人以下学級」の実現、

「子どもの貧困」解消など教育予算の確保・拡

充と就学保障の充実に向けた意見書につきまし

て、読み上げまして提案説明にかえさせていた

だきます。 

 表記の意見書を会議規則第１３条第１項及び

第２項の規定により、別紙のとおり提出いたし

ます。 

 令和元年９月１７日、七飯町議会議長木下敏

様。 

 提出者、七飯町議会議員川上弘一。 

 賛成者、七飯町議会議員中川友規議員、稲垣

明美議員、池田誠悦議員、横田有一議員、長谷

川生人議員。 

 義務教育費国庫負担率１／２への復元、教職

員の超勤解消と「３０人以下学級」の実現、

「子どもの貧困」解消など教育予算の確保・拡

充と就学保障の充実に向けた意見書。 

 義務教育費国庫負担率が２分の１から３分の

１になったことで、定数内期限つき採用や非常

勤職員が増加し、教職員定数の未充足が顕著に

なっております。 

 また、連合総研の報告によると、教職員の７

割が厚労省の月の時間外労働過労死ライン８０

時間を超えていることが明らかになっておりま

す。 

 子供たちへのきめ細やかな教育のためにも、

教職員の多忙化による超勤実態を解消すること

は必要であり、喫緊の課題となっております。 

 そのためには、働き方改革の一環である時間

外労働の上限規制や義務標準法の改正を伴う抜

本的な教職員定数の改善と、学級基準編制の制

度改正及び３０人以下学級の早期実現が必要で

ございます。 

 また、厚労省から発表された２０１６年度の

国民生活基礎調査によると、子供の貧困率は１

３.９％と７人に１人、ひとり親家庭に至っては

５４.６％と２人に１人以上となっております。 

 このような状況にあるにもかかわらず、教育

現場では、給食費、就学旅行費、テストやドリ

ルなどを初めとする教材費などの私費負担も依

然として減少せず、地方交付税措置されている

教材費や図書費についても、自治体においてそ

の措置に格差が生じております。 

 さらに、生活扶助費の切り下げによる就学援

助制度の改悪、家庭の貧困から教育ローンとも

いえる有利子の奨学金制度を利用せざるを得な

い子供たちが、返済に悩み苦しむなど、家庭、

子供の貧困と格差は改善されず、経済的な理由

で進学、就学を断念するなど教育の機会均等が

崩され、学習権を含む子供の人権が保障されな

い状況となっております。 

 子供たちは住む地域や環境に関係なく、平等

に教育を受ける権利を有しております。その保

障のためには、国による教育予算の確保と拡充

が必要でございます。 

 これらのことから、国に対しまして教育予算

の十分な確保・拡充、就学保障の充実等、以下

の事項の実現を求めるものでございます。 

 記。 

 １、国の責務である教育の機会均等、教育水

準の最低保障を担保するため、義務教育費が無

償となるよう、また、義務教育費国庫負担制度

の堅持、当面、義務教育国庫負担金の負担率を

２分の１に復元するよう要請いたします。 

 ２、３０人以下学級の早期実現に向けて、小

学校１年生から中学校３年生の学級編制標準を

順次改定すること。また、住む地域に関係な

く、子供たちの教育を保障するため、義務標準

法改正を伴う計画的な教職員定数改善の早期実

現のため、必要な予算の確保・拡充を図るよう

要請いたします。 

 ３、給食費、修学旅行費、教材費など保護者

負担の解消、図書費など国の責任において教育

予算の十分な確保・拡充を行うよう要請いたし

ます。 

 ４、就学援助制度、奨学金制度の拡充など、

就学保障の充実に向け、国の責任において予算
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の十分な確保・拡充を図るよう要請いたしま

す。 

 ５、教職員の多忙と超過勤務解消に向けたよ

り実効ある対策を早期に実現するよう要請いた

します。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により、意

見書を提出いたします。 

 北海道亀田郡七飯町議会。 

 提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理

大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣、内

閣府特命担当大臣、以上でございます。 

 御審議のほど、よろしくお願い申し上げま

す。 

○議長（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。 

 発議案第９号義務教育費国庫負担率１／２へ

の復元、教職員の超勤解消と「３０人以下学

級」の実現、「子どもの貧困」解消など教育予

算の確保・拡充と就学保障の充実に向けた意見

書を、原案のとおり可決することに御異議ござ

いませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、本案は、原案のとおり可決されまし

た。 

  ─────────────────── 

 日程第１５ 

  発議案第 10 号 林業・木材産業の成長産

業化に向けた施策の充実・強化を求める                   

意見書 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第１５ 発議案第１

０号林業・木材産業の成長産業化に向けた施策

の充実強化を求める意見書を議題といたしま

す。 

 提案説明を求めます。 

 平松俊一議員。 

〇３番（平松俊一） それでは、読み上げて意

見書の提案を行いますので、よろしく御審議お

願いいたします。 

 発議案第１０号林業・木材産業の成長産業化

に向けた施策の充実・強化を求める意見書であ

ります。 

 表記の意見書を会議規則第１３条第１項及び

第２項の規定により、別紙のとおり提出いたし

ます。 

 令和元年９月１９日、七飯町議会議長木下敏

様。 

 提出者、七飯町議会議員平松俊一。 

 賛成者はいずれも七飯町議会議員でありま

す。澤出明宏、中島勝也、畑中静一、池田誠

悦、川上弘一、敬称略させていただきました。 

 林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の

充実・強化を求める意見書。 

 本道の森林は全国の森林面積の約４分の１を

占め、国土保全、地球温暖化防止、林産物の供

給等の多面的機能の発揮が期待されており、こ

れらの機能を十分に発揮させるためには、「植

えて育てて、伐って使って、また植える」と

いった森林資源の循環利用を進める必要があり

ます。 

 森林の整備を進め、木材を積極的に利用して

いくことは、山村地域を中心とする雇用、所得

の拡大による地方創生にも大きく貢献するもの

であり、本町を初め道内各地域では、森林の公

益的機能の維持増進と森林資源の循環利用の実

現に向け、森林整備事業及び治山事業や林業成

長産業化総合対策事業等を活用し、植林・間

伐、路網の整備、山地災害の防止、木造公共施

設の整備、林業事業体の育成など、さまざまな

取り組みが進められてきたところであります。 

 今後、人工林資源が本格的な利用期を迎える

中、既存の制度や森林環境譲与税を活用した地

域の特性に応じた森林整備の着実な推進や、森

林資源の循環利用による林業・木材産業の成長

産業化の実現に向けて、施策の充実・強化を図

ることが必要である。 

 よって、国においては、次の措置を講ずるよ
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う強く要望する。 

 記。 

 １、森林の多面的機能を持続的に発揮し、林

業・木材産業の振興と山村における雇用の安定

化を図るため、森林整備事業及び治山事業の財

源を十分かつ安定的に確保すること。 

 ２、森林整備事業の都道府県、市町村負担分

の起債を可能とする地方債の特例措置を継続す

ること。 

 ３、森林資源の循環利用を通じて、林業・木

材産業の成長産業化を実現するため、地域の実

情を十分に踏まえ、森林整備から木材の加工・

流通、利用までの一体的な取り組みや森林づく

りを担う林業事業体や人材の育成に必要な支援

措置を充実・強化すること。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により提出

します。 

 北海道亀田郡七飯町議会。 

 提出先は、衆議院議長、参議院議長、内閣総

理大臣、財務大臣、総務大臣、文部科学大臣、

農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、

環境大臣、復興大臣殿であります。 

 よろしく御審議のほど、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。 

 発議案第１０号林業・木材産業の成長産業化

に向けた施策の充実強化を求める意見書を原案

のとおり可決することに御異議ございません

か。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 

  ─────────────────── 

 日程第１６ 

  議員の派遣について 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第１６ 議員の派遣

についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 会議規則第１２６条の規定により、お手元に

配付のとおり議員を派遣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、お手元に配付のと

おり議員を派遣することに決定いたしました。 

  ─────────────────── 

 日程第１７ 

  閉会中の委員会活動の承認について 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第１７ 閉会中の委

員会活動の承認についてを議題といたします。 

 お手元に配付のとおり、各常任委員会及び議

会運営委員会から、特定の案件について閉会中

に委員会活動を行いたい旨の申し出がありま

す。 

 お諮りいたします。 

 各委員会申し出のとおり、その活動を承認す

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、各委員会申し出のとおり、その活動

を承認することに決定いたしました。 

  ─────────────────── 

散 会 宣 告           

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 以上で、本定例会に付議

された全ての案件の審議は終了いたしました。 

 よって、令和元年第３回七飯町議会定例会を

閉会いたします。 

 お疲れさまでした。 

午後 ０時１０分 散会 
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