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午前１０時００分 開会 

  ─────────────────── 

開 会 ・ 開 議 宣 告           

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） ただいまから、令和元年第

４回七飯町議会定例会を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

  ─────────────────── 

 日程第１ 

  会議録署名議員の指名 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第１ 会議録署名議員

の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員として、 

６番  稲 垣 明 美 議員   

７番  畑 中 静 一 議員   

以上２議員を指名いたします。 

  ─────────────────── 

 日程第２ 

  会期の決定 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第２ 会期の決定を議

題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本定例会の会期は、本日から１２月１３日まで

の３日間といたしたいと思いますが、これに御異

議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、本定例会の会期は、本日から１２月１

３日までの３日間と決定いたしました。 

 会期予定表は、お手元に配付のとおりでありま

す。 

  ─────────────────── 

諸 般 の 報 告           

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） この際、諸般の報告を行い

ます。 

 本定例会に町長より提案された議件は、議案１

３件であります。 

 次に、地方自治法第１２１条の規定により本会

議に出席を求めた説明員は、その職、氏名を印刷

して、お手元に配付のとおりであります。 

 次に、閉会中の議会の動向については、議会動

向報告として、お手元に配付のとおりでありま

す。 

 また、町政動向報告についても、お手元に配付

のとおりであります。 

 次に、町長より発言の申し出がありますので、

これを許します。 

 町長。 

○町長（中宮安一） ただいま、議長の許可をい

ただきましたので、私のほうから町政動向報告の

一部について発言させていただきます。 

 令和元年１２月５日付で教育委員会職員に対し

まして停職６カ月の懲戒処分を行いました。 

 当該職員は、１１月２２日午前１時ごろ、函館

市中道２丁目１３番付近道路にて警察官による検

査を受け、呼気から０.２５ミリグラム以上のア

ルコールが検出され、酒気帯び運転で検挙されま

した。 

 職員の不祥事につきましては、町行政に対する

信頼を著しく損なう行為であり、極めて遺憾であ

ります。この場をお借りし、深くおわびを申し上

げますとともに、職員の公務員としての倫理観の

徹底と資質向上に努めてまいります。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 以上で、諸般の報告を終わ

ります。 

  ─────────────────── 

 日程第３ 

  各常任委員会報告 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第３ 各常任委員会報

告を議題といたします。 

 初めに、総務財政常任委員会の報告を求めま

す。 

 池田委員長。 

○４番（池田誠悦） 委員会報告第１２号総務財

政常任委員会報告書。 

 令和元年９月２５日第３回定例会における議決

に基づき、当委員会の所管について調査した結果

を下記のとおり報告する。 

 令和元年１１月１４日、七飯町議会議長木下敏
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様。 

 総務財政常任委員会委員長池田誠悦。 

 記。 

 事務調査のための委員の派遣を行った。 

 １、調査事項。 

 契約事務の一元化、効率化について。 

 ２、派遣期間。 

 令和元年１０月１日から令和元年１０月３日ま

で。 

 ３、派遣先。 

 東京都西多摩郡瑞穂町、神奈川県三浦市。 

 【行政視察調査事項】 

 契約事務の一元化、効率化について。 

 契約事務の効率化を図る観点から、契約担当部

署として係を設置している東京都西多摩郡瑞穂

町、課を設置している神奈川県三浦市を行政視察

先として訪問し、契約事務の一元化、効率化につ

いて調査を行った。 

 １、東京都西多摩郡瑞穂町の概要。 

 瑞穂町は、都心から北西に約４０キロメートル

の距離にあり、北は埼玉県入間市、所沢市、東に

東京都武蔵村山市、北西から南西に青梅市、羽村

市、福生市などの周囲を６市に囲まれている。 

 古くから青梅街道、日光街道の宿場町として栄

え、現在も国道１６号、新青梅街道、青梅街道な

ど幹線道路が交差する自動車交通の要衝にある。 

 幹線道路が充実していることから、工場や物流

関連施設の立地が多く、特に機械金属系の事業所

の集積が顕著となっている。また、町の西部には

３８ヘクタールの工業専用地域があり、優良な企

業が進出している。 

 また、町の南側にはアメリカ空軍横田基地が存

在し、町の中心に滑走路が突き刺すような位置に

ある。基地による生活環境への影響は、その対策

を基地や国に対して要望しつつ、一方で、基地内

に住む方との国際交流も行っている。 

 ２、瑞穂町における契約事務の状況。 

 （１）企画部管財課契約係について。 

 企画部管財課契約係は、契約事務の重要性や事

務量の増加等を鑑み、平成２年に設置され、現在

は係長１名、係員１名の２名が配置されている

が、技術職員の配置はされていない。 

 工事や物品の検査に当たっては、工事について

は、工事を担当したことがある課長や係長に検査

を依頼し、物品等については、担当課が検収を行

い、契約係においては、検査、検収に同行し確認

を行っている。 

 契約係を設置するメリットとしては、複数の課

にまたがる物品購入や委託契約を契約係が一括で

行うことで事務の効率化を図ることができ、ま

た、個別に依頼するよりも有利な金額で契約締結

できる可能性がある。 

 （２）契約係と他課との事務分担について。 

 契約係で行う契約としては、地方自治法施行令

第１６７条の２第１項第１号の規定に基づく随意

契約によることができる額を超える案件や事務用

消耗品、施設の清掃委託などの複数の課にまたが

る案件を実施しており、担当課では随意契約に該

当する案件を行っている。 

 なお、契約に係る設計や積算については、契約

係では行っておらず、担当課において行ってい

る。 

 （３）指名業者の選定について。 

 指名競争入札を実施する場合の業者の選定は、

指名業者選定委員会において委員が選定している

ため、担当課、契約係のいずれも選定は行ってい

ない。また、指名業者選定委員会に諮る基準とし

ては、随意契約によることができる額を超える案

件は、全て指名業者選定委員会に諮ることとして

いる。 

 （４）自治体内に所在する業者への対応。 

 入札及び見積合わせにおいて、当該案件に該当

する業者が町内に存在する場合は、優先的に指名

を行っている。 

 また、瑞穂町では、ほぼ全ての入札を電子入札

で実施していることから、入札に該当しない案件

については、見積競争参加資格申請という基準を

設けており、この見積競争参加資格申請は、町内

の業者のみを対象とした資格申請である。 

 （５）各種燃料の購入について。 

 公共施設の燃料のうち、重油及び灯油について

は、毎月契約係において町内業者と単価契約を

行っている。 

 公用車の燃料については、平成２８年１０月か
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らガソリンカード（ガソリンスタンド等に限定し

て使用できるクレジットカード）を導入してい

る。契約方法としては、町内業者に単価見積もり

を依頼し、提出された見積もりのうち、最安値で

あった金額で契約することができるかを、再度ほ

かの業者へ再見積もりの依頼をし、最安値で契約

できる業者全てと契約を行っている。 

 （６）電子入札について。 

 電子入札システムは、入札に参加するための競

争入札参加資格申請の手続や公共工事、物品を調

達などの入札に関する一連の手続を事業者のパソ

コンからインターネットを通じて行うことができ

るものである。 

 瑞穂町では、都内各市区町村で構成する「東京

電子自治体共同運営電子調達サービス」に参加し

ている。当該サービスでは、事業者の資格審査を

自治体ごとに行う必要がなく、当該サービスに参

加している自治体でランダムに振り分けられて審

査を行っている。事業者にとっても、自治体ごと

に登録申請を行う必要がないため、申請に対する

事務の負担が軽減されている。 

 入札執行に当たっても、入札会場の手配等が不

要で、事業者も入札結果を当該サービス上で確認

できるため、双方にとって効率化が図られてい

る。 

 ３、神奈川県三浦市の概要。 

 三浦市は、三浦半島の最南端に位置し、三方を

海に囲まれ、北側は横須賀市と接している。起伏

に富む台地は、温暖な気候と相まって、露地野菜

の栽培に適した農耕地として利用されている。 

 三浦市の歴史は古く、市内には、古代、縄文、

弥生、古墳時代の遺跡が広く分布している。 

 江戸時代には、港町としてにぎわい、次第に漁

港としての整備が進み、これが近年におけるマグ

ロを初めとした遠洋漁業基地としての都市形成の

基礎を築いたといえる。 

 明治２２年４月１日から町村制実施に伴い、三

崎町、南下浦村（後に町制施行により南下浦町と

なる）、初声村が誕生し、その後、町村合併促進

法に基づき、昭和３０年１月１日に三崎町、南下

浦町、初声村の３町村が合併して三浦市となり、

現在に至っている。 

 ４、三浦市における契約事務の状況。 

 （１）総務部契約課について。 

 総務部契約課は、平成２０年に設置され、契約

課長１名、検査・検収担当課長１名、グループ

リーダー１名、係員２名の計５名が配置されてお

り、技術職員として検査・検収担当課長が配置さ

れている。 

 工事や物品の検査に当たっては、検査・検収担

当課長が行っているが、検査時期が集中したとき

を考慮し、他課の職員に兼務発令を行い、検査の

対応を行っている。 

 契約課を設置するメリットとしては、他課に対

する牽制機能が働くことや契約内容の不備の防止

が図られることに加え、契約事務の効率化を図る

ことができることが挙げられる。 

 （２）契約課と他課との事務分担について。 

 契約・検査事務の取り扱いを契約の項目及び金

額ごとに契約課が取り扱う事務と担当課が取り扱

う事務を区分しており、契約課が取り扱う事務

は、次表のとおりである。 

 （３）指名業者の選定について。 

 指名競争入札を実施する場合の業者選定は、設

計金額が５００万円未満の契約であれば、契約課

において業者選定を行うが、５００万円以上の契

約については、契約事務審査委員会において業者

選定を行っている。 

 （４）自治体内に所在する業者への対応。 

 三浦市においては、市内業者への発注を原則と

し、一般競争入札の参加資格要件においても所在

地要件を定めており、また、指名選考基準におい

ても同様に市内業者を優先する取り扱いを定めて

いる。 

 また、工事発注に当たっては、市内の経済活性

化及び市内業者の育成を図る観点からも、下請発

注する場合にはできる限り市内業者を活用するこ

とや、工事の施工に必要な資材の購入や借り入れ

をする場合には市内業者を活用するよう公告の際

に文書で依頼を行っている。 

 （５）各種燃料の購入について。 

 公共施設の燃料のうち、重油及び灯油について

は、毎月契約課において市内業者と市内に営業所

がある業者を対象に指名競争入札を実施してい
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る。 

 公用車の燃料については、災害時応援協定を締

結している神奈川県石油商業組合横須賀三浦支部

と覚書を交わし、単価契約による随意契約をして

いる。 

 （６）電子入札について。 

 三浦市では、神奈川県のほか、県内２９団体で

構成する「かながわ電子入札共同システム」に参

加している。当該システムでは、入札参加資格者

名簿の登録審査は神奈川県が一括して行ってお

り、自治体ごとに登録審査を行う必要がない。ま

た、事業者にとっても、神奈川県に一括して登録

申請を行うため、申請に対する事務の負担が軽減

されており、参加を希望する自治体を選択するこ

とも可能となっている。 

 また、システムを利用する費用についても、神

奈川県が２分の１、残りの２分の１を参加自治体

が均等割、財政規模で按分しているため、安価な

負担金でシステムを利用することができるメリッ

トがある。 

 ５、まとめ。 

 七飯町では、契約方法にかかわらず、設計、入

札、契約までの全ての契約行為を担当課が実施

し、総務部総務財政課において書類の審査を行っ

ている。契約事務の効率化を図る観点から、契約

事務の一元化について、瑞穂町、三浦市での研修

視察を行った。 

 両自治体ともに、事務の効率化、有利な金額で

の契約締結、契約内容の不備の防止、牽制機能の

発揮等をメリットとして挙げている。 

 一方で、両自治体ともに効果的な事務処理が行

われている背景としては、電子入札システムの共

同利用を行っていることや、指名業者の選定を委

員会において行っていることが要因と考えられ

る。 

 七飯町において、契約事務の一元化を検討する

に当たっては、北海道内では自治体が共同利用す

る電子入札システムの仕組みがないことから、電

子入札システムを利用しない場合の運用について

検討を行う必要がある。 

 そのため、契約担当部署を設置した場合に取り

扱う事務の内容やそれに伴う職員の人員配置な

ど、七飯町の実情に合った検討が必要であること

から、他自治体での運用状況などを踏まえ、契約

事務の一元化、効率化が検討事項となるよう望む

ものである。 

○議長（木下 敏） 委員長、申しわけないので

すけれども、１ページの派遣期間のところ、もう

一度、そこだけちょっと聞き取りにくかったもの

で、もう一度お願いします。 

○４番（池田誠悦） ２、派遣期間、令和元年１

０月１日から令和元年１０月３日までです。 

○議長（木下 敏） ありがとうございます。 

 これより、質疑を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 質疑を終わります。 

 以上で、本件は報告済みといたします。 

 委員長、御苦労さまでした。 

 次に、民生文教常任委員会の報告を求めます。 

 坂本委員長。 

○１０番（坂本 繁） 委員会報告第１４号民生

文教常任委員会報告書。 

 令和元年９月２５日第３回定例会における議決

に基づき、当委員会の所管について調査した結果

を下記のとおり報告する。 

 令和元年１１月２８日、七飯町議会議長木下敏

様。 

 民生文教常任委員会委員長坂本繁。 

 記。 

 事務調査のため委員の派遣を行った。 

 １、調査事項。 

 小中学校における特色ある教育活動について。 

 ２、派遣期間。 

 令和元年１０月２９日から令和元年１０月３１

日まで。 

 ３、派遣先。 

 千葉県市川市、神奈川県足柄下郡箱根町。 

 【行政視察調査事項】 

 小中学校における特色ある教育活動について。 

 小中学校における特色ある教育活動について、

千葉県市川市においては、義務教育学校における

特色ある教育活動、神奈川県足柄下郡箱根町にお

いては、園・小・中分離型一貫教育における特色

ある教育活動について、独自の教科を取り入れた
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小中一貫教育を行っている市町を行政視察先とし

て訪問し、調査を行った。 

 １、市川市の概要。 

 市川市は、千葉県北西部に位置し、北は松戸

市、東は船橋市と鎌ヶ谷市、南は浦安市と東京湾

に面し、また江戸川を隔てて東京都江戸川区、葛

飾区と相対している。 

 都心から２０キロメートル圏内にあり、文教・

住宅都市として発展している。地形は、東西に

８.２キロメートル、南北に１３.４キロメートル

の形状で、面積は５６.３９平方キロメートル、

北部に標高２０メートル前後の台地があるほか

は、おおむね平坦である。北部は、台地を中心に

梨栽培などの農業が盛んで、屋敷林や斜面林の緑

も多い。東京湾に面した臨海部には湾岸道路を中

心に物流の拠点や工業地帯が広がっている。 

 令和元年６月３０日現在の人口は４８万９,９

６８人、世帯数は２４万６,１８９世帯。近年は

人口が毎年約５,０００人増加し、過去最高の人

口水準を維持し続け、東京都のベットタウンとし

て４９万人に迫っている。 

 ２、市川市における特色ある教育活動。 

 （１）義務教育学校「市川市立塩浜学園」設置

の経緯について。 

 平成２１年３月、第１期市川市教育振興基本計

画を策定し、「学校間の連携の推進」を施策に位

置づけ、平成２４年４月に同計画の後期実施計画

編を策定し、塩浜小・中学校を小中連携のあり方

の研究を行う学校に指定する。 

 また、平成２２年に小規模化課題解決に向け審

議し、平成２３年に小中両校において、小規模校

ならではの特色ある学校づくりや敷地が隣接して

いるという利点を生かし、新しい教育活動を工夫

し展開していくための支援を教育委員会に要望す

る。平成２５年に塩浜小中一貫校検討委員会が発

足し、平成２７年４月に小中一貫校「塩浜学園」

として新たに開校し、平成２８年４月より千葉県

で唯一の義務教育学校「市川市立塩浜学園」とし

て開校する。 

 （２）小中一貫教育の特色ある学びの取り組み

について。 

 小中一貫教育の特色ある学びとして、以下の点

に取り組んでいる。 

 ①学年の区分を４・３・２年の三つに区分し、

１～４年をＳブロック、５～７年をＭブロック、

８・９年をＬブロックとし、学年区分を弾力的に

設定して、発達段階に即した指導及び活動を行え

るようにしている。 

 ②Ｍブロックの特色ある学びとして、５年生か

ら専科教員がＴ１、学級担任がＴ２のティーム・

ティーチングによって教科担任制を実施し、専門

性の高い指導を行っている。義務教育は組織が一

つであることから、後期課程（中学校）の教員が

時間割の枠組みの中で５・６年生の授業を担当し

ている。また、部活動についても、５年生からの

中学校段階の部活動に参加できる環境を整えてい

る。 

 Ｓブロックの特色ある学びとしては、外国語活

動の授業について、学級担任と外国語指導員、ま

たはＡＬＴが、１・２年生においては１週間に１

時間から２週間に１時間、３・４年生においては

週１時間の授業を行っている。 

 Ｌブロックの特色ある学びとしては、高校の体

験授業や校長先生の進路講演会などを行ってい

る。 

 ③制度の特性である系統性・連続性を重視した

一貫した指導方針のもとで教育を行い、学び直し

の機会を保障し、一人一人の学びの積み重ねを大

切にしている。 

 ④小中一貫教育の軸となる教科として、教育課

程の特例を活用し、９年間貫くカリキュラムであ

る「塩浜ふるさと防災科」を新設した。 

 「塩浜ふるさと防災科」は、各教科、領域等で

身につけた力を活用して、質の高い学びを創造す

る教科として、教育の中核に位置づけ推進してい

る。 

 ふるさと塩浜の歴史や自然環境に触れて、理解

を深めたり、自然災害発生を想定し、それに備え

て地域の方々と協力しながら、みずから考え、み

ずから進んで活動することで、地域に誇りや愛着

を持った思いやりのある豊かな心と、自主的に問

題解決を行う、たくましく生きる力を育むことを

目標としている。 

 （３）小中一貫教育の効果について。 
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 小中一貫教育の効果として、保護者の意識調査

で、平成２５年度では５９％であったが、令和元

年度では９０％以上の方が「小中一貫校教育は、

子どもたち相互の成長にとって効果があると思

う」と回答している。 

 また、児童生徒及び教職員についても、次の効

果が挙げられている。 

 表のとおりでございます。 

 （４）小中一貫教育の課題について。 

 学校運営上の課題として、次のことが挙げられ

ている。 

 ・前期課程高学年がリーダーとして活躍する場

面が少なくなる。 

 ・教員の多忙感・負担感の増加につながる。 

 ・前・後期の合同行事の設定が難しい。 

 ・前・後期教員の打ち合わせの時間が確保でき

ない。 

 ・前・後期の児童生徒が交流を図る際の移動に

時間がかかる。 

 ３、箱根町の概要。 

 箱根町は、神奈川県の南西部に位置し、東京か

ら約８０キロの距離にあり、北は南足柄市、東は

小田原市、南は湯河原町、西は静岡県３市２町と

接している。面積は９２.８６平方キロメートル

で、面積の大部分は山岳地帯からなっている。 

 また、富士箱根伊豆国立公園内にあり、富士を

映す明鏡芦ノ湖や美しい山並みなど豊かな自然に

恵まれている。古来より東海道の要衝として、ま

た温泉地、宿場町として栄え、国内外から多くの

観光客が訪れている。 

 令和元年９月１日現在の人口は１万１,２２３

人、世帯数は６,２５９世帯である。 

 ４、箱根町における特色ある教育活動。 

 （１）園・小・中分離型一貫教育の基盤整備。 

 ①導入経緯について。 

 平成２０年４月に、５小学校を３小学校に、３

中学校を１中学校に統合した。統合に際し、３

小・１中学校の教育内容の系統性の柱を「箱根教

育」に置き、地域教育を初め、箱根ミニマム、お

もてなしの心など、園・小・中学校で一貫した教

育を実践している。 

 箱根教育（箱根で培う箱根の人）とは、学校教

育・生涯教育の中で行われている教育・学習の総

称であり、箱育（地域教育）、知育（情報教育、

国際理解教育、箱根ミニマム）、徳育（心の教

育）、体育（体力向上）を重点項目として共通目

標を設け、各小・中学校で個性化目標を設定して

いる。 

 表のとおりであります。 

 箱根町教育振興計画の第１期計画（平成１９

年～２４年）では「箱根教育」を柱とした基盤整

備を行い、第２期計画（平成２５年～３０年）で

は「園小中一貫教育」を柱とした基盤整備、そし

て平成３１年から第３期計画として「コミュニ

ケーション能力の向上」を柱とした基盤整備とし

て、少子化における学校組織・教育課程編成、英

語が香る学校づくり、「思考力」・「表現力」を

育成する学習を課題として、箱根で培う人の実現

を目指すために、現在進めている。 

 ②小中一貫教育の特色ある学びの取り組みにつ

いて。 

 平成２７年４月、統廃合から箱根教育の成果を

踏まえ、園・小・中一貫教育（分離型）の試行を

行った。園・小・中一貫教育（分離型）を行うに

当たって、町の教育方針を園・小・中一貫教育目

標の一本化することを図り、１２年間の箱根教育

を通しての「箱根人を育成する教育」を実践する

ことにより、「箱根の郷土を愛し、貢献できる

人」の育成を図っている。 

 （２）小中一貫教育の特色ある学びの効果と課

題について。 

 箱根教育の合言葉である「箱根を愛し かしこ

く やさしく たくましく」を一貫教育の目標とし

て、平成２７年から園・小・中学校においても共

有・個性化してきた。取り組みの効果として、分

離型で校舎は分かれているが、教育方針が統一さ

れていることで、小学校や幼稚園・保育園で習慣

的に行ってきたことが、進級しても変わらず継続

的に行える環境を整えたことにより、小１プロブ

レム、中１ギャップの緩和や解消、箱根ミニマム

による子どもたちの基礎学力の向上したことが挙

げられている。 

 また、特別支援教育においても、小中一貫教育

していることで、９年間継続して、個人に合った
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教育を実践することができるなどを挙げている。 

 今後の課題として、少子化がさらに進む中で、

小学校教科担任制や英語教育の導入、小中学校の

免許のある教員の確保等が挙げられていた。 

 ５、まとめ。 

 市川市においては、義務教育学校の９年間一貫

教育、箱根町においては園小中一貫（分離型）の

１２年間教育を行っており、どちらも一貫教育を

通して地域の理解と愛着を深める教育を独自のカ

リキュラムとして展開している。地域を担ってい

く人材の育成と地域のよいところを知り、語り、

発信していくことを教育課程の特例の活用や既存

の教科の中に取り入れ、保護者や地域住民の方の

協力を得ながら、一貫教育についての理解を広め

ているとのことであった。 

 当町においても、令和２年４月には、道南初と

なる義務教育学校を開校し、地域教育となる「大

沼学」の取り組みなどを予定しているが、地域教

育の一環として教員だけでなく、保護者を初め、

地域住民の方々と連携して、自分たちの地域の歴

史や産業、自然環境などについて学ぶことができ

るような教育課程の編成を望む。 

 そして、特色ある教育課程が町全体の学校教育

にも広がり、七飯町の子どもたちが七飯の歴史、 

文化、伝統を受け継ぎ、七飯の郷土を愛し、貢献

できる人を培う教育へとつながるようことを期待

するものである。 

 終わります。 

○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。 

 以上で、本件は報告済みといたします。 

 委員長、御苦労さまでした。 

 次に、経済産業常任委員会の報告を求めます。 

 長谷川委員長。 

○８番（長谷川生人） 委員会報告第１５号経済

産業常任委員会報告書。 

 令和元年９月２５日第３回定例会における議決

に基づき、当委員会の所管について調査した結果

を下記のとおり報告する。 

 令和元年１２月２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。 

 事務調査のため委員の派遣を行った。 

 １、調査事項。 

 道の駅の運営状況と観光振興について。 

 ２、派遣期間。 

 令和元年１０月１４日から令和元年１０月１７

まで。 

 ３、派遣先。 

 斜里郡斜里町、川上郡弟子屈町、勇払郡安平

町。 

 【行政視察調査事項】 

 道の駅の運営状況と観光振興について。 

 道の駅「なないろ・ななえ」は、開業後１年を

経過し、現在は入り込み客数も順調に推移してい

る。今後、道の駅と観光振興をいかに結びつけて

いくかが課題であると考え、各種道の駅のランキ

ングにおいて毎年上位にランクされている道の駅

がある斜里郡斜里町、川上郡弟子屈町、本年度新

たに道の駅を開業した勇払郡安平町を行政視察先

として訪問し、道の駅の運営状況と観光振興につ

いて調査を行った。 

 なお、各町への質問とその回答は、別紙のとお

りとなっている。 

 １、斜里郡斜里町の概要。 

 斜里町は、北海道の東、オホーツク海に面し、

北に１００キロを超える海岸線、東南に知床連山

を擁し、弓状三角形をなしている。 

 知床半島がユネスコの世界自然遺産に登録され

ている。知床半島周辺海域は、北半球で最も南ま

で流氷が押し寄せる海で、流氷がもたらす特異な

生態系と多様な動植物の生息が評価されている。

斜里町では、知床の森を守るナショナルトラスト

運動に長年取り組んできている。 

 年間約１５０万人の観光客が訪れ、観光の中心

であるウトロ地区には大小の温泉宿があり、ここ

から車で２０分ほどの知床五湖では、遊歩道が整

備され、世界自然遺産となった知床の自然を身近

に観察することができる。 

 ２、斜里町における道の駅の運営状況と観光振

興。 

 （１）道の駅の運営コンセプト、運営方法につ
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いて。 

 道の駅「うとろ・シリエトク」のあるウトロ地

区は、５０年余り前から知床観光の最大の滞在、

滞留拠点であったことから、ウトロ地区再開発の

一環で観光中核施設として道の駅を整備すること

となった。 

 施設のコンセプトとしては、①世界遺産の国際

観光地としての役割、②知床半島の玄関口として

の役割、③知床半島の情報発信基地としての役

割、④ウトロ地域振興のための拠点としての役割

がある。 

 道の駅の運営方法は、指定管理となっており、

「知床斜里町観光協会」を指定管理者と指定を

行っている。 

 （２）道の駅の人員体制、入込客数等につい

て。 

 道の駅の人員体制は、案内所に通年で３名、４

月から１０月まではさらに１名、レストランは夏

期約８名、冬期約４名、物販は夏期約８名、冬期

約４名となっている。 

 入込客数は、平成３０年度は約５８万４,００

０人が来場しており、知床観光を行う観光客が道

の駅に立ち寄り、休憩などを兼ねて情報収集を

行っているのが特徴である。 

 車中泊への対応については、夏場では、夜中も

駐車場の８割以上が車中泊の来場者で埋まってお

り、洗濯などをする来場者、トイレで魚をさばい

て排水に影響を及ぼす来場者などの問題がある。

そのため、地元の警察とも協議の上、道の駅の職

員で対応が難しい場合は、すぐに警察へ通報して

対応している。 

 （３）道の駅による物産や観光、地域への波及

効果、商品開発について。 

 以前は、商店やドライブイン的な施設が散在し

ていたが、現在では、道の駅が町内で最大の物販

施設となっている。観光面においては、知床観光

の中核施設として機能しており、不可欠な施設で

あるとの認識である。 

 道の駅としての商品開発は特別行っていない

が、地方創生交付金を活用してブランディング事

業に取り組んでおり、その中から生まれた商品の

売れ行きが好調で、その企画開発のパートナーと

なっている。 

 （４）観光客の誘致活動の状況について。 

 観光客の誘致活動については、消極的である。

魅力が高まり、ブランド価値があれば、旅行雑誌

や旅番組、ＳＮＳ等による口コミで広がるという

考えから、地域の魅力向上、ブランド価値向上に

専念をしている。 

 また、自然型観光地という特色から、誘致につ

いても消極的で、観光客の上限を設定している。 

３、川上郡弟子屈町の概要。 

 弟子屈町は、東北海道の中心に位置し、西北面

は高く険しい山並みがオホーツク地域に接し、東

の山並みは根室高原に連なり、南は標茶町を経て

釧路湿原に隣接している。 

 世界有数の透明度を誇る摩周湖の山麓に広がる

弟子屈町は、千島火山帯に属する高原地帯で、屈

斜路湖を源とする釧路川が地域の中央を流れてお

り、平地が少なく起伏の多い地勢となっている。

そのため、地域の約７０％は山林地帯で、農耕地

は屈斜路湖沿岸と釧路川を初めとする各河川の流

域に散在しており、酪農を中心に放牧、牧草地、

バレイショ、小麦、そば畑等として主に利用され

ている。 

４、弟子屈町における道の駅の運営状況と観光振

興。 

 （１）道の駅の運営コンセプト、運営方法につ

いて。 

 道の駅「摩周温泉」は、平成５年４月に全国１

０３カ所の道の駅が正式登録となった際に、全国

第１号の道の駅となった。現在の道の駅は、かつ

てヨーロッパ民芸館であった施設を譲り受け、平

成２３年７月に道の駅として開業している。 

 「てしかがの魅力を伝え、人々が集うふれあい

の里」を基本コンセプトとしており、観光案内、

気象案内、道路情報、宿泊案内、各種体験メ

ニューの紹介など、利用者からの相談に応じてい

る。 

 観光客に対しては、町内の飲食店等の利用を促

すという運営方針のため、道の駅にはレストラン

等の飲食スペースは併設されておらず、情報発信

を主に行っている。 

 道の駅の管理運営は、町の直営によって行われ
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ており、特産品直売所については、行政財産使用

料を徴収し、一般社団法人みちえき摩周直売会が

運営している。 

 （２）道の駅の人員体制、入込客数等につい

て。 

 道の駅の人員体制は、町の臨時職員１名、イン

フォメーション２名（摩周湖観光協会に委託）、

直売会が４名から９名の体制となっている。 

 このほか、特徴的な取り組みとしては、外国人

観光客への対応を札幌市の通訳と契約を結び、電

話で連絡をとれる体制をとっており、外国語に対

応している。 

 入込客数は、平成３０年度は約６９万６,００

０人となっており、釧路、女満別、中標津空港と

は１時間３０分以内の位置関係であることから、

レンタカーでの利用者が多いのが特徴となってい

る。 

 車中泊への対応については、防犯カメラを設置

するほか、警察でも見回りを行うなどの対応をし

ている。８月には３台分のスペースを使用し、１

４日間有料化の実験を行ったところ、稼働率は６

割程度で、アンケートでは大半の利用者から有料

化に対して肯定的な意見があった。 

 （３）道の駅による物産や観光、地域への波及

効果、商品開発について。 

 弟子屈町では、休憩、情報発信、地域の連携を

主にした考えで道の駅を運営しており、地域経済

への活性化を第一に考え、利用者の要望に応えて

町内の飲食店の紹介や、観光ルートの提案などの 

助言も行っている。 

 特産品販売所では、主に町内のアンテナショッ

プとして、農産物のほかテイクアウトでは地元の

素材を利用したものを販売提供している。お土産

用の菓子類も町内の菓子店や菓子専門工場の商品

を中心に販売しているほか、広域連携として釧

路・根室管内の道の駅の商品なども販売してい

る。 

 （４）観光客の誘致活動の状況について。 

 東北海道の中心に位置していることから、周辺

自治体やシーニックバイウェイとの連携による広

域的な観光振興への取り組みや情報発信を行って

いるほか、町としてエコツーリズムへの取り組み

を行っている。 

 また、環境省の事業である「国立公園満喫プロ

ジェクト」に阿寒摩周国立公園が選定されたこと

から、川湯温泉の整備などに取り組んでおり、そ

の中で弟子屈町をＰＲする取り組みを行ってい

る。 

 ５、勇払郡安平町の概要。 

 安平町は、北海道の南西部に位置し、北は由仁

町、東は厚真町、南は苫小牧市、西は千歳市とそ

れぞれに接している。札幌市から直線で約５０キ

ロ、新千歳空港から約１４キロの位置にあり、交

通の利便性に恵まれた地域にある。 

 本町の東側は夕張山系に連なる山地となってお

り、南北に安平川が流れ、太平洋に注いでいる。 

 年間平均気温は６.５度と北海道の平均と比較

すると暖かく、降水は７～９月に集中しており、 

冬期の積雪は北海道では少ない地域である。 

 ６、安平町における道の駅の運営状況と観光振

興。 

 （１）道の駅の運営コンセプト、運営方法につ

いて。 

 道の駅「あびらＤ５１ステーション」は、分散

する地域資源（人、もの、文化等）を集結し、町

の価値を高めること、都市と農村との往来やつな

がりを促し、交通人口を拡大すること、町の認知

度を向上させることを目的として整備され、利用

者層として、主に札幌圏、空知圏、苫小牧圏に在

住する家族客や新千歳空港を利用するツアー客を

想定している。 

 農産物直売所における手数料については、年間

の売上額が一定額以上の場合に手数料が減ってい

くという方式を採用している。 

 道の駅の運営方法は指定管理となっており、平

成２８年度に一般社団法人化した「あびら観光協

会」を指定管理者として指定を行っている。 

 （２）道の駅の人員体制、入込客数等につい

て。 

 道の駅の人員体制は、道の駅運営推進員（非常

勤特別職）１名、観光協会のコーナー責任者２

名、パート職員２２名、アルバイト６名の体制と

なっている。 

 本年４月の開業後、１０月１４日までに６８万
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７,４２２人が来場し、当初想定していた年間３

２万人の来場者を大きく上回る盛況ぶりとなって

いる。 

 車中泊への対応については、週末になると１０

台から２０台程度が車中泊をしており、ごみの投

棄などの問題は発生していないが、トイレでの洗

髪などで排水に影響を及ぼすことがある。しか

し、現時点では駐車場に対する有料化などの規制

は考えていない。 

 （３）道の駅に設置している鉄道車両につい

て。 

 道の駅に設置されている蒸気機関車「Ｄ５１ 

３２０号機」は、昭和５１年に現役を退いた車両

で、鉄道資料館において展示されていたものであ

る。この蒸気機関車は、旧国鉄のＯＢで構成する

団体により４３年間にわたって整備されており、

道の駅に鉄道資料館が移転したことにあわせて移

設している。 

 また、平成３０年３月をもって現役を退くこと

となっていた特急おおぞら「キハ１８３系」を、

北海道鉄道観光資源研究会がクラウドファンディ

ングによって資金調達し、ＪＲ北海道から購入し

て安平町に対して寄附を行っている。寄附を受け

た車両は、蒸気機関車とともに道の駅に展示して

いる。 

 （４）道の駅による物産や観光、地域への波及

効果、商品開発について。 

 道の駅の開業による地域への波及効果について

は、現時点では把握できていない。また、道の駅

での商品開発については、町内外の企業や個人等

が道の駅で販売するための商品開発を後押しする

補助事業を創設している。 

 地域ブランド化推進事業支援補助として、①地

域特産品開発事業が上限５０万円で補助が１０分

の１０以内、②道の駅新規商品開発事業が上限５

０万円で補助が２分の１以内となっている。 

 （５）観光客の誘致活動の状況について。 

 外国人向けとしては、外国語版のパンフレット

を作成しているほか、本年５月に日本遺産認定と

なった「炭鉄港」推進協議会による広域による観

光連携を行っている。 

 ７、まとめ。 

 道の駅「なないろ・ななえ」は、開業から１年

が経過し、現在は入込客数も順調に推移してい

る。本年４月には、民間活力導入施設も開業し、

両施設の相乗効果が期待できる。 

 今回、視察を行った３町においては、それぞれ

地域の特性を生かした取り組みによって地域の魅

力向上につなげている。各町の主な取り組みとし

ては、斜里町においては車中泊による観光客に対

する取り組みや外国人観光客が増加し過ぎること

を抑えるための取り組み、弟子屈町においては、

周辺自治体との連携による広域的な情報発信や外

国人に対する電話による通訳対応などの取り組

み、安平町においては、蒸気機関車やディーゼル

機関車の観光資源化、町の文化と歴史を伝える回

遊拠点としての取り組みが挙げられる。 

 今後の道の駅の運営に当たっては、七飯町の食

や文化についてのさらなる情報発信やさまざまな

観光ニーズに対応するため、外国人観光客などの

個人旅行客への対応をより一層行うことを望むと

ともに、再度訪れたいと思う道の駅となるよう、

一層の魅力向上に取り組まれることを望むもので

ある。 

 また、観光振興については、七飯町への誘客と

送客が円滑に行われるよう、周辺自治体とも連携

し、広域的な情報発信に取り組まれることを望む

ものである。 

 次のページの資料は、３町別の質問事項をあら

わしたものであります。 

 報告は、以上であります。よろしくご審議願い

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。 

 以上で、本件を報告済みといたします。 

 委員長、御苦労さまでした。 

 以上で、各常任委員会報告を終わります。 

 暫時休憩いたします。 

午前１１時０６分 休憩 

────────────── 

午前１１時２０分 再開 

○議長（木下 敏） 休憩前に引き続き、会議を
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再開いたします。 

  ─────────────────── 

 日程第４ 

  出納検査報告 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第４ 出納検査報告を

議題といたします。 

 監査委員の報告を求めます。 

 神﨑監査委員。 

○監査委員（神﨑和枝） １２月定例会に報告い

たします例月出納検査につきましては、８月、９

月、１０月の３カ月分です。 

 ８月分につきましては、９月２５日、２６日、

２７日、３０日、９月分につきましては、１０月

２４日、２８日、２９日、１０月分につきまして

は、１１月２６日、２７日、２８日、２９日に

行っております。 

 会計課長及び水道課長より提出されました諸帳

簿類の額と現金及び預金等の金額がつり銭４８万

円を除いた額と一致しており、計数上の誤りがな

かったことを御報告いたします。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 傍聴者に申し上げます。私

語はなるべくお慎みください。 

 これより、質疑を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 質疑を終わります。 

 以上で、本件は報告済みといたします。 

 監査委員、御苦労さまでした。 

 以上で、出納検査報告を終わります。 

  ─────────────────── 

 日程第５ 

  一般質問 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第５ 一般質問を行い

ます。 

 通告順に発言を許します。 

 平松俊一議員。 

○３番（平松俊一） それでは、通告に従いまし

て、大綱４点の質問を行わさせていただきます。 

 １番目は、町内公共施設や上下水道施設等の災

害対策についてであります。 

 昨年発生しましたブラックアウト後、全道各地

で自家発電の設置など、国・道等の補助制度を利

用した例が数多く見られましたが、町として何か

具体的な対策をとったのか、あるいは大きな火災

が発生したときの消火水量に不足はないのか、

知っておきたいことだと思われます。 

 また、停電に限らず、大雨による洪水や土砂崩

れ、駒ヶ岳の噴火や暴風雪などの災害発生時に対

応しなければならない公共施設は、その対応能力

をどのくらいに考えているのかなどの町民関心事

に対して、次についての質問を行いたいと思いま

す。全部で６点あります。 

 １点目は、洪水時、停電時、大沼トンネル不通

時、こういった事態のときの道の駅における対応

策について。 

 ２点目は、役場庁舎、福祉避難所、避難施設、

こういったものの災害発生時の断水、停電、避難

住民対応に必要な施設改善策について。 

 ３点目は、倒木による停電、電線が切れたと

か、そういった停電や通行不能箇所への対応策。 

 ４点目は、大沼下水処理場の長期停電時、これ

は３日間くらい電気が来ないと、そういうときに

対しての対策について。 

 ５点目は、上水道水源施設の長期停電、これも

３日間ぐらい停電していると仮定しての対策につ

いての質問であります。 

 最後は、町内において、同じ地区で複数件の火

災が同時に発生した場合、消火水不足になる可能

性のある地区、これは１時間あたり１２６トンぐ

らい水を使って消火活動すると想定したときに、

不足する地区はどれくらいあるのか。あるのなら

ば、その対策について御質問をいたします。 

○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、私の

ほうから質問の１点目から３点目について答弁し

てまいります。 

 初めに、１点目の洪水時、停電時、大沼トンネ

ル不通時等の道の駅における対応策について答弁

してまいります。 

 道の駅「なないろ・ななえ」についての防災に

関する位置づけといたしましては、災害時に災害

発生状況や道路状況などをお知らせする情報発信
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拠点、また駐車場については緊急指定避難場所と

して指定してございます。 

 災害の想定として、洪水時、停電時、大沼トン

ネル不通時等とございますが、洪水時につきまし

ては、道の駅駐車場が洪水に対応した緊急指定避

難場所となっておらず、洪水時の対応策はござい

ません。 

 また、大沼トンネル不通時には、防災情報発信

の拠点として、トンネルの不通情報や迂回路の案

内などの情報を発信する対応となります。 

 停電時については、駐車場のみ避難場所指定で

あることから、現在のところ明確に対策を決めて

いるわけではございませんが、先般のブラックア

ウトのときには、発電機による照明の点灯と仮設

トイレを設置いたしました。 

 人が集まりやすい施設ですから、今後も状況を

見ながら臨機応変に対応してまいりたいと考えて

ございます。 

 次に、２点目の役場庁舎、福祉避難所、各避難

施設の災害発生時の断水、停電、避難住民対応に

必要な施設改善策について答弁してまいります。 

 初めに、停電について答弁いたします。 

 役場庁舎につきましては、役場庁舎地下にあり

ます自家発電機より給電される非常用コンセント

を庁舎の主要な箇所に設置する工事を現在行って

おり、２月末に完了する予定でございます。 

 この工事により、停電時には住民票や印鑑証明

などの証明書発行業務、ファクス、インターネッ

ト、電話などの通信、また渡島・檜山６町で実施

しており、七飯町に共有の機器を設置して稼働し

てございます戸籍電算共同利用のシステムの稼働

が可能となります。 

 福祉避難所については、停電時の機能強化とい

たしまして、発電機を屋外に設置し、その発電機

からポンプや暖房の電源など、室内の必要な電源

を供給することができる工事を実施しており、あ

わせて仮設で設置できる照明を整備しておりま

す。 

 また、各避難施設とありますが、避難所は緊急

指定避難場所、それから指定避難所というふうに

区分されますが、指定避難所については、町で保

有する発電機、または防災協定によるレンタル業

者からの借り受ける発電機で対応してまいりたい

と考えております。 

 断水の対策に関しましては、飲料メーカーと災

害協定によります備蓄水５００ミリリットルを約

２,８００本備蓄しており、不足時は飲料メー

カーから優先的に供給されることとなってござい

ます。 

 また、水道課の給水対応や自衛隊などによる給

水支援などにより対応してまいりたいと考えてご

ざいます。 

 ただ、停電や断水は自助、いわゆる各家庭での

備えで対応できることが多く、日ごろから家庭で

の防災対策が基本となります。 

 情報防災課といたしましては、自助の重要性を

広報していき、住民全体の意識向上により災害に

強いまちづくりを形成していきたいと考えており

ますので、御理解くださいますようお願いいたし

ます。 

 続きまして、３点目の倒木による停電や通行不

能箇所への対応策について答弁いたします。 

 道路の通行不能箇所の対応は、基本的に、国

道、道道については道路管理者へ連絡、また町道

については土木課で対応となりますが、それぞれ

が連携して早急な復旧ができるように対応してま

いりたいと考えてございます。 

 また、停電については、北電の対応となりま

す。北電に問い合わせいたしましたところ、電線

にかかった倒木は電気が漏電していたりして危険

な状態である可能性もあることから、触らないよ

うにしてくださいということで回答を得ました。 

 なお、北電は、ふだんから支障がありそうな木

の剪定や伐採などを行っているということでした

ので、御理解くださいますようお願いいたしま

す。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 水道課長。 

○水道課長（笠原泰之） 私のほうから、４点目

から６点目について答弁させていただきます。 

 ４点目の大沼下水処理場の長期停電時、最高３

日間としての対策についてでございますが、大沼

下水道浄化センターにおいては、自家発電機がご

ざいますので、発電機の燃料補充を行えば、長期
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にわたる停電対応が可能であると考えておりま

す。 

 ５点目の上水道水源施設の長期停電時、これも

３日間としてということでございますが、４点目

と同様に自家発電機や可搬式発電機により対応可

能であると考えております。 

 ６点目でございますが、同地区で複数件の火災

が発生した場合、消火水不足になる可能性のある

地区はどれぐらいあるのかということでございま

すが、消火活動に係る水の使用量については、七

飯消防で火災発生箇所によりその場で使用できる

水量等を勘案し、消火活動に当たると認識してお

り、水道担当といたしましては、消火水不足にな

る地区はあるかどうかという判断はいたしかねま

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） 平松俊一議員。 

○３番（平松俊一） それでは、１点目から再質

問させていただきます。 

 道の駅は、久根別川が氾濫したときに、道の駅

をつくる前のハザードマップでは、１メーターぐ

らいまで水がつかるという地域に指定されており

ました。 

 道の駅の造成に当たりましては、盛り土を当初

１メーターぐらい計画していたのですが、最終的

には５０センチくらいの盛り土で完成していると

いうことで、多分、国道よりも低い状況になって

いますので、道の駅の裏を流れている水路という

のですかね、川のようなところから逆流して水が

上がってくる可能性というのが考えられるという

ことで、今回の質問をさせていただきました。 

 新幹線の車両基地も、これは千年に一度という

大雨のときには水没するということで、車両は高

架の上に上げるので何とかなるかなという記事

が、前に新聞にも紹介されておりました。 

 道の駅は、当町としては災害時に対応できる施

設という前提でつくられているわけなので、どう

もその辺がちょっと心配かなと思うのですが、一

つ、はっきりお聞きしたいことは、こういう災害

が起きたときに、町が直接やることというのは少

ないのかなと、仮設のトイレ段取りしたとかと

おっしゃっていましたけれども、基本は、あそこ

に振興公社、あるいは最近オープンしましたレス

トラン、民間の施設があるわけなので、この人た

ちの協力を得るという考え方を持てないかなと思

いまして、少し調べましたら、政府の内閣官房国

土強靱化推進室というところがありまして、国土

強靱化の趣旨に賛同し、事業継続に関する取り組

みを積極的に行っている事業者を国土強靱化貢献

団体として認証する制度と、これはレジリエンス

認証制度と申します。 

 これは、まだまだ余り知られていない制度なの

ですが、例えば静岡県なんかの業者、銀行、それ

から建設協会といった、こういった団体がその認

証をとりまして、災害時なんかには自分たちので

きることを積極的に展開するというようなことが

あります。 

 町長の希望としては、「なないろ・ななえ」の

あの場所を縦貫自動車道に接続したいということ

を何度かお聞きしておりますので、いわゆる縦貫

道のサービスエリアに「なないろ・ななえ」を

持っていくためには、こういった認証制度をきち

んと持っていただくと、町長が要望しているよう

なことも可能ではないかと。将来的な望みになる

わけですけれどもね。 

 そういうことで、民間の人たちにこういう認証

制度を頑張ってとっていただくということについ

て、答弁をいただきたいなと思います。 

 ２点目に関しましては、庁舎内は今工事中、そ

れから福祉施設も工事中ということで、各避難施

設、これは発電機を持ってきて対応するというこ

となのですが、同じように発電機を設置した場合

に、すぐその施設内に電気を送れるような、例え

ば発電機に接続をしたら、すぐこのコンセントと

このコンセントは使えると、そういった工事をこ

れから想定されているのかどうか、この点を

ちょっと質問したい。 

 函館市は、防災計画の見直しに当たりまして、

市民団体を含めた防災会議というのを行いまし

て、住民の意識の向上を図っていると、こういっ

たことがあります。今、庁舎とか福祉避難所の工

事をやっている最中なのか、これからやるのか

ちょっと済みませんはっきり聞かなかったのです
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けれども、ぜひ、函館市なんかでやっているよう

な住民、市民団体、こういったものの意向も酌み

上げられるような計画が立てれないか。 

 以前に私、この場でも聞きましたが、そういっ

た避難施設は、発電機が来るまで電気がないわけ

ですから、そのつなぎとして、例えば町の持って

いる車を電気自動車、あるいはハイブリットに随

時変えていって、発電機の設置になるまでの間、

そういった車で最低限の電気を確保すると、こう

いった考え方もできるのではないかということ

で、再度の答弁を求めたいと思います。 

 倒木による停電が、最近、千葉県中心に随分起

こりまして、電力会社以外は電線に触っている倒

木を触れないということも認識しております。 

 それと、北電に関しては、ふだんから電線に触

る枝の処理は北電がやっているということなので

すが、やはりライフラインにかかわることで、個

人の土地にかなり背の高い木がある場所というの

は多いですよね。 

 それで、その木が倒れたがために電線が切れる

ということも、これからどんどんどんどん出てく

るのではないかなと、そういったことを想定した

場合に、町として、例えばライフラインの、特に

電線にかかわる管理の強化といいますか、地主に

責任を持って電線に木が倒れていても引っかから

ないように、例えば木の頭を切れだとか、木その

ものを伐採するだとか、そういった条例の制定と

いうのは、町のほうで考えられないものなのかど

うか。これを質問させていただきたいと思いま

す。 

 処理場と水道施設は、わかりました。 

 最後、消防の消火についてでありますけれど

も、平成２８年に新潟県の糸魚川というところで

１４７件が３０時間燃え続けたという大火があり

ました。これは、古い木造の家が密集していたこ

とと、ラーメン店が鍋の火を消し忘れた、それが

原因で強風にあおられて火が広がったと。 

 七飯町では余り考えられない事故かもしれませ

んが、最近の異常気象を考えた場合、例えば地震

が起きて火事が発生したときに猛吹雪だったと。

どんどんその火を消さないうちに広がっていくと

いうこともないわけではないと思いますので。 

 それで、今回、消防のほうに行きまして水の心

配ないのかということの話をしたのですが、先ほ

どの答弁にありましたとおり、消防としても、火

の消し方というのがその場その場で随分変わると

いうことで、なかなかどのぐらいの水が必要だと

いうようなことは、明確には出せないという話を

聞かせてもらいました。それで、いろいろ話をし

た中で、１２６トンぐらいあれば、四、五件同時

に燃えても何とかなるのではないかなということ

で、今回この数字を出したわけです。 

 たまたま何年か前に、結構山の手のほうで野火

が発生しまして、消防が出動したときにその辺の

家の水が出なかったということがあったのですよ

ね。結局、水道水を使って消火をするというのが

七飯町の基本になりますので、大きな火のために

水道管を常に太くしておくということは、これは

なかなか考えづらいことなのですが。 

 ただ、例えば七飯消防だけで車両が間に合わな

くて、ほかから車両の応援が来たと。車両が来て

も水が出なければ、結局消せない。糸魚川のとき

には隣町からアジテータ、生コン車が水を積んで

給水をして歩いたというようなこともありまし

た。当町でも考えられないわけではないので、こ

の辺が少し心配なところなので、どういった対応

ができるのか、再答弁をお願いしたいと思いま

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、再質

問についてお答えしてまいります。 

 初めに、道の駅に関しまして避難所対応という

か、レジリエンス認証制度などを活用して避難所

としての強化ができないかという質問だったと捉

えております。 

 これにつきましては、先ほど申したとおり、道

の駅自体は防災情報発信拠点として捉えておりま

して、一時的に切迫する危険から身を守るという

意味の緊急指定避難場所として駐車場を指定して

いる状態でございます。 

 道の駅は商業施設であるということなものです

から、避難所としては、機能としては条件を満た

すと思うのですけれども、現在のところ建物とし

ては指定避難場所としては指定してございませ
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ん。 

 ただし、先ほど言いました災害のときには人が

集まりやすい施設であるということは認識してご

ざいますので、道の駅を指定管理してございます

町内の企業に限らず、町内の企業につきまして、

そのレジリエンス認証制度をもうちょっと理解し

てもらって、町内の多くの企業に取り組んでいた

だいて、町全体で企業も含めて災害に強いまちづ

くりをしていきたいなと考えてございます。 

 その点からしましても、道の駅のほうにも協議

を一回して、そういうような対応も、避難所とは

なってございませんが人が集まるところですの

で、対応できるようなところを強化してまいりた

いと考えてございます。 

 ２点目の避難施設の工事の内容につきまして

は、コンセントは発電機をつなげばすぐ使えるよ

うに仮設のコンセントを別に用意してございまし

て、発電機がつながった時点ですぐそのコンセン

トに差すと、電源はとれるような工事になってお

ります。ほか、施設にあるポンプだとか、一部暖

房とかについても、その発電機をつないで、商用

電源からの切りかえを行えばすぐ使えるような、

そのような工事を行ってございます。 

 次に、倒木の停電に関してなのですが、電気の

線は北電が管理している線でございますので、個

人の木について、町で条例等を制定して、その管

理までやったらどうかという再質問だったと思う

のですけれども、今のところは、条例等でそこら

を管理するというところまでは考えてございませ

んで、ただ、御指摘のとおり、個人の家の木が大

きくなって倒れたら電線に影響を与えるような木

も見られると思いますので、その辺は北電と再度

協議いたしまして、どのような対応に今後してい

くかということを決めていきたいなと思ってござ

います。 

 あと、函館市で行っているような地域の意見を

取り込んで計画ということなのですが、今、地域

防災計画を見直しておりまして、先月パブリック

コメントを行って意見集約を今終了したところで

す。その意見集約に基づいて、地域防災計画は今

年度中にお示しする予定となってございますけれ

ども、最近は、町内会連合会等からもいろいろ防

災に関する意見等をいただいておりまして、一部

防災計画のパブリックコメントにもあって、防災

計画をその意見に基づいて修正したりを今してい

るところでございます。その点から、地域の意見

等は今後も積極的に取り入れていって、防災対策

というものを行っていきたいと考えてございま

す。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 経済部長。 

○経済部長（青山芳弘） それでは、６点目の再

質問にお答えしてまいります。 

 消防活動の中での水不足ということの議員の質

問でございますが、先ほど議員もおっしゃってお

りましたが、その事案によって、現地、指揮官が

その状況を見きわめ、それぞれの消火活動を指示

するというふうになります。 

 当然、うちとしても水道管をそれぞれ埋設して

いますけれども、それらは消防士長、例えば七飯

の消防署長がそれぞれ消防法にのっとって消防水

利という基準がありますので、それらに基づいて

各自治体にそれぞれ消火栓なり、また消火栓がな

い場合、防火水槽というものも義務づけながら水

の確保に努めているという状況でございますの

で、あくまで、これが全部が火災になったら水が

足りるのか足りないのかということではなくて、

あくまで発生した事案をいかに早く被害が少なく

ということで現地の消防職員が動きますので、そ

ういう部分で、足りなかったらではなくて、そう

いう部分につきましては、現地の指揮官がその状

況を見きわめ、もし１台でも応援が来てほしいと

いうことであれば、そういう要請をいたします

し、事務組合をつくっておりますので、もし大き

な火災が生じた場合は七飯消防、北斗消防、鹿部

消防と、この三つの消防がありますので、それら

が連携して消火活動をするということで御理解の

ほどお願いいたしたいと思います。 

○議長（木下 敏） 町長。 

○町長（中宮安一） ちょっと私のほうから、名

前も出ましたので道の駅の関係でお話をさせてい

ただきますけれども、今、議員の言った、承認制

度の公社と、それから男爵ラウンジですか、これ

らのものが承認を受ける企業であれば、多分、縦
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貫自動車道は開発建設部のほうでの工事でありま

す。つまり、国土交通省の工事でありますので、

そういう意味では、接続に対して随分配慮してい

ただけるのではないかということでの趣旨の質問

だったというふうに受けとめてお答えしますけれ

ども。 

 私、今、議員のおっしゃった承認制度というも

のをよく勉強してございません。これから、ぜひ

そういった企業がそういう指定をされるように、

制度そのものも私のほうで勉強させていただきま

すし、今、開建のほうに私のほうから言っている

のは、砂川オアシスというところがあって、そこ

と国道１２号の両方から入ってこれるのですね。

そういう１２号と、それから高速道路から入って

くるオアシスでありますので、その砂川オアシス

のところと同じような方法で両方の道路からしっ

かり入ってこれるようなインターチェンジにして

いただきたいということを、今開建のほうにお話

はしておりますけれども、それに加えて、指定管

理者であります公社、あるいは民間企業がその制

度にのっとって指定をされるということになる

と、議員がおっしゃっているように、私はもっと

有利なことになろうというふうに思いますので、

ぜひ検討をさせていただきたいと存じます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 平松議員、１問目まだ再々

質問ありますか。 

○３番（平松俊一） ないです。２問目に移りま

す。 

○議長（木下 敏） それでは、議事の都合で暫

時休憩いたしたいと思います。 

 １時まで休憩いたします。１時から平松議員の

２問目を始めたいと思います。 

 暫時休憩いたします。 

午前１１時４９分 休憩 

────────────── 

午後 １時００分 再開 

○議長（木下 敏） 休憩前に引き続き、再開い

たします。 

 一般質問を続けます。 

 平松俊一議員の２問目の質問より入ります。 

 平松俊一議員。 

○３番（平松俊一） それでは、２問目から入ら

せていただきます。 

 ５歳児健診の実施に向けた現状とその後の支援

についての質問であります。 

 平成１６年に公布されました発達障害者支援法

は、発達障害の早期発見への留意が必要である旨

定められた法律であり、当町では、来年度より５

歳児健診を実施し、乳幼児健診に始まり、小学校

入学前の健診までの手厚い体制が整うこととなり

ます。 

 しかしながら、発達障害は一人一人特徴のあら

われ方や程度が異なるため、診断に時間を要する

場合や医師によって診断が異なる場合もありま

す。その上で、発達障害の可能性があった場合の

フォローとして、発達を促すプログラムを実施し

なければ健診の実施は意味が薄れてしまいます。 

 そこで、次の点について４点質問させていただ

きます。 

 １点目は、５歳児健診の実施に向けた準備状況

についてお尋ねをいたします。 

 ２点目は、発達障害の可能性があった場合の具

体的な対応についてであります。 

 ３点目、健診だけでなく、相談窓口等を通して

寄せられた案件についての処理。 

 ４点目は、発達障害児に対する早期支援の受け

皿についての質問です。 

○議長（木下 敏） 子育て健康支援課長。 

○子育て健康支援課長（岩上 剛） それでは、

お答えしてまいります。 

 １点目の５歳児健診の実施に向けた準備状況に

ついてですが、昨年度において事業実施の方向性

を示させていただき、今年度より保健予防係の組

織体制の強化を行ったところでございます。 

 また、町内小児科医の先生方を交えて意見交換

を行い、令和２年度の実施を目指して、健診方法

や健診結果に基づくその後の支援策について協議

をしているところであります。 

 さらには、発達障害の可能性があった場合、そ

の後のフォローが大変重要であるということか

ら、令和元年５月３０日に５歳児健診のころに気

をつけるべき発達障害概論、これの研修会、１１

月２日に５歳児健診実施に係るケアワークショッ
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プの研修会を子育て健康支援課職員、学校教育課

職員等を対象に実施、１１月１４日に５歳児健診

で気をつけるべき発達障害概論とケアの研修会を

保健師や町内の幼稚園教諭、保育士を対象に実施

するなど、健診後の支援強化の準備に努めている

ところでございます。 

 なお、５歳児健診実施までに予定している発達

支援研修会は、グループワーク形式での研修会を

計６回、関係機関全体での研修会を計３回実施す

る予定で進めてまいります。 

 ２点目の発達障害の可能性があった場合の具体

的な対応についてですが、保護者の気づきを促

し、子どもの特性に合った療育施設の提案や、翌

年の就学支援委員会の引き継ぎ、また対象となる

お子様の就学に向けた相談や助言を行うこととし

ております。 

 しかしながら、健診を行うまでの準備は間に合

うのですが、健診後のプログラム支援を提供する

ために要する準備期間が１年では短いとの御指摘

や御指導を関係医師から受けており、もう少し時

間をかけて、令和２年度はさらなる支援の準備期

間とさせていただき、令和３年度からの実施に照

準を合わせ、発達に関する知識習得と支援体制の

強化に努めてまいりたいと考えております。 

 ３点目の相談窓口等を通して寄せられた案件に

ついても、健診同様の対応を考えており、これに

ついては幼稚園教諭、保育士からの情報提供にお

ける相談も想定しておりますので、今後も発達支

援研修会の必要性を十分に捉えて、支援強化の充

実を図ってまいります。 

 ４点目の早期支援の受け皿につきましては、保

健師、幼稚園教諭、保育士が研修を通じて習得し

たプログラム支援、医療行為が必要な場合の関係

機関との調整、あるいは療育施設の紹介や利用の

促しなど、発達支援関係者との連携を密にしなが

ら対応してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 平松俊一議員。 

○３番（平松俊一） 済みません、議長、４点質

問を上げているのですけれども、１点ずつやらせ

てもらっていいですか。途中から、学校教育なん

かの答弁もちょっと欲しいなと思っているので、

１番なら１番だけやりとりして、終わったら２番

というふうにやってもいいですか。 

○議長（木下 敏） 皆さんまとめて質問してい

ますので、まとめてやるように。 

 それで、どこから答弁が欲しいどうのこうのと

いう前に、まず、きちっと再質問してみてくださ

い。 

○３番（平松俊一） お許しが出なかったので、

それでは、４点全部再質問させていただきます。 

 １点目の準備状況に対しては、研修会等をやっ

ていらっしゃるということで、これからもまだ研

修は残っていると。支援体制の強化に向けてとい

うことでしたが、これは、何名くらいの方が研修

を受けていらっしゃるのかを再質問させていただ

きます。 

 ２点目は、具体的な対応策を質問いたしました

が、来年からの実施は難しいと。もう少し準備期

間が欲しいということと、その間に研修会含めた

知識の習得、支援体制の強化という御答弁だった

ですね。 

 それで、支援体制の強化をするということなの

ですが、支援体制というのは、どういった体制の

ことをおっしゃっているのか、再質問させていた

だきます。 

 ここで、教育委員会のほうにちょっとお聞きし

たいのですけれども、５歳児健診を行うことで、

学校側の支援体制というのは何か変わるものがあ

るのかどうか。今は３歳児健診ですか、そこであ

る程度支援を要する子どもだというふうにわかっ

たら、ちゃんとルートができていますけれども、

今度は５歳児健診を行うことによって、またさら

にそういう発見が出てくるわけですから、それに

対する支援体制というのは、何か今からお考えが

あるのか。 

 それから、同じく教育委員会なのですが、５歳

児健診を行ったけれども、はっきり発達障害だと

いうふうに認定にはならないけれども、かなり可

能性があると、いわゆるグレーな子どもではない

かということが見えてくるわけですよね。今まで

３歳児健診、その次は入学前の健診ですから、こ

の間にある程度そういう子どもではないかなとい

う情報が入った場合に、教育委員会として何か対
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応できるようなこと、それがあるのかどうかと。 

 例えば、そのためには、健診で出てきたデータ

ですとか、保育士、保健師、幼稚園、そういうと

ころで、こういうところに気遣いをしてあげたほ

うがいいですよみたいな、そういう支援計画とは

言えないかもしれませんけれども、その子の個人

情報みたいなものがある程度まとまっているので

あれば、そういうものを引き継いでもらえるのか

どうか、この点について御答弁願いたいと思いま

す。 

 ３番目ですけれども、健診を受けたけれども、

受けない人もいるかもしれませんよね。保育園、

幼稚園に行っていないお子さんもいることはいる

のですよね。だけれども、保護者がちょっと心配

なのでということで、保健師だとか、そういう相

談窓口に来られた場合のことを質問いたしました

けれども、答弁では、これからまだそういう支援

の研修会を続けていくというのが子育て支援の御

答弁でした。同じような対応をしたいということ

だったのですけれども、認定されていない子ども

たち、今、教育委員会に聞いたのと同じような話

になりますけれども、グレーな子どもたちですね

……。 

○議長（木下 敏） 平松さんに申し上げます。

なるべくならそのグレーという表現は余り好まし

くないので、違う表現でお願いいたします。可能

性があるとか。 

○３番（平松俊一） わかりました。 

 認定されていないお子さんたち、そういう人た

ちに対する何か活動というのですかね、聞きづら

い話になるかもしれませんけれども、５歳児健診

で見つかった、それから、認定はされていないけ

れども可能性が高い、こういう子どもたちに対す

る体制づくりというか、はっきりした何か形をつ

くり上げる必要があるのではないかなと思います

ので、その点についてはどういうお考えを持って

いるのかを再質問させていただきます。 

 ４点目、早期支援の受け皿ということで質問し

まして、いろいろな療育施設の紹介とか利用を促

すだとか、そういうことを関係機関と相談しなが

ら密にやっていきたいという御答弁だったです

ね。 

 それに対しての再質問なのですが、はっきり言

いまして、町内にある施設に今、例えば保育園、

幼稚園に行かずに真っすぐ行っているお子さんも

いれば、要するに日中ずっとそういう施設でお世

話になっているお子さんもいれば、学校が終わっ

てから通っている、そういうものを受け入れる施

設もあります。 

 ところが、これは非常に定員が少なくて、ある

施設では、七飯で待機している子どももいるので

すけれども、函館からもう既にその施設に入って

いる。だから、入りたいのだけれども、入れない

という状況になっています。そういう施設に入り

たいお子さんがたくさんいるという、この状況を

変えていく必要があるのではないかと思います。 

 例えば今ある施設を何とか定員を増やしていた

だく、そういうことも可能であればやっていただ

きたいし、学校、それからこういう関係機関の人

たちにお話を聞きましたら、建物を広げる前に、

子どもたちの面倒を見てくださる人をや増やさな

いと間に合わないのだという声が聞かれました。 

 そこで、ただのボランティアではなくて、例え

ばそういう発達支援のお子さんを育てた親御さん

ですとか、そういう子どもたちにかかわってきた

職員、学校職員の退職者ですとか、そういった経

験のある人たちを支援に取り込む、要は、人海戦

術でたくさんの子どもたちを対応するという体制

づくりが必要ではないかというふうに思うのです

けれども、いろいろ乗り越えなければだめな点は

多いかと思いますが、その点について再質問させ

ていただきます。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） それでは、

お答えしてまいります。 

 質問１問目の研修の人数は何人かということで

ございますけれども、５歳児健診実施までに、保

健師、あるいは町内の幼稚園の先生方、そして町

内の保育士、この関係者全てに研修を受けていた

だきたいということではございますけれども、あ

る程度抽出をかけさせていただいた中で、合計９

２名の関係者がケア研修を受講する予定で、今現

在進めております。 

 ２点目の支援体制の具体的な内容ということで
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ございますけれども、先ほど答弁のほうでもお答

えしておりますけれども、ちょっと補足のほうを

させていただきたいと思います。 

 まず、お子様の特性に合った支援を提供したい

というふうに考えておりますので、発達支援にか

かわる療育施設だとか、関係医療機関と円滑な情

報共有を図っていくことが大切かというふうに

思っています。そういうことで、連絡会議なるも

のを定期的に開催して、具体的な支援の方法です

とかサービスの提供の受け皿となった施設の把握

だとか、そういうことを共有しながら学校のほう

に引き継いでいければなと、そういう支援体制を

目指していきたいと考えております。 

 また、認定されていない子どもたちへの活動、

対応ということでございますけれども、特性が見

え隠れするような認定されていないお子様にも、

幼稚園、あるいは保育所で、先生方に発達障害に

関する認識の研修を、理解度を高めるための研修

を２年かけて受けてまいりますので、そのような

補助的なサポートも含めて、支援計画になるかど

うかちょっとわかりませんけれども、それに類似

する提案ですとか情報を学校現場のほうに引き継

いでいければと、そのようなことを目指しており

ます。 

 ４点目の療育施設で入れない子どもさん、ある

いは経験者の支援の可能性ということでございま

すけれども、今はまだ協議の段階でございますの

で、令和２年度のさらなる準備期間を有効に生か

しながら、連絡会議をこれから何回か開催させて

いただくことになりますけれども、その中で議論

して、地域の方々の支援もいただけるような可能

性についても議題として取り上げていければなと

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） 学校教育課長。 

○学校教育課長（竹内圭介） それでは私のほう

から、まず、５歳児健診を行うことで、学校とし

ての対応として変わるところがあるかどうかとい

う御質問でございますけれども、５歳児健診を

行って、対応の内容としては変わるところは特段

ないのですけれども、５歳児健診が就学時健診の

前に行われるということになりますので、早い段

階で保護者のほうが気づきをすると、保護者のほ

うから早い段階で学校のほうに就学に向けていろ

いろと相談がありましたら、学校としては就学に

向けた指導ですとか、相談業務というのは早目か

ら取りかかれるというようなところで考えており

ます。 

 また、健診で認定にはならなかったのですけれ

ども、配慮が必要ではないかというような児童の

対応の部分、また、そういう対応記録等の引き継

ぎの部分でございますけれども、そういった情報

につきましては、５歳児健診が終わった翌年にな

ると思いますけれども、就学時の健診も就学前に

行います。その後、就学に向けた教育支援委員会

というものを行いますけれども、そのときに各児

童の就学として特別支援学校ですね、養護学校で

すとかそういう特別支援学校が適当なのか、また

町内の特別支援学級の入所が適当かというような

ところを判断する委員会がございますけれども、

そういった委員会の中でそういった子どもの情報

を活用していくというようなことになろうかと思

います。 

 また、就学後につきましても、その子の情報と

いうのは、普通級、もしくは特別支援学級だった

としても、その子の個別の指導の部分で、そう

いった情報をもとに指導の計画など作成していく

というような流れになろうかと思います。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 平松議員。 

○３番（平松俊一） １問目に対しましては、こ

れから９２名の方を受講予定であるということで

すね。先ほど、受入側の施設が人手が足りないと

いうことで、そういうことに手を出せないかとい

う質問を学校教育のほうにしたのですけれども、

子育て支援のほうは、こういった支援員、例えば

自主的にやりたいという方が、こういう研修を受

けたいという申し入れなんかがあった場合には、

考えられるのかどうか。 

 今は、子育て支援のほうとして実際に働いてい

らっしゃる中からこの研修に人を出しているとい

う御説明だったのですけれども、それ以外で、こ

ういう研修を受けて、ぜひその手伝いをしたいの

だという方がもしいらした場合に、この研修会の
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参加ということが考えられるのかどうか、これを

再質問させていただきたいと思います。 

 学校教育のほうでは、５歳児健診の結果を受け

て教育支援委員会ですか、そこでいろいろ検討

し、当然親御さんとの話し合いとかもあった上で

のことだと思いますけれども、指導計画を作成す

るときにそういう情報も盛り込んで引き継ぐこと

はできますよという御答弁だったと思うのですけ

れども、子育て支援として、学校側にある程度そ

ういう内容を、計画という言葉が当たるかどうか

わかりませんけれども、整理をして学校側にわか

りやすく出してあげると。これは発達障害だと

はっきりわかったお子さんは抜かして、その可能

性の高いお子さんたちに対しても、そういう情報

の整理をして学校側に引き継ぐことができるかと

いうことを再質問させていただきます。 

 教育委員会のほうにお尋ねをいたします。 

 ３問目のところの子育て支援としては、支援計

画的なものを学校に引き継ぐように、できそうな

お話だったですよね。 

 今度は、学校での支援というか、教育の内容に

ついてお尋ねをいたしますけれども、今までは、

支援学級というのがあって普通級というのがある

と。それで、支援級に入るかどうかというのは、

今度５歳児健診の大分はっきりする。 

 そこで質問なのですけれども、インクルーシブ

教育というのがありまして、これは前に、岳陽学

校ができる前に一度質問したことがあります。大

沼の統合校でこういった教育を持ってくることが

できないかと、それと同じような質問になるので

すが、いろいろな子どもたちを同じように教育し

ていくというのがインクルーシブ教育の趣旨なの

ですけれども、例えば発達障害、もしくは発達障

害に近い状態のお子さんたち、この子たちにわか

りやすい教育をしていく必要が今まで以上に高

まっているというふうに思うのですけれども、こ

の辺は、例えば今までは言葉で授業をするのです

が、映像ですとか視覚に訴える教育を中心にやっ

ていくと、かなり普通のお子さんもそうでないお

子さんも理解力が高まるという、こういう結果が

あらわれていますので、これから学校教育の取り

組みの中に、今まで以上にそういう取り組みが期

待できるのかどうかをちょっとお聞きしたいと思

います。 

 ４点目の早期支援の受け皿のほうで、連絡会議

なんかで議題として取り上げていくというお考え

を子育てのほうでいただきましたけれども、例え

ば、そういう今まで以上の対応しなければいけな

いことになりますので、国や道、こういうところ

から支援を受けるというようなことができるので

あれば、そういうお考えを持っていらっしゃるの

か。 

 また、町内の施設の方にお話を伺いましたら、

結果的には、たくさん入りたいという子どもを受

けるとすれば、施設的にも足りないとおっしゃっ

ています。かといって、そう簡単に増築したり、

そういうこともままならないということであれ

ば、例えば七飯町で閉校した校舎というのが幾つ

も今度出てくるので、前提としてはやってくださ

る方がいればの話ですけれども、そういう施設も

利用して……。 

○議長（木下 敏） 平松さんに言いますけれど

も、たらればの話はよくないので、もしそういう

ことをやる人がいればとか、そうではなくて、そ

ういう想定のような質問でなく、そういう質問の

仕方はなるべく控えてください。 

○３番（平松俊一） わかりました、議長。 

 今やっていらっしゃる施設では、これ以上キャ

パがないという話です。例えばその施設の方が鶴

野小学校とか、ああいう校舎に移って少しでも定

員を増やしながらやるということが考えられるか

どうか、それをちょっとお聞きしたいのですけれ

ども。 

○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） それでは、

１点目の外部の支援の可能性ということでござい

ますけれども、先ほど申し上げましたとおり、今

関係機関と協議を進めている段階で、その後の

フォローについて支援の輪を拡充する必要性があ

るならば、そのようなことも将来的には考えてい

きたい。今は、とりあえずスタートに向けて本当

に身近な関係者での支援体制の強化ということで

進めておりますので、将来的にはそういうことも

必要であれば考えていきたいなというふうに思っ
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ております。 

 また、二つ目の学校側に整理して引き継ぐと、

認定されていない子どもたちという部分でござい

ますけれども、特に５歳児健診でこの対象になる

発達障害の可能性のある子ども、これは、ほぼほ

ぼ特性が見え隠れするような子どもたちがおおむ

ね対象になるのかなというふうに考えておりま

す。それを目的としているわけでもございますの

で、これについては、発達障害と認定された子ど

も、またはそうでない認定されない子どもにつき

ましても、その特性がちょっと気になるようであ

れば、同様の扱いでもって学校のほうに情報提供

していくというようなことを考えております。 

 ４点目の国、道からの支援、施設の増設だとか

閉校した校舎の利活用ということの可能性でござ

いますけれども、ハード面ですとかソフト面にお

いて、町が今後必要となるような事業の補助メ

ニューが活用できるようであれば、国や北海道の

ほうに支援要請のほうは検討していければなとい

うふうに思っております。 

 また、町内に療育施設のさらなるニーズ、そう

いうものが求められるということであれば、閉校

校舎の利活用についても選択肢の一つになり得る

のかなというふうに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。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 学校教育課長。 

○学校教育課長（竹内圭介） それでは、私のほ

うからは、先ほど御質問ございましたインクルー

シブ教育ですか、こちらの観点に立って同じよう

に教育をということなのですけれども、多分、普

通学級のところに特段配慮の要するような児童が

同じ教室でいらっしゃる場合の想定だということ

で認識してお答えをしたいと思います。 

 その授業の中で、映像とか、そういう視覚に訴

えるようなものをたくさん取り入れて授業とかを

構成できないかというような御質問だったと思い

ますけれども、こちら学校の、特に低学年の児童

の授業につきましては、教科書等もやはり挿絵が

多かったりですとか、わかりやすい教科書となっ

ておりまして、先生方の授業につきましても、な

るべくわかりやすい絵を使ったりですとか映像を

見せたりというような授業も当然行っておりま

す。 

 そうした中で、先ほど言われたように、もっと

取り入れてできないのかというようなことと、実

際に理解できるような授業というようなお話です

けれども、新入学児童で授業についていけない子

というのは当然出てくるわけですけれども、こう

いった児童には学習支援員等もついて支援なども

行っております。 

 あと、そうした中で、授業のわかりやすさにつ

きましては、先ほど言われたような平松議員の御

意見を参考にさせていただいて、今後の学校の授

業等に貴重な御意見として受けとめさせていただ

きたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 平松俊一議員。 

○３番（平松俊一） 発達障害に関する、またそ

の可能性のある子どもたちに対する子育て支援、

この答弁をるるいただきましたが、最後に教育長

に１点のみ質問させていただきたいと思います。 

 最近の少子化傾向の原因に、未婚者の急増、出

生率の低下、これは過去最低だと言われています

けれども、また、男性４人に１人くらいが無精子

症だとか、こんないろいろニュースが流れており

ます。せっかくこの世に生まれた子どもたちを誰

一人取り残すことなく社会参加できるよう支援す

ることは、私たちの責務だというふうに考えま

す。 

 こういう状況下で、学校に子どもが合わせる時

代、こういうものは終わって、教育が子どもたち

に合わせる時代が始まっているというふうに言わ

れています。持続可能な社会の担い手になっても

らう子どもたちに、その子どもたちの特性を考慮

して、どんな教育が可能なのか考えてサポートし

ていくということが求められていると思います。 

 社会参加できないということは、本人にとって

も周りの人にとっても非常に不幸なことですの

で、支援教育で一番大切なことは、人を適性で分

類することではなくて、その子の内部にある個性

的な生きようとするエネルギーを見つけて活性化

させ、その支援をしていくということが考えられ

るのですが、学校教育の中でこういうことに向



－ 24 － 

かっていけるのかどうか、教育長にお尋ねをして

終わりたいと思います。 

○議長（木下 敏） 教育長。 

○教育長（與田敏樹） まず、生きるエネルギー

ということに関してなのですけれども、今、学校

教育の基本は、子どもたちに生きる力をつけると

いうのが大前提になっております。そういう意味

では、障害のある子もない子も、義務教育の中で

生きる力を養うということで、今、学校現場で対

応しているところですが、ただ、実際問題、障害

のある、あるいは障害の可能性のある子どもに対

して、どこまでその辺を教え込むことができるか

ということについては、まだまだ未熟なところが

たくさんあると思います。 

 ただ、発達障害の子どもというのは、侑愛会な

んかで積極的にやっているＴＥＡＣＣＨ（ティー

チ）というやり方があります。これは言語ではな

くて、絵札でその子に対してやりたいことを教え

る、あるいは計画を絵札で教えるというようなこ

とが非常に有効だというふうに言われておりま

す。 

 来年度から学習指導要領が変わりますけれど

も、今、現場段階から言われているのが、デジタ

ル教科書を学校現場に入れてほしいというような

ことが言われておりまして、デジタル教科書とい

うのはどういうことかといえば、子どもたちに与

えられるのは普通の冊子の教科書なのですけれど

も、それを先生が使う場合に、それが画面に映さ

れたときに、例えば滝廉太郎の写真があったとし

たときに、そこをタッチすると、歌が出てくる、

音楽が出てくる。あるいは道徳の教科書なんかに

出てくる人の写真をタッチすると、その人の、例

えば大谷選手であれば、投げているところ、打っ

ているところが出てくるというようなものがイ

メージとして考えていただければいいと思うので

すけれども、それがデジタル教科書です。そうい

う教科書を使うと子どもたちが興味を示しますの

で、そこのところで視覚的に入ってくるというこ

とが物理的には可能だというふうに思っておりま

す。 

 ただ、発達障害の問題につきましては、認定を

するとかしないとかの以前の問題に、保護者が認

めないというものがあります。認めないというよ

り認めたくないという、自分の子どもに障害があ

るということを頭の中では認識しているのですけ

れども、対外的に認めたくないというのが現実問

題としてあります。 

 その理由として、一般論として考えられるの

が、認めても変わらないでしょうというのがあり

ます。もう一つは、体裁というのもあります。も

う一つは、差別という問題も出てきます。 

 ただ、体裁と差別というのは、これはある意味

共通しているのですけれども、今までは就学時健

診までわからなかったものが、５歳児健診でわか

るようになったときに、これは年齢が早まるわけ

ですよ。早く診断すればするほど、その先におい

て、二次障害が出る可能性も少なくなってくる、

対処の仕方として。それともう一つは、その子が

将来において、今やるべきことをなすことによっ

て、可能性を見出すこともやれます。 

 ただ、そのための大前提は、親に認めてもらう

ことなのですね、その子の特性を。特性を認めて

もらえれば、可能性は広がってくると思います。

そうすると、学校としてもその子に対する対処の

仕方というのはいろいろなものが出てきますけれ

ども、そこのところを認めない、認めたくないが

ゆえに、５歳児健診で１歳前に持っていったとき

に、できればその状態を１年間の中で何とかクリ

アして、就学時健診のときには親もすっきりした

状態で学校に上げてもらえれば、学校としては対

処の仕方がいろいろなものが出てきます。 

 ただ、今はそこの可能性が非常に少ないので、

やる内容も限界があるというのがありますけれど

も、これは今、理想論を申し上げておりますけれ

ども、５歳児健診でいろいろな葛藤の中で、ある

いはそこのところで認め切れなくても、ある意味

保護者の方と話をすることによって、その１年間

の中で保護者が認めれる環境になった状態になれ

ば、学校としては、そこは一生懸命対応したい。 

 その子が将来的に、認めないときよりも認める

ことによって可能性が広がるような教育を施して

いきたいというふうに思っていますし、七飯町の

学校教育としては、そういうことを目指していき

たいというふうに考えておりますので、一般論と
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しかお答えできませんけれども御理解をいただき

たいと思います。 

 以上です。 

○議長（木下 敏）  

○３番（平松俊一）  
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－ 26 － 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

○議長（木下 敏）  

○３番（平松俊一）  
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○議長（木下 敏）  

○学校教育課長（竹内圭介）  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

○議長（木下 敏）  

○１６番（川上弘一）  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

○議長（木下 敏）  
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午後 １時５６分 休憩 

────────────── 

午後 ４時１０分 再開 

○議長（木下 敏）  

  

  

  

  

○１４番（中川友規）  

  

  

  

  

  

  

  

○議長（木下 敏） ただいま、平松俊一議員か

ら一般質問の３問目を取り下げる旨の申し出があ

りましたので、議長において許可いたします。お

手元に取り下げ書を配付しております。 

 それでは、引き続き一般質問を続行いたしま

す。 

 平松俊一議員。 

○３番（平松俊一） 大変お時間をとらせまして

申しわけなく思います。 

 それでは、最後の一般質問を行います。 

 ４点目であります。 

 藤城北部町会内に一時期存在しましたごみ処理

施設についての質問であります。 

 平成２８年から最近まで、事業者と住民側が弁

護士を立てるまでの騒ぎになっていたこの事案に

関し、次の点についてお伺いをいたします。 

 １点目、事業申請等の具体的経緯について。 

 ア、町に事業申請はあったのか。 

 イ、申請がなかったのであれば、何が問題だっ

たのか。 

 ウ、この場所で申請等を必要とせずできる事業

とはどのようなものなのか。 

 エ、渡島総合振興局の扱いはどのようなもの

だったのか。 

 ２点目、町が行った町内会との協議の経緯につ

いてであります。 

 ア、この件で町内会からの申し出に対し、最初

に行われたことは何であったのか。 

 イ、町が状況確認をしてからとった行動はどの

ようなことだったのか。 

 ウ、町長が町内会側と何度か協議を行っている

が、どのような内容だったのか。 

 ３点目、該当地の造成に関する町の対応につい

てであります。 

 ア、長万川を挟んで河川用地を利用していると

思われ、さらには開発行為に該当する事案である

と考えられるが、その確認はされたのか。 

 イ、造成地内にある河川横断管は、いつの時点

で、誰が設置したものなのか。 

 ウ、町では、この横断管は当初より事業者側が

許可を得ず施工したものとの答弁を町会側にされ

ていましたが、数年の間、河川管理者としてその

指導と確認はなされたのか。 

 エ、１１月、この横断管を設置したのは町であ

るとの連絡が町内会側にありましたが、この経緯

について。 

 オ、氾濫した経緯がある河川の管理として、今

回の事案は問題なかったのかであります。 

 お願いします。 

○議長（木下 敏） 環境生活課長。 

○環境生活課長（磯場嘉和） ４問目の藤城北部

町内会に一時期存在したごみ処理施設とのことで

すが、藤城北部町内会の区域に当時リサイクル業

者が持ち込んだフレコンバックの件と解釈して答

弁させていただきます。 

 この件につきましては、最終的に令和元年７月

３０日に全てのフレコンが搬出され、解決してお

ります。 

 その上で、１点目の具体的経緯について、町に

事業申請はあったのかについてですが、平成２８

年２月２６日に渡島総合振興局環境生活課より函

館市内でリサイクル業を行っている事業者から七

飯町内に移転を考えている旨の相談があったと連

絡が入りました。 
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 その後、３月３日に当該地にペットボトルや空

き缶を圧縮するリサイクル工場を建設したいとの

相談が町の都市住宅課にありましたが、当該地に

は建設できない旨回答をしており、申請等は受け

ておりません。 

 次に、イの何が問題だったのかについてです

が、事業の内容が不明瞭で、町内会への説明も不

十分だったことが問題と考えております。 

 次に、ウのこの場所でできる事業とのことです

が、当該地は準都市計画区域内の住環境地区で、

用途としては３,０００平米以下の事務所や倉庫

などが建設可能であり、事業としては運送業など

であれば、特に町への申請は必要ないと考えてい

ます。 

 次に、エの渡島総合振興局の扱いですが、搬入

されたフレコンの保管状態が不十分であったこと

から、産業廃棄物が混入されていないかどうか、

廃棄物処理法に抵触していないかどうか、渡島総

合振興局の環境生活課と町も立ち会い現地調査を

行うとともに、指導を行ってきました。 

 ２点目の町内会との協議の経緯について、アの

最初に行われたことについてですが、平成２８年

６月３０日に町内会長が相談に訪れ、１点目で答

弁しました具体的経緯について情報を共有すると

ともに、今後の対応など協議しました。 

 次に、イの町が状況確認してからとった行動で

すが、事業者へは搬入されたフレコンを早急に処

分するとともに、適正に保管するよう指導しまし

た。また、一部搬出が終了した際には、その都度

状況確認をするとともに、地元町内会へ経過報告

し、最終的に全て搬出が完了した際にも町内会に

報告をしております。 

 次に、ウの町長と町内会側と協議を行った内容

ですが、平成２８年１１月８日に町内会長宅に町

長と環境生活課長が訪問しております。その際に

は、事業者へは撤去するよう強く指導したこと、

今後このようなことがないように町内会と町が事

情報を共有することなどをお話ししております。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 都市住宅課長。 

○都市住宅課長（寺谷光司） ３番の該当地の造

成に関する町の対応についてのア、長万川を挟ん

で河川用地を利用していると思われ、さらには開

発行為に該当する事業であると考えるが、その確

認はされたのかのうち、開発行為の関係でありま

すが、該当箇所が準都市計画区域内の住環境地域

に該当するため、都市計画法上開発許可が必要な

面積は３,０００平米以上となっており、それ以

下の面積であったため、開発行為の申請は必要ご

ざいませんでしたので、確認はしておりません。 

 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） ４問目、藤城北部町

内会に一時期存在しましたごみ処理施設について

の３点目、アの一部からオまでについてでござい

ますが、初めに、ア、長万川を挟んで河川敷地を

利用していると思われ、さらには開発行為に該当

する事案であると考えられるが、その確認はされ

たのかの御質問の中の河川敷地を利用していると

いう部分に対し、お答えいたします。 

 現地の状況を航空写真などの資料で確認する

と、河川敷地に車両が置かれているようです。逆

に、河川が河川敷地から外れて該当事業者の用地

内を流れているため、七飯町と事業者との占用面

積的に同じような面積の使用となっております。 

 イでもお答えいたしますが、この河川区域は河

川改修を行っていない区間で、災害復旧により原

形復旧した区間であるため、用地測量を行ってい

ないため、明確なことはわかりません。 

 次にイ、造成地内にある河川横断管は、いつの

時点で、誰が設置したものかについてお答えいた

します。 

 町が管理する普通河川は、河川台帳はありませ

んので詳細な経緯は確認できませんが、私の記憶

では、平成１０年の災害対応で七飯町が設置した

ものでございます。もともとは直径４５０ミリか

ら６００ミリ程度の横断管が設置されておりまし

たが、被災したことにより、上下流の護岸も浸食

され、護岸につきましては巨石積みで直し、その

際に横断管も直径９００ミリに増口径したもので

ございます。 

 次にウ、町では、この横断管は当初より事業者

が許可を得ず施工したものとの返答を町会側にさ

れていたが、数年の間、河川管理者として、その
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指導と確認はされたのかについてお答えいたしま

す。 

 当初より、事業者が許可を得ず施工したものと

の回答は、河川管理者であります土木課のほうで

は回答したことはございません。 

 河川上の工作物としては、町道が横断する橋梁

につきましては、道路構造物として５年に１回の

近傍目視にて点検修繕は行っておりますが、その

他の護岸や横断管については、遠望目視で点検を

行っております。特に点検についての項目等はな

く、目視での判断となります。 

 河川管理者としての指導と確認はなされたのか

という御質問でございますが、４の３のイでお答

えいたしましたが、この横断管は七飯町で設置し

たものであり、所有権は七飯町にありますので、

指導と確認については行っておりません。 

 次にエ、この横断管を設置したのは町であると

の連絡が町内会側にあったが、この経緯について

でございますが、土木課がこの横断管について経

緯を調べ始めたのが、令和元年９月１８日の平成

３０年度決算審査特別委員会での平松議員より、

「長万川に過去の問題となったリサイクルセン

ターがあるが、そこの施設で川に横断管を個人で

勝手にかけているようだ。過去に水害もあったた

め、調査してほしいと」の質問があり、その後土

木課で調査いたしました。町内会への説明は、環

境生活課長が町内会長宅へ訪問し、御説明いたし

ました。 

 最後にオ、氾濫した経緯がある河川の管理とし

て、今回の事案は問題なかったのかについてでご

ざいますが、４の３のイでの回答と同じになりま

すが、河川管理者としての回答になりますが、当

時の氾濫時の痕跡と上下流の断面を調査し、現在

設置しております直径９００ミリの横断管に断面

決定しております。河川の設計上下流といたしま

しては、断面が統一されておりますので問題はご

ざいませんし、その後、２１年程度経過しており

ますが、大きな氾濫もなく現在に至っております

ので、問題はないものと思っております。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 平松俊一議員。 

○３番（平松俊一） 最初から行きますが、町に

事業申請はなかったということなのですね。相談

はあったけれども、できないということだったの

だけれども、事業者のほうとしては事業を進めた

という経緯で進んでいったと。それが町内会のほ

うから申し出があって、今度は、町としては「で

きませんよ」という指導をしたということで、よ

ろしいのですね。 

 しばらくは搬入も続き、町内会としては、らち

が明かないということで弁護士を立てたと、そう

いう経緯をたどったと思うのですが、例えば一般

廃棄物というのは、町の処理業者であれば処理は

できるものなのですが、そもそも、出だしから廃

棄物という扱いでいったのか、それとも単に有価

物、価値のあるものですよということを多分事業

者側が言ったのではないかと思われますけれど

も、その辺のやりとりを、もう一度説明をお願い

したいと思います。 

 町の判断は、事業ができないという判断で２年

間ほど事業者になるべく早く撤去せいということ

があったのでしょうけれども、事業者が理解をし

て撤去するまでには相当な時間がかかっていると

いうことで、今回こういうことになったと思うの

ですけれども、一応事業申請がないという件にも

う一回戻りますが、この事業者は、そもそも七飯

町のこういう廃棄物の処理ができる許可を持った

業者だったのかどうかという点をもう一回追加し

て確認をさせていただきたいと。 

 ２点目のウのところで、町長、課長が町会長の

ほうに行きまして、業者のほうに指導していると

いうことでしたが、町長、課長は、この施設を迷

惑施設であるという表現でつくらせないように早

く撤去するように指導していますというふうに町

会長のほうに説明したと、町会長から聞いている

のですけれども、迷惑施設だという認識で町会の

ほうに説明されたかどうかの確認をお願いした

い。 

 それから、３問目のほうで開発行為には該当し

ないと。河川敷用地を使っているかもしれないけ

れども、これは確認できないということだったで

すね。それから、横断管は誰がつくったかわから

ないということなのですね。それで、氾濫した後

に町が設置をしていると、だから町のものだと。 
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 そうすると、仮にも何年か前に氾濫した川なの

ですけれども、河川管理者という立場で、何か知

らないうちに横断管ができていたということは、

ちゃんと誰がつくったか追求とかしないものなの

ですか。そこがちょっと合点がいかない。 

 今後、まだまだ雨が降るたんびに河川が全然護

岸工事とか進んでいませんので、かなりあちこち

崩れている危険な状況の川だという認識は多分土

木課で持たれていると思うのですけれども、今

後、どういうふうに河川の管理をしていくのか、

答弁を求めたいと思います。 

 今回の事業でいろいろ問題点が出たと思うので

すけれども、何か今後どうしていくのかというこ

とがちょっと見えないので、その辺の説明をお願

いしたいと思います。 

○議長（木下 敏） 環境生活課長。 

○環境生活課長（磯場嘉和） それでは、再質問

について答弁してまいりたいと思います。 

 まず、一つ目の事業者の許可の件なのですけれ

ども、その事業者は函館市内でリサイクル業を

行っているという業者で、廃棄物の処理を行う業

者ではまずないということで、七飯町にもリサイ

クル業をしたいということで相談に来られていま

す。 

 そのときに、要は、工場という話だったので、

工場はそこでは建てれませんよということで施設

は建てていないというところですけれども、その

フレコンが搬入されたということで、そこについ

ては、有価物という形で持ち込まれているのです

けれども、そこの中身が有価物といっても、空き

缶だとか瓶だとかという形に見えるので、一見す

るとごみのように見えてしまうというところもあ

ることから、町内会に丁寧に説明をするように、

うちでも指導はしていたのですけれども、それが

なかなかなされないために、そういう混乱が起き

て、問題になっていったというような状況でござ

います。 

 廃棄物処理施設の設置について、北海道の届け

出が必要なので、そちらのほうに届け出をしない

と建物も建てれないしという形になっていまし

て、業者についてはリサイクル業の許可を持って

いますけれども、廃棄物処理の許可業者ではな

かったというところでございます。 

 それから、町長と環境生活課長が訪問して、事

業者にはもちろん撤去するように指導したという

ところで、迷惑施設とか何とかは、そもそも施設

は建てていないので、施設ではなくてフレコンが

あるということを早く撤去するようにという形で

指導をし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） 土木課長。 

○土木課長（佐々木陵二） それでは、答弁いた

します。 

 もともとあった４５０ミリから６００ミリの管

が誰のものかわからなかったということではな

く、それは町のものであったと判断して、平成１

０年に直径９００ミリに増口径したものでありま

すので、もともとが誰のものだったのかわからな

いということではございません。 

 平成１０年の氾濫自体は、今、管が設置されて

いる箇所から上流部分と国道からの下流部分が平

成１０年に災害復旧で直しております。その後の

氾濫といたしましては、既存の今ある管のところ

から１００メーターから２００メーターほど下流

のところが一度氾濫しておりますので、そちらに

つきましては、巨石積みで災害の復旧をしており

ます。 

 災害復旧に関して、今後直していくものといた

しましては、パトロールやふだんの点検を行った

結果をもって、危険箇所と判断した場合には予算

をとって、それから直すという形になります。 

 被災したことによって災害復旧で直せる場合に

ついては、災害復旧の基準に合致したものに関し

ましては、災害復旧事業で有利な補助事業を利用

して直していくということになります。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 平松俊一議員。 

○３番（平松俊一） 今回は、開発行為の面積に

は当たらないという使い方で、極めて産廃に近い

ようなものを持ち込んでいたということで、撤去

しなさいという指導を続けたという経緯だったと

いうことは確認しました。 

 仮にも、一応事業をやろうという企業者が来

て、例えばいろいろなものをちゃんとクリアし
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て、もしできていたとすれば、例えば住民から、

においだ、虫だ、いろいろなことで迷惑だからや

めてくれという声が上がったときに、やめてもら

いますということをすぐ町ができるかどうかとい

うことだけ、最後に確認をしたいのですね。 

 例えば、大げさにいえば、企業の誘致といいま

すか企業の立地ですね。そういうことが周りの人

にとって迷惑だというもの、極端な例かもしれま

せんけれども、学校の周りに団地ができて、その

団地の人たちから子どもたちの声がうるさい、吹

奏楽の音がうるさいという苦情が学校に寄せられ

る時代になってきました。だから、町としてそう

いう人の住んでいるところに何か事業が展開され

るといったときに、どういった判断をしていくの

かを、最後にちょっと確認をさせていただきたい

のですよ。 

○議長（木下 敏） 環境生活課長。 

○環境生活課長（磯場嘉和） 迷惑施設とか何と

かという以前に、法令遵守ということで、法を

守っていただいて、それもクリアした上で設置と

いう形になるのかと思うのですけれども、七飯町

でも七飯町廃棄物処理施設に係る手続に関する指

導要綱というのを定めていまして、その中でも計

画書の提出だとか、住民への説明会の開催だと

か、その辺の定義もしておりますので、その辺の

ものもクリアした上で相談を受けるというような

形になるのかなとは思います。 

 そもそも業法というのですかね、廃棄物処理の

許可を持っていないところが来るということには

ならないでしょうし、まして、工場が建てられな

いところに工場を建てるとかということもあり得

ないでしょうし、あくまで法令遵守というところ

で考えております。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 平松俊一議員。 

○３番（平松俊一） 念押しになるのですが、例

えば法令遵守を全部クリアしていたと。ところ

が、音がうるさい、においが嫌だとか、何かそう

いうことで周りから今回クレームが立ってきた場

合はどっちを優先するかというのは、なかなか

ケース・バイ・ケースかもしれませんけれども、

一応、町としてはどういう方針なのかということ

だけをもう一度お聞きしたいと思うのですけれど

も。 

○議長（木下 敏） 環境生活課長。 

○環境生活課長（磯場嘉和） 先ほどもお話しし

ましたけれども、手続に関する指導要綱というの

が定められておりますので、その要綱に従って業

務を進めてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○３番（平松俊一） 終わります。 

  ─────────────────── 

散 会 の 議 決           

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） この際、お諮りいたしま

す。 

 本日の会議はこの程度にとどめ、散会いたした

いと思いますが、これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、本日の会議はこの程度にとどめ、散会

することに決定いたしました。 

  ─────────────────── 

散 会 宣 告           

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 本日は、これをもって散会

いたします。 

 お疲れさまでした。 

午後 ４時３４分 散会 
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