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午前１０時００分 開会 

  ─────────────────── 

開 議 宣 告           

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） ただいまから、令和元年第

４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、 

８番  長谷川 生 人 議員   

９番  上 野 武 彦 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。 

 上野武彦議員。 

○９番（上野武彦） それでは、通告に従いまし

て、２問質問させていただきます。 

 最初の質問は、七飯町の国保会計についてであ

ります。 

 七飯町の国保会計は、平成２６年度より累積赤

字によって次年度からの繰上充用をして運用して

きたが、平成２９年度より国保税の増税を実施

し、平成３０年度より運営主体が北海道との共同

経営へと転換されている。 

 そこで、そうした変更に伴う国保会計につい

て、以下の点についてお伺いいたします。 

 １点目、七飯町は平成２９年度より国保税の増

税を実施しているが、増税による増収効果につい

て。 

 ２、平成３０年度より、国保の運営主体が北海

道との共同経営へと転換されたが、国保会計にど

のような影響があったのか。特に療養諸費は、国

保会計の約６割を占めていたが、道への運営主体

が転換されたことで、どのように負担が変わった

のか。 

 ３点目、七飯町の国保会計は平成３０年度収納

率が９６.３％となり、道の示す標準保険料率９

２％より高い収納率となったが、そのことによる

道からの優遇措置はあるのか。 

 ４点目、平成３０年度は、平成２９年度より国

保会計の赤字解消が大幅に進んだが、今年度以降

の国保会計の財政見通しについて。 

 ５点目、今後、国保会計の黒字化が大幅に進ん

だ場合、減税を実施する考えはあるか。 

 以上です。よろしくお願いします。 

○議長（木下 敏） 住民課長。 

○住民課長（清野真里） 七飯町の国保会計につ

いて、答弁させていただきます。 

 １点目の、平成２９年度より国保税の増税を実

施しているが、増税による増収効果についてです

が、増税した平成２９年度現年度分の調定額は６

億７,７８８万５,９００円、前年度比３,６２２

万６,０００円、５.６５％の増。収入額は６億

５,０５８万５,７９８円、前年度比３,３４９万

９,１７１円、５.４３％の増収となっておりま

す。 

 また、平成３０年度現年度分の調定額は６億

４,１１０万２,６００円、前年度比３,６７８万

３,３００円、５.４３％の減。収入額は６億１,

７１３万６,００１円、前年度比３,３４４万９,

７９７円、５.１４％の減収となっており、被保

険者数の減少傾向の影響などから税収を見直しま

したが、相対的には税収を確保したものと考えて

おります。 

 ２点目の、平成３０年度より国保の運営主体が

北海道との共同経営へと転換されたが、国保会計

にどのような影響があったかについてですが、平

成２９年度まで各市町村単位で行っていた国庫支

出金等や前期後期高齢者に関する交付金及び高額

医療費共同事業は、全て道が一括管理し、道が負

担を求める国保事業費納付金で調整する仕組みと

なっております。 

 なお、平成２９年度の療養諸費は国保会計の６

割を占め、平成３０年度ではほぼ７割程度を占め

ておりますが、会計の仕組みが変わったこともあ
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り比較ができませんが、国保会計に大きく影響す

る医療費支払いについては、現在も各市町村で支

払いしており、支払った金額は全て後に保険給付

費等交付金として道より交付されます。 

 また、道はその年度の医療費の財源を各市町村

が負担する国保事業費納付金や、道が申請する国

庫負担金等から捻出し、町としては国保事業費納

付金の財源を確保することにより、基本的には単

年度の国保会計の収支の均衡が保たれるものと考

えております。 

 ３点目の、道の示す標準保険料率より高い収納

率となったが、そのことによる道からの優遇措置

はあるかについてですが、平成３０年度は収納率

向上に関する取り組みの実施状況に応じて、国分

と合わせて道より特別交付金といたしまして、保

険者努力支援分及び道繰入金が４００万円程度含

まれて交付され、優遇されております。 

 ４点目の、次年度以降の国保会計の財政見通し

についてですが、平成２９年度より国保会計の累

積赤字の縮減と平成３０年度から共同運営による

道から求められる国保事業費納付金の財源確保の

ための対策として、税率改正を実施し、道の標準

保険率に近づけるため、平成３０年度から３カ年

で段階的に資産割の廃止と、応能割、公益割の見

直しを実施しております。 

 また、１億１,８６１万８,６２５円の累積赤字

でしたが、平成３０年度決算での単年度収支６,

３６９万１,９５１円の黒字決算により、５,４９

２万６,６７４円の累積赤字となっております。

今年度以降の国保会計の財政見通しとして、次年

度内での赤字会計解消を目指し、解消以降は減少

傾向にある被保険者数や、道から国保事業費納付

金に対応しながら財源確保に努めてまいります。 

 ５点目の、今後、国保会計の黒字化が大幅に進

んだ場合、減税を実施する考えがあるかですが、

現段階において大きな黒字というのは見込めませ

んが、国民健康保険法の改正の動向含め、各年度

の決算額と道が示す額を比較しながら考えてまい

りますので、御理解のほど願います。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 上野武彦議員。 

○９番（上野武彦） 今、答弁をいただいている

のですけれども、増税効果ということで、増税分

がどうであるかというような答弁になっておりま

せんでしたので、実際には増税分の金額が幾らに

なっていたのかという形で、もう少しはっきり出

していただきたいというふうに思います。 

 従来、この増税を実施するときの見込み額とい

うものが当時示されておりましたけれども、その

段階では、年間６,１７９万という数字が出てお

りました。要するに６,０００万円ほどの増税の

効果があるということでありましたけれども、そ

の数字が現実になった段階で、どう変わったのか

という形の数字を示していただきたいというのが

１点目です。 

○議長（木下 敏） 上野議員に申し上げます

が、先ほど課長答弁で平成２９年度であれば３,

６２２万６,０００円の増というので年度ごとに

ずっと増の額は言っていたのですけれども、例え

ばその３カ年の合計が知りたいのか、答弁の中で

は増税の部分は答弁していたのですけれども。 

 上野武彦議員。 

○９番（上野武彦） ちょっと聞きそびれた部分

があったのかと思いますけれども、もう一度確認

させていただいて後で答えていただきたいのです

が、平成２９年度が３,６２２万円とか平成３０

年度が３,３４９万円とか、この数字が増税分の

数字なのかという確認だけ、まず１点お願いしま

す。 

 それから２点目なのですけれども、療養諸費の

件ですけれども、これもどうもすっきりどういう

ふうに変わったのかというのが把握されかねたと

ころがあります。平成３０年度から国保の運営主

体が北海道に変わって、実際、七飯町が主体に

なっていたのとは大幅に変わって、療養諸費のそ

ういった全体の支払いが道から交付金のほかに、

療養諸費の件でもう一度確認したいのですけれど

も、平成３０年度、七飯町の療養諸費は幾ら実際

はかかったのか、その点が１点と。 

 それで、その療養諸費の従来は６割が国保会計

で負担をするということになっていたわけですよ

ね。それで今回、道への運営主体が転換されたこ

とによって、私は北海道で平準化された療養諸費

が七飯町にもかかってきて、本来ならばかかった
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療養諸費の約６割が町の国保会計への負担になる

ということで、これまでは従前行われてきたわけ

ですけれども、今回その割合といいますか、本来

かかった療養諸費に対して、そういった町の負担

になる割合が変わってきたのかどうかという点を

聞きたかったので、その辺について、そういった

今までの６割負担が軽減されたような措置になっ

てきているのかという点について、２点目にお伺

いしたいと思います。 

 ３点目です。収納率が基準となる９２％をかな

り大きく超えまして、いい成績をおさめたという

ことで４００万円ほどの特別交付金が出てくると

いうお話がありました。これは従来、国が１,７

００億円の交付金を交付する、そのうちの半分が

道の運営になるときの財政調整交付金になってい

くと。あとの半分がこういった収納率に努力した

市町村に対して全国で８５０億円、これが努力し

た市町村への還元金といいますか、今言った還元

金となって特別交付金として支給されるというこ

とになっていたわけですけれども、今回は４００

万円になったということでありました。 

 それで、今後もこういった収納率の向上を図っ

て頑張っていけば、常にこの４００万円近くの交

付金が出てくるのではないかと思いますけれど

も、これはどういう基準で４００万円というのが

支給されることになったのかというあたりを

ちょっとお伺いしたいのです。 

 というのは、９２％という基準を今回は４.３

％上回ったということなのですよね。何％上回っ

たらどのぐらいの金額になるかとか、そういう基

準があるのであれば、ちょっとお答えいただきた

いと思います。 

 ４点目です。この間、平成２９年度に増税しま

して、平成３０年度より道へ移管されたというこ

とで、国保会計がこの間にかなり大幅に改善され

ております。平成２９年度は累積赤字が１億１,

８６１万円あったわけですけれども、先ほど課長

が答弁されたように、平成３０年度の累積赤字は

５,４９２万円だったということで約６,３６９万

円、この１年間で財政赤字が解消されたというこ

とになります。 

 それで、先ほど課長が年度ごとの３,０００万

円程度の増税効果があったというふうにおっしゃ

いましたけれども、今回のこの増税効果以外の改

善部分がかなり含まれているのだというふうに思

うわけです。年間３,０００万円前後の増税分の

効果があったとして、あと６,３６９万円までに

なる間のほかの増収効果といいますか、これはど

んな中身だったのか、それについてお伺いしてお

きたいというふうに思います。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 住民課長。 

○住民課長（清野真里） まず、増税効果につい

てですが、再度答弁させていただきます。 

 増税しました平成２９年度現年度分の調定額と

いうのは、６億７,７８８万５,９００円、前年度

比が３,６２２万６,０００円、こちら５.６５％

の増となっております。収入額につきましては、

６億５,０５８万５,７９８円、前年度比３,３４

９万９,１７１円、５.４３％の増収となってござ

います。こちらのほうは、平成２９年度に税制改

正を行ったことによる増収効果ということになっ

てございます。 

 次に、療養諸費についてでございますが、平成

３０年度の療養諸費は、２３億９,０００万円程

度ということになってございます。こちらが療養

諸費の仕組みといたしましては、平成２９年度は

６割を占め、平成３０年度はほぼ７割程度を占め

ておりますけれども、会計の仕組みというのが平

成３０年度から道への共同保険者になったという

こともあり、明確な比較というのができませんけ

れども、医療費に関しては現在も町村で支払って

おります。その支払った金額というのは、全額国

保給付費等交付金として、道より交付されて、療

養諸費は同額という形になってございます。 

 ただ、その年度の医療費の財源、国保事業費納

付金を一括して道が管理して、その中から町が負

担する国庫事業費を含めて支払いするという仕組

みになっておりますので、療養諸費に関しまして

は、それ以外の負担はない形になってございま

す。 

 収納率に関しての財源についてでございますけ

れども、こちら平成３０年度より医療費の適正化

に向けた取り組みの支援といたしまして、特別交
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付金として国より支援者努力支援分として１００

万円程度、道繰入金といたしまして３００万円が

含まれ、交付しております。 

 努力支援分に関しましては、収納率の実績評価

による配点方式となってございます。配点方式で

算出して、交付されるという仕組みになっており

ます。道繰入金のほうに関しましては、国庫給付

費等交付金に含まれ、算出方法というのは、道を

参考に道が独自に算出して交付されるという算定

方法になってございます。 

 あと、改善効果ということでございますけれど

も、平成２９年度より税収を増税したということ

で３,３４９万円程度の増収が見込まれておりま

すけれども、共同保険者ということになり、一括

方法による配分方式となりました。道のほうで各

町村に人口割でありますとか、そういう仕組みに

よって各町村に道が独自で配分して、町が納付金

として納めるという方法になったので、町といた

しましては、共同保険者になったことにより負担

が軽減されたものと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 上野武彦議員。 

○９番（上野武彦） 増税分での金額はわかりま

した。 

 それで、この平成２９年度から平成３０年度に

かけて６,０００万円を超える改善効果があった

と。その半分は増税分ということで、あとの半分

は道への移管ということに伴う、そうした軽減効

果が発生したという答えになっておりました。 

 これでいきますと、年度当たり６,０００万円

を超える改善効果が今後も続く可能性があります

よね。平成３０年度の累積赤字が５,４９２万円

ということになりますと、この平成３０年度から

令和元年度の決算にいたっては、何とか累積赤字

が解消されるのではないかというふうに私も思う

のですけれども、そうすると、その後の国保会計

は年々約五、六千万ずつ黒字が発生していくので

はないかというふうに見込まれるわけなのですけ

れども、課長のほうではどう見込まれているの

か、お伺いします。 

○議長（木下 敏） 住民課長。 

○住民課長（清野真里） まず、次年度内での赤

字決算を解消する見込みで現在は努めてございま

す。現段階におきまして、大きな黒字がどのくら

いになるのかというのは明確には示すことはでき

ませんけれども、国民健康保険法の改正であった

りとか、被保険者数が減少している中、また、各

年度の決算額と道が示す額を比較しながら、年度

ごとに考え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。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 上野武彦議員。 

○９番（上野武彦） それでは、２問目へ行きた

いと思います。 

 七飯町の町政運営について、お伺いいたしま

す。 

 中宮町政は、平成１８年（２００６年）の第１

期から、現在第４期の２年目を迎えております。

この１４年近くになりますけれども、実に多くの

施設の建設整備が進められております。これに関

しては、非常に積極的で意欲的な取り組みがされ

たというふうに思います。３億円を超えた事業

で、水防センター、冬トピア団地、大中山小学

校、七重小学校、学校給食センター、新幹線関係

工事、七飯消防署、集出荷予冷施設、道の駅、大

中山複合施設、大沼岳陽学校などの工事がこの期

に行われております。合計で約１１３億円と非常

に大きな事業が、この１０年ちょっとぐらいの間

に行われてきたということなのですが、そういう

事業が行われた一方で、一つ問題点も指摘してお

きたいというふうに思います。 

 １点目は、町は町政運営に当たって、総合計画

を策定し、計画的な町政運営を実施してきたはず

であるが、町の一般会計は平成２７年度決算から

単年度収支が赤字に転落し、厳しい財政運営状況

となっております。なぜこのような財政状況を発

生させたのかというのが１点目です。 

 ２点目、今後どのような財政運営をするのか、

また、赤字財政はいつまでに解消する予定なの

か。 

 ３点目、今後新たな事業は一切中止する考えな

のか、または新たな事業も実施しながら、この赤

字解消を図るという方向で進めようとしているの

か。この点について、３点目です。 
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 ４点目、こうした建設事業偏重の町政運営で、

以下のような住民の日常生活面でのサービスの立

ちおくれが目立つ町政となってきております。こ

うした問題をどのように考えているのかというこ

とで、そこから（４）まで４点としております。 

 （１）近隣の自治体で、コミュニティバスやオ

ンデマンドバスなど住民の交通上の不便の解消を

図る事業が行われてきている中で、七飯町はいま

だに実施していない町となっています。この点に

ついて。 

 ２点目、人口が３万人に近い町で住民の文化活

動の拠点となる図書館がいまだに整備されていな

いこと。 

 ３点目、昨年、保育園への待機児童数が北海道

で一番多い町となりました。今６３名という待機

児童を発生させたと。こういう子育て環境が悪化

したということが３点目です。 

 ４点目、平成３０年度にこれまでの転入超過の

町から転出超過の町へと転化した。このことにつ

いて、見解をお願いします。 

 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、私から

は１点目から３点目までを御答弁してまいりま

す。 

 まず、１点目の平成２７年度決算以降の財政状

況についてでございます。 

 現在は、第５次総合計画の期間中であり、本計

画に基づき、計画的な町政運営を実施してきてお

ります。平成２７年度以降は、財政調整基金を投

入し、収支の均衡を図っているところではござい

ますが、これは平成２３年に発生した東日本大震

災以降、当町としても町民の生命、財産を守るこ

とを優先として施策を進めてきた結果でございま

す。これにより、学校、給食センターの整備によ

り七飯町の次代を担う子供たちの安全安心、ま

た、七飯消防署の改築などによる町民の生命、財

産を守ることにつながっております。 

 さらには、住みたい町、住み続けたい町となる

よう、町民のニーズに応えるため、１８歳未満の

医療費無償化等を推進してまいりましたが、これ

らのことにより、住みたい町として七飯町を選ん

でいただいていると確信しておりますし、どの事

業につきましても、真に必要な事業であるため、

速やかに進めてきた結果でございます。 

 ２点目の今後の財政運営についてでございま

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。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、まずはこの数値

を堅持すること、極力基金の取り崩しをしないこ

とを方針にしております。 

 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

起債を選択することなどにより進めてまいりま

す。 

 ３点目の今後の事業の推進と赤字解消について

でございます。 

 今後の事業推進においても、基本的には自治体

という立場上、町民への公共サービスの提供や福

祉の維持、推進に努めなければならないことか

ら、新たな事業を一切中止するようなことは現実

的に不可能でございます。 

 しかしながら、それぞれの事業の必要性、緊急

性等を検証し、優先順位を定め、また、国、道の

補助等を有効的に活用し、少ない経費で最大の効

果を上げられるよう、さらに不断の行財政改革に

より、単年度収支の均衡を図り、財政状況の改善

に努めてまいります。 

 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） 私からは４点目の

（１）の住民の交通上の不便の解消に関する点と

（４）の転出超過について、お答えしてまいりま

す。 

 （１）の住民の交通上の不便の解消に関する点

については、前回の第３回七飯町議会定例会、

前々回の第２回七飯町議会定例会の答弁と重複い

たしますが、住民の足の確保に関して、他市町の

取り組み事例を見ますと、空気を運ぶような路線
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定期型のバスの課題も見受けられ、特に高齢化が

進む地域では、事前予約制のデマンド型の交通に

切りかえを行う事例もあり、さまざまな課題の検

討に当たっては、一つ一つ解消しながら進めてい

るところでございます。 

 一方、道内の路線バスに目を向けますと、運転

手が高齢化による不足人員を補えず、路線を相次

いで減便、廃止するなどの新聞報道があるとお

り、利用者の多い札幌圏ですら減便の動きが出始

めており、道南圏域でも危惧するところでござい

ます。 

 町内には、鉄道、バス、タクシー等、それぞれ

が企業努力によって運転手を確保し、地域の足と

して現在御尽力されております。既存の公共交通

機関があることが当たり前のように感じますが、

町内の一部の地区を除いては、他町と比較しても

各社の営業努力によって、複数の交通手段を利用

する大変恵まれているともいえる状況でございま

す。 

 交通の不便の解消は、各種の視点で検討が必要

でありますことを御理解いただきますよう、よろ

しくお願いいたします。 

 （４）の平成３０年１月から同年１２月までの

１年間の転入と転出の状況は、転入が１,０５６

人で、転出が１,１２７人であり、転出が７１人

上回ったところであり、転出が上回ったことは平

成２１年以来９年ぶりとなりました。 

 平成３１年１月から令和元年１１月までの１１

カ月間の状況では、転入が１,０９８人で、転出

が１,０４１人であり、転入が５７人上回ってい

る状況となってございます。例年の傾向を鑑みま

しても、今年は転出よりも転入が多くなるものと

見込んでおります。 

 前々回の第２回七飯町議会定例会の答弁と重複

いたしますが、七飯町の人口減少の対策について

は、以前からもさまざまな施策の展開を行ってお

り、特に子育てに関する施策や北海道新幹線総合

車両所、関連企業などの企業誘致、さらには学校

の耐震化、七飯消防署の建て替え、給食センター

の更新などの安全安心の施策など、多くの自治体

で大幅な人口減少の中、当町が微減にとどまって

いることは、これまで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た結

果であり、町の成長として間違いなく、そして着

実に進んだものと考えております。 

 転入転出の人数も町の活性化度合いを測るには

大事ではございますけれども、町民それぞれが七

飯町に住んでよかったと思えるような満足度を得

られるような取り組みを最小の経費で最大の効果

を上げながら行い、総合的に進めてまいりたいと

考えておりますので、御理解いただきますようよ

ろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 生涯教育課長。 

○生涯教育課長（北村公志） ４点目の（２）図

書館整備について答弁させていただきます。 

 図書館整備につきましては、平成３０年第２回

及び第４回定例会における同僚議員及び上野議員

の一般質問において答弁しましたとおり、本町地

域センターの改築にあわせ、極力財政負担の少な

い方向での図書館の設置を検討しているところで

ございます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 子育て健康支援課長。 

○子育て健康支援課長（岩上 剛） ４点目の

（３）昨年、保育園の待機児童数が北海道で一番

多い町となり、子育て環境が悪化したということ

について答弁をしてまいります。 

 令和元年第２回七飯町議会定例会において、同

僚議員からの質問に対し、その後の状況と対策に

ついて答弁をさせていただいたところでございま

すが、改めまして、その一例として町立保育所で

は、本年度４月に導入した保育士就職支援就業体

験会と保育士人材バンクの制度を活用し、保育士

の確保に努め、受け入れ定員数を確保し、待機児

童の解消を進めてまいりました。 

 このため、七飯町の直近の待機児童数は、１０

月１日現在でゼロであります。今後におきまして

も、さらなる対策強化を図りながら、子育て環境

の充実に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。 

 なお、待機児童が多いイコールすぐさま子育て

環境が悪化するということに直結するものではな

いと考えておりますので、御理解をよろしくお願
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いいたします。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 上野武彦議員。 

○９番（上野武彦） それでは、再質問させてい

ただきます。 

 先ほど答弁をいただいているのですけれども、

まずは１点、七飯町は総合計画という１０カ年計

画を立てて事業を行ってきております。先ほども

答弁なされましたけれども、第４次総合計画は平

成２７年まで、それから平成２８年度から第５次

総合計画ということになっております。 

 この計画が財政事情を踏まえた基本的なきちん

とした計画であれば、今回のような赤字財政に転

落したり、基金がなくなっていくというような見

通しのような財政運営は起こり得なかったのでは

ないかというふうに思うわけです。先ほどの答弁

では、その原因になったのは何であるかというこ

とに関しては全くお答えになっていないので、こ

れについては一つはっきりこれが原因だという理

由といいますか、根拠を示した答弁をしていただ

きたいと。それが１点目です。 

 それからもう一つ聞いた点ではっきりしており

ませんでしたのが、赤字財政になって解消をどう

するのか、いつまでにどうするのかというような

質問になっていたと思うのですが、これについて

ははっきりした答弁になっておりませんでしたの

で、今後のこうした財政状況の改善の見通し、こ

れについて、もう少しはっきりした答弁をお願い

したい。いつごろまでにどのようなやり方で、基

金がなくなるような状況も含めて、これをどう改

善する考えなのか。もう少しわかりやすい答弁で

お願いしたいと思います。 

 あと、コミュニティバスとかいろいろありまし

たけれども、例えばコミュニティバスにしても、

町が検討委員会といいますか、プロジェクトチー

ムといいますか、これを立ち上げたりしておりま

すので、この問題を解決するというか、そういう

方向で考えておられると思いますけれども、いつ

までにどのようにそういった今の交通上のさまざ

まな苦悩、不便、高齢化して本当に病院に通うに

も大変だと人が多くなっている状況の中で、本当

にどう解決するのかという点では、先ほどの答弁

では全く見えない。いろいろな交通手段があって

恵まれているというような答弁でしたので、この

コミュニティバスやオンデマンドバスなどの住民

の日常生活上のこういった交通の不便を解消する

考えが本当にあるのかどうか。そしてそれは、ど

ういう形でいつまでにやろうとしているのか、こ

の方向性だけでもきちんと答弁していただきたい

というふうに思います。 

 それから次は図書館の問題です。これは答弁な

さっておりまして、地域センターの建て替えに伴

う形で図書館の整備も考えておりますというよう

な形になっておりましたけれども、この図書館を

整備するためには地域センターの建て替えが具体

化しなければならないわけですが、今の答弁では

それがはっきりされておりませんでした。地域セ

ンターも老朽化して、あと２年とか何年かの間に

建て替えするなり耐震化をするなり実施しなけれ

ば、施設そのものが使用できないような、そうい

う状況になるわけですけれども、図書館の整備と

いうのはそういった点で地域センターがどうなる

かによって決まるわけですよね。 

 この地域センターは、従前、町が民間に建てて

もらって利用料を払う形にしたいと。民間がなけ

れば、町が主体に考えていきますよというような

お話でした。これについては、現在、どっちで進

んでいて、どんな状況になっているのか。これに

ついてお伺いしておきたいと思います。 

 それから、保育園の待機児童がゼロになったと

いうことで、かなり努力をされたというふうに思

います。ただ、これは本来の定員を大幅に超えた

受け入れをしたという形も発生した形で実現した

数字ではないかと思いますので、それについて

は、今後真っ当な形の定員の枠内で、どうこう

いった問題を考えていくのか。現在の定員枠を超

えた人数がどうなっていて、今後それをどう解消

するという考えがあるかどうか。これについてお

答えいただきたいと思います。 

 あとは、転出超過の町に転化したというのは、

これは今までありました町のサービスといいます

か、これがいろいろな面で評価されて、転出が増

えたということも考えられます。一方で踏みとど

まって、今年は少し改善して増えるのではないか
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という答弁になっておりましたけれども、要する

にこうした住民の日常生活上のさまざまな不満、

不便といいますか、これを解消しなければ、この

転出超過という問題が起こる可能性は今後もある

わけですよね。この辺について、一つ努力してい

ただきたいと思います。 

 以上で、答弁をお願いします。 

○議長（木下 敏） 上野議員に伺いますけれど

も、今の質問の中で町の施策が評価されたから転

出が超過したと言ったのだけれども、多分それは

転入が超過した。転出が超過したということは、

いなくなったということだから。町の子育てとか

そういう政策が評価されたから転入が超過したと

いうのであれば理解できるのですけれども。 

 要するに、町の施策が評価されないから転出が

多かったということを言いたかったということ

か。もう一度、そこのところだけはっきり質問を

お願いします。 

 上野武彦議員。 

○９番（上野武彦） 平成３０年度、これまで転

入超過の町ということで人口が増えるということ

も、そういう形で起こっていた町だったのですけ

れども、平成３０年度に７１名という転出超過を

発生させたということになりました。これは、や

はり従前と違ってこういうふうになってきたとい

うのは、やはりそれなりの原因があってのことだ

というふうに思います。 

 それは逆に、ある面を言えば、町の施策といい

ますか、町政上のいろいろな住民生活上の問題が

場合によっては不満になって、よりよい町に転出

したということも考えられる。これは出ていった

住民に聞かなければわからないことではあります

けれども、そういった負の部分が発生していると

いうことで、この問題を捉える必要があると。 

 そういうことで言えば、このことを機にやはり

町政上の住民サービスの見直しは考える必要があ

るのではないかということで、質問させていただ

きます。 

○議長（木下 敏） 総務財政課長。 

○総務財政課長（俉楼 司） それでは、私のほ

うからは、まず、何が原因だったのかということ

の御答弁をしてまいりたいと思います。 

 先ほどの答弁でも申し上げましたとおり、これ

がというようなものということではなくて、最近

の災害に係りまして、七飯町としても子供たちの

安全、町民の安全、生命、財産を守るということ

が大きな方針の柱になってきてございます。その

上でいろいろなものを建設してきたということで

ございます。 

 また、近年、国の施策に係りまして扶助費等も

増えているということでございます。そこら辺の

全部を総括して、総体として収支の均衡が少し支

出のほうが多くなってきているというような状況

があるというところでございます。 

 続きまして、今の現状の赤字がいつまでに解消

するのかというところでございます。現在、収支

のバランスを整えるというところで、私どもは行

財政改革を行っているところでございます。 

 また、先ほども申し上げましたとおり、予算を

編成する際には極力基金を当初予算には盛り込ま

ないというところで、基金の総体を７億円維持す

るというところを方針として定めてございます。

また町債についても少なくなるよう、財政運営し

てまいりたいというところで行っておりますの

で、なかなかそれをいつまでということでの御答

弁にはなりませんけれども、そういう方針のも

と、収支の均衡を少しでも良くなるよう行ってい

ると。そういうふうに行財政改革をしていくとい

うことで行ってございますので、御理解をお願い

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） 私のほうからプロ

ジェクトチームと交通関係の検討状況について

と、いつまでにどのようにという部分のことをお

答えさせていただきたいと思います。 

 交通関係につきましては、プロジェクトチーム

でこれまでも課題について解消に努めているとこ

ろでございます。ただ、９月の定例会以降、新た

な課題について、特段解消ができたというものは

御報告できる状況にはございません。 

 今言えることは、１１月に実は国のほうでも法

律の改正が今後見込まれるというような情報がご

ざいまして、計画的に交通を行っていくときに
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は、地域公共交通網形成計画というものを策定す

ると、これまでなってございましたが、今後、地

域公共交通計画、仮称でございますが、そういっ

た計画を策定していかなければならないというよ

うな状況も入ってきてございます。 

 そういった新たな課題もございますので、そう

いった部分も引き続き課題解消に努めてまいりた

いというふうに思ってございます。この中で、今

現在には、いつまでにどのように解消するかとい

う部分については、現在のところ申し上げること

はできない状況でございます。 

 続いて、転出超過、転入超過の部分でございま

す。日常的な不満の解消というところが、まず転

入超過に持っていける施策の一つだというふうに

思ってございます。こちらはまず、満足度を高め

ていくという部分で進めていくことが第一前提と

思ってございます。 

 総合計画の見直しの際には、住民アンケートを

実施してございまして、その中で満足度を測って

ございますので、次期総合計画の中でまた住民ア

ンケートをして、満足度を上げられるような形の

施策を考えていかなければならないというふうに

思ってございます。後期の総合計画の改正は、令

和２年に現在検討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） 副町長。 

○副町長（宮田 東） 私のほうから、先ほど図

書館の建設に関しまして、本町地域センターの改

築が大前提ではないかということでございました

ので、本町地域センターの見通しについて答弁さ

せていただきたいと思います。 

 これにつきましては、９月の第３回定例会にお

いても同僚議員の質問にお答えさせていただいた

のですが、現在、上野議員も先ほど申し上げられ

ましたとおり、賃料といいましょうか、それにつ

いても高いので、なかなか見通し的には厳しいと

いうような部分についてのお話も議員のほうも

おっしゃっておられましたので、そのような中で

財政の部分となっていきますと、やはり高額な事

業費からするとかなり賃料が高い。そうなってく

ると民間の方々の入居に関しても、相当厳しい状

態になってきているということを９月の定例会で

も申し上げてございます。 

 そのような中で、町の財政についても負担をか

けないように、これは先ほど総務財政課長が言い

ました７億円の基金を確保してまいりたいという

ような部分にもつながってまいりますけれども、

国や北海道の支援をいただけるような事業に置き

かえられないかというような形でございます。 

 その結果としまして、この市街化区域の部分に

ついて、公共施設、道路、公園などをコンパクト

に整備することによって、国からの厚い交付金だ

とか補助金をもらえる可能性が出てきたというこ

とで進めさせていただきました。それを令和２年

度、来年度について計画を立てていきたいと。 

 計画の名称については、立地適正化計画という

名称になりますけれども、それに名乗りを上げて

令和２年度に計画を策定して、令和３年度以降に

事業実施に向けて進めていきたいという形のもの

で現在検討しているということで、まず御理解い

ただきたいと思ってございます。 

 これによって、本町地域センターの改築、図書

館、もっと先のことを申し上げますとスポーツセ

ンターだとかのそういう部分について一連のもの

についても、総合的に計画をつくって見通しを立

てていきたいという考え方で現在進めております

ので、そのように御理解をお願いしたいと思って

ございます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 子育て健康支援課長。 

○子育て健康支援課長（岩上 剛） ４点目の

（３）の待機児童の部分で、議員のほうから定員

の枠を超えて受け入れしているような、そういう

可能性の中で対処されているのではないかという

質問でございましたけれども、これについては、

町内の保育施設に定員はございまして、この定員

の数は条件によって変動するわけなのですけれど

も、これについては定員弾力化の１.２倍という

ところまで、国のほうは定員枠を広げていいとい

うことで認められた範囲があります。 

 その範囲の中におさまった中での待機児童数ゼ

ロということでございますので、これは上回って

いる状況ではないというふうに理解をいただけれ

ばと思います。 
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 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 上野武彦議員。 

○９番（上野武彦） お答えいただいているので

すけれども、どうもはっきりしないのが一つあり

ますのでお伺いしたいのですが、平成３０年１０

月段階で町の総務課のほうで出した資料だという

ことなのですけれども、これでいきますと、平成

３３年で基金残高がほぼ底をつくような経費に

なっていくということで、令和３年を超えると基

金がマイナス段階に入っていくという中で、町は

先ほど７億円の基金を維持してまいりますという

ふうに言っておりました。 

 町のこの財政推計を見ますと、平成３７年です

から、令和７年には基金はマイナス２１億という

ような状況が生まれるというような推計をしてお

りましたが、先ほど７億の基金を維持しながらと

いう、その実態とはかけ離れた推移を示している

のではないかというふうに思うのですが、この基

金問題について再度、このグラフで見ますとそう

いうふうに見てしまうのですが、ちょっと説明を

いただきたいと思います。 

○議長（木下 敏） 総務財政課長。 

○総務財政課長（俉楼 司） それでは、答弁し

てまいります。 

 上野議員がおっしゃる平成３０年１０月に出し

た資料は、今私の手元にはないのですけれども、

そういう資料をお出ししている経過はあると思い

ます。その後、新たに財政の中長期計画といたし

まして、今の平成３０年１０月ですから、平成２

９年の決算ベースで、それまでの歳入歳出の状況

を踏まえて同じような収支のバランスになればと

いうことで、基金の残高が減っていくというよう

な数値のつくりだったと思ってございます。 

 今の私どものほうで決算としては、平成３０年

度の決算状況を踏まえて、今後１０年間、財政状

況としてどうあるべきかというようなところで、

大きな方針として基金を７億円残すと、これを方

針として７億円残すためにはどうしていかなけれ

ばならないかというような考え方のもと、計画を

つくってございます。 

 その中で、７億を残すためにというところで行

財政改革をしていく、また新たな事業を何もやら

ないというわけにはいきませんので、新たな事業

を実施していく中で、国、道のほうにかけ合いま

して、町の財政にとって優位な補助金、交付金の

もとに事業を推進していくというようなところの

方針をつくってございます。 

 それによりまして、これも中長期の計画ですか

ら、毎年の事業なんかをローリングして決算、ま

た当初予算の状況に応じて数値が少しずつ変わっ

てきているというところもございますが、そうい

う中で平成３０年１０月に出した計画より、今そ

ういう中長期の計画の中で進めてございますの

で、御理解をいただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） １１時１５分まで暫時休憩

いたします。 

午前１１時０３分 休憩 

───────────── 

午前１１時１５分 再開 

○議長（木下 敏） 休憩前に引き続き、再開い

たします。 

 一般質問を続けます。 

 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

て一般質問をしたいと思います。 

 災害時の避難について。 

 ここ数年、日本各地で未曾有の災害により人命

や財産など甚大な被害に見舞われている。 

 町は、東日本大震災以降、防災対策に力を注い

でおり、町の公式ホームページの防災関連の中

で、七飯町避難場所一覧、七飯町防災マップ、七

飯町地域防災計画等が策定され、掲載されてい

る。 

 これら防災関連情報は誰が見てもわかりやす

く、避難時には混乱することなく、安全で速やか

な避難ができなければならない。 

 そこで、次の点について伺いたい。 

 １、七飯町避難場所一覧では、福祉避難所が６

カ所あり、収容人員は１６４人としているが、福

祉避難所の対象者はどういう範囲で、その状況把

握はできているのか。 

 ２、内閣府は警戒レベル３で、避難に時間を要
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する人（高齢者、障害者、乳幼児等）とその支援

者は市町村が発令する避難情報で避難開始となっ

ているが、防災支援サービス、現在２３カ所設置

されている防災行政無線屋外拡声装置や広報車巡

回等で十分に周知が図れるのか。 

 ３、福祉避難所の対象者は、それぞれの特異性

に応じた安全な避難方法や避難生活をしなければ

ならないが、町としてどのように考えているの

か。 

 ４、七飯町避難場所一覧、七飯町防災マップ、

七飯町地域防災計画（資料編）等の文言や凡例等

の表記を同じにできないか、また、対象とする異

常な現象の種類アイコンや避難場所を示すための

多言語の対応を考えているか。 

○議長（木下 敏） 情報防災課長。 

○情報防災課長（若山みつる） 初めに１点目

の、七飯町避難場所一覧では、福祉避難所が６カ

所あり、収容人員は１６４人となっているが、福

祉避難所の対象者はどういう範囲で、その状況把

握はできているかについて、答弁してまいりま

す。 

 現在、町内の福祉避難所は大川コミュニティセ

ンター、大中山コモン、大中山多世代交流地域セ

ンター、文化センター、保健センター、大沼多目

的会館の６カ所となっております。 

 福祉避難所の対象者は、災害対策基本法でいう

要配慮者となっております。要配慮者とは、災害

時において、高齢者、障害者、乳幼児、その他の

特に配慮を要する者となっており、また、その名

簿の作成も法律で義務づけられております。 

 福祉避難所に収容される対象者につきまして

は、要配慮者のうち身体等の状況が特別養護老人

ホームまたは老人短期入所施設等へ入所するに至

らない程度の者であって、避難所の生活において

特別な配慮を必要とする者及びその家族となって

おります。 

 町では、対象者の把握について、毎年福祉課、

子育て健康支援課から提供されるリストや住民記

録から対象者を取りまとめ、要配慮者名簿を作成

してございます。 

 続きまして、２点目の、内閣府は警戒レベル３

で避難に時間を要する人とその支援者は市町村が

発令する避難情報で避難開始となっているが、防

災支援サービス、現在２３カ所に設置されている

防災行政無線屋外拡声装置や広報車の巡回等で十

分に周知を図れるのかについて、答弁してまいり

ます。 

 内閣府は避難勧告等に関するガイドラインを平

成３１年３月に改定し、住民はみずからの命はみ

ずから守るという意識を持ち、みずからの判断で

避難行動をとるとの方針が示されました。これに

より、自治体や気象庁から発表される避難等の情

報を住民が直感的に理解しやすくするために警戒

レベルを付して情報を提供することとなりまし

た。 

 これら避難に関する情報の住民への提供方法

は、現在のところ、大沼地区に設置している防災

行政無線、それから携帯電話等に強制的に送信さ

れる緊急速報メール、七飯町公式ホームページ、

ＮＨＫのデータ放送を利用したＬアラート、また

防災協定を締結してございますコミュニティＦＭ

でありますＦＭいるかのラジオ放送、それと町の

広報車や消防車による広報車巡回などで行います

が、全国的に起きる大規模災害を受け、防災行政

無線のデジタル化更新にあわせまして、全町的な

整備を計画しているほか、新たに町内会を通じた

災害緊急連絡網の整備に向け、町内会連合会と協

議しているところでございます。 

 また、防災行政無線の戸別受信機につきまして

は、避難に時間がかかる方などを中心に配置する

ことで準備を進めているほか、町内会長さんの家

など地域の情報伝達の中心となる住民組織への配

置も検討しております。 

 これらのさまざまな情報伝達手段で周知を図っ

てまいりたいと考えておりますので、御理解を願

います。 

 続きまして、３点目の、福祉避難所の対象者

は、それぞれの特異性に応じた安全な避難方法や

避難生活をしなければならないが、町としてどの

ように考えているのかについて、答弁いたしま

す。 

 福祉避難所の対象者につきましては、要配慮者

である高齢者や障害者等としておりますが、特に

障害者につきましては身体的な障害のほか、心の
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障害や内部障害など多様になってきていることか

ら、避難所内でのエリアの区分けや専門的な人材

の確保などが必要と考えてございます。 

 町では、避難所の備蓄品としてスペースを仕切

るための段ボール製の間仕切りや、教育委員会で

所有しておりますパーティションを活用し、エリ

アを区分けしていくなどの対策を考えておりま

す。 

 また、福祉避難所の運営には、医療等の観点か

ら専門的な人材が必要となり、現在のところ防災

協定を締結している渡島医師会へ協力要請し、対

応することとしております。 

 また、大規模災害となりますと、災害派遣医療

チームなどの派遣があり、先般の胆振東部地震で

は健康相談、歯科の医療、それから服薬、看護

チーム、あと保健所チームによります精神医療や

獣医師さん、それから保健師等、あと心のケア

チームなどあらゆる医療に関する派遣チームが活

動されています。 

 ただ、これらの体制が整うには発災から数日か

かり、実際に胆振東部地震のときは３日後となっ

ていることから、要配慮者の一時的な避難施設の

確保もしていかなければならないと考えており、

福祉施設や学校、医療機関、それから宿泊施設な

どと協議を行い、できる限りの体制を整えていき

たいと考えてございます。 

 避難方法につきましては、町など行政機関が全

ての要配慮者に対して避難の支援を行うことは、

現実的に不可能であると考えております。このこ

とから、可能な限り住民みずからの力で避難する

ことが必要だと考えます。 

 町といたしましては、要配慮者のうち個人の力

では避難が難しい避難行動要支援者の把握を進め

ていき、避難の支援や避難状況の把握、逃げおく

れ対策など的確な避難支援が行われるよう対策を

進めてまいりたいと考えてございます。 

 また、このような方針を住民へ周知することも

重要と考えていることから、町広報誌や公式ホー

ムページ、また本年度から情報防災課で積極的に

行っております町内会と地域組織を対象としまし

た防災講演などを使って周知を図ってまいりたい

と考えてございます。 

 続きまして、４点目の、七飯町避難場所一覧、

七飯町防災マップ、七飯町地域防災計画（資料

編）等の文言や凡例等の表記を同じにできない

か、また、対象とする異常な現象の種類アイコン

や避難場所を示すための多言語化対応を考えてい

るのかについて、答弁してまいります。 

 現在、七飯町避難場所一覧についての最新の情

報は、七飯町公式ホームページに掲載してござい

ます。また、七飯町防災ガイドマップ、七飯町防

災計画の資料編にあります避難場所一覧につきま

しては平成２５年に作成したものでございます。 

避難場所等の区分につきましては、平成２５年６

月に災害対策基本法が改正され、それまで切迫し

た災害の危険から逃れるための避難場所、それと

避難生活を送るための避難所が必ずしも明確に区

分されていなかったことで、東日本大震災の被害

拡大の一因となったということから、現在の緊急

指定避難場所、指定避難所という区分に明確化さ

れました。 

 全戸配布してございます七飯町防災ガイドマッ

プや地域防災計画（資料編）は、災害対策基本法

前での作成であったため、改正前の一時避難所、

広域避難所という表記となってございました。こ

れらの方針についてですが、地域防災計画につい

ては現在パブリック・コメントを終了し、改訂版

を今年度中にお示しするスケジュールで進んでお

り、改訂版の資料編は現在の表記に統一されま

す。 

 また、全戸配布しております七飯町防災ガイド

マップにつきましては、作成から時間が経過いた

しましたので、最新の状態の七飯町防災ガイド

マップの作成及び全戸配布を計画しております。 

 さらには、広報ななえ１１月号の駒ヶ岳火山噴

火の記事から防災関連の記事を連続して掲載して

ございまして、１２月では先ほど申しました避難

に関する警戒レベルのことを、また、１月に関し

ては避難場所についての記事を掲載する予定でご

ざいます。 

 避難施設については、指定避難所や緊急指定避

難場所などの区分のほか、避難所がどの災害に対

応しているかなどを記載した用紙、具体的にはＡ

３の用紙にラミネート加工したものを今考えてご
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ざいますが、それを作成し、掲示するなどの準備

を進めているなど、住民に対して周知を図ってま

いりたいと考えてございます。 

 また、多言語の対応につきましてですが、昨今

の外国人観光客の増加などにより必要性が高まっ

ていると認識してございます。現在検討している

対応策といたしましては、七飯町公式ホームペー

ジの多言語化について計画しているほか、駒ヶ岳

火山噴火につきましては駒ヶ岳を囲む３町などの

関係団体で組織いたします北海道駒ヶ岳火山防災

協議会での事業として、火山防災に関する多言語

看板の設置やパンフレットの作成などを協議して

おります。 

 いずれにいたしましても、防災情報の多言語化

は喫緊の課題であると捉えておりますので、さま

ざまな方法を模索いたしまして、実行可能なもの

は速やかに実施していく考えでありますので、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） 田村敏郎議員。 

○５番（田村敏郎） まず、１番目ですけれど

も、福祉避難所の対象ということでお聞きしまし

た。要配慮者というようなそういう表現であらわ

しましたけれども、これは実際、避難場所一覧の

福祉避難所、ここの説明では要配慮者が避難生活

を送る際に特別な支援等を受けられるよう保健

師、相談員を配慮した施設をいう。要するに、保

健師や相談員を配置するような人が福祉避難所に

行くのだという話だと思うのです。 

 もう一つには、別な表現方法が出てきているの

です。これは何かというと、防災マップのほうに

出ていますけれども、具体的に高齢者であるとか

障害者であるとか、乳幼児等という、そういう表

現で出てきているのです。 

 ですから、今の説明でわからないわけではない

のですけれども、あくまでも、ここのやりとりと

いうことではなくて、町民が避難する際にどうい

う方法で、どこへ行けばいいか。特に福祉避難所

の対象者であろうという人がどういう人で、そう

いう人方は福祉避難所にどういうふうに行けばい

いのか。私は何なんだろう、どっちなのだろうと

いう、そういうことを町民は知りたいと思うので

す。 

 ですから、こういう要配慮者が対象ですよと、

町民がそれでわかると思いますか。もう少し詳し

く、例えば介護の対象者であれば、要介護の介護

度は何ぼ以上、それから障害者はこういう種別の

方、それから難病患者だとか透析の必要な人だと

か、妊娠何カ月の人だとか、乳児、幼児、児童、

それからそれらを避難する際にサポートする支援

者はどうなのか。こういうものを具体的に示さな

い限り、町民なんて避難できないですよ。 

 どこに行けば、一時避難所に行けばいいのです

か。それだって、福祉避難所のそういう対象にな

ろうという方は、在宅でやはり自力でできないで

すよ。それなりに家族だとか支援者がきちんとし

た対応をしなければならない。そうやって避難し

なければならないという中で、要配慮者とは誰で

すかという話です。 

 ここはやはり、このやりとりはいいのですけれ

ども、もう少し詳しく具体的にこういう対象です

というものを明らかにしてもらいたい。 

 それから、福祉課のほうで名簿を提出して作成

しているという話ですけれども、では具体的に何

人を対象にしているのかということが先ほども出

ていないですよね。福祉避難所の収容人員は１６

４人なのですよ。それ以下、それ以下というの

は、それに該当しない方がいればいいのですけれ

ども、それ以上を超えれば福祉避難所はパンクし

てしまいます。 

 しかも、ここの避難一覧の中には、地区別とい

うか分かれていますよね、大川中野地区、それか

ら大中山地区だとかと。こういうふうに分かれて

合計して１６４人ですよ。一番少ないところで

は、８人とか４人とかですよ。大沼多目的会館は

４人です。 

 そういうような中で、あふれた場合、ではどこ

に行くのですかという話です。どういう対象の方

がどのような形で行くかということなのです。や

はりそこら辺をきちんと、一番大変な方に対して

どう光を当てて、どう安全に避難させるかなので

すから、ここの部分をもう少し町民の側に寄り

添った形でしっかりと、この地区には何人いて、

こういう対象者が何人いて、こういうところにこ
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ういう方々を考えていますとかと具体的に出さな

いと動きようがないですよ。確かにホームページ

だとかいろいろなものに出ていますと、それはそ

うでしょう。 

 それから、先ほど２番目で説明がありましたよ

ね、自分の命は自分でと。こういうことを平気で

説明の中に加えていくという。そうしたら、この

人方はどうするのですか。在宅で介護が必要だ。

ここら辺はもう少しきちんと、自力で来た人につ

いては３番目で言っていますよね、エリアの区分

をしたり渡島医師会に要請中で、こういう方々と

チームを組んでやりますと。わかりますけれど

も、私が言いたいのは、避難所にたどり着くまで

の間をどうするのですかということなのです。 

 ここの部分、もう少し具体的に、１番の問題に

ついては具体的に、ここの避難一覧の中に地区別

に分けていますけれども、地区別に何人、具体的

に福祉避難所の対象者はこういう具体的な形態の

人方ですと言っているようなものと数と、地区別

にもう一度お願いしたいと思います。 

 それから、２番目、これはいろいろ周知の方法

ですけれども、さっき聞き取れなかったのですけ

れども、全町的な整備をする。今、大沼地区で２

３カ所ありますね、防災行政無線屋外拡声装置。

これは全町に設置する考えがあるかどうか。峠か

らこっちのほうはないものですから、やはり周知

に時間がかかるということであれば、やはりこち

ら側にも設置をして、同時にそういう災害の情報

を七飯町民全体が共有するという、そういう形を

とらなければ私はまずいのではないかと思う。 

 そういう意味で、ここら辺を全町的に設置する

必要があると私は思いますので、計画があるかど

うか、それについてお願いします。 

○議長（木下 敏） 田村議員、今の２問目の全

町的な計画のところは先ほど答弁の中で、全町的

に整備を計画しているということは言っていたも

ので、もし、それのもっと詳細を聞きたいのであ

れば、詳細という再質問でお願いします。 

 田村敏郎議員。 

○５番（田村敏郎） 冒頭、ちょっと私聞き取れ

なかったということは言ったのですけれども、や

るということであれは、いつまでにやるのか。具

体的にいつまで、検討するというのはわかるので

す。いつまでにやるのか。検討中に災害が起きた

ら大変な話ですよ。具体的にいつまでにやるの

か、これをお示しいただきたい。 

 それから、三つ目、避難したときにどうするこ

うする。私は避難行動、避難のおくれ云々という

説明がありましたけれども、やはり災害の時間

帯、早朝、昼間、夜、深夜、いつ起きるかわから

ないのです。そういう中で、やはり一定程度、行

政としても万が一の災害の想定というものを、深

夜なんていうのは本当に大変な問題だし、あるい

は早朝も大変でしょう。あるいは昼間であれば学

校に行っていたり、保育所に行っていたり、家族

がばらばらになっているという、いろいろな状況

が生まれてくる。 

 そういう中で、やはり避難方法、特に早朝だと

か深夜だとか、こういったときにどう考えている

のか、もう一度教えていただきたいということ

と。 

 それから先ほどもちょっと言ったのですけれど

も、一旦一時避難所に行くのか、直接福祉避難所

に行くのか。ここら辺が先ほど１番でも指摘した

のですけれども、私はどこに行けばいいのだろう

ということです。それをどう考えているのか、教

えていただきたい。 

 それから、七飯町の避難場所一覧を見ますと、

災害の種類によって身近な避難場所に避難できな

い状況があります。これです。例えば、大沼多目

的会館は福祉避難所でありますけれども、災害に

伴い発生する火山現象の避難には適さない。そう

いうことになって、こういった場合、では福祉避

難所の対象者は、どこにどうやって行くのかとい

うことです。 

 それから、同じ避難場所一覧では、６種類の災

害に対応する考え方でやっています。避難所を見

ていきますと、七飯町内全体に７０カ所の避難所

が指定されているというか、あるのですけれど

も、６種類に対応できる避難場所が１８カ所、そ

れから５種類に２２カ所、４種類に対応できるの

は１９カ所、３種類に対応するのが１１カ所。こ

の１１カ所で５５４人が収納可能だという、そう

いう状況になっている。 
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 この３種類の対応できる施設というのが主に火

山や地震に適さないのです。外れているのです。

ということは、大沼から峠下のほうまで来ると、

峠下のほうは直接ないかもわからないのですけれ

ども、防災マップからいくと、風下になれば何

メーターかの火山灰が降るということです。１

メーターぐらいでしたかね、僕はちょっと記憶が

ないですけれども。 

 そういうふうな、全部６種類に適応させろとは

言わないですけれども、適さないところに適さな

い災害が起きた場合、どこに逃げるのかというこ

とをはっきり町民に周知していかないと、混乱は

すると思うのです。町民の安全安心は確保できな

いのではないかと思う。 

 それから、峠下の道の駅の問題ですけれども、

洪水に適さないという表記になっているのです

ね、ここでは。これは、どういうことかと言う

と、５０センチから３メーター未満の洪水になる

予測をしている。でも、道の駅というのは、地元

のみならず観光客、あるいは遠方から車で来てい

る。避難場所になっているということになれば、

安全だと思うのですよ、わからない人は。でも実

際、よく見てください、外れていますよ、洪水に

なったときには外れていますよと言っていてもど

うにもならない話なのです。 

 だから、多くの観光客の車移動についての、も

し入っていた場合、どういうふうにしていくの

か。まだ洪水になりかけのときにやるのか、その

判断というのは非常に難しい。それから、大沼の

ほうから来る、こっちのほうから来る、集まって

きたときにどうやって移動をさせていくのか。こ

れについてもちょっと考え方を教えていただきた

いと思います。 

 それから、鶴野の地域センター、七飯町の避難

場所一覧では洪水に対応できないことになってい

ますけれども、防災マップでは５０センチから３

メーター未満の洪水になると。避難所になってい

ない。ですから、避難所一覧ではこうだけれど

も、防災マップではこうだという、全然違うもの

が出てきている。 

 それから、もう一つ気になるのは、防災ガイド

マップがありますよね。この中で津波が出ていま

す。この津波というのが、七重浜の第一波到着時

間は７１分、そして最大水位が４.７メーター、

そういうふうになっています、これでは。七重浜

のずっとあれになっていますけれども、実際、こ

この部分の津波の河川遡上についての被害はない

のですか。 

 東日本大震災では、河川を遡上して、大体時速

４０キロというのですけれども、上がってくるの

ですよね。障害物がないから、本当に早く上がっ

てくる。そうしますと、久根別川河口から豊田付

近、あるいは久根別川河口から鶴野付近、あるい

は久根別川河口から昆布館付近、峠下ですね、こ

の部分についての到達時間だとか水位だとか、こ

ういったようなものは全く検討されていないのか

どうか。 

 防災ガイドマップを見れば、なかなかそこら辺

まではやっていない。七飯町は津波の影響を受け

ない。そういうような認識を町民を持ってしまい

ますよ、これを見ていれば。 

 やはりこれはきちんと、実害がないのであれば

実害がない、大きいあれはあるかもわからないで

すけれども、ここに記載されている７１分で七重

浜に到達して、最大水位が４.７メーター、ここ

で来ますよと。それを例にとって豊田、そして鶴

野、峠下、こういったようなものには大体このぐ

らい何分で、このぐらいの高さのものが来るとい

う予測を載せても私はいいのではないかと。これ

が全く出てきていない。そういう、これについて

の見解を聞きたいと思います。 

 それから、避難生活、どれぐらいの日数、さっ

き３日とか何とかといろいろあると思うのですけ

れども、大体どのぐらいを想定しているのか。福

祉避難所の対象者の特異性に応じた生活をするた

めに、例えば離乳食や液体ミルク等、生活に必要

な物資を現在備蓄しているのかどうか。避難する

人が持ってこないとだめだという話なのか。特

に、福祉避難所、ここの部分については、私は一

つの大きな問題になるのかなというふうに感じて

います。 

 それから、もう一つ、一番気になるのは、避難

所に指定されている７０の施設がありますけれど

も、トイレを水洗化しろとかそういう話ではない
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ですよ、避難した人が最低でもトイレに入ったと

きに立ったりしゃがんだりする手すり、これが必

要でないかと思うのです。そこで、そういう立っ

たりしゃがんだりできる手すりがついている避難

所は何カ所あるのですか、７０のうち。これを教

えてください。 

 それから４番目です。ホームページだとかいろ

いろなもので全戸配布をしますとかとなっていま

すけれども、具体的に、今検討中だとかというも

のがありますけれども、先ほどもちょっと私申し

ましたけれども、ここでマル急という、この避難

場所一覧では緊急指定避難所というのです。防災

マップでは指定緊急避難所というのです。そし

て、七飯町地域防災計画（資料編）では一時避難

所ですよ。同じマル急の文言の表現ですよ。どう

いうふうに違うのか、私もちょっとわからないで

すけれども、緊急指定避難所と指定緊急避難場

所、それから一時避難所と、その３通りの表現が

ある。 

 それから、マル指とありますけれども、指定の

指ですね。これは避難所一覧では指定避難所、防

災マップでも同様になっています。それから福祉

のほう、これも避難場所一覧では福祉避難所、防

災マップも福祉避難所。そして、地域防災計画で

もそのようになっている。 

 そうすると、最初の文言だけが３通りあるとい

うのは、やはり町民が見る上ではどういうふうに

違うのかと。これはやはり表記を統一して、きち

んとした形でやるべきでないのかというふうに思

います。 

 それから、防災ガイド、こちらのほうも広域避

難所という表現も出てきている。主に小中学校の

グラウンド、ヘリポートの関係だと思うのですけ

れども、こういうものをきちんと載せるべきでは

ないですか。こういうものはどういう目的で、そ

ういう表現をして、どういう使われ方をするのか

というものをきちんと整理すべきでないかと思い

ます。この考え方について、お聞かせ願いたいと

思います。 

 それから先ほど申しましたように、マル急の中

で緊急指定避難場所、これは避難場所一覧の中で

出ていますけれども、これの説明が、災害が発生

し、また発生するおそれのある場合に、その危険

から逃れるための避難場所をいう。屋内・屋外

と、括弧して書いてあります。それから防災マッ

プでは、災害による危険が切迫した状況におい

て、住民等の生命の安全の確保を目的として、緊

急に避難する場所だという。そういう似たり寄っ

たりのニュアンスだけれども、これもきちんと整

理して、あくまでもこれは町民が読むという前提

で物事を考えていかないと、私はまずいのではな

いかと思います。 

 それから先ほどもちょっと言いましたように、

福祉のほうの避難場所のほうですけれども、避難

場所一覧では、要配慮者等が避難生活を送る際に

特別な支援等を受けられるよう保健師、相談員を

配置した施設をいう。防災マップでは、高齢者、

障害者のほか、妊婦、乳幼児、病弱者等、避難所

での生活に支障を来すため特別な配慮の必要な人

のための施設と、こういうふうに書いている。私

は防災マップのほうが幾分、避難場所一覧の説明

よりもより町民にとっては身近に理解できる表現

ではないかなと思います。 

 やはり、防災関連、確かに町はいろいろな箱物

を東日本大震災以降、考えてきたかもわからな

い。つくってきたかもしれないのですけれども、

実際つくっても、いわゆる町民の命、魂がそこに

入らないとだめなのです。避難しないとだめなの

です。避難できるか、できないかなのです。 

 一生懸命、東日本大震災以降、こういうものを

つくりました、ああいうものをつくりましたと。

そうでしょう、確かに。だけれども、実際は、三

つの災害にしか対処できない、そういう施設もあ

れば、６種類に対応できる施設もある。それは何

かというと、やはり避難場所でないところにも平

気で避難場所の文字があるとか、そういうことで

やはり建物でなくて町民の命なのです、我々が守

るべきものは。そして、万が一のときにしっかり

と町民の命を守る。これがやはり一番行政に課せ

られた使命だと、私は思うのです。 

 そういう意味からすると、もう少しハザード

マップができましたと新聞にも出ていました、改

訂済みと。わかりますけれども、しっかりとこう

いう町民の側に寄り添った防災マップなり防災ガ
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イドマップなりをしっかりとつくって、私が当初

お願いしたような、誰が見てもわかりやすくて、

避難時に混乱することのない、そういうものをつ

くっていただくことによって、町民の命、財産、

こういったようなものがしっかりと守られると思

いますので、今まで御指摘した部分についての再

答弁をお願いいたします。 

○議長（木下 敏） １時まで暫時休憩いたしま

す。 

午前１１時５８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。 

 田村敏郎議員の再質問に対する答弁より入りま

す。 

 情報防災課長。 

○情報防災課長（若山みつる） それでは、再質

問につきまして答弁してまいります。 

 まず、基本的に福祉避難所の対象者のことなの

ですが、対象者の福祉避難所の収容方法といいま

すか、手順なのですが、まず一般的な指定避難所

というところに要配慮者の方も避難していただき

まして、そこで福祉避難所の準備が整い次第、福

祉避難所のほうに移っていただくというようなこ

とで現在は考えてございます。ということですの

で、要配慮者の方は指定避難所に避難していくと

いうのが基本的な流れとなってございます。 

 また、要配慮者の把握についてでございます

が、最初の答弁でも申しましたとおり、災害対策

基本法でいう要配慮者の名簿を作成してございま

す。災害対策基本法でいう要配慮者とは、高齢

者、障害者、乳幼児、その他の特に配慮を要する

者となっていますが、その特に配慮を要する者の

中に、妊産婦や外国人なんかも最近は入ってきて

ございます。 

 これにつきましては、町で押さえている数字等

について、先ほど再質問でありましたけれども、

数字といたしましては全体的には、先ほど言った

ように高齢者全てとか、乳幼児ですから就学前の

子供、５歳以下の数だとかをトータルすると７,

０００人を超えるような名簿となってございま

す。 

 では、福祉避難所の対象はどうやって把握する

のだという話なのですが、そこは避難を１回され

てから福祉避難所に収容するかしないかという判

断をしますので、何人が福祉避難所に入るのだと

いう数字は押さえてございません。というか、押

さえられないということになります。 

 ただ、障害がある方とかは確実に福祉避難所に

入る要件に合致するというのが、もう既にわかっ

ているものもあるので、そこはこれから確実に把

握をしていきたいと考えてございます。 

 また、家族等も福祉避難所に収容されることで

すから、今１６４人で七飯町は福祉避難所の人数

を捉えてございますが、到底足りるものではない

と思ってございます。これにつきましては、町内

の福祉施設、あと学校、それから医療機関、宿泊

施設等とこれから協議を行ってまいりたいと考え

てございます。 

 また、ほかの町でも、この福祉避難所の問題は

皆さん防災の担当は頭を悩めておりまして、北海

道でも、福祉避難所が足りない場合、広域に避難

するということも決めておりますので、ほかの近

隣市町村等々と協議いたしまして、広域に避難す

るということも考えてございます。 

 あと、要配慮者の把握についてなのですが、要

配慮者の中でも避難行動要支援者、避難が自分で

困難だという把握なのですけれども、これは今ま

で介護だとか、あと障害ある方、それから高齢者

のひとり住まいの方等を避難行動要支援者として

捉えていたのですが、これでは実際の災害のとき

に確実に、単身世帯の高齢者でも一人で避難でき

る方も当然いるということですから、避難行動要

支援者にはならない可能性があるということで、

確実にもっと押さえていきたいということもあり

まして、私たちの課では来年度に向けて、先ほど

言った要配慮者は７,０００何人いるのですが、

要配慮者に対して全て個人宛てに手紙というか同

意書みたいなものを送って、避難行動が困難であ

るということを同意していただくと。 

 何で同意が要るかというと、災害があったとき

にすぐに助けに行けるのは消防だったり、警察
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だったりとか、あと周りの町内会の人とか民生委

員とかというところが一番最初にたどり着けると

ころです。役場の職員も近くにいれば行けるので

すけれども。中心的になるのは、やはり町内会

だったり消防、警察、自衛隊ということになりま

す。普段から警察とか消防もそういう人方の名簿

がやはりあったほうが、普段からどういうふうに

助けに行くかという想定もできると。 

 また、その対象者がどのような状況であるか、

もっと言うと部屋の中の１階にいるのか、２階に

いるのか、寝室はどの辺にあるのかというのもわ

かれば、すぐに救助できるというようなこともご

ざいまして、その辺も含めて個人宛てに全て、そ

ういう機関に提供してもいいですかという同意と

ともに、その人の病状だったりとか、かかりつけ

の病院だったり、緊急連絡先だったりということ

を個別に整理していく準備を進めてございます。 

 それがわかると、本当に七飯町の中にどれくら

い避難するのに手助けする人がいるのかというの

がはっきりわかってくるのではないかなと思って

ございます。 

 それに含めて先ほど言った病状等を捉えること

で、福祉避難所にどのぐらいの人数が必要なのか

ということになると思います。ただ、１６４人と

いいましても、その災害ごとに、全町的に２万

８,０００人が避難するような災害があった場合

は町の避難所自体も使えないということになるの

で、そうなったら先ほど言いました広域の避難、

函館市に避難するだとか、そういうようなことに

なると思います。 

 避難所の不足等については、先ほど言いました

とおり、広域的な避難だったり、福祉施設につい

ては特に福祉避難所としては、既に専門のスタッ

フがいたりだとか、既に物というか装備という

か、施設の物が整ったりということで非常に有効

であるとは考えてございますので、施設の入所者

の状況等ともございますけれども、その辺はこれ

から協議を進めていきたいと思っております。と

ともに、個人の状況をこれから把握していくとい

うことに努めてまいりたいと考えてございます。 

 続きまして、防災無線の整備についてでござい

ます。防災無線は、１回目の答弁で言ったとおり

全町的に整備するように計画して、夏ごろには全

町でスピーカーのテストをやって、結構大きな音

を全町に鳴らして、音の記憶がある方もいると思

いますけれども、そのテストが今終わりまして、

整備を全町的に計画してございます。 

 時期なのですが、令和２年度から３年度の２カ

年にかけて実施していきたいと考えてございま

す。 

 続きまして、早朝の時間帯等の避難についてな

のですけれども、現在、国がお知らせするＪア

ラートという仕組みがございます。これはどうい

うときに鳴るかというと、軍事的なミサイルが注

目されましたけれども、それ以外で気象特別警報

といわれています雨の特別警報だとか、あと地

震、噴火についても気象特別警報に入っているの

ですが、それらの事象が起きたときは国から自動

的にＪアラートというのが発生されて、町の防災

無線だったり、緊急速報メールですか、携帯に

メールが自動的に配信される。だから、夜中でも

早朝でも役場に職員がいなくても、自動的に事象

のお知らせは発信できるというような仕組みに

なってございます。 

 先ほど言いました防災無線の全町整備が整いま

すと、それによって全町の町民に情報が伝わると

いう仕組みになると思います。防災無線が２年度

から３年度ですので少しの間ちょっと時間はいた

だくことになるのですけれども、防災無線のない

間は携帯電話がない人はどうするのかという話に

なるのかもしれませんけれども、緊急速報メール

で全町の町民には対応していくというような、夜

間、それから早朝等に関して職員がいないときに

関しては、そういうような方法でお知らせしてい

くことになると考えてございます。 

 また、道の駅の洪水の可能性がある場合の避難

所の考え方についてなのですが、道の駅は人が集

まる場所でございますので、周知は重要だと考え

てございます。先ほど言いました防災無線の整備

にあわせて道の駅も含めて人が集まるような施設

に関しては、大きなテレビに防災の情報を流せる

ような仕組みも一緒に整備してまいろうと考えて

ございます。 

 また、先ほど１回目の答弁のときにＡ３の紙
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に、この避難所はどういう避難所で、どういう災

害に対応していますということを張り出すという

ことを今準備していると申したのですが、そのよ

うな感じで道の駅にも、この避難所は洪水のとき

は対応していませんということをはっきりうたっ

たようなものを掲示していくというようなことを

考えてございます。 

 それと、重ねてになりますけれども、防災無線

が整備できれば防災無線で、特に道の駅等は繰り

返しそういう災害が迫っていますから、ここは危

険ですから移動してくださいということで周知し

ていくということで対応してまいりたいと考えて

ございます。 

 あと、鶴野地域センターにつきましては、向か

いの鶴野会館より少し土盛りして建ててあるとい

う現状でございます。高さにして１メートルから

１.５メートルぐらい高いのでないかなというこ

とで、この前、雨のハザードマップが５０年に一

度から１０００年に一度ということで、想定雨量

等も変わったハザードマップが出ております。そ

れによりますと、鶴野地域センターあたりでは

０.５メートルから最大３メートルの水が来ると

いうような表記となってございますけれども、先

ほど言いましたとおり鶴野地域センターは高さが

それなりに上がってございますので、洪水が来た

ときに直接すぐに危険が及ぶ避難所でないという

判断でございまして、ハザードマップが変更され

た後も洪水に対する避難所として残している経緯

がございます。 

 それから峠下につきまして、峠下の地区の避難

所につきまして、火山灰の降灰が来るのではない

かということで、だけれども火山の避難所になっ

ているということなのですけれども、大沼も火山

灰が来るだけでは火山の避難所から除外はしてい

なくて、除外していないというのはあれなのです

けれども、火山灰は風向きによって函館まで届く

ような被害の種類だと考えてございます。駒ヶ岳

の先ほど言ったハザードマップに関しても、火山

灰は全部に降る可能性があるということでござい

ます。 

 大沼地区の避難所はなぜ火山の避難所から除外

しているかということなのですけれども、これは

火砕流とか土石流とか、そういう危険性がある地

域だということで、大沼地区に関しては除外して

いるということでございまして、峠下については

火山灰のみが危険性がある。火山灰だけの危険性

のある避難所については、火山の避難所として対

応するというような考え方で、峠下は火山の対応

する避難所だということで考えてございます。 

 あと、津波の河川遡上につく豊田地区等の久根

別の逆流のことなのですが、これが北海道が策定

します津波ハザードマップについて、これは津波

ハザードマップの結果が防災ガイドマップ、これ

と同じものにも載せてございますけれども、久根

別を遡上してきて函館新道をちょっと超えたあた

りで久根別はとまるというようなハザードマップ

の予想となってございまして、七飯町で一番近い

豊田地区に関しては津波の影響はないという予想

でございますので、そこは七飯町では想定してい

ないという結果になってございます。 

 あとは、避難の日数については、災害の種類に

よって期間は変わってくると思いますので、た

だ、防災の考え方としては３日以上続けば長期的

な滞在になってくるというような考えでございま

す。 

 緊急指定避難場所と指定避難所ということを先

ほどから申してて、緊急指定避難場所は一時的に

逃げるところ、指定避難所は滞在するところだと

いうことなのですけれども、一時的にとはどのく

らいだということもあると思うのですが、それは

やはり３日以下というか、長期に及ばない避難、

そこは３日程度を境目に考えてございます。 

 ただ、その災害によってはいろいろなパターン

がありますので、一概には言えませんけれども、

基本的な考え方はそういうような考えで進めてご

ざいます。 

 あと、トイレの手すりにつきましては、申しわ

けございません、今の段階で全部は調べ切れてご

ざいません。ただ、福祉避難所に関しては、福祉

避難所を指定する際にトイレの手すり、バリアフ

リーの中の一つであると思うのですが、トイレの

手すりなんかも条件に入れてございますので、福

祉避難所につきましては、全て手すりがあるのは

確実なことでございます。 
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 あと、マップ等の文言ですけれども、これは御

指摘のとおり、いろいろな言葉があるのは認識し

てございます。ただ、全国で災害が起こるたびに

いろいろな言葉が新たに出てきたり、ちょっと変

わったりということで、七飯町がそれにきちんと

即座に対応していなかった面もあると思いますけ

れども、今後は注視しながら確実に文言を統一す

るなど、注意しながら取り組んでいきたいと考え

ております。 

 ただ、紙とかでつくってしまうと、どうしても

災害ごとに言葉が変わってしまいますので、古い

言葉が残ったりする。先ほど言いました広域避難

所なんかは今言葉としては存在していない避難所

なのです。そういうのもありまして、存在してい

ないというのは防災上に言葉として、そういう避

難所はないということなのです。ないというか、

定義されていないということになっています。な

ので、その辺もあわせて統一してまいりたいと考

えてございます。 

 あとは全体的な話になってしまうのですが、田

村議員がおっしゃるとおり、わからないことが町

民の方は多いということは、すごく認識してござ

います。１回目の答弁のときにも言いましたけれ

ども、いろいろな広報の方法を使って、広報誌に

連載していることもあったり、あと町内会等、住

民の組織に対して防災講演なんかも、今年で７回

ぐらい行っております。そういうものを通じて、

もっと防災のことをわかっていただいて、知識を

高めていただければ、もっと防災に強い町になる

のではないかと考えてございますので、御理解よ

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） それでは、何点か再々質問

いたします。 

 まず、確認しておきたいのは収容方法ですけれ

ども、これについては指定の避難所にみんな集ま

るという中で、福祉避難所のほうに割り振りする

といえばおかしいのですけれども、そういう必要

な方は行くのだということで、これは誰がどこで

するのかということですよね、問題は。それにつ

いて、ちょっとお聞かせ願いたいと思います。 

 それから、話を聞いていきますと、要配慮者、

高齢者、障害者、乳幼児、特に妊産婦、それから

外国人というようなことで大体７,０００人を超

えるのではないかというようなことで、これから

いろいろな部分で個人宛てに通知したり、絞って

いくというか、具体的な福祉避難に該当しそうな

人を絞り込んでいきたいということで、これはや

はり早急にやらなければ命にかかわる。要は妊婦

にしても障害者にしても、あるいは透析を受けて

いる人にしても、いろいろな形で福祉避難の該当

になるような方ですので、何とか早急に絞り込ん

でいただいて、１６４というものは恐らく私は全

然足りないということであれば、それなりに、先

ほど説明では七飯町全体で起こる災害というのは

確かにそうなのです。部分的にしろ、町内全体で

１６５の部分しかないというのは、余りにも

ちょっと少ないというか、あるいは指定避難所の

中にももうちょっと福祉避難できる場所のエリア

を拡大していくとか、そういうような配慮という

か、そういうものも早急に検討していただきたい

と思います。 

 それから、防災行政無線屋外拡声器、これにつ

いては令和２年から３年にやるということで、私

としてはもう少し早く、２年から３年というのは

わかりますけれども、その間に起きたらどうなの

だという、先ほど防災のいろいろなそういうもの

を当座使うというのはわかるのですけれども、や

はり町民にとっては、そういうものからすぐ情報

が入ってくるというようなことで、早急に、確か

に２年から３年というのはわからないわけではな

いですけれども、もっと早く、特に防災に関して

は、いついかなるときにどうなるかということを

考えると、もう少しスピードをつけていただきた

いと思いますけれども。 

 先ほど説明の中ではＪアラート、こういうもの

で職員がいなくても云々とありましたけれども、

そうすると逆に言えば、これはＪアラートに基づ

いて職員が動くという話ではないと思うのですけ

れども、そこら辺の誤解が私にあるかもわかりま

せんので、やはり常時職員は情報収集、あるいは

情報に敏感でなければならないということから、

確かにいなくてもという一つの表現だと思います
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けれども、もう少しＪアラートと防災の職員のか

かわりといいますか、そこら辺についてもちょっ

とお話をいただきたい。 

 それから、大沼多目的会館は、これは除外する

というのはわかります。そうすると、大沼地区の

部分で先ほど１回目の質問しましたけれども、ど

うやってどこにということは、峠下のほうにとに

かく来てもらうということなのか。あるいは、以

前は婦人会館に集まって、婦人会館からバスであ

れするのだというようなことも昔ちょっと言って

いましたけれども、今現在、多目的会館がだめだ

ということであれば、どうやって自分のことを自

分でやれと言うのか。あるいは、どこかで集まっ

て、その中から輸送しましょうという考え方なの

か。そこをもう一度、お話をお願いしたいと思い

ます。 

 それから、道の駅、モニターを整備したいとい

うことなのですけれども、これについても私は早

急にしてもらいたいと思うのですけれども、具体

的にＡ３で出すというのも結構ですけれども、モ

ニターの整備については具体的にいつ考えている

のか。その部分について、ちょっとお話をしてい

ただきたい。 

 それから、鶴野の地域センター、これは先ほど

土盛りが１メートルで、洪水については５０セン

チから３メーター、土盛りがあるからというよう

なことですけれども、実際、あそこは孤立してし

まうのです、あの周辺はあそこだけが幾分高いと

いうことで。そうなると、なかなか、それであれ

ばもっと早目にどこか安全な場所に、洪水に限っ

てですよ、そこにという確かにしているけれど

も、例えば２メーター、こういう議論はしたくな

いのですけれども、２メーター、３メーターにな

れば全然役に立たないわけでありますから、１

メーターであれば、どちらにしても救助に行かな

ければだめなのですよね。そうであれば逆に、最

初からこっちのほうにとか、緑町の会館のほうに

とか、あるいはどこかとかというような具体的な

指示を出されたほうが私はいいかと思いますけれ

ども、そこら辺の町としての考え方を再度お聞き

したいと思います。 

 それから、避難所の関係ですけれども、手すり

の問題、今ついている、ついていないというのは

わからないというか、そこら辺は手すりがついて

いるか、ついていないかの数は承知していないと

いうことですけれども、これは私は避難所という

のは、ほとんどが公共施設ですよね。 

 そうすると、いろいろな活動も平時やっている

わけでありますから、これについては避難所イ

コール公共施設ということを考えると、早急に私

は手すり、実際防災担当のほうということでない

かもしれませんけれども、最後に町長のほうに、

その部分については防災と公共施設という意味か

らすれば、どっちがどっちではなくて、手すり

は、これからやはり高齢化がますます増えていく

ということを考えれば、トイレのしゃがむ、立

つ、これはなかなか正直言って私も大変です。 

 そういうことを考えれば、もっとほかの町民の

方もつらい思いをしながら、いろいろ用意をされ

ているのではないかと思いますので、何とか私は

このトイレ、水洗云々ではなくて、手すりをつけ

てしゃがむ、あるいは立つ。この部分の最低限の

ものを早急に各公共施設につけていただきたい。

これは当然必要で、なければならないものだと私

は認識しておりますので、その部分について

ちょっとお話をお聞かせ願いたいと思います。 

 それから、最後になりますけれども、４番目

で、ここに災害に対応できない、できるとありま

すけれども、私は六つの災害というマークがすご

くいいと思うのです。避難所に、このマークを大

き目のをつけて、適さないところはバッテンを書

いてくれると。そういうふうにすると、行ったと

きに、何かの都合ですよ、避難で行ったときは間

に合わないのですけれども、行ったときにはわか

ると思うのです。ここは津波とあれは対応しない

とか、洪水はここだめだとか、こういうものをつ

くって、バッテンにして貼り出すということと。 

 それからやはり避難場所のみならず場所場所

に、町内のそういう避難場所だとか、できれば貼

り出すとか。特に外国人、先ほども出ましたけれ

ども、要配慮者の中に外国人も最近入ってきてい

るというような話もありましたので、特に大沼だ

とか、あるいは先ほど道の駅も出ましたし、もっ

とあかまつ公園であるとか、そういうところに貼
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り出すとか、もっと町民に避難に対する喚起を促

すような、そういう周知をするとか、町内会が具

体的に動けるような、町内会に対しての説明会を

どんどんしていくとか、そういう考え方をお持ち

でないか、お聞きしたいと思います。 

○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、今の

質問に対して回答してまいります。 

 初めに、福祉避難所に収容される方の指定避難

所からの移送といいますか、移動についての判断

を誰がやるのかという質問であろうと思います。 

 これは、以前は医師とか専門の知識を持った人

が判断するというようなことになっていたのです

が、実際問題、避難したときにすぐそういう人が

整わないという現実が全国の災害を受けてわかっ

てきているということで、国のガイドラインで

は、簡単に普通の職員でも判別をできるようにと

いうことで、簡単な判断基準の例が示されてござ

います。 

 その中には、寝たきりの方とか食事や排せつ、

移動が一人でできない方は福祉避難所に行くべき

だろうと。あと、福祉避難所の中でも障害と言わ

れる部分、発達障害も含めて半身麻痺とか知的障

害、視覚障害、骨粗鬆症なんかもケースにあるの

ですが、そういう人は福祉避難所の中でも個室が

必要な方であるということは、今言った症状等は

障害ある方とかは手帳で確認できますし、それは

職員等であれば誰でも判断できるであろうと。一

般の指定避難所に来た避難者に関して、そのよう

な症状がある人は専門家の判断を待たずに福祉避

難所に移動できるというようなガイドラインが示

されているところです。 

 ただ、福祉避難所に行った後に専門の人員がい

なければ、そこは移動しても意味ないことなの

で、そこの関係はございますので、医師と専門の

人が来るスピードと福祉避難所の開設のスピード

というのが大体同じぐらいのタイミングに実際的

になってしまう可能性があるのですが、そこはそ

ういうような対応をしてまいりたいと考えてござ

います。 

 それから、防災無線等についての時期なのです

けれども、令和２年度か３年度ということで、私

たちもできるだけ早急に整備したいということで

考えてございます。これから防災無線に関しては

発注の契約等々、来年度にかけて始めていくこと

になりますので、その中でできるだけ早く整備で

きるような感じで考えていきながら、そこは進め

てまいりたいと考えてございます。 

 また、道の駅の掲示に関しても、さっきテレビ

でそういうのをつけると言ったのですが、これに

関しても防災無線の事業の中に、防災無線と連動

して動くようなシステムを考えてございますの

で、それも防災無線の時期が早く終われば、そっ

ちも早く整備できるということなのですが、今、

紙でつくって紙で貼ってくれば、すぐできるの

で、そういうのはなるべく早く対応してまいりた

いと考えてございます。 

 あと、Ｊアラートで通知するという話のところ

で、職員のことなのですけれども、Ｊアラートの

話をしたのは夜間とか早朝というか、職員がいな

いときには、そういうやつで周知しますというこ

とだったのですが、職員につきましては、地域防

災計画というものがございまして、その中では第

１種配備体制といいますか、職員がどういうとき

に役場に集まって、災害の対応をするかというの

が決められてございまして、それが震度４の地

震、それから噴火であれば警戒レベル２が来れ

ば、関係部署の職員はまず出てくるというのが決

まってございます。それが夜間、早朝等構わず、

そういう情報が出た時点で情報防災課、総務財政

課、それから土木課等、役場に集合するような計

画になってございまして、それについては職員も

認知しながら業務をしておりますので、御理解い

ただければと思います。 

 大沼地域の噴火の際の輸送なのですが、これは

先ほど言いましたように、前は婦人会館に１回集

まってということだったのですが、いろいろな噴

火の風向き等々、それから火砕流等の流れについ

ても、その日、婦人会館が使えるかどうかもある

ので、逆に言うと固定しないほうがいいなと思っ

ています。その噴火の状況等を勘案しながら、防

災無線等を使って、大沼の人に周知していけたら

と思っています。 

 今年の駒ヶ岳の避難訓練は、各会館から真っ直
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ぐ文化センターまで避難するというような訓練も

行ってございます。そのように、大沼の人方にも

火山に対しての対応について、周知してまいりた

いと考えてございますので、御理解いただければ

と思います。 

 鶴野会館につきましては、先ほど言ったとおり

土盛りしてあるから今は除いてなかったというこ

とだったのですが、先ほど言いましたとおり１０

００年に一度の雨のハザードマップが出てきてお

り、再度検討する必要があるところではないかと

いうことも認識してございます。これは鶴野会館

以外に関して、全ての避難所に関してもございま

す。 

 ただいま、従来から申しておりました地域防災

計画の見直しを行っているところで、今パブリッ

ク・コメントが終わったところでございます。こ

れから防災会議というものにかけて、防災計画を

確定していくところなのですけれども、その防災

会議等の際に、もう少し専門的な方からとかも意

見をいただきまして、鶴野地域センターも含めま

した避難所の対応について、もう一度協議をして

まいりたいと考えてございますので、少々お時間

をいただければと思います。 

 あと、福祉避難所の数は先ほど言いましたとお

り、私たちも不足していることは十分認識してご

ざいまして、具体的に先ほど言った障害等がある

方で個室が必要な場合が多いということもござい

まして、それらについては学校の普通教室はなか

なかあれですけれども、特別教室だとかそういう

ところも使っていけたらと思っています。 

 あと文化センター等も会議室が多いので、今の

文化センターとか、それから大川コミュニティセ

ンターとかというところの福祉避難所の人数の算

定は、畳の部屋を考えているのです。なので、指

定避難所と福祉避難所が併設しているところは、

大沼の多目的会館もそうですが、畳のスペースで

どのくらい避難できるか、福祉避難所として機能

を保てるかということで、収容人数を算出してご

ざいます。 

 逆に言いますと、大沼の新しい出張所は今は１

００人というところなのですが、あれは建物全体

を福祉避難所として使おうということで、その床

面積から割りまして１００名程度と。そこは畳等

が特に考慮されず全体を、いろいろなケースがご

ざいますので、それにあわせてほかの避難所につ

いても個室等で福祉避難所として活用できる面積

があるところがございますので、そこはもう１回

見直して、福祉避難所については考えてまいりた

いと思っております。 

 あと、先ほども言いましたけれども、それに加

えて民間の施設というか、老人の福祉避難施設、

障害者の福祉避難施設は町内にたくさんございま

すので、その辺に関しても協議していって、災害

時等々使える可能性あるかどうかというのを含め

て、できるだけ確保してまいりたいと考えてござ

いますので、御理解願えればと思います。 

 会館に貼り出す避難所の表記について、今準備

しているということで、その中でバッテン書いた

らすごくわかりやすいのではないかという意見を

いただきました。私たちが今準備していたのが、

バッテンではなくて、本当にこのまま三つなら三

つという感じだったのですが、言われたとおり

バッテンにしたほうがすごくわかりやすいという

イメージが出たので、そういうように直して作成

し直したいと思います。 

 外国人等に関しては、先ほども申したとおり、

駒ヶ岳の協議会とパンフレットを今作成したりと

かしてございます。ただ、全部の言語にとかそう

いうのは、多言語というのはすごく対応が難しく

て、ほかの町もいろいろ苦慮しているところでご

ざいます。 

 これは全道的な市町村が結構そういうケースが

多いということで、道庁のほうもいろいろその辺

に関しては、道の国際課等と話して何か対応策は

ないかという話もいただいてございます。そのよ

うな動向も考えながら、ただそれを待っているだ

けではなくて、七飯町としても、これは１回目の

答弁と重複しますけれども、喫緊の課題だと思っ

てございます。町のホームページを多言語化する

ということは、現在、具体的な対応として計画は

してございますけれども、それ以外にもできるこ

とはすぐにやっていくように考えてございますの

で、御理解いただければと思います。 

 私からは以上です。 



－ 26 － 

○議長（木下 敏） 町長。 

○町長（中宮安一） それでは、手すりの関係の

避難所イコール公共施設ということからすれば、

当然私のほうの意見ということで頂戴いたしまし

たので、お答えをしてまいりたいというふうに思

います。 

 今、高齢化社会というように言われていますけ

れども、もう少しすると団塊の世代が７５歳を超

えてきて超高齢者社会という、そういう社会に

なっていくというのは目に見えているわけであり

ます。 

 そして、例えば役場なり文化センターのトイレ

は手すりはついていないですよね。多目的トイレ

についてはついていますけれども、一般の男女別

のトイレには手すりというものがついておりませ

ん。そうすると、公共施設も私、イコールだとい

うふうに思っております。多目的トイレ以外につ

いては、手すりはついておりません。でも、手す

りというのは、やはり必要だというふうに思いま

す。 

 そして、特に和式のトイレ、これは座っても起

き上がってこれないですよね。立ち上がってこれ

ないのです。私も一度足を折って、そういう思い

は十分感じましたけれども。今で言えば、役場の

和式のトイレもありますけれども、和式のトイレ

は特にそうです。 

 でも、もっと超高齢化社会になってくると、洋

式でもそこから立ち上がるためには、手すりがあ

るともっと楽に立ち上がってこれるのかなとい

う、そんな思いを議員が質問されている中からそ

んなことを感じました。 

 そういう意味では、和式を洋式に取り替えると

いうことも当然必要なことだろうと思いますし、

あわせてそこに手すりも設置していくというのが

重要なことだろうというふうに思い、大変貴重な

御意見として頂戴させていただきます。 

 ただ、すぐやれという、災害はいつ来るか、必

ず来るということでありますけれども、なかなか

財源の問題もありますので、財政状況を鑑みなが

ら、できるだけ早い時期にそういったもの、ある

いは特定財源、福祉の関係でのなのか、あるいは

公共施設としての特定財源の関係もよく探しなが

ら、できるだけ早い時期にやっていきたいという

ふうに思います。 

 それともう一つ、今回のこの災害時の関係の質

問を通して、今、田村議員のほうは安全安心の町

というのは自分たちの使命だと、町民の生命、財

産を守るというのは使命だという言い方をしまし

た。もちろんそうでありますし、私は何度か議会

の場でも申し上げましたけれども、町長の仕事も

これは町民の生命、財産を守るのがまずは第一だ

というふうに、その認識を持ちながら、これから

も安全安心のまちづくりに向けて頑張ってまいり

ますので、ぜひ御理解を賜りたいと存じます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 傍聴人に申し上げます。私

語をお慎みください。 

 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、通告にしたと

おり３問ございますけれども、一番目を読み上げ

てまいります。 

 災害時に備えて町が保存する非常食品等につい

てというテーマでございます。 

 発電機や毛布等、災害等に備えて様々なものを

町は備蓄していると思うが、その中で特に重要と

思われる食料品等、いわゆる非常食に関してその

保管状況等について次の点を伺いたい。 

 五つ、項目を挙げております。１番目、現在、

備蓄している非常食品等の種類。例えば、アル

ファ化米であるとか、乾パンであるとか、カップ

麺であるとかということです。その種類ごとの賞

味期限はどうなっているかということです。 

 ２点目は、その種類ごとに異なると思われる賞

味期限等はどのように管理しているか。また、賞

味期限を迎える非常食品はどのタイミングで補

充、入れ替えをするのか。 

 ３点目としまして､賞味期限切れとなる非常食

品の食品等の処分はどのようにしているのか。あ

るいは、どのように処分する予定か。 

 ４点目としまして、今後、保存する非常食品に

追加を検討しているようなものはあるか。 

 最後の５点目ですけれども、賞味期限が切れる

前の非常食品の入れ替えに当たって、小中学校で
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児童生徒等に非常食品の試食体験等を企画するよ

うなことを検討できないか。 

 以上でございます。 

○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、１点

目の現在備蓄している非常用食品等の種類とその

種類ごとの賞味期限はどうなっているのかについ

て答弁してまいります。 

 現時点での備蓄食料の種類と賞味期限につきま

しては、アルファ化米の賞味期限は一番近くて令

和２年１０月のもの、一番長くて令和７年１月ま

でとなっています。 

 また、アレルギー対応のアルファ化米も備蓄の

種類として用意してございます。 

 乾パンより柔らかく、普通のパンに近いサバイ

バルパンと言われているものなのですが、それを

備蓄してございます。賞味期限といたしまして

は、一番近くて令和２年４月のもの、一番長くて

令和３年５月のものです。 

 チキンシチューとクラッカーのセット、賞味期

限が一番短くて令和４年３月のもの、一番長くて

令和５年１２月のもの。 

 野菜シチューは賞味期限が長い商品となってご

ざいまして２５年保存ができる、缶詰タイプのも

のとなってございます。賞味期限が一番近いので

令和２４年８月、長いもので令和２４年１２月と

なってございます。 

 液体ミルクも備蓄してございまして、令和２年

４月までとなっております。 

 飲料水につきましては、現在２,８００本、５

００ミリリットルのペットボトルで備蓄してござ

いまして、賞味期限につきましては飲料メーカー

との災害協定、防災協定によりまして賞味期限前

に飲料メーカーさんが更新してくれるような仕組

みになってございますので、町では賞味期限等の

管理は行っておらず、飲料メーカーが行っている

ということになってございます。 

 続いて、２点目の種類ごとに異なると思われる

賞味期限等はどのように管理しているか、また賞

味期限を迎える非常食品はどのタイミングで補

充、入れ替えをするのかにつきまして答弁してま

いります。 

 賞味期限の管理といたしましては、備蓄食料品

を購入した際に、商品の数量や賞味期限を一覧表

に整理してございます。その一覧表に基づいて管

理してございます。 

 また、補充、入れ替えのタイミングにつきまし

ては、先ほど申しました備蓄、食料を管理する一

覧表をもとに計画的に不足がないように、賞味期

限の来たものから必要数の備蓄量を確保するよう

にしてございます。 

 続きまして、３点目の賞味期限切れとなる非常

食品等の処分はどのようにしているのか、あるい

はどのように処分する予定かについて答弁してま

いります。 

 賞味期限を迎える非常用食料の処分につきまし

ては、町内会などの住民組織を対象として実施し

ている防災講演とか、駒ヶ岳の住民避難訓練のと

き、今年度につきましては赤松納涼祭、赤松公園

で開催される納涼祭のときに来場者に対しまして

防災に関するＰＲをかねてお配りして、消費して

ございます。 

 このことから、過去５年間に大量に廃棄処分を

行った備蓄食料というのはございません。 

 続きまして、４点目の今後保存する非常食品に

ついて追加検討しているようなものはあるのかに

ついて答弁してまいります。 

 現在のところ追加する検討はしておりません

が、備蓄食料もさまざまなものが開発しておりま

すので、入れ替えや補充のタイミングのときには

よりよいものがないかを検討しながら入れかえを

してまいりたいと思いますので、御理解をいただ

けるようよろしくお願いいたします。 

 最後に５点目についての賞味期限が切れる前の

非常食品の入れ替えに当たって、小中学校で児童

生徒等に非常食の試食体験等を企画することは検

討できないかについて答弁してまいります。 

 児童生徒に対する非常食の試食体験についてで

すが、防災教育は重要である認識が高まっており

ます。北海道では、１日防災学校という児童生徒

に対する防災教育事業を推進しており、町として

も今後、積極的に取り組んでまいりたいと考えて

おります。 

 なお、今年度は東大沼小学校の登山遠足時に町
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の防災担当が同行いたしまして、登山をしながら

駒ヶ岳噴火に対する防災の教育を行っておりま

す。 

 １日防災学校の実施につきましては、特に来年

度開校いたします岳陽学校についてぜひ実施して

まいりたいと考えてございまして、具体的な内容

についてこれから協議を進める準備でございま

す。 

 このようなことから、単に備蓄食料をただ試食

させるというのではなくて、防災訓練や防災学習

の一環として備蓄食料試食体験をするということ

は取り組んでいけると考えてございますので御理

解願います。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 若山雅行議員。 

○１５番（若山雅行） 僕が認識しているよりも

非常に進んだ答弁をいただきました、ありがとう

ございます。 

 こういう非常食は使わないに越したことはない

のですけれども、普段からなれておく必要がある

ということで、大人はもういいからということで

はないのですけれども、子供たちにそういう知識

をしっかり持ってもらいたいということで質問さ

せてもらいましたけれども、自分も山登りの経験

を中年からしておりまして、本州の山を登ったと

きにアルファ米だとか、いろいろなものを持って

登って、下で試さないで上でやってみておいしく

ないとか、食べられないとか、そういうのがいっ

ぱいあるわけです。山登って疲れているときに食

べれないものもあるわけです。 

 その中で食べれたものは漬け物だとか、レトル

トのカレーだとか、そういうものです。疲れをと

るため、あとは缶詰の桃だとか、そういうもの

だったので、そういう意味でともに考えていくと

いうことで質問させてもらいましたけれども、さ

らに深めるという意味で、もう何点か聞かせてい

ただきたいなと思うのですけれども、こういう非

常食等に関して町が保存しなければいけないとい

う規定といいますか、職員に対するものだとか、

町民に対するものだとか、何かそういう規定とい

うか、国の基準のようなものがあるのかどうか。 

 なくて、町が自分でこのぐらい必要だというこ

とで備えればいいものなのかどうかという、その

点と先ほど言われましたいろいろなアルファ化米

だとか、チキンシチューだとか、野菜シチューだ

とか、そういうものがあるのですけれども、これ

は大体概算で何人分、何日ぐらい持つものなの

か、もしおわかりであれば十分なものかどうかと

いうことで聞いていきたいなというふうに思いま

す。 

 それと、先ほど言ったいろいろな非常食の選定

に当たって職員の方は試食して、十分食べれると

か、最近のアルファ米は非常に性能もよくなっ

て、においその他で食べれないということはない

と思うので大丈夫だと思うのですけれども、試食

した上で、あるいはこれと、これの組み合わせで

１食手配ができるとか、そういうような計画的に

というか、試して、１人、２人でなくて、いろい

ろな人の意見を聞いた上で選定されているのかど

うか。 

 先ほどの答弁の中では常にいろいろな製品が出

てくるので検討してるということだったので心配

はないと思いますけれども、今の点について再

度、質問します。 

○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、再質

問について答弁してまいります。 

 非常食の基準、何日分くらい備えてないかとい

う質問だったと思うのですけれども、国が言って

いるのは３日分と言われてございます。 

 ただ、では七飯町としては３日分を備蓄してい

るのかということでございますけれども、七飯町

といたしましては、その災害の規模によっていろ

いろな想定がございまして、どのくらいの人数が

というところもございますけれども、先ほど言っ

た非常食の種類で、大体合計で５,０００食を用

意してございます。 

 これ、災害の規模によってという話なのです

が、５,０００食ですから１,５００人が１日とい

うくらいに該当すると思います。 

 ただ、その後どうするのだという話なのですけ

れども、そこはいろいろ防災協定というものを結

んでございまして、例えばコンビニの店とか、道

南では七飯町しか結んでございませんけれどもキ
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オスクさんとも結んでおりまして弁当等の食料の

提供について、防災協定を結んでおります。 

 そのような協定を活用しながら不足分の食料等

については、もし災害があって必要な場合は準備

してまいりたいなと考えてございます。 

 大規模災害になりますと、先ほど田村議員の答

弁の中にもありますが医療チーム等が派遣される

のと同様に国等からプッシュ型というか、押しつ

け型と言えばおかしいですけれども、食料等が届

きます。胆振東部のときでは２日後とかに届いて

いるような感じもあります。 

 そういうこともありますので、全体的考慮しな

がら七飯町で３日分びしっと備蓄するということ

よりは、いろいろなものを使いまして不足なく準

備していきたいと考えてございますので、御理解

願います。 

 あとはアルファ化米とかの試食等を試しながら

おいしいものを選定しているのかという御質問だ

と思うのですけれども、確かに十数年前はすごく

アルファ米というのは味が悪くて不評だったとい

う経緯があったと記憶してございます。ただ、最

近は先ほど言いました防災訓練等で住民の方に食

べていただたときにとてもおいしいということを

意見としていただいてございます。 

 なので職員等が試食して、種類を増やしていく

ということはしてございませんので、そういう住

民の方に食べていただく機会があったときに意見

を聞きながら、今のところすごくおいしいという

ことをいただいてございますので、いろいろな味

の種類とかなっていましたら、そういうのを少し

変えて備蓄していくということはすると思うので

すけれども、備蓄の期間が長くなってくる、賞味

期限が長くなってくればそういうのにシフトして

いくというようなことはありますけれども、特別

その職員で試食したりということは現在はいたし

ておりませんので、御理解いただければと思いま

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） 大体思っている内容が聞

かれたのですけれども、今、コンビニとの提携そ

の他で十分、安心感があるようなニュアンスのお

話がありましたけれども、自分が東京で東日本大

震災の経験をしたときにコンビニ行っても食料何

もなし、スーパーに行っても何もなしという、そ

ういう状況もあるわけです。そのための非常食だ

と思うので、今聞いたらちょっと少ないのかなと

いうような気がするのですけれども、ちょっとし

た災害であればコンビニだとか、そういう提携に

おいて安心感、当然いろいろなところに保険を掛

けておくというのは大事なことだと思うのですけ

れども、余りその期待をするのはどうかなと思う

のと、もう少し保存食を備蓄するような必要があ

るのではないかと思うのですけれども、その点、

今の数字で大丈夫でしょうか、再度、答弁お願い

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） それでは備蓄の

量につきまして不足しているのではないかという

質問について答弁してまいります。 

 七飯町といたしましては、先ほど言いましたと

おりさまざまな業種と防災協定を結んでございま

して、確かに東日本のような大きな災害のときに

はコンビニから何もなくなった等々ございます。 

 ではコンビニが大丈夫なのかという懸念もある

とは思いますけれども、そこはいろいろな業種と

いうか、例えば大手スーパー、魚長さんとか、そ

ういうところも協定結んでございますし、コンビ

ニもそうなのですけれども、先ほど言ったキオス

クとかも食料に関しての、主に食料に関しての協

定でございます。 

 七飯町としても十分な量を備蓄できればいいな

と思っているのですけれども、備蓄の物もただで

もございませんし、それからスペースもかなり必

要なものとなります。 

 そのような観点から、今は５,０００食程度を

備蓄していくという計画で進めてございます。 

 あとは不足するという状況の中で、あと何かと

いうと、今盛んに私たちも町内会等に説明会等

行っている中で、やはり各御家庭での備蓄という

のもいろいろなところで国とか言われていますの

で、そこを徹底してお願いしているところでござ

います。 

 七飯町のいろいろな起きる災害というのもある
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と思うのですけれども、一番スピード感があるの

は多分地震と津波という、この災害が一番来たと

きにすぐに逃げなければならない、土砂は雨があ

るから、その二つが基本になると思います。 

 それ以外であれば、避難するときに少し自分の

家にある備蓄の食料を持って避難するというケー

スもかなり考えられるのではないかというふうに

思っています。  

 そのようなことから、全て町だけでなくいろい

ろなところを使いながら備蓄、食料に関しては間

に合わせるようにという考えで進んでございま

す。 

 増やしていきたいところもありますけれども、

それは先ほど言いましたとおり備蓄のスペースの

関係だったりとか、あと経費の関係とかも全てを

考えながら５,０００食ということを確保して

いってございますので、御理解いただければと思

います。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 若山雅行議員。 

○１５番（若山雅行） ちょっとしつこいようで

あれですけれども､５,０００食と聞いてちょっと

少ないんじゃないかなという印象があるのでもう

一度、あれしますけれども、ただ町はこれだけ保

存しているというアナウンスなんかは既にされて

いるのかどうかということと、先ほど言ったとお

り各自が逃げてくださいとか、そういうようなア

ナウンスのようなもので、既に今、一家にアル

ファ米１０個用意してくれとか、１個用意してく

れとか、そういうアナウンスというか、そういう

ものは既にやられていた上での発言なのか、今

後、そういうことを合わせ技として進めていくと

いうこと、もちろん予算が十分あれば幾らでもで

きるのでしょうけれども、厳しい状況だというこ

となので、幾らが適正な価格なのかというのは、

これは一緒に考えていきたいなと思いますけれど

も、ちょっとその辺のアナウンス、今のところさ

れているのかどうか、お聞かせいただければと思

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） 住民に対する周

知の件に関してですが、今、七飯町がこれだけ備

蓄していますということにつきましては、特段、

住民の方に関しては周知をしてない状況が現実で

ございます。 

 また、先ほど言ったとおり、では各家庭で備蓄

をしてくださいということで、今からアルファ化

米を各家庭で１０個買ってくださいとか、そうい

うことについても、先ほど言いました住民等の町

内会等に対する説明会のときにはちょっとこうい

う説明をしています。 

 改めて備蓄しなくても、家の冷蔵庫だったり、

パントリーというのですか、開けたときに乾麺

だったり、カップ麺とか何食か入ってないです

か。それで何日かは過ごせませんかと、備蓄とい

うことを真剣に考えなければならないのですけれ

ども、負担になってしまったら続かないものだと

思っています。 

 なので、少し簡単な気持ちで取り組めるような

感じて備蓄というものを考えていったら、もっと

備蓄をしやすくなるということを言いながら住民

の方に理解いただいてございます。 

 こういうような話をすると聞いた住民の方も気

づかれたような感じで、ああそうかということを

たくさん言葉をいただいております。ただ、先ほ

ども言いましたとおり、町としては今までという

か、このような細かいことまでは周知をし切れて

ないというのが現状であると考えてございます。 

 今後は、いろいろな町の取り組みと備蓄の量等

も含めて周知できるところは積極的に行ってまい

りたいと考えてございます。 

 また、住民の方に対しましても、家庭でやる備

蓄の方法も含めて家庭の防災対策等々、いろいろ

な方法で周知していければと考えてございますの

で、御理解いただければと思います。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 若山雅行議員。 

○１５番（若山雅行） 今の答弁で１問目は終了

しますけれども、物を持って逃げられないケース

がきっとあるのではないかなと思いますので、ま

た検討していただきたいなと思います。 

 それでは２番目に入ります。 

 本年９月に実施した北海道駒ヶ岳火山噴火住民

避難訓練についてでございます。 
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 広報ななえの１１月号に「駒ヶ岳と共に生き

る」とのタイトルで記事が掲載されているが、本

年９月２７日に実施した北海道駒ヶ岳火山噴火住

民避難訓練、以下、単に訓練と言わせていただき

ます。多方面の協力を得て、総合的に実施され非

常に意義があったと考えますが、その今回の訓練

の成果及び訓練の課題等について次の点を伺いた

い。３点ほど用意しました。 

 １点目、今回の訓練の成果と反省点等、課題に

ついてどのような総括をしているか。 

 ２点目、広報ななえの１１月号、「駒ヶ岳と共

に生きる」の記事の中に、最後のほうですけれど

も、駒ヶ岳噴火で起こり得る事象を想定してとあ

るが、現在、この起こり得る事象としてどのよう

なことを想定しているのか。 

 ３番目として、同じくその記事の最後のほうに

住民とともに訓練を継続していきますと締めく

くっていましたが、今後どのようなことを目標と

した訓練を予定しているのか。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 暫時休憩いたします。 

午後 ２時０９分 休憩 

───────────── 

午後 ２時２０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。 

 若山雅行議員に対する答弁より入ります。 

 情報防災課長。 

○情報防災課長（若山みつる） それでは１点目

の今回の訓練の成果と反省点等課題について、ど

のような総括をしているか。また、３点目の同じ

く住民とともに訓練を継続していきますと締めく

くっているが、今後どのようなことを目標とした

訓練を予定しているかにつきまして、一括して答

弁してまいりたいと思います。 

 駒ヶ岳噴火を想定し、大沼地区を対象とした住

民避難訓練は毎年、実施されておりますが、今年

度は北海道駒ヶ岳火山防災総合訓練として実施

し、駒ヶ岳を囲む駒ヶ岳火山防災協議会の構成町

である森町、鹿部町、また北海道や北海道警察、

消防、気象台、陸上自衛隊など、関係機関と一体

的な訓練となりました。 

 この北海道駒ヶ岳火山防災総合訓練は、北海道

が道内にある活火山を有する自治体や協議会に対

しまして、順番に行っておりまして今回、北海道

駒ヶ岳につきましては１８年ぶりに実施すること

になりました。 

 訓練の成果といたしましては、関係機関との情

報伝達や協力体制の確認の訓練を行えたほか、住

民の方に関しましてはより現実に沿った訓練の実

施ということで、毎年、避難先を大沼婦人会館と

していたところ、文化センターまで避難するとい

う内容で実施しております。 

 中でも、東大沼小学校の児童につきましては、

避難車両に乗りおくれたという想定で、北海道警

察本部の特殊車両で避難行動を行いまして、保護

者が避難所である文化センターまで迎えに来て受

け渡すというところまで訓練をいたしました。 

 また、避難所となった文化センターでは、陸上

自衛隊の炊き出し訓練のほか、つくっていただい

た給食を配るのに社会福祉協議会に登録されてい

る、七飯町の社会福祉協議会に登録されてござい

ます災害ボランティアの方の協力をいただいてご

ざいます。 

 これらのことにより、実践に沿った訓練であっ

たというとともに、災害ボランティアの参加な

ど、大沼地区以外の方も訓練に参加できたという

ことから、防災意識の底上げができたと考えてお

ります。 

 課題につきましては、観光客、特に外国人観光

客についての対応が挙げられております。情報伝

達の多言語化は、先ほど田村議員への答弁にもあ

りましたとおり、喫緊の課題であると考えてござ

います。さまざまな方法を模索し、実行可能なも

のは速やかに実施していく考えであります。 

 また、訓練参加者を増やしていくということも

課題に挙げられています。 

 今後は、休日などに訓練の実施を行うなど、参

加しやすい環境、また訓練のメニューを工夫する

などして意義のある訓練であるということを認識

いただけるような内容を考慮し、取り組んでまい

りたいと考えております。 

 これらの成果や課題は今年度、北海道駒ヶ岳火
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山防災総合訓練ということから、関係機関が訓練

終了後に集まりまして総括会議を行っており、情

報の確認、共有が行われているところでございま

す。 

 来年度以降は例年どおり七飯町単独での開催と

なりますが、今後の訓練の目標といたしまして

は、先ほど申した課題等について解決に向けた取

り組みを行っていくということとなりますけれど

も、現在はまだ具体的な実施内容等は検討してお

りませんので御理解いただければと思います。 

 次に、２点目にありました広報ななえの１１月

号「駒ヶ岳と共に生きる」の記事の中に、駒ヶ岳

噴火で起こり得る事象を想定してとあるが、現

在、起こり得る事象としてどのようなことを想定

しているかについて答弁してまいります。 

 駒ヶ岳噴火で起こり得る事象といたしまして

は、まず降下火砕物とは火山岩塊、岩の塊です。

それから岩片、それから軽石、火山灰のことを言

い、想定される事象としては一番確率の高い事象

となります。また、火砕流や火砕サージ、火山泥

流、土石流、岩屑なだれなどが想定している事象

となります。 

 これら起こり得る事象、影響規模、影響範囲に

つきましては、七飯町防災ガイドマップや駒ヶ岳

火山防災ハンドブックに掲載している駒ヶ岳ハ

ザードマップでお知らせしているところですの

で、御確認いただければと思います。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 若山雅行議員。 

○１５番（若山雅行） 一番目の総括に関して、

何か最後終わった後にいろいろ関係機関と総括さ

れたということで、その内容についてちょっと言

われてなかったような気がするのですけれども、

その総括した内容といいますか、そういうものを

もう一度、御説明いただければなというふうに思

います。 

 それと、２番目の起こり得る事象というのは、

僕が考えたのは、実は僕もそのとき避難者として

バスに乗って文化センターまで行ったのですけれ

ども、池田園駅前会館に放送があって、集まっ

て、長靴をはいて行って、バスを来るのを待っ

て、乗って行ったという状況がありまして、そこ

からは御婦人１名と２名乗って避難して、訓練を

直に体験したというものなのですけれども、その

想定し得る事象というのは僕が考えたのは、まず

季節、冬、夏、春、秋、いつ来るか、冬だったら

どうだとか、そういうようなこと、あるいは朝、

昼、晩、時間帯ですね。先ほど言ったいろいろな

あれが。 

 それとまた、曜日です。日曜日、あるいは子供

たちが学校に行っている月曜日から金曜日までと

か、そういう時間帯だとか、そういう起こったと

きの状況をどのように想定し、それに対応するも

のを考えているのかなと思ったのですけれども、

もちろん噴火の灰が来るだとか、火山流が来るだ

とか、溶岩が流れてくるだとか、いろいろなもの

があると思うのですけれども、それ以外にいつ起

きるかと、そういうものが想定することとして考

えていました。 

 そのほかに、同僚議員の田村議員が話していま

した障がい者がどうだとか、児童生徒をどうする

かとか、観光客、あるいは今回は駒ヶ岳登山者に

ついてはいないという前提で訓練が行われました

けれども、駒ヶ岳登山者がもしいた場合、あるい

は外国人がいた場合どうするのかというような、

そういういろいろな想定を考えているのかなとい

うことで質問、そういう答えを質問として。 

 ただ、いろいろ難しいと思いますので、こうい

うときどうだとあるのですけれども、それはこれ

からいろいろ一つずつつぶしていくしかないのか

なと思いますので、そういう想定をされているの

かどうかということですね。 

 あと、避難情報をよく何言っているかわからな

いとか、テスト、テストというのは聞こえていま

すけれども、よくわからないというのがあったの

と、これも言語で日本語だけでいいのかどうか、

アナウンスが韓国語、英語、中国語、そういうも

のも想定しないと、そういう人たちの誘導をどう

するのかなというような、そういうようなことを

想定されているのかなというふうに考えて質問し

たつもりなので、その辺の御検討というのはされ

ているのかどうか、ちょっと検討されているかど

うか、あるいはそこまではというのであれば、そ

れでかまいませんけれども、出していただければ
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というふうに思います。 

 ３番目の訓練については、これからいろいろな

事例を出して進めていければなというふうに思い

ますし、今、まだできていないのであれば、また

来年の訓練に備えてしっかりしたものをつくって

いただければと思うのですけれども、以上、その

２点ですね。もう一度、答弁お願いします。 

○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、再質

問に対してお答えしてまいります。 

 総括の会議を行ったという内容についてでござ

いますが、内容につきましてはその前段に言いま

した外国人の対応だったりとか、訓練の参加者を

増やしていきたいというような内容でございまし

た。これが七飯町の課題として、その総括会議の

ところに出させていただいた内容でございます。 

 起こり得る事象に関しましては、季節、時間、

曜日、それから登山者の想定等々の話なのです

が、これは駒ヶ岳にかかわらず、いろいろな災害

において起こるときの季節は特に、冬の夜間と

か、冬は特に暖房の関係もありますので、その辺

に関してはいろいろな想定をしてございます。 

 また、駒ヶ岳に関しましては協議会で、先ほど

言った３町で構成する協議会で、避難計画等も作

成してございまして、この中にいろいろな詳細な

ところも想定した内容が書かれてございます。 

 具体的に外国人をどうしますかというところに

ついては、いろいろな災害において多言語のこ

と、外国人のことにつきましては話題に上がる内

容でございますけれども、先ほどの繰り返しに

なってしまいますが、七飯町としては今のところ

公式ホームページの多言語化というところを考え

てございます。 

 駒ヶ岳につきましては、３町と関係機関で構成

してます駒ヶ岳の火山協議会において、どの町も

同じような認識で外国人の方には対応していかな

ければならないということで、パンフレット等を

つくる計画を現在しているところ協議してござい

ますので、そちらで外国人、駒ヶ岳に関しては外

国人のことは対応していきたいというふうに考え

ております。 

 また、防災無線で外国語を流す等々の議論等も

結構あるのですけれども、何の言葉を流せばいい

か、それから外国の言葉をいろいろ流していくう

ちに、日本の方に一番数の多い日本の方まで聞き

取れるまでに時間がかかってしまうという問題等

もほかの町というか、全国の町でやっているとこ

ろもあるのですけれども、そういうところでも課

題として上がっているということもありました。 

なので、この辺は今後も検討課題等して、検討し

ていくことになると思いますし、防災無線を来年

度に向けて整備していくときに、その辺の内容、

運用的な内容も駒ヶ岳に関しては特になのですけ

れども、関係機関と協議しながら想定して、対応

してまいりたいと考えてございますので、よろし

くお願いいたします。  

 以上です。 

○議長（木下 敏） 若山雅行議員。 

○１５番（若山雅行） 僕自身もバスに乗って物

見遊山のような形で、ちょっと脳天気といいます

か、余り緊張感なく参加して、豚汁を食べておい

しかったなと帰ってきた感じがあるので、そこで

いろいろな自衛隊の方だとか、いろいろな関係者

のボランティアの方もいらっしゃいまして、そう

いうものを見て力強いなというのは自分は感じて

よかったと思うのですけれども、先ほどの総括の

関係でいくと、北海道新聞にいろいろ記事が、子

供たちが車に乗って避難するというようなところ

の写真記事が載ったりしていますけれども、その

見出しの中で駒ヶ岳噴火想定、３町で防災訓練と

いうような形で、参加少数、実効性に課題、冬場

の避難に懸念も、最後に観光客というふうな形の

記事が載っていまして、非常に有意義だった、何

年かぶりかでやった、１８年ぶりの訓練というこ

とで住民ら避難、手順、確認とかということで、

プラスの面も大きかったと思うのですけれども、

今言ったような参加少数とか、そういうような実

効性に課題とかというふうに新聞で言われまし

て、その辺でもう少し厳しい総括というか、され

なかったのかなというのがちょっとあれなのです

けれども、もう一度、その点について。 

 当然、新聞記事などごらんになっていると思い

ますけれども、答弁をいただきたいなと思いま

す。 
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○議長（木下 敏） 若山議員に申し上げますけ

れども、今の再々質問は、要は新聞記事にそうい

うふうに論評されているから、自分もそう思って

いるというふうに捉えていいのか、そこをやはり

議員ですので、自分も参加者が少数で冬は困るこ

とになるから、そういうことをきちんとやるべき

だというような、やはり質問ですので、ただ新聞

にこう書いてあるから、新聞の見解をというよう

な質疑のやりとりというのは好ましくないと私は

考えますので、もう一度、そこのところを再度質

問し直してください。 

 若山雅行議員。 

○１５番（若山雅行）            

  総括が甘いのではないかということで、この

新聞記事の見出しを出しておりまして、だから自

分も同じような……。 

○議長（木下 敏） 私に言われる筋合いがない

と、今、発言がありましたよね。 

○１５番（若山雅行） いえ、自分の思いを今伝

えているあれなのですけれども、総括がちょっと

甘いのではないかという、もうちょっと厳しく訓

練で、こういう課題がこうだ、どうだというとき

に、新聞記事の見出しと同じような印象を僕は持

ちました。成果も十分上がっているのだろうなと

思います。 

 だけども、これが冬場だったりしたらどうなの

かなとか、参加人数も２人。文化センターに行っ

たら近所の人が別なバスで来ていたとか、車で来

ていたとか、そういうのがありますので、我々は

何をすればいいのかなといろいろ自分も考えなが

らバスに乗ってあれしたのです。 

 大沼なんかで我々が乗った後にハッピー大沼で

ちょっと看護師さんに手を添えられるような方が

乗って一緒に行って、それを待っている。これ

も、こういう方の避難も大変だなと思いながら私

は見たのですけれども、そういう意味で議長の指

摘もそのとおりだと思いますけれども、そういう

参加少数、実効性に課題とか、冬場の避難に懸念

というのは、私自身もこういう場合ではどうなの

かなというふうに思っております。 

 もちろん北海道新聞さん、じっくり取材した上

で書かれていると思いますので、そういう意味で

も、それをこういうふうに解決していく、あるい

はこういうふうに総括したと、おっしゃるとおり

だというのか、あるいはもう少しそれはそうだけ

れども、現状のあれではしようがないのだと、

徐々にレベルを上げていくのだというものなの

か、そこのところをもう一度お聞きしたいという

ことでお話ししました。 

 ちょっと言い過ぎあったら、議長済みませんで

した。 

○議長（木下 敏） 情報防災課長。 

○情報防災課長（若山みつる） 総括についてで

ございます。 

 一番最初の答弁のときに申し上げた内容が、七

飯町としての総括となってございまして、外国人

の多言語化の話と参加者についてはこれからもっ

と増やしていきたいということを総括として挙げ

ています。 

 その内容として、休日、土曜日とか日曜日に訓

練を実施してみたらどうだろうとか、それから訓

練メニューの中をこれは実践に即してすごく意義

があるなというような訓練の内容にしてみるだと

か、そういうようなことを考えてございます。 

 その総括の結果につきましては、具体的にこう

していこうというのは来年度に向けた、防災訓練

の中でこの辺の今年の課題を議論しながら、より

よいものにしていきたいと考えてございます。 

 ちなみに、今年度の防災訓練の住民参加は７１

名ほどでございました。毎年、大体１００名いく

かいかないかくらい、７０名から１００名の間で

参加者というのは推移しているのですが、これよ

りももっともっと増やしていきたいということも

考えてございます。 

 冬場等々に関しましても、これから取り組んで

いかなければならない訓練だと考えてございます

が、まずは参加する人を増やしながら防災訓練の

意義を住民に周知しつつ、参加してくれれば、く

れる人数が増えれば増えるほどいろいろなケース

が出てきて、よりよい訓練にどんどんなっていく

と思いますので、そういうことを繰り返していき

たいと考えてございます。 

 御理解のほどよろしくお願いいたします。以上

です。 
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（「議事進行」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 川村主税議員。 

○１３番（川村主税） 先ほど、若山議員の発言

の議長に言われる筋合いはないという部分に関し

て、取り消しの件に関して議運をちょっと開いて

ください。 

○議長（木下 敏） それでは、暫時休憩しまし

て、議運を開きます。 

午後 ２時４０分 休憩 

───────────── 

午後 ３時０８分 再開 

○議長（木下 敏） 休憩前に引き続き、再開い

たします。 

 川村議員によります議事進行にかかわる議会運

営委員長の報告を求めます。 

 中川委員長。 

○１４番（中川友規） ただいま議会運営委員会

で、川村議員の議事進行に対して協議した結果、

若山議員より議長に対しての不適切な発言があ

り、その部分の発言を取り消したいとの申し出が

ありましたので報告いたします。 

○議長（木下 敏） 若山雅行議員。 

○１５番（若山雅行） 皆さんには貴重な時間を

費やしてしまいまして、大変申しわけございませ

んでした。おわび申し上げます。 

 それと、先ほどの私の議長に対する不適切な発

言については、議長の職権で取り消していただき

ますようお願い申し上げます。 

○議長（木下 敏） ただいま、若山議員のほう

から、先ほどの一般質問で私に対しての発言に対

しては、発言の取り消しをしていただきたいとい

うことですので、会議録があがりましたら議長の

職権において会議録を今、言われた部分だけ会議

録を発言の取り消しということでやらせていただ

きます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 中島議員。 

○１２番（中島勝也） 先ほどの議長の発言です

けれども、七飯町の最高機関たる議長が七飯町の

傍聴者に対してけんか腰の暴言を吐いたというこ

とは重大なことだと思うのです。 

 これはもう一度、議運で検査し、調査していた

だきたいと思います。 

○議長（木下 敏） 今、私が暫時休憩中に発言

したことに対してのことですか。 

 それでは、議会運営委員会を開きます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 中川議員。 

○１４番（中川友規） 今のは議事進行なのか、

動議なのか。議事進行の案件ではないと思うので

すけれども。 

○議長（木下 敏） 私の発言を要は先ほど傍聴

者がいきなり起立いたしまして、議会に対する、

私にすれば不穏当な発言を議事進行に対して会議

終わってすぐしたもので、私が退場ということを

言った、それが私の、それに対しての議事進行と

いうことでしょう。(発言する者あり)それは言っ

ておりません。 

 暫時休憩します。 

午後 ３時１２分 休憩 

───────────── 

午後 ３時４５分 再開 

○議長（木下 敏） 休憩前に引き続き、再開い

たします。 

 中島議員の議事進行にかかわる議会運営委員長

の報告を求めます。 

 議会運営委員長。 

○１４番（中川友規） 議会運営委員会の協議の

結果、中島議員の議事進行について休憩中の出来

事であり、議事の進行には当たらないということ

を報告いたします。 

○議長（木下 敏） 私から皆さん、傍聴者の皆

さん、また議員の皆さん、理事者の皆さんにおわ

び申し上げます。 

 先ほど休憩とはいうものの、傍聴者とのやりと

りで不適切な対応もありましたので、今後、この

ようなことがないように精進してまいりますの

で、今回は大変申しわけございませんでした。 

 引き続き、一般質問を続行いたします。 

 若山雅行議員。 

○１５番（若山雅行） ちょっと流れがあれなの

ですけれども、２番目の質問は先ほどの質疑で終

了しております。 

 ３番目、最後の質問に入りたいと思います。 
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 来年度、令和２年度の予算編成についてでござ

います。 

 来年度、令和２年度の予算編成について、次の

点を伺いたい。２点、用意しました。 

 １点目として、予算編成の重点方針等につい

て。 

 ２点目としまして、財務内容の改善目標、また

は改善の施策についてでございます。 

○議長（木下 敏） 総務財政課長。 

○総務財政課長（俉楼 司） それでは答弁して

まいります。 

 まず１点目の予算編成時の方針等でございま

す。 

 現状、七飯町の財政状況は平成３０年度の決算

において財政構造の弾力性を示す経常収支比率が

９８.６％と２９年度より４.０ポイント悪化し、

財政の硬直化が依然として続いております。 

 また、基金についても基金全体として実質、約

３億３,０００万円を取り崩し、基金の残高が１

３億円台まで減少するなど、過去に類を見ないと

言えるほどの大変、厳しい状況となっており、ま

た、今後の財政推計としても全くの予断を許さな

い状況でございます。 

 それらを踏まえ、今後の財政運営維持のために

示している基金の残高を最低７億円以上とするた

め、当初予算において基金の取り崩しをしないこ

とを方針としてございます。 

 ２点目の財務内容の改善目標、または改善の施

策のようなものはあるかについてでございます。 

 先ほどお答えいたしました方針が改善目標とな

り、方針の達成に向け歳出、事業ごとの予算要求

の上限額をあらかじめ設定するシーリング予算の

継続や新規の投資的事業の抑制、全町の取り組み

として振替休日制度の運用など、徹底した経費の

削減を図ってまいります。 

 また、歳入につきましても、町税と徴収金、使

用料等の確実な確保、国、道の補助、交付金の有

効活用を図ってまいります。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 若山雅行議員。 

○１５番（若山雅行） この時期、来年度の予算

について聞くということ自体は何かちょっと無理

があるというようなアドバイスも受けたのですけ

れども、次回の定例会はもう３月予算が出てくる

ということで、その前にどのような方針で編成す

るつもりなのか。いや、全くこれからなので方針

はこれからなのだということかもしれないのです

けれども、その辺でちょっと、今言ったように財

政の財務内容の改善について厳しい認識を持った

上で進めていただきたいと思うことから質問させ

ていただきました。 

 それで、まず予算編成に当たって、国の政策動

向というか、何かこの時期出るかどうかわからな

いですけれども、大きなポイント、例えば当たっ

ているかどうかわからないですけれども、働き方

改革で人件費が見込まれるとか、何かそういうよ

うな国の政策のテーマみたいなものが何か今のと

ころあるのかどうか、それともまだわからないも

のなのかどうか。 

 それと、政策的執行事業に可能な財源というの

は人件費だとか、義務的経費がきちんと決まって

いるので、その辺に使える経費がどのぐらいある

かというのは今の段階でまだわかるものか、わか

らないものか、その辺をちょっと聞きたいなと思

います。重点方針とか、施策についてということ

で。 

 それとあわせて、今回、３１年度七飯町施政方

針ということで、町長の冊子を見直させていただ

きました。その中に予算編成に極めて役立つとい

うか、方針変更すれば別ですけれども、役立つの

かなと思う項目があったので、ちょっと挙げてみ

て、その辺に関してどうなのかを簡単にお聞かせ

いただければと思います。 

 施政方針については、第５次七飯町総合計画の

基本構造及び基本計画に沿って説明しますという

前置きで始まりまして、ランダムに拾った文書な

ので解釈が違うということであれば言っていただ

きたいのですけれども、費用負担の少ない民間主

導での改築や長寿命化計画による改修を進めると

いうふうに記載されております。 

 これについては、一部実現しているものもあり

ますけれども、今後とも継続されるものなのかな

と思いますのでそのままでいいのかどうか。 

 次に、行財政改革において事務事業の見直しに
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よる歳出削減を図るというふうにうたってござい

ます。 

 具体的に削減、一般論ではなくてここまでやる

のだというようなことがもしあればお聞かせいた

だきたいということです。 

 それと、来年度からの総合戦略(七飯町まち・

ひと・しごと創生総合戦略)策定に着手し、人口

減少問題に対する施策の見直しを進めてまいりま

すということで、力強くうたっておりました。な

かなか難しいテーマだと思うのですけれども、来

年度予算にもしこれを反映させるような何か今、

取り組みとか各部署への指示がもし出ているので

あればお聞かせ願いたいなと思います。 

 時期的に難しいとは思う。今、作業中だと思う

ので難しいとは思うのですけれども、そのような

施策、方針についてお聞かせいただければなとい

うことでお願いします。 

○議長（木下 敏） 総務財政課長。 

○総務財政課長（俉楼 司） それでは答弁して

まいります。 

 まず、当初予算、来年度の当初予算の編成のス

ケジュールとしまして、各課より１１月中旬をめ

どに予算要求、資料というのが提出をされてござ

います。 

 その資料をもとに、今現在は副町長査定。この

副町長査定につきましては、１回目、２回目とい

うふうにスケジュールを組んでございます。 

 その後、年明けに、副町長査定も年明けかかる

場合もございますが、そのあと町長査定を踏まえ

て来年度の予算として確定していくというような

スケジュールとなってございます。 

 それで今、副町長査定の１回目の査定も途中に

あるということから、各課、各部段階でどのよう

な事業が折り込んできているかというような、数

値的には拾ってございますが、そのヒアリングが

十分にされていないというところでございます。 

 そのヒアリングの中で、これは進めよう、これ

は優先順位があって、次年度以降にしましょうだ

とかというような詰めを今後していくことになり

ますので、来年度の政策部分も含めてどのような

政策になっていくかというのが今、この場では不

明確でございますので、そこの部分についてはそ

ういうことで御理解をしていただきたいと思いま

す。 

 最初に言われました国の政策上で、七飯町の来

年度の予算にかかわる部分でというお話の部分で

もそういう状況でございますので、なかなか今の

状況でこれとこれというふうに明確に決まってご

ざいませんので、答弁は差し控えさせていただき

たいということで思ってございます。 

 お答えできる範囲では、今年の方針の中で長寿

命化改築等していくというところのお話について

は、いろいろ今まで公共施設ということで整備を

してきたところでございますけれども、今年の事

業で全てを終えているわけではございませんの

で、また、だんだん各種ある施設については老朽

化というのは建った以上、年々それは老朽化して

いくわけですので、その長寿命化ということで耐

用年数以上、大事に使っていくと。大事に使って

いくためには修繕をしていくというようなところ

の方針は、今後もその方針に変わりはございませ

んので、そういうところを財政当局としても見て

いきたいと、各課のヒアリングの際にはそういう

ところも見ていきたいということでございます。 

 行政改革につきましては、改革して、数値的な

目標はございませんが、今までも進めてきており

ますけれども、予算のシーリングということで、

当初予算の段階で上限を決めながら、その中で予

算編成を各課にお願いしているところもございま

すし、今後、その被用者負担というところで使用

料、手数料等についてもどのぐらいになったとか

というのを見直し図るだとか、業務委託、町が行

う業務の中で民間のほうでやっていただく部分が

あれば、可能な部分があればそこは業務委託を進

めていきたいだとかというようなところの行革部

分についてもさらに進めていきたいと、いかなけ

ればならないというところで思ってございます。 

 答弁について以上でございます。 

○議長（木下 敏） 政策推進課長。 

○政策推進課長（中村雄司） 私のほうから、施

政方針の中でありました「七飯町まち・ひと・し

ごと創生総合戦略」の部分について答弁いたしま

す。 

 創生総合戦略につきましては、現在、平成２７
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年から令和元年度までの総合戦略等進めてござい

まして、令和２年度から新たな総合戦略が必要と

なるところでございます。現在、北海道のほうが

その総合戦略の策定のために現在、パブリックコ

メントを実施している状況です。 

 また、国のほうも今後の人口減少に対応するた

めの戦略を１２月に決定をする予定でございまし

て、それらを踏まえた中で町も総合戦略を今年度

に策定をするということ現在、検討しているとこ

ろでございます。 

 今後、国の状況、また道の総合戦略をかんがみ

ながら、内容等を把握しながら進めてまいりたい

というふうに思ってございます。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） 僕もまだ予算編成の議会

を経験しておりませんので、よくわからないで質

問しているので大変あれですけれども、単純にそ

の３０年決算を一度見させていただいた関係で、

やはり財政借り入れがちょっと多いのかなという

印象を持っておりますのと、基金がちょっとやは

りもう少しほしいなというような印象を持ちまし

て、皆さん共通の認識だと思うのですけれども、

町債を幾ら何億減らせとか、積立を幾ら増やせと

か、そういう具体的な指示とかというのは今の段

階では特にないのでしょうか。 

 結果として予算を組んで、幾ら積立に回すと

か、その借り入れ返済に回すとか、そういうよう

な形になるのでしょうか。決算のときにどのくら

いの借り入れの推移でいくのかというのは聞いて

おりますのでわかっておりますけれども、そうい

うもっとこれだけ積み立て増せとか、これだけ借

り入れを減らせとかという、そういう具体的な指

示というか、目標のようなものは今のところはな

いのか、あるのか、そこちょっとお聞かせくださ

い。 

○議長（木下 敏） 総務財政課長。 

○総務財政課長（俉楼 司） それでは答弁して

まいります。 

 各課段階におきましては、歳出の予算のシーリ

ングということで、その歳出の予算として計上で

きる数値という上限を決めさせてもらって、アッ

パーを決めているようなところでございます。 

 また、総体のどれぐらいの事業費になっている

かというのは、財政当局でないと総体の事業費が

つかめてきませんし、その事業を行うためにその

歳入の部分で国の補助金、交付金が幾らぐらいに

なっていくのか、またその単費がどのくらいに

なっていくのか。その中で、歳出のバランスが歳

入より歳出が多ければ、その分、その財政調整基

金等を繰り入れしなければバランスが合ってこな

いというところになりますので、最後にその調整

については総務財政のほうでしていくことになる

と思いますけれども、先ほど来お話ししてござい

ますが、やはり基金を極力取り崩ししないような

ところで今は行ってございますので、その基金を

取り崩しをしないで、少しでも歳入超過になって

いくと、それはその基金が増えていくというよう

なことになっていきますので、そのような視点で

今は査定を進めているというところでございま

す。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 若山雅行議員。 

○１５番（若山雅行） 終わります。 

○議長（木下 敏） 横田有一議員から、一般質

問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。 

 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） 通告に従いまして大綱３

件、質問させていただきます。 

 まず１問目、特殊詐欺の被害防止の取り組みに

ついて。 

 いわゆる振り込め詐欺は、新聞、テレビ、政府

広報などの各種啓発活動により、平成３０年度で

は認知件数が減少に転じ、被害額も昨今は減少傾

向にある。 

 ただ、ここ数年は公的機関を装う威圧的な文書

を送りつける架空請求詐欺等、手口が巧妙化して

きている。以前は、はがきなどによるもので、無

視をすれば済むような手口が多かったが、このと

ころは裁判所の名義で正式な送達を装った封書を
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送りつける事案や、また正式な手続を踏んだ上で

法的効力を持たせる少額訴訟詐欺や督促状詐欺

等、従来のように無視するだけでは済まない、高

度化、悪質化したものまで報告されている。 

 高齢独居世帯が少なくない七飯町としても、町

民の一人たりとも被害者にならないよう徹底した

啓発活動が必要だと考える。そこで、以下の点に

ついて伺いたい。 

 １番、過去５年の町内における特殊詐欺被害の

認知件数と把握している被害状況について。 

 ２番、現在取り組んでいる啓発活動の内容につ

いて。 

 ３番、今後取り組む予定の被害防止活動につい

て。 

 お願いいたします。 

○議長（木下 敏） 住民課長。 

○住民課長（清野真里） 特殊詐欺の被害防止の

取り組みについて答弁させていただきます。 

 １点目の過去５年の町内における特殊詐欺被害

の認知件数と被害状況についてですが、七飯町内

刑法犯発生状況による七飯町の過去５年間の特殊

詐欺被害件数は平成２６年から平成２９年、今年

の発生はなく、平成３０年度でのオレオレ詐欺に

よる被害が１件となってございます。 

 ２点目の現在取り組んでいる啓発活動の内容に

ついてですが、町広報紙に毎年、継続的に掲載

し、今年は七飯交番からのお知らせの見出しで、

８月号と１０月号に掲載し、ホームページでは七

飯交番と南駐在所のミニ広報誌の４月、５月、８

月、１０月号に振り込め詐欺等の注意喚起を掲載

しております。 

 また、今月１７日に毎年実施されます七飯町歳

末特別警戒において、振り込め詐欺被害防止対策

の強化を重点活動の目的に掲げ活動し、１１０番

の日に合わせ振り込め詐欺防止等に関する防犯啓

発活動イベントや全国地域安全運動総決起大会で

の特殊詐欺被害防止アトラクション及び年金支給

日に伴う啓発運動としまして金融機関前で特殊詐

欺被害防止のチラシとグッズ配りなど、町と警察

が連携しながら取り組んでおります。 

 ３点目の今後、取り組む予定の被害防止活動に

ついてですが、今後も警察と連携し、御家族にも

注意を払っていただけるような啓発活動に取り組

んでいきたいと考えてございますので、御理解の

ほどよろしくお願いいたします。 

○議長（木下 敏） 澤出明宏議員。 

○１１番（澤出明宏） 町内の被害件数が１件と

いうことで、報告で間違いなければ非常に喜ばし

いことだと思うのですが、これからのところ実際

問題、一番懸念されるのが今までは無視していれ

ば何とかなったもので、認知件数としては上がっ

てきてないのですが、水面下でそういったものが

出ている可能性も多々あると思われます。これは

推測でしかないのですが、警察のほうでも実際、

払い込んでしまって、恥ずかしいので言われない

という、そういうのはやはり出てきていると思う

のです。 

 私の周りの中でも、はがきは実際に来ています

し、封筒で裁判所という名前で送られてきまし

て、電話をかけてしまう人も中には出てきていま

すので、そうすると巧みな話術に引っかかって、

恥ずかしい話の請求が多いものですから、払って

しまった、だけども被害届けは出せれないという

ことになる可能性もあります。 

 特にお年寄りの場合は、オレオレ詐欺なんかで

はお孫さんのことであるとかありますし、従来

事、また認知していない件数も出てくると思うの

です。 

 ですから、１、２、３全て含めてのことなので

すが、被害がないということなので非常に嬉しい

のですが、今後のところに向かって、特に町職員

の方々が相談を受けた場合ですとかに、できれば

最新の情報を警察との連携という話もございまし

たが、そういった中で最新情報をなるべく町のイ

ントラネットでも結構ですので、職員の方々で共

有していただくと同時に、我々議員としてもやは

り情報がほしいものですから、そういったところ

で未然に防ぐことを今後とも１件でも出ないよう

に取り組んでいただきたいと思いますが、そのあ

たりのところで御回答をいただければと思いま

す。 

○議長（木下 敏） 住民課長。 

○住民課長（清野真里） 今の町としての単独の

事業というのは大変難しいところであるのは事実
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であります。 

 ただ、広報誌等でも警察にも御協力いただい

て、ミニマップこういうのも掲載した中で、そう

いった振り込め詐欺に関する誌面をもうちょっと

工夫をして、また広報誌などでもお年寄りの方と

かにも目にとめていただけるような誌面を工夫し

て、なるべく注意を払っていただけるような形で

啓発活動は今後は警察とも連携しながら取り組ん

でいきたいと思います。 

 ただ、今の職員含めてと言いましたけれども、

こちらのほうもやはり一度、警察とも相談して、

単独ではなくて、協議を重ねながら取り組んでい

きたいと思いますので、こちらのほうは御理解の

ほどよろしくお願いいたします。 

○議長（木下 敏） 澤出明宏議員。 

○１１番（澤出明宏） では、２問目にまいりま

す。 

 広聴制度について。行政と市民の連携が求めら

れている昨今、自治体と住民が町の運営に関して

問題意識を共有する必要性が高まっている。 

 表記の広聴とは、住民の意見、要望、苦情など

を直接、収集、聴取することによって、自治体の

行うべき計画策定や行政運営に対して一定の指

針、示唆を与え、よりよいまちづくり、共同生活

の発展に寄与する制度と定義されるものがある

が、七飯町の実施している広聴制度について、以

下の点について伺いたい。 

 １、現在、七飯町で実施されている広聴制度と

その成果について。 

 ２、住民意見の収集、聴取について、相談窓口

の充実やパソコン、スマホの使えない住民の方々

に対する意見表明の場、提案はがきの広報添付な

どの聴取方法について。 

○議長（木下 敏） 環境生活課長。 

○環境生活課長（磯場嘉和） １点目の現在、七

飯町で実施されている広聴制度とその成果につい

ての１、私のほうからは当課で所管しております

住民生活の広聴に関することについて答弁させて

いただきます。 

 環境生活課生活環境係の分掌事務として、住民

の苦情、要望及び相談に関することとなってお

り、主に空き地の雑草の草刈り、隣地の枝木の越

境、犬、猫にまつわる苦情など、日々の住民生活

に直結するさまざまな苦情相談に対応しておりま

す。 

 来庁、または電話での相談が大半を占め、担当

が拝聴した上、その都度、現場に出向くようにし

ております。 

 相談者と現場で話をした上で、最善の方法を導

くよう努めております。 

 成果としましては、苦情相談がなくなるという

ことはありませんが、問題解決に向けたスピー

ディーな対応に心がけております。 

 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） 次に、１点目の広

聴に関してまちづくりの観点での広聴制度とのそ

の成果について答弁させていただきます。 

 まちづくりにあっては、町民主体による参画、

協働、自立を進めており、町の基本的な政策の立

案にあっては、町民の方々が意見を述べる機会を

保障し、町の意思決定の透明性を高める取り組み

として、政策意見提出制度、いわゆるパブリック

コメントを各種計画等の策定や改正の際に実施し

て、御意見をいただいております。  

 このほか、町民の皆さんが関心を持っている政

策等をわかりやすく伝えて、直接対話し、互いに

理解し、まちづくりを進めるため、出前町長室を

開催し、好評いただいております。 

 また、町内会や各種団体等から事業や取り組み

等の御要望をいただきますが、その実現に向けて

の対応に努めているところでございます。 

 各種御相談については、それぞれの所管担当課

窓口で対応するほか、お手紙やメール、ファク

ス、電話にて対応しております。 

 政策に関する御提言も政策推進課の窓口を初

め、担当部門で直接お受けしているところでござ

います。 

 ２点目の相談窓口やパソコン、スマホの使えな

い住民の方々がもっと意見を出しやすいような環

境を充実できないかというところでございます

が、以前の一例といたしまして、過去に町のホー

ムページ上の掲示板でいろいろな書き込みで町民

の声を反映する取り組みも誹謗中傷が多くあっ



－ 41 － 

て、残念ながら中止せざるを得ないこともござい

ました。 

 また、目安箱も同様に声を広く聞くといった本

来の目的を果たすことができませんでした。この

ことから、もしパソコンやスマホが使えなけれ

ば、お手紙でいただくほか、直接、お会いして、

もしくは電話で声を聞かせていただくことが、町

職員としての努めと考えております。 

 一方で、声なき声、物言わぬ多数派と言われる

御意見も重要であり、提案はがきの広報添付など

の御提案もあり、趣旨は理解できますが、今後の

検討課題と受けとめさせていただきたいと思いま

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） 広聴制度について、苦情

処理とかそういったところも含めてのことではご

ざいますが、ここに追っていきたいなと思ってい

た部分は、やはりいろいろな改革が２０００年か

ら行財政改革ということで地方分権ということも

ありまして、町の役割というのはかなり高まって

きている中で、やはり町の窓口としての町民意見

を聞くというところが非常に大事になってきてお

ります。 

 そういった中で、やはり周りで聞いていてもど

こに持っていったらいいのかという話がわかりづ

らいのが町の窓口ということもございまして、

今、政策推進のほうに持ってこられたらいいとか

という話もございましたが、なかなか一般の町民

にとって持っていくところがわからない、部署が

わからないので、ですから先ほどもちょっと出ま

した目安箱を１年間やってみたんだけれども、そ

ういうところに出している方も多々いらっしゃっ

たと思います。 

 その中にやはり苦情とか多くて、処理に困った

部分もあるでしょうけれども、こういったところ

もうちょっと町民にわかりやすく、町民がまちづ

くりのために意見具申をするという場を何か工夫

してできないものかということを模索していかれ

る中で、先ほどちょっと出ましたけれども、広報

せっかく配ってらっしゃるので、これにはがきを

添付するというのは簡単にできることではないか

なと思っているわけです。それについてちょっと

触れられていなかったなと思いますので、例えば

広報の一番後ろのところに切り込みを入れて、町

の宛て先、御意見を受けますというような、そう

いった中身のものでもあると、また町民からの意

見も上がってきますし、先ほど他の議員からもお

話がありましたが、人口増の方向性とか、そう

いったところにつきましても、町民意見がやはり

反映されるという調整であれば住みやすいという

ことがやはり言えるわけで、人口増にもつながっ

ていくと思いますし、防災の面でも町民意見がや

はり住んでらっしゃる方ですので、生活者の意見

ということでどこか危ないだとか、危惧されるこ

とが上がってきやすいと思いますし、もっぱら最

近ガバナンスの問題もありますので、誰が当事者

かという中では住民統治というのはやはり住民自

治という意味では、地方自治の本旨のところであ

りますし、含めてそういった広聴の中でも特に声

なき声を吸い上げるような方向性のことについ

て、含めて広報にそういうはがきをつけて、御意

見箱はだめだったのかもしれませんけれども、１

回試してみるというおつもりはないかどうか、も

う一度お伺いしたいと思います。 

○議長（木下 敏） 政策推進課長。 

○政策推進課長（中村雄司） ただいまの再質問

につきまして、答弁を申し上げたいと思います。 

 今回の一般質問の中で、はがきの部分の提案が

ございました。 

 私どものほうも、そちらの部分、具体的に検討

をいたしました。その結果といたしましては、通

常、切り取り線を入れて、はがき等を送るとした

場合、はがきとして認められるのが２グラムから

６グラムという基準がございまして、現在の町広

報紙をはがきサイズに切り取った際、実際に１グ

ラムでした。 

 それで、そのままはがきとして使うというの

は、なかなか難しいのかなというところで、今後

の検討課題というふうに思ってございました。 

 今回の御質問の中では、町民の意見をいかに政

策のほうに生かしていくかというところの趣旨で

ございます。さまざまな計画を立案する際に、住

民アンケート等を実施してございますが、ただ、
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この部分で言うと抽出したアンケートというとこ

ろで、なかなか個人としての意見というのが、な

かなか難しいというところでございますけれど

も、そういった部分のときにテーマを決めた中で

の提言ということを、ぜひとも町のほうにお手紙

ですとか、お電話ですとか、そういった部分を引

き続きいただければいいのかなというふうに思っ

てございます。 

 今後とも、町民の声を大切に町政運営をしてま

いりたいと思ってございますので、御理解のほど

よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 澤出明宏議員。 

○１１番（澤出明宏） では３問目に参ります。 

 公務員の不祥事に対する取り組みについて。 

 全国的に公務員の不祥事が多発しているが、町

としてコンプライアンスの確立に向けた取り組み

について伺いたいと思います。 

○議長（木下 敏） 総務財政課長。 

○総務財政課長（俉楼 司） それでは御答弁し

てまいります。 

 御質問にございます公務員の不祥事に対する防

止策といたしましては、各種研修に職員を派遣

し、地方公務員として必要な基本的事項、公務員

の倫理などについての研修を行っております。 

 また、庁舎内情報通信網、イントラネットと言

いますが、これを通じた各種情報の提供を行い、

職務に対する理解を深めるよう努めております。 

 さらに組織としてはみずからの職場で想定され

る事案については、常に問題意識を持ち、それら

を防止するために有効な対策を講じ、継続してい

くことが不祥事の防止につながりますので、指導

の徹底に努めてまいります。 

 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） コンプライアンスの問題

というのは、よく町長もおっしゃいますが法令の

遵守ということで理解しておりますが、昨今、本

当に公務員の方々の七飯町でもございますけれど

も不祥事が多くて、特にこの１２月ですが、飲酒

事案とかも増えてくると思います。 

 報告されている案件もありましたので、それに

対する研修とかということで済ませていいのかな

という部分と、申し上げたいのは処分の軽重とい

うのはどうでも、その場によりますので何とも言

えませんが、再発防止に向けての取り組みが甘い

のではないかなということをちょっと申し上げ、

苦言させていただければなと思っておりまして、

こういったことは考えてらっしゃらないのかなと

いうところで、消防のほうの案件ですからちょっ

と触れられない部分ですが、処分が３４名という

大型の処分になりまして、それと比べて事案とし

て処分の仕方というのはだんだん世の中では話題

になる可能性もありますので、管理責任という面

でやはりその辺のところまで突っ込んで、自分が

何かやったことによって上司にも迷惑をかけるの

だぞと、そういったぐらいの厳しい立場というか

やり方をしていかなけれけば、あくまで自分だけ

だからこのぐらいで予見可能性の中で停職６カ月

とか、そういった形で思って、安易に考えてしま

うのは人間の理性の揺らぎですので、そういった

ことのないようにやはり上司も律するという意味

で普段から指導監督しなければいけない立場です

ので、その辺のところもしっかり取り組んでいた

だきたいと思いますが、その辺についてお話いた

だければと思います。 

○議長（木下 敏） 総務財政課長。 

○総務財政課長（俉楼 司） それでは答弁して

まいります。 

 議員おっしゃるとおり、私ども地方公務員、ま

して七飯町の職員でございますので、町民に対し

まして信頼を受けて町行政をするということでご

ざいます。 

 その中で、町の信用失墜につながる部分でござ

いますので、そこは襟を正してしっかりそこら

辺、職員に対しましても一人一人が適正に事務だ

とか、いろいろな法令を守っていく、そこが大事

であり、それを組織として守っていくことで町政

運営をしていくというようなところをしっかり私

ども職員、また部下のほうにも指導徹底をしてい

くということで今後も不祥事がないように努めて

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） 暫時休憩いたします。 
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午後 ４時２５分 休憩 

───────────── 

午後 ４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。 

 横田有一議員と青山金助議員から、本日の会議

を早退する届け出がありました。 

 引き続き、一般質問を続けます。 

 通告順に発言を許します。 

 川村主税議員。 

○１３番（川村主税） それでは通告に従い、質

問させていただきます。 

 来年度から実施される小学校プログラミング教

育について、２問。 

 来年度から実施される小学校プログラミング教

育について、学校関係者は準備されていると思わ

れるが、現在の取り組み状況等について次の点を

伺いたい。 

 １点目、文部科学省の学習指導要領の内容(目

的、指導等)について。 

 ２点目、現在の各学校の取り組み状況につい

て、お願いいたします。 

○議長（木下 敏） 学校教育課長。 

○学校教育課長（竹内圭介） それでは、御質問

がございました２点の御質問について答弁をさせ

ていただきます。 

 １点目の学習指導要領の内容についてでござい

ますけれども、来年度から実施される小学校の新

学習指導要領の中では、児童の情報活用能力の育

成を図ることを目的とし、コンピューターや情報

通信ネットワークなどの情報手段を活用した学習

活動の充実を図ることとしております。 

 なお、学習活動の取り組みに当たっては、特に

どの教科という決まりはなく、横断的な視点に立

ち、各教科の特性に応じて児童がコンピューター

で文字を入力するなどの情報手段の基本的な操作

を習得するための学習活動。 

 また、プログラミングを体験しながら、コン

ピューターなどに意図した処理を行わせる理論的

思考力を身につけさせるための学習活動を実施す

ることとされております。 

 ２点目の各学校の取り組み状況についてでござ

いますけれども、現在、校長会を初め、各学校の

教務の先生方に集まってもらい、来年度からの取

り組みについて協議を行っている最中でございま

す。 

 具体的な内容はまだ決まっておりませんが、教

科としては主に算数、また理科あたりでも実施に

なるものと思われます。 

 また、各教員のプログラミング教育への理解を

深めるために１２月１３日、あすですけれども七

飯小学校においてプログラミング教育を題材とし

た地域連携研修会を開催し、今後どのように授業

づくりを進めていくべきかといったような課題に

ついても研修を行う予定となってございます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 川村主税議員。 

○１３番（川村主税） それでは再質問をさせて

いただきます。 

 全部で五、六点あるのですけれども、まず１点

目なのですが、プログラミング教育の今回の小学

校の対象学年、１年生から６年生までなのか、高

学年以上なのか、その辺についてまず１点目、教

えてください。 

 ２点目ですが、学習指導要領の中で小学校、中

学校、高校について実施するというふうになって

いるのですけれども、今回、高校は所管外なので

すけれども、今回、中学校のほうも同時に来年度

から始まるのか、その点も教えてください。 

 続きまして３点目、その学習指導要領の中で年

間何時間必要なのかという部分が明記されている

のか、年間１００時間やりなさいよとか、５０時

間やりなさいとか、そういった部分が明記されて

いるものなのか。 

 もし、実際そうなっていた場合に、主の授業時

間数というのは多分決まっていると思うので、そ

れが新たに上乗せなるものなのか、逆に何かを

削ってそれに当てはめるものなのか、ちょっとそ

の辺を教えてください。 

 ４点目が、先ほど実際、授業する場合、タブ

レットなりパソコン等を使用するということだっ

たのですけれども、現在、各学校についてそう

いった環境、タブレット、パソコンについてそう

いうものが整備されているのか。 
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 昨日、教育長のほうからデジタル教科書につい

てちょっと触れておりましたけれども、将来的に

そういう予定もあるということであれば、例えば

Ｗｉ－Ｆｉの設備等、そういった部分、今後予算

措置、整備するための予算措置を行っていくの

か。 

 ちょっとその辺、事前に調べたのですけれど

も、文科省のほうで教育のＩＣＴ化に向けた環境

整備５カ年計画、２０１８年から２０２２年度ま

でを策定しており、この計画に基づく教育用コン

ピューター、ネットワーク等の整備、それに必要

な経費について１８年度から５年間、毎年なのか

１,８００億円程度、地方財政措置があるという

ふうに明記されているのです。ちょっとその辺、

もし把握している部分、ちょっと教えていただけ

ればなと思います。 

 続いて、５点目です。教える先生、当然、多分

クラスの担任の先生が教えるのだと思うのですけ

れども、今、プログラミング制度の中でＩＣＴ支

援員というのがいるみたいなのです。そういった

先生方を補助するための方々、こういった方々と

いうのは実際、民間の企業とか、大学の関係者と

か、そういう方にボランティアでも来てもらえる

ということで、今、そういう大学なり、民間と協

力してそういう授業にボランティアで来てもらう

とか、そういった予算措置に関しても今ので補え

るということもあるので、ちょっとその辺につい

ても。 

 実際、現場サイドでマニュアルとか、手引きみ

たいなもの、実際、先生が教えるに当たってそう

いったものがあるのか、それをまず教えてくださ

い。 

 ６点目、随分、二、三年前からだと思うのです

けれども、民間レベルでもこういったプログラム

教育について。例えば、大学関係とか民間で、い

ろいろなところでそういった子供たちが参加でき

るようなイベントいうか、体験できるようなとこ

ろが開かれているのですけれども、その辺につい

てどこまで把握しているかを教えてください。 

 最後７点目、実際、今回のプログラミング教育

についてＰＴＡとか保護者に対してどのように今

後、説明していくのか、その点について以上７点

だと思うのですけれども。 

○議長（木下 敏） 答弁に入る前に、会議時間

の延長をしたいと思います。 

 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。 

 学校教育課長。 

○学校教育課長（竹内圭介） ただいま御質問が

あった７点に答弁させていただきたいと思いま

す。 

 まず、プログラミング教育の実施するに当たっ

ての対象学年はというところなのですけれども、

先ほども申し上げましたとおり、教科がまずどれ

というようなものを定めているものではなく、そ

の教科ではなくて、プログラミングを体験しなが

ら、コンピューターの操作、基本的なものを学ぶ

というのもそうなのですけれども、論理的思考を

身につけるための学習活動というところで、教科

が設定されてないというところです。 

 そのほかに学年もやはり設定は、この学習指導

要領の中ではどこの学年というのも特段、明記は

されておりませんが、ただ恐らくですけれども、

もし活用するとすれば文科省のほうで想定してい

るのは算数であれば５年生、理科の場合もあるの

ですけれども、理科であれば６年生の部分で想定

をしていると。 

 具体的にどういうのかというと、例えば算数で

あれば正多角形は作成するような授業での活動の

例を想定しているというようなところと、理科の

授業であれば電気の授業でというような部分を想

定されていますけれども、実際に学習指導要領の

中でははっきりと明示はされておりませんので、

この部分についてはどの学年というのは指定はな

いというところで御理解いただきたいと思いま

す。 

 中学校でもプログラミング教育をやるのかとい

うところでございますけれども、中学校の学習指

導要領が小学校の１年後ということで、再来年度

から実施となります。 

 この場合についても、やはりどの教科というの

ははっきり明記はございません。ただ、想定の中

では技術家庭の中で小学校の基礎的なプログラミ
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ングの能力をさらに活用するというような部分

で、想定としては技術家庭というような想定にな

ろうかと思います。 

 その次、実際に年間で何時間ぐらいやるのかと

いうところなのですけれども、先ほど来、申し上

げているとおり、教科としての定めがないので、

特段何時間というような決めはございません。 

 例えば英語ですとか、算数ですとか、教科で確

立されている教科であれば何時間というのは学年

ごとで時数があるのですけれども、プログラミン

グの部分については何時間という決めはないとい

うところで御理解いただきたいと思います。 

 ですから、その辺、授業数もふやすとか、削る

とかといった部分はないということで御理解いた

だきたいと思います。 

 あと、各学校のタブレットの整備状況ですけれ

ども、各小学校のほうにタブレットを今年度整備

をしているのですけれども、全児童というのは難

しくて、今のところは１クラス学習できる部分の

タブレット、それぞれの学校の部分で数は違いま

すので、１クラス学習できる数は各学校のほうに

配備をしているというところでございます。 

 デジタル教科書の部分でございますけれども、

こちらについては来年度から計画的にデジタル教

科書の部分も入れることを想定はしていきたいと

思うのですが、先ほど言われたとおりＩＣＴの補

助事業というような部分、お話がございまして、

こちらギガネットワークという、国の補助事業が

今、さらに新しいのが出ておりまして、文科省の

ほうの正式発表は１２月に出る予定でございま

す。この辺の部分の補助も活用できないかどうか

ということで現在、検討している最中でございま

す。 

 その部分で、ちょっとデジタル教科書は補助対

象になっていなかったと思うのですけれども、デ

ジタル教科書につきましても、やはり検討の部分

をしておりますので、計画的に予算措置をしてい

きたいということで考えているというところでご

ざいます。 

 クラスの実際にプログラミングを教える先生の

サポートとしてＩＣＴの支援ですか、こちらの部

分の検討はされているかというところでございま

すけれども、先ほど申しましたとおり来年度から

のプログラミング教育の取り組みの中で校長会で

すとか、各教務の先生と今、打ち合わせをしてど

のように行っていくかということで打ち合わせを

行っております。 

 その中で、まだ打ち合わせ最中ですのではっき

りと申し上げられないのですけれども、このＩＣ

Ｔの部分、先生も実際に教える先生の技術向上が

いいのか、支援員がいいのかという部分について

も、そういう中でちょっと話を今、協議をしてい

る最中ということで御理解をいただきたと思いま

す。 

 また、マニュアルです。現場で指導するマニュ

アルというのがあるのかどうかという部分でござ

いますけれども、こちらにつきましても、その教

科がどの教科でプログラミング教育を行うかとい

うようなところで、特段の定めがないので、当

然、手引きというものも存在しないというところ

で御理解をいただきたいというふうに思います。 

 民間で、こういうプログラミング教育に対して

の体験イベントを行っているのを把握しているか

というようなところでございますけれども、函館

で民間で体験のイベントをやっているというよう

な、あるということでは私も聞いているところで

はあるのですけれども、はっきり何回やっている

とか、詳細についてははっきりとわかっていない

のですけれども、函館市内のほうではそういうの

を行っている、あとまた有料で体験入学とかされ

ているところもあるということではお聞きはして

おります。 

 ＰＴＡとか保護者の関係に説明をしていくのか

という部分でございますけれども、取り組みの部

分、特段プログラミング教育を新たにやるという

ところではなくて、やるという部分なのですけれ

ども、新たに大きく変わるというものではなく

て、その授業をする中で先ほど言ったように論理

的な思考力を身につけさせるとかというような部

分での活用の部分になるので、特段の説明という

のは今のところ考えてなかったというところで御

理解いただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 川村主税議員。 
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○１３番（川村主税） 何点か再々質問なのです

けれども、１点目のある程度の現場において何を

対象学年を決めるというのですか、算数なり理

科、ものによってはほかにもあるのかもしれませ

んけれども、その辺も例えば来年度かにとりあえ

ず４年生の算数をやるよとか、６年生の理科をや

るよというか、その辺というのは大体いつごろ決

定する予定でいるのかというのを１点。 

 ６点目の民間等でやっている取り組みについ

て、以前大沼でも年１回ぐらいやっていたかと思

うのですけれども、そのときに結構な人数の子供

が参加したりしているのですけれども、例えばそ

ういったものを時期的に夏休み中とかだと思うの

ですけれども、逆にそういった部分に七飯町内の

小学生、さらには先生方、ある意味こういうこと

で、そういうプログラミング教育を教えているよ

というか、ある意味参考になるかと思うのです。

研修という名目でも何でもいいと思うのですけれ

ども、そういったことに先生方を参加させるよう

な考えはあるか。 

 ７問目のＰＴＡ、保護者に対してなのですけれ

ども、こういった部分の本当に新しいプログラミ

ング取り組みという部分の中で、例えば説明もそ

うなのですけれども、例えば授業参観とか、そう

いった部分で、そういった今こういう授業をやっ

ていますよみたいな、そういった取り組みも考え

はあるのか、３点お聞かせください。 

○議長（木下 敏） 学校教育課長。 

○学校教育課長（竹内圭介） ただいま３点、御

質問について答弁をさせていただきます。 

 まず、来年度から実際にやる時期をいつごろ決

まるかというところでございますけれども、内容

ですね、こちらにつきましては年内に会議のほう

を行って、年明け早々には準備のこともございま

すので、年明けまでにその辺の学年については各

学校でどこの学年で取り組むかというのはちょっ

と確認していきたいなと思います。 

 恐らく年明け学習、翌年度の学習の予定とかを

組むのが２月ころになりますので、最終的には２

月くらいに固まるようなイメージで進めてまいり

たいということで考えております。 

 民間の取り組みの部分、そういういろいろ研修

会やっている中で教員の参加も考えられないかと

いうようなところでございますけれども、まさし

くそのプログラミング教育を取り組む上で、やは

先生方の資質的なものというか、そういうものも

やはり教える上で必要になってくるかと思いま

す。 

 その辺につきましては、各学校とかと協議をし

ながら、やはり教員の研修の部分、もし必要であ

ればそういう研修会も開催、もしくは参加させる

ような部分で必要だということであれば学校と協

議した上で決めていきたいということで考えてお

ります。 

 ＰＴＡとか保護者の新しい取り組みとして授業

参観などで、こういうのでプログラミング教育取

り組んでいますよというようなことで紹介ができ

ないかというところでございますけれども、その

授業の中身的なもの、ちょっとそのような授業参

観等でもし紹介できるようであれば、この辺につ

きましてはちょっと学校のほうと協議をして、そ

ういう紹介がうまくできるのか、またその取り組

みの中で新しく取り組みをして、本当に今まで

使ってなかったようなプログラミングを使って、

目新しい授業になるようでしたら、そういう紹介

というのは必要かと思うので、その辺については

協議をしていきたいなと思います。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 以上で、一般質問を終わり

ます。 

 先ほど、青山金助議員の早退の届け出が出てい

るということで報告いたしましたが、事務の届出

書の行き違いによりまして、中座の届け出という

ことで更正いたします。 

  ─────────────────── 

 日程第３ 

  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４ 

  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 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第３ 議案第４６号七
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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４ 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、以上

２件を一括して議題といたします。 

 ただいま議題といたしました案件については、

令和元年９月１２日の本会議において総務財政常

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。 

 池田委員長。 

○４番（池田誠悦） 委員会報告第１３号総務財

政常任委員会報告書。 

 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１１月２７日七飯町議会議長木下敏

様。 

 総務財政常任委員会委員長池田誠悦。 

 記。 

 １、事件名。 

 （１）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。 

 （２）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。 

 ２、審査の経過。 

 令和元年１０月９日、２１日、１１月５日、１

４日、２７日の５日間、委員会を開催し、総務部

長、総務財政課長の出席を求め、審査を行った。 

 ３、決定及び理由。 

 （１）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。 

 ア、決定。 

 原案可決。 

 イ、理由。 

 当委員会に付託された議案第４６号は、地方公

務員法及び地方自治法の一部を改正する法律（平

成２９年法律第２９号）により、会計年度任用職

員制度が創設されたことから、会計年度任用職員

の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるも

のである。 

 会計年度任用職員とは、一会計年度を任期とす

る非常勤職員であって、１週間の勤務時間に応じ

てフルタイム会計年度任用職員とパートタイム会

計年度任用職員に区分される。会計年度任用職員

制度が創設された趣旨としては、従前の臨時的任

用職員、非常勤職員の任用等に関する制度が不明

確であり、自治体ごとに任用や勤務条件に関する

取り扱いがさまざまであったことから、法律上、

統一的な取り扱いを定めることにより、適正な任

用や勤務条件を確保することとするものである。

会計年度任用職員の任用、給付等の概要は、別表

のとおりである。 

 それらを踏まえ、条例では次のように定めてい

る。 

 第１章、総則（第１条－第３条）。 

 第２章、フルタイム会計年度任用職員の給与

（第４条－第１１条）。 

 第３章、パートタイム会計年度任用職員の給与

（第１２条－第２１条）。 

 第４章、パートタイム会計年度任用職員の費用

弁償（第２２条・第２３条）。 

 第５章、雑則（第２４条－第２６条）。 

附則。 

 第１章は、総則として、会計年度任用職員の定

義等について定めている。 

 第２章は、フルタイム会計年度任用職員の給与

について定めており、基本的な規定内容は、職員

の給与に関する条例（昭和２４年条例第７号）の

規定と同様である。 

 第３章及び第４章は、パートタイム会計年度任

用職員の給与及び費用弁償について定めており、

パートタイム会計年度任用職員の給料について

は、月額、日額、時間給と給料体系がさまざまで

あることから、これらの計算方法について定めて

いるほか、通勤に係る費用弁償及び公務のための

旅行に係る費用弁償について定めている。 

 なお、パートタイム会計年度任用職員とは、１

週間当たりの勤務時間が正職員の勤務時間より短

い会計年度任用職員をいうものである。 

 第５章、雑則規定を定めている。 

 附則として、この条例は、令和２年４月１日か

ら施行することを定めている。 
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 委員からは、条例制定後の制度の運用方針につ

いて質疑があったところである。 

 これに対し、町として現在考えている制度の運

用としては、来年度については、現在より少ない

勤務時間数によって採用を行うが、来年度中にそ

の職の業務内容等について改めて精査し、その職

に応じた勤務時間、勤務日数を割り出した上で、

勤務条件等を見直していきたいとの回答であっ

た。 

 以上のことを留意の上、条例の内容を審査した

ところ、地方公務員法及び地方自治法の一部を改

正する法律による会計年度任用職員制度の創設に

伴う条例の制定であることから、全員一致で原案

のとおり可決すべきものと決定した。 

 なお、会計年度任用職員制度の運用に当たって

は、今後の給与体系や勤務条件等について、在職

している嘱託職員、臨時職員への周知を十分に行

うとともに、運用方法が未定である箇所が一部で

見受けられるが、昨今の財政状況を踏まえた上で

慎重に定めることを望むものである。 

 また、今後の条例提案に当たっては、運用方針

等の細部まで十分な検討を行った上で提案するよ

う強く望むものである。 

（２）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。 

 ア、決定。 

 原案可決。 

 イ、理由。 

 議案第４６号においては、会計年度任用職員の

給与及び費用弁償について定めたところである

が、議案第４７号においては、会計年度任用職員

制度の創設に伴い、関係する次の１０本の条例の

一部改正を整備条例として定めたものである。 

 ①七飯町職員定数条例（昭和２４年公布）。 

 ②七飯町人事行政の運営等の状況の公表に関す

る条例（平成１７年条例第４２号）。 

 ③職員の分限についての手続及び効果に関する

条例（昭和２６年条例第２２号）。 

 ④職員の懲戒の手続及び効果に関する条例（昭

和２６年条例第２３号）。 

 ⑤職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成

６年条例第１８号）。 

 ⑥職員の育児休業等に関する条例（平成４年条

例第１号）。 

 ⑦公益的法人等への七飯町職員の派遣等に関す

る条例（平成１５年条例第３６号）。 

 ⑧職員の給与に関する条例（昭和２４年条例第

７号）。 

 ⑨七飯町職員の旅費に関する条例（平成１１年

条例第２５号）。 

 ⑩企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

（昭和５１年条例第１５号）。 

 いずれの条例も、会計年度任用職員制度の創設

に伴う必要な改正が行われている。 

 以上のことを留意の上、条例の内容を審査した

ところ、いずれの条例も会計年度任用職員制度の

創設に伴う条例改正であることから、全員一致で

原案のとおり可決すべきものと決定した。 

 以上並びに別表に会計年度任用職員制度移行に

伴う概要でございます。お目通ししてください。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） これより、議案第４６号、

議案第４７号、以上２件について一括して質疑を

許します。 

 川上議員。 

○１６番（川上弘一） 今回の会計年度任用職員

制度に伴う条例の制定でございますけれども、七

飯町役場でいうと臨時職員の賃金を含めたところ

の処遇改善を目的とした制度でございまして、こ

の制度導入によりまして、現在の臨時職員の年間

賃金が下がるようであれば、本当にこういう制度

は本末転倒な制度になってしまうので、ちょっと

確認の意味でお聞きしたかったのですけれども、

この条例の制定によりまして臨職の年間賃金が下

がるようなことはないと思いますけれども、確認

で、ないか、あるか。 

○議長（木下 敏） 総務財政常任委員長。 

○４番（池田誠悦） それでは、今の質問ですけ

れども、３ページ上段にありますけれども、委員

会の中でいろいろ話がありまして、その部分で理

事者側と検討した結果、そういう心配がないよう

に努めてくださいということで、私たちもそれを

信じて、こういうような決議に達しました。 
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 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 川上弘一議員。 

○１６番（川上弘一） 下がることがないように

制度に当てはめて運用していくということでよろ

しいですか。 

○議長（木下 敏） 総務財政常任委員長。 

○４番（池田誠悦） そのように認識しておりま

す。 

○議長（木下 敏） 川上弘一議員。 

○１６番（川上弘一） 終わります。 

○議長（木下 敏） ほか、質疑ございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 委員長御苦労様でございま

した。 

 これより討論、裁決を行いますが、討論採決に

ついては、１件ごとに行います。 

 まず初めに、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、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

することに決定いたしました。 

 次に、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、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。 

 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

することに決定いたしました。 

  ─────────────────── 

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 ５時１８分 延会 
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