令和２年度予算審査特別委員会（第２回）
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記

妹 尾 洋 兵

午前１０時５０分 開会
○中川委員長

記載しております。

それでは、ただいまから第２回予

算審査特別委員会を開催いたします。

それでは、審査方法について御説明いたしま
す。説明は、部ごとに出席していただき、課ごと

田村敏郎委員から、欠席の届け出がありました
ので御報告いたします。

により共通様式に基づいて順次説明していただき
ます。部の全課長の説明が終わりましたら、各課

最初に、協議事項１、審査日程について議題と
いたします。

ごとに質問を行います。各課の説明につきまして
は、質問時間をなるべく多くとるために、簡潔に

審査日程について、事務局長より説明をお願い
いたします。

お願いしてございますので、御理解のほどよろし
くお願いいたします。

○関口議会事務局長

それでは、審査日程につい

て御説明いたします。

委員が質問する際につきましては、自席で着席
をして質問をしていただく形になりますので、挙

お手元に配付しております令和２年度予算審査

手をお願いいたします。また、理事者側には、事

特別委員会審査日程表は、令和２年度各会計の予

務局で指名した席へ着席していただき、説明につ

算に係る審査日程表であります。本日から審査を

きましても着席したままで行いたいと思います。

始め、各課の聞き取り調査を３月２３日まで行

また、各部の順番につきましては、審査日程予定

い、各課の聞き取り調査が終わりましたら、会計

表を御参照願います。

ごとに討論、採決を行った後に、委員会報告書へ

以上でございます。

記載事項について協議していただきたいと思いま

○中川委員長

す。

て、何か御質問はございませんか。

各課の聞き取りにつきましては、日程の期間が

ただいまの事務局長の説明に対し

（「なし」と呼ぶ者あり）

ありませんので、繰り上げて行う場合もあります

○中川委員長

ので、御了承いただきたいと思います。

しまして、追加資料の要求についてを議題といた

また、３月２３日に報告のまとめを行いまし

します。

て、３月２４日の本会議で、委員長に報告をお願
いしたいと思います。

なければ、次、協議事項３といた

追加資料については、事前に事務局へ提出して
いるので、事務局からお願いいたします。

審査日程については、以上、御提案いたしま
す。

○関口議会事務局長

追加資料につきましても１

７日まで、昨日まで参考として提出していただい

○中川委員長

ただいまの説明に対し、何か御質

問はありませんか。

してございますので、協議していただきたいと思

（「なし」と呼ぶ者あり）
○中川委員長

います。

なければ、そのようにしたいと思

いますが、御異議ございませんですね。

○中川委員長
○若山委員

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○中川委員長

ております。一覧にまとめたものを皆さんに配付

若山委員。
新たに、この場で追加するというの

は認めていただけるのでしょうか。

次に、協議事項の２といたしまし

○中川委員長

必要があれば皆さんに諮って、必

て、提出要求資料について議題といたします。

要だということであれば認めるといいますか、そ

事務局長より、説明をお願いいたします。

れは可能ですけれども、ただ、今回に限っては事

○関口議会事務局長

それでは、予算に関する提

出資料について御説明いたします。

前に予算審査特別委員会の日程がタイトだという
ことを皆様に事前にお伝えしていますので、その

各委員には、事前にＡ３サイズの共通様式を配

中で要求資料等あるのであれば、１７日ですか、

付しております。配付資料は各課において、事業

１７日までに事務局のほうにお願いしますという

予算別に作成をしております。本年度予算額と前

案内、全委員に行っていたと思うので、今回お手

年度予算額の増減、事業目的と主な増減の理由を

元に配付しておりますけれども、畑中委員と上野

－ 2 －

委員、２名から事前に要求があったということで

開したいと思いますので、よろしくお願いいたし

なっております。

ます。

若山委員。
○若山委員

暫時休憩をいたします。
追加はだめだということなのです

午前１１時０７分

か。１７日までというのはちょっと認識してな

──────────────

かったものですから、この場で話し合うのかなと

午前１１時１９分

思っていたので。

○中川委員長

○中川委員長

す。

今回の議会日程と予算委員会の日

休憩
再開

休憩前に引き続き、再開いたしま

程、非常にタイトだということを開会の前に全議

これより、予算審査を行います。

員に通知しておりまして、その中で予算委員会に

初めに、議会事務局を行います。

ついても事前に資料要求をしてくださいというこ

それでは、予算書及び提出資料に基づき説明お

とで、全議員にお伝えをしたところでございます

願いいたします。

ので、基本的に予算委員会の最中の資料要求につ

議会事務局長。

いては何というのですか……。

○関口議会事務局長

暫時休憩いたします。
午前１０時５８分

きまして説明させていただきますので、Ａ３の共
休憩

通様式をごらんください。

──────────────
午前１１時０５分
○中川委員長

それでは、共通様式に基づ

それでは、議会費から説明いたします。

再開

ナンバー１、議会費の本年度の予算は１億３６

休憩前に引き続き、再開いたしま

す。

９万５,０００円、前年度比３２３万１,０００円
の増であります。主な増は備品購入費で、本年度

ただいま若山委員のほうからありましたけれど
も、追加の資料については、質疑の最中に必要だ

から本会議場設備機器等譲渡取得費の償還開始が
始まることによるものでございます。

ということであれば、その都度、皆様に諮って必

あと、委員会室の会議ユニット７台の購入費の

要であればそういう対応するし、必要でないとな

もので、合わせて６００万９,０００円の増でご

ればそういう対応ということで進めていきたいと

ざいます。委員会室ユニットの購入は、第３委員

思いますので、よろしくお願いいたします。

会室のワイヤレスのマイクユニット７台を有線に

それでは、お手元に配付されています追加資料

するものでございます。

の畑中委員と上野委員から追加資料が出ておりま

議会費につきましては、以上でございます。

す。これについて、このまま追加ということで要

次に、ナンバー２、監査委員費になります。監

求してもよろしいかどうかをお諮りしたいと思い

査委員費の本年度予算額は１６２万６,０００円

ますけれども、よろしいですか。

の計上で、前年度比１５万４,０００円の増であ

（「はい」と呼ぶ者あり）
○中川委員長

ります。主な増としまして、旅費は１５万３,０

それでは、追加資料はこのまま要

求したいと思います。

００円の増で、これは２年に１度の視察実施の年
による増加でございます。

次に、協議事項の４といたしまして、各課の聴

監査委員費につきましては、以上でございま

取については別紙日程表を配付しておりますので

す。

ごらんください。

○中川委員長

それで早速ですけれども、本日のこれから審査

これより、質疑を行います。

を始めることについてお諮りしたいと思います。
これから、このまま継続で審査に入っていく

ありがとうございました。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○中川委員長

か、よろしいですか。

それでは、質疑を終わります。

以上で、議会事務局に対する審査を終了いたし

済みません。１回暫時休憩して、１５分から再

ます。

－ 3 －

平松委員。
○平松委員

るというところでございます。

説明するとき、マスク取ってもらっ

続きましてナンバーの４、予算書のページの４

てもいいのではない。何か息苦しいそうだから、

０、４１ページになります。事業予算名が一般管

ほかの人たちもどうなのだろうね、長くしゃべら

理費の人事行政になります。本年度予算額が４１

なかったらいいかい、かなり苦しそうだったも

４万５,０００円、１０３万７,０００円の減額と

の、今。

なります。主な増減の理由になりますが、委託料

○中川委員長

暫時休憩いたします。

午前１１時２２分

で会計年度任用職員制度導入支援業務委託料とい

休憩

うものが去年までの年度の部分の事業で、今年度

──────────────
午前１１時２４分
○中川委員長

なくなりますので、その分で１０２万６,０００

再開

円が減額ということでございます。

休憩前に引き続き、再開いたしま

す。

続きましてナンバーの５、予算書のページ４０
から４１ページになります。一般管理費の共通経

続いて、総務部の審査をしたいと思います。

費でございます。今年度の予算額が２,２６４万

総務部長、総務財政課長、情報防災課長、政策

４,０００円、８３万５,０００円の増額でござい

推進課長、税務課長、会計課長、御苦労さまで

ます。特定財源は、ごらんのとおりでございま

す。

す。主な増減の理由になりますけれども、役務費

早速ですけれども、予算書及び提出資料に基づ
き順次説明をお願いいたします。

績により７８万３,０００円が増額となってござ

総務財政課長。
○俉楼総務財政課長

につきましては、郵便料の値上げ等による使用実
います。

それでは、総務財政課から

続きましてナンバーの６、予算書のページ４２

提出いたしました資料、共通様式によりまして説

から４３ページになります。事業予算名が町長公

明を申し上げます。

用車の管理費でございます。本年度予算額が６６

まずナンバーの１、予算書のページが３６から

万９,０００円、増減はございません。主な増減

３９ページになります。事業予算名が一般管理費

の理由になりますけれども、車検整備による増が

総務行政でございます。本年度の予算額が１,３

ありますけれども、事業費総体としては同額で、

３７万７,０００円、８万３,０００円の減額と

増減はございません。

なってございます。増減としては、前年度の比較
で大きな増減はございません。

続きましてナンバーの７、予算書のページの４
２から４３ページになります。事業予算名が財政

続きましてナンバーの２、予算書のページ３８

管理費になります。本年度予算額が７５１万６,

から３９ページになります。事業予算名が平和事

０００円、１４万４,０００円の増額となってご

業費でございます。本年度の予算額が１３２万

ざいます。特定財源については記載のとおりで

５,０００円、６万円の減額でございます。主な

す。主な増減につきましては報償費、需用費で若

増減になりますけれども、今年度、平和大使の派

干の増額がございます。

遣先が長崎市から広島市になることから、報償
費、旅費の部分で減額となってございます。

続きましてナンバーの８、予算書のページの４
４から４５ページになります。財産管理費でござ

続きましてナンバーの３、予算書のページの３

います。本年度予算額が５６万２,０００円、３

８から４１ページになります。事業予算名が表彰

０万９,０００円の減額でございます。特定財源

事業費ということでございます。本年度の予算額

は記載のとおりでございます。主な増減として

が１１２万３,０００円、３７万円の増額となり

は、役務費は保険料の減額というところでござい

ます。主な増減の理由になりますけれども、報償

ます。

費につきましては、今年度の文化功労賞１名分の

続きましてナンバーの９、予算書のページ４４

報償費、また、表彰関係の記念品代を増額してい

から４５ページになります。事業予算名は庁舎管

－ 4 －

理費になります。本年度予算額が５,３８２万６,

８から１３９ページになります。事業予算名が社

０００円、２５７万１,０００円の増額となって

会教育施設整備基金費となります。本年度の予算

ございます。特定財源は記載のとおりでございま

額が６万２,０００円で、増減はございません。

す。主な増減でございますけれども、需用費の電

特定財源は記載のとおりとなります。

気料、修繕料は減でございますけれども、委託料

続いてナンバーの１６、予算書のページの１５

につきましては、委託費については労務単価の上

４から１５７ページとなります。事業予算名は一

昇により約１割、３２２万３,０００円の増額と

般会計町債償還金元金の部分でございます。本年

なってございます。

度予算額が１２億４,４６１万９,０００円、１億

続きましてナンバーの１０、予算書の５６から

１,１０７万２,０００円の増額となってございま

５７ページになります。事業予算名が地域セン

す。特定財源については記載のとおりです。今年

ター管理費でございます。本年度の予算額が４２

度、新たに償還を開始する事業債を記載してござ

６万１,０００円、４８万７,０００円の減額と

いますので、御確認いただきたいと思います。

なっております。増額でございます。失礼しまし

続きましてナンバーの１７、予算書のページの

た。特定財源は記載のとおりです。主な増減とな

１５６から１５７ページになります。事業予算名

りますが、需用費は燃料費、電気料は実績により

は一般会計の地方債償還金の利子でございます。

３１万４,０００円の増、委託料は鶴野地域体育

本年度の予算額が８,７１３万円、５３３万５,０

館の床の塗装の損傷が激しく、初めてウレタン

００円の減額となってございます。特定財源は記

ワックス塗装の実施をするために１７万円の増と

載のとおりとなります。昔の高い利率のものを返

なってございます。

し、新たに借りるものは安い利率となりますの

続きましてナンバーの１１、予算書のページの
６０から６１ページになります。選挙管理委員会

で、長期債利子償還金、一時借入金の利子、それ
ぞれ減額となってございます。

費になります。本年度予算額が８５万８,０００

続きましてナンバーの１８、予算書のページの

円、２万４,０００円の増額でございます。おお

１５６から１５７ページになります。事業予算名

むね前年同様の予算額となってございます。

は職員給与費になります。本年度予算額が１２億

続きましてナンバーの１２、予算書のページの

２,６３０万９,０００円、２,５０９万６,０００

６４から６５ページになります。事業予算名が福

円の減額となってございます。特定財源の主なも

祉基金費になります。本年度予算額が４万１,０

のと合計額を記載してございますので、御確認を

００円で、増減はございません。特定財源は記載

いただきたいと思います。主な増減につきまして

のとおりでございます。

は、今年度、嘱託職員が会計年度任用職員費へ移

続いてナンバーの１３、予算書のページの８８

行することにより減額、再任用職員が１名増員と

から８９ページになります。環境保全事業の推進

なることにより増額、北海道からの職員派遣が終

基金費でございます。本年度予算額が３万１,０

了するため負担金の減額がございます。

００円で、増減はございません。特定財源は記載
のとおりでございます。

続きましてナンバーの１９、予算書のページの
１５６から１５７ページになります。会計年度任

続きましてナンバーの１４、予算書のページの

用職員給与費になります。本年度の予算額が２億

１０２から１０３ページになります。事業予算名

８,８７９万３,０００円で、今年度の新規の事業

が森林環境譲与税の基金費となります。本年度予

となりますので、全部が増額となってございま

算額が２,０００円で、今年度からの事業となり

す。特定財源については記載のとおりとなってご

ますので、前年度予算額がゼロで、２,０００円

ざいます。事業の内容については、ごらんのとお

の増額となってございます。特定財源は記載のと

りとなってございます。

おりでございます。

続いてナンバーの２０、予算書のページの１５

続いてナンバーの１５、予算書のページが１３

８から１５９ページになります。事業予算名が職
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員諸費となります。本年度予算額が２７万１,０

ざいまして、主な減額の理由といたしましては、

００円、４３万７,０００円の減額となってござ

会計年度職員制度移行に伴いバスの運転手の２名

います。主な増減としては、旅費が三木町へ派遣

分の給料、職員手当、共済費等が人事のほうの予

している職員が帰任するため減額となってござい

算へ移行したものによるものです。それ以外は、

ます。

おおむね昨年どおりとなっております。

続きましてナンバーの２１、予算書の１５８か

続きまして事業ナンバー３、電算管理費でござ

ら１５９ページになります。事業予算名は職員研

います。予算書のページは４４から４７ページと

修費でございます。本年度の予算額が１３７万

なっております。本年度予算額１億１,６４３万

円、２,０００円の減額でございます。主な増減

５,０００円、増減９０８万９,０００円の増額で

としては、科目での出入りはありますが、総体の

ございます。この事業は、電算の管理運営に係る

事業費としては同じということでございます。

予算でございまして、主な増減の理由は委託料の

続きましてナンバーの２２、予算書の１５８か

コンビニ交付システム機器が、前回の稼働から５

ら１５９ページになります。職員厚生費でござい

年を経過することから、機器等の更新によりまし

ます。本年度予算額が３９２万３,０００円、６

て８５８万６,０００円の増額。また、七飯町公

７万５,０００円の増額となってございます。主

式ホームページは平成２４年にリニューアルして

な増減としては、定年退職者が令和２年度末で２

から、約８年が経過しておりまして、利用しやす

名、令和３年度末で６名となっているので、旅費

いデザインの変更、それから高齢者・障がい者・

はその分で増額になってございます。健康診断の

障がいがある方がさらに使いやすい環境を整備す

委託料、総合検診の利用助成金は実績により増額

る。それから、翻訳機能、外国語翻訳機能を装備

となってございます。

する。それから、防災機能などを装備するという

最後になります。ナンバーの２３、予算書の

機能強化を行うもので、４３０万円の増額となっ

ページの１５８から１５９ページになります。事

ております。負担金、補助及び交付金では、マイ

業予算名は予備費でございます。予備費は、前年

ナンバーの連携に必要な国に設置してございます

度同様５００万円というところでございます。

中間サーバーを、全国の市町村等で負担して構築

総務財政課の資料の説明は以上でございます。
○中川委員長

情報防災課長。

○若山情報防災課長

運営しておりますが、来年度、機器の更新がとい
うことなので４０８万９,０００円の増額となっ

続きまして、情報防災課の

てございます。

予算特別委員会説明資料に基づきまして来年度予
算の説明をいたします。

なお、特定財源につきましては、記載のとおり
となってございます。

まず事業ナンバー１、予算書のページ４０から

続きまして事業ナンバー４、予算書ページ４６

４１ページになります。総務公用車管理費でござ

から４７ページになります。事業ナンバー４、光

います。本年度予算額３２５万４,０００円、増

ケーブル設置管理費でございます。本年度予算額

減９０万８,０００円の減額です。公用車の一元

４４４万７,０００円、増減は３,０００円の減額

管理に係る予算でございまして、主な減額の理由

です。この事業は、大沼地区、藤城、峠下地区の

といたしましては、車検の台数が昨年度より４台

光ケーブルの運営に係る予算でございます。特定

減ったことによるものです。それ以外は、おおむ

財源は記載のとおりでございまして、事業内容に

ね昨年どおりとなってございます。

ついては、昨年と同様となってございます。

続きましてナンバー２、町有バス管理費でござ

続きまして事業ナンバー５になります。消防施

います。予算書のページは４０から４３ページと

設費でございます。予算書のページは１２０から

なっております。本年度予算額３８３万６,００

１２１ページになります。本年度予算額６億２１

０円、増減は７２６万５,０００円の減額となっ

５万９,０００円、増減２９５万９,０００円の増

ております。町有バス２台の運行に係る予算でご

額です。この事業は、七飯消防署の運営に係る予
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算で、内容は記載のとおりとなってございます。

た、機器の老朽化も進んでございまして、製造

増の理由といたしましては、職員が１人ふえると

メーカーからも補修備品がないということもあり

いうことと、あと渡島大会がトルナーレで行われ

ますことから、それらの理由で更新することとな

るということで、その予算の計上と聞いてござい

ります。

ます。

現在、大沼地区には屋外スピーカー２３基、そ

続きまして事業ナンバー６、災害対策費になり

れから戸別受信機は全戸に配付してございまし

ます。予算書のページは１２０から１２３ページ

て、今、おおよそ１,０００基で、１,０００台が

になります。本年度予算額６８２万３,０００

稼働してございます。

円、増減１１９万円の増額です。減額の内容とい

また、役場の公用車やトランシーバー型の携帯

たしましては、防災担当の嘱託職員が会計年度職

無線機、移動系と言われる無線ですね、これにつ

員制度に移行したことで、給料、職員手当等、共

いても運用してございます。現在の無線は６０メ

済費が人事予算へ移行したことでの減額。また、

ガヘルツという帯域での周波数で、役場庁舎から

増額の理由といたしましては、工事請負費で福祉

放送の電波を城岱牧場にある中継局に送って、そ

避難所の環境整備ということで、エアコンを設置

こから大沼地区に放送するというような仕組みと

するため４８０万円増額となっております。

なってございます。

本事業は、緊急防災減災事業債の対象となって

このたびのデジタル化に伴いまして、平成３０

おります。緊急防災減災事業債は充当率１００

年度予算で七飯町デジタル防災行政無線同報系設

％、交付税算入率７０％、町負担３０％と有利な

備実施設計を委託してございまして、防災行政無

起債となってございまして、その内容については

線の更新に係る実施設計を行っております。その

歳入のところに記載しているとおりでございま

内容の主なものといたしましては、町全域の整備

す。

対象ということとして、現行と同様の６０メガヘ

続きましてナンバー７になります。防災行政無

ルツタイプのデジタル化による整備、それから戸

線施設管理費でございます。本年度予算額８億

別受信機設置のために電波、伝搬調査、それから

３,２３６万円、増減８億２,９６４万７,０００

屋外スピーカーの音達調査、事業の整備費用や保

円の増額です。本事業は防災行政無線に係る事業

守費用の積算などを委託の内容の主なものとして

でございまして、令和２年から３年度にかけ実施

実施設計を行っております。

する防災行政無線のデジタル化に伴う予算とし

この発注するに当たりまして、町の要望といた

て、８億２,６２０万８,０００円の増額となって

しましては、屋外スピーカーについては維持費軽

ございます。

減のために、設置数をできるだけ少なくしてほし

説明は簡潔にということだったのですが、

い。それから、戸別受信機については、屋外アン

ちょっと大きな事業なもので、少々お時間をいた

テナをほぼなくしてほしいという要望をいたしま

だいて説明させていただきます。

した。特に、戸別受信機につきましては、屋外ア

防災行政無線の事業概要といたしましては、現

ンテナを設置すると壁に穴をあける必要があるた

在、駒ヶ岳火山噴火に対応するために大沼地区に

め設置を断られることや、移設などが生じた際に

整備されまして、平成９年度より運用を行ってお

電波の受信の調整や、それから設置工事がさらに

ります。これまで運用してきました防災行政無線

また必要になるということで費用がかさむこと。

は、周波数がアナログ方式でございましたが、総

あと、設置する家が在宅中でなければ工事ができ

務省の周波数割り当て計画の改正によりまして、

ないということから、日程調整など工程がかかる

アナログ方式の周波数の使用が令和４年１１月３

こと。それから、屋外に設置する際に設置箇所が

０日までとなりましたことから、平成９年度から

壁づけなど、固定されてしまうことが懸念される

運用しているアナログ方式の防災行政無線が使え

ことから、屋外アンテナをほぼなくしてほしいと

なくなるということから更新するものです。ま

いう要望で、実施設計をお願いしております。
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この内容で実施設計を行いましたが、屋外ス

受信機の受信をすると、この方式によりますと、

ピーカーは現行の大沼地区に設置してあるものよ

屋外アンテナは必要なく屋内での移動も、例えば

り性能がよくなっていることから、また、デジタ

居間から寝室などの移動も可能となるほか、

ル化による音質の向上などから、大沼地区で現在

ちょっと屋外で作業をするときなども持ち運べる

２３基だったのですが、町全域で２５基程度でス

など、利便性の高いものになることや双方向の通

ピーカーの整備は可能という実施設計の結果と

信がこの方式であると可能でありますから、防災

なっております。

無線で流したメッセージがきちんと確認、届いて

ただ、戸別受信機に関しましては、屋外アンテ

いるかとか、受信されたときにちゃんとその人

ナが約２割程度発生してしまうというような内容

が、その防災無線を確認したかなど、それから電

となっております。この２割という割合は、決し

池の残量などもこちらからわかるような仕組みに

て少なくないと判断いたしまして、屋外アンテナ

なっておりまして、防災無線の情報伝達が確実に

を少なくする方法、模索、検討したところ、建物

行われているかというほか、高齢者等の見守りの

浸透性の高い周波数で構築することが有効である

観点からも、非常に利用の期待が持たれるという

ことがわかり、ほかの周波数帯で構築されており

ことのこの方針でいくという決め手になってござ

ます防災行政無線について、調査・研究を行って

います。

おります。

事業全体の整備内容といたしましては、屋外拡

比較・検討いたしました方式は、３種類でござ

声器スピーカーが先ほど言いました２５基、それ

いまして、まず一つ目が、携帯電話網とＬＰＷＡ

から戸別受信機に関しては４,０００台を避難行

というローカルの無線網を組み合わせて構築する

動要支援者や福祉施設、それから町内会長宅など

もの。それから、２番目といたしまして、業務用

に無償で貸し付けいたします。それから、移動系

無線として利用されているＭＣＡ無線という方式

無線につきましては３０台。また、付加機能とい

のもの。それから、三つ目いたしまして、ポケベ

たしまして防災行政無線を聞き逃した方が、一般

ルの電波を利用した無線方式、この三つを比較・

電話から何てしゃべったのだろうという聞き直し

検討してございます。

を自動音声で聞けるような仕組み。それから、道

その中で課題解決、そういった費用面、耐災害

の駅や人が多く集まる施設、主要な避難所などに

性などのほか、拡張性や将来性などを考慮した結

大型ディスプレーによる災害状況の配信。あと、

果、固定系、同報系と言われます屋外スピーカー

防災無線が放送されたという気づきの手段といた

や戸別受信機の部分に関する防災行政無線を携帯

しまして、屋外スピーカー等へのパトランプの設

網と、このＬＰＷＡを組み合わせた方式がよい

置・点灯。それから、Ｊアラートや緊急速報メー

と。それから、公用車とかトランシーバーにトラ

ル、ＳＮＳなどと連携し、自動的に連携する仕組

ンシーバー型の無線移動局、移動系といわれる無

みなど、情報伝達の確実性を高めるための機能を

線はＭＣＡの無線方式がいいのではないかという

盛り込んでございます。

ことで検討の結果となっております。

このことから、当初６０メガヘルツで実施設計

これの方式でございますと、課題を解決でき

を行ったのですが、この内容を変更いたしまし

て、なおかつ費用も安価に構築できるということ

て、携帯電話網とＬＰＷＡ網という整備というこ

から、この方式で整備する方針としております。

ととなりますが、機能面や費用面、それから今後

具体的には、戸別受信機に関してＬＰＷＡとい

将来的１０年、２０年と利用していくシステムと

う規格なのですが、その無線網で通信する仕組み

なりますので、拡張性や将来性も考慮して、この

でございまして、この無線機を町内の全域に張り

方式で整備してまいりたいと考えておりますので

めぐらせるため、ＬＰＷＡの電波の発信機を町内

御理解お願いします。

至るところに立てて、町全体に電波の網を張ると

具体的なスケジュールは新年度４月より、ＬＰ

いうことでございます。その電波を使って、戸別

ＷＡの電波調査を行いまして、それからその結
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果、契約に向けた事務作業を行って、９月の定例

載のとおりとなっており、昨年度と大きな変更は

会に契約議決をいただいた後、事業を着工してま

ありません。

いって、令和３年８月ごろに稼働するスケジュー

説明に関しては以上となります。

ルで進めていきたいと。新しい方式が稼働した後

済みません。追加資料です。防災無線の関係

に、旧機器撤去の事業を行いまして、令和３年度

で、追加資料の説明となります。

末で全体の事業を終了する予定で進めていきたい
と思います。

委託料にした根拠の資料ということでございま
すが、表紙、地方公共団体歳入歳出科目解説とい

予算の内訳といたしましては、防災行政無線の

う書物からなのですが、委託料の中で、ページは

固定系といわれる先ほど言った携帯網とＬＰＷＡ

２８１ページと左下に振ってある資料となりま

のものなのですが、の整備費として約７億２,０

す。

００万円、これは６０メガでやるよりも５,００

１行目、地方公共団体は諸種の事務事業を行っ

０万円ほど低く抑えられております。それから、

ているが、本質的に地方公共団体自身が行わなけ

移動局といたしまして７２０万円、それからＬＰ

ればならないものは別として、それ以外の事務事

ＷＡの電波調査が必要となりましたことから３８

業についてはほかの機関、あるいは特定のものに

０万円。それから、事業全体の施工管理費として

委託して行わせることができるというものでござ

７４０万円で、合計で７億３,８００万円の事業

います。

費を見込んでおります。

委託料の内容なのですが、２８１ページの後ろ

また、これに伴う補完事業といたしまして、河

から２行目の委託料の内容としてはところからな

川浸水予想図の作成、それから住民に全戸配布い

のですが、委託料の内容としては、本来、各節に

たしておりますハザードマップの作成、それから

区分されるべきものが包括的にまとめられている

主要避難所のネットワーク構築機器の更新、それ

ものであり、事務事業を委託し、それに対して委

からデジタル空中写真撮影など、防災行政無線更

託料を支払うべきところ、委託料としてではなく

新に合わせてこれらの事業を実施して、これらす

各節から支出することは、その意義を抹消するも

べての事業費で８億２,６２０万８,０００円と

のとして不適当な運用となろうという解説がなさ

なっております。防災無線の関連の説明は、以上

れております。

となります。

今回の防災行政無線の更新に関しては、予算科

続きまして、その中の負担金、補助及び交付金

目的には工事請負費だったり備品購入費だった

につきましては、災害時の通信手段として、北海

り、本当に委託というか役務を、委託の業務とい

道やほかの自治体と衛星回線、無線回線で接続し

う部分全て包括的な事業となってございますの

ている機器が平成６年ころから整備されたものな

で、委託料として計上させていただいておりま

のですが、その更新となりますことから３６０万

す。

７,０００円の増額となってございます。

また、その解説書にもございますが、支出科目

特定財源に関しましては、先ほど説明した防災

が委託料でございますが、工事請負費、それから

無線整備、それから補完事業、それから衛星無線

備品購入費等についての要素を含むものが事業費

の回線機器の負担金について、緊急防災減災事業

の中に、議会に付すべき製造の請け負いだった

債の対象となってございます。

り、それから財産の取得だったりという金額を超

内容としては、歳入のところに記載していると
おりでございます。

えるような金額となってございますので、議会の
契約議決をいただくというような予定で進めてご

最後に、事業ナンバー８、国民保護対策費でご

ざいます。

ざいます。予算書のページ、８５から８８ページ

あと、実施設計の追加資料の実施設計に関して

となります。本年度予算額３４万７,０００円、

は、実施設計書が大変大量なものでございますの

増減８,０００円の減額です。内容については記

で、そちらのほうに置いてございますので、ごら
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んいただければと思います。

次に、共通様式のナンバー３、４６ページから

以上でございます。
○中川委員長

４９ページ、まちづくり政策事業費で本年度予算

政策推進課については、午後１時

から開始したいと思いますので、よろしくお願い

額３２３万４,０００円で、前年度に対して２５
３万６,０００円の増額でございます。

いたします。

次の共通様式のナンバー４の住民参画協働支援

それでは、暫時休憩いたします。
午前１１時５４分

費と事業予算名を統合しております。２４５万円

休憩

を含んだものとなっており、特段の変更はござい

──────────────
午後
○中川委員長

１時００分

ません。事業内容に特段の変更はなく、記載のと

再開

おりでございます。

休憩前に引き続き、再開いたしま

す。

次に、共通様式のナンバー４、住民参画協働支
援費で本年度予算額ゼロで、前年度に対して２４

それでは、政策推進課の説明から入りたいと思
います。

５万円の皆減でございます。ナンバー３、まちづ
くり政策事業費の統合によるものでございます。

政策推進課長。
○中村政策推進課長

次に、共通様式のナンバー５、４６から５１
総務部政策推進課より、令

和２年度予算について御説明いたします。

ページでございます。交通対策事業費で本年度予
算額５９６万６,０００円で、前年度に対して１

共通様式ナンバー１をごらんください。予算書

０２万７,０００円の増額でございます。増額の

４２から４３ページ、広報費で本年度予算額１,

主な理由といたしましては、負担金、補助及び交

６１２万５,０００円、前年度に対して１３万７,

付金でございます。下から４行目の北海道新幹線

０００円の減額でございます。特定財源は記載の

並行在来線対策協議会委託調査負担金は、１３２

とおりです。広報費の主な事業内容は、ななえ広

万円の皆増となっておりますが、こちらは北海道

報の発行と配布に係る経費でございます。前年度

新幹線の札幌延伸は、現在、令和１２年度末の完

は、取材用カメラの購入がございましたが、本年

成、開業を目指して準備が進められております

度は備品購入がなく減額となっているところで

が、札幌までの開業に伴い、北海道旅客鉄道株式

す。そのほかは記載のとおりでございます。

会社から経営分離される函館線（函館・小樽間）

次に、共通様式のナンバー２、４６から４９
ページですが、企画費で本年度予算額５４４万

沿線の地域交通の確保に関して協議が必要となり
ます。

６,０００円で、前年度に対して３４０万６,００

このため北海道では、函館市から小樽市までの

０円の増額でございます。特定財源は記載のとお

沿線１５市町とともに、北海道新幹線並行在来線

りです。企画費の主な事業内容は、企画調整全般

対策協議会を組織し、地域の交通の確保に関する

と第５次七飯町総合計画中間見直し、まち・ひ

検討を行っており、新幹線の建設工事の本格化、

と・しごと創生総合戦略等に係る経費でございま

札幌延伸を見据えた交通体系の構築など、具体的

す。このうち今年度は、第５次七飯町総合計画中

な検討をスタートする時期に来ているとし、具体

間見直しが重点取り組みとなってございます。増

的な調査が必要となってまいりました。

額の主な内容は、報酬と委託料となっております

令和２年度に経営分離後の具体的な方策を検討

が、第５次七飯町総合計画の見直しの審議とし

するための具体的な調査として、函館線（函館・

て、総合開発振興計画審議会委員報酬として会議

小樽間）の利用者数、利用目的、乗降駅等を調査

４回分、委託料は第５次七飯町総合計画が令和２

するほか、第三セクター鉄道及びバス転換におけ

年度に中間年を迎えることから、後期５カ年の中

る需要予測・収支予測調査など、収支見通し等を

間見直しとして総合計画調査策定業務委託料とし

調査することとなります。

て４３０万７,０００円の増額でございます。そ

調査の主体は、北海道新幹線並行在来線対策協

のほかの事業内容は記載のとおりでございます。

議会、会長は北海道知事となりますが、そちらで
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行い、調査費用は全体で３,５００万円となって

搬送に必要なバスの借り上げのほかなどで９４万

おります。北海道と市と町が２分の１ずつ負担す

円。そして聖火リレー会場に係る音響機械などの

ることとし、各市町間の負担割合は均等割、キロ

備品等借上料として６５万３,０００円でござい

程割、財政力指数、人口割の指標によって負担す

ます。

ることとなっており、七飯町の負担割合は７.５
４％で１３２万円の増額でございます。

次に、共通様式のナンバー７、５４ページから
５５ページの交流推進費で、本年度予算額５５３

そのほかの事業の内容は、記載のとおりでござ
います。

万９,０００円で、前年度に対して１,０６８万
７,０００円の減額でございます。特定財源は記

次に、共通様式のナンバー６、４６ページから

載のとおりです。主な事業内容は、国際交流や国

５１ページでございます。東京オリンピック聖火

内交流事業に必要な経費でございます。減額の主

リレー事業費で、本年度予算額６００万円でござ

な要因ですが、国際交流に関連した嘱託職員２名

います。特定財源は記載のとおりです。主な事業

分の給料等の人件費が、会計年度任用職員制度に

内容は、東京オリンピック聖火リレーが３月２６

伴い、新たな事業予算科目である会計年度任用職

日に福島県を出発し、日本全国８５９市区町村で

員給与費での予算計上となり、その部分が８３４

実施し、１２１日間をかけて日本全国をめぐりま

万円減額となっております。また、前年度は４月

す。北海道内では６月の１４日と１５日の両日に

に、コンコード・カーライル高校のコンサートバ

行われまして、６月１４日の日曜日には最初に函

ンドの来町がございましたが、令和２年度では予

館市、次いで根室市、その次に北斗市、そして七

定がないことから、その経費が合計で１０３万

飯町大沼において行われます。大沼国際セミナー

５,０００円減額となっております。そのほか、

ハウスをスタートとしまして、大沼国定公園の公

令和元年１０月には、香川県三木町との姉妹都市

園広場までの約２.６キロの区間でリレーが行わ

提携２０周年関連で旅費がございましたが、本年

れます。

度はその予算は不用となり、１３２万１,０００

オリンピックの聖火リレーは、オリンピック組
織委員会により実施しますが、聖火リレーに関連

円減額でございます。その他の事業は、例年どお
りの事業内容で、記載のとおりでございます。

した開会式やゴール地点でのセレモニーによるイ

次に、共通様式のナンバー８、５４ページから

ベントは、それぞれの自治体において実施するこ

５５ページ、国際交流公用車管理費で、本年度予

ととなっております。

算額１１万５,０００円で、前年度に対して１１

報償費は、聖火リレーセレモニー出演者などの

万９,０００円の減額でございます。本年度は、

報償費として２１万円。旅費は、職員の打ち合わ

車検費用が不用のため減額でございます。事業内

せに要する費用として６万２,０００円。需用費

容は、記載のとおりでございます。

の聖火リレー事業消耗品費は、観客用の応援グッ

次に、共通様式のナンバー９、５４ページから

ズとしての日の丸の小旗なども予定しており、そ

５７ページ、セミナーハウス指定管理費で、本年

の他聖火リレーの消耗品として２１４万円。サ

度予算額３,００３万４,０００円で、前年度に対

ポートランナー関係の消耗品として、サポートラ

して１万９,０００円の増額でございます。修繕

ンナーの統一したユニフォームなどの購入費用で

料が３０万円の減額と委託料で地下重油タンク内

５７万５,０００円。そして開催時間がお昼くら

清掃委託料として３１万９,０００円の増額によ

いになるとの予定であることから、お弁当などの

るものです。そのほかは、事業内容に変更はござ

賄費３０万円でございます。役務費は、交通規制

いません。

に関してのチラシ折り込み手数料２万円となって

次に、共通様式ナンバー１０、６０から６３

ございます。委託料は、聖火リレー会場の横断幕

ページになります。総務費統計調査費ですが、当

の作成設置等の委託で１１０万円でございます。

初予算額は１,２８８万７,０００円、前年度に対

使用料及び賃借料は、ボランティアスタッフ等の

して１,０８３万７,０００円の増額でございま
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す。特定財源は記載のとおりで、全額財源が措置

次に、ナンバー４、予算書の５８から５９ペー

されております。本年度の統計調査として増額の

ジ、事業予算名、徴収事務費です。本年度予算額

主なものは、５年ごとの調査となる国勢調査が実

５３８万３,０００円、１２万１,０００円の減額

施されます。また、毎年実施されます工業統計調

です。特定財源は記載のとおりです。実績等を勘

査も予定しており、事業の内容は記載のとおりで

案し、払込手数料や納税貯蓄組合補助金を減額し

ございます。主な増額となる項目は、報償費で

ております。その他は記載のとおりでございま

１,０５３万２,０００円でございます。

す。

説明は以上でございます。御審議のほどよろし

以上で、税務課所管分の予算説明を終わらせて

くお願いいたします。

いただきます。

○中川委員長

○中川委員長

続いて税務課、お願いいたしま

す。

○青山会計課長

税務課長。
○広部税務課長

続いて、会計課長。
それでは、会計課の当初予算に

ついて御説明いたします。
それでは、税務課所管の予算を

説明させていただきます。

会計課の当初予算は、予算書の４２ページ下段
の欄から４５ページに記載されている会計管理費

ナンバー１、予算書５６ページから５７ペー

が該当し、提出資料はこれ１枚となります。

ジ、事業予算名は、税務総務費（課税）です。本

事業目的は、会計事務を円滑に行うための事務

年度予算額８９０万７,０００円、４万３,０００

経費となり、本年度予算額は、前年度から１万円

円の増額です。特定財源は記載のとおりです。昨

減額して２３万７,０００円を計上しておりま

年度と比較して変更となった部分は、臨時職員賃

す。内訳は、資料に記載のとおりで、旅費、需用

金を今年度は会計年度任用職員として報酬に計上

費、負担金、補助及び交付金を計上しており、金

しております。年間を通じて雇用となる会計年度

額はそれぞれ旅費８,０００円、需用費２１万９,

任用職員は、総務財政課所管の会計年度任用職員

０００円、負担金、補助及び交付金は１万円と

給与費での計上となっておりますが、業務が忙し

なっております。

い期間だけの短期雇用の部分は、税務課での計上

簡単ですが、説明は以上のとおりです。よろし

となっております。その他は記載のとおりでござ

くお願いいたします。

います。

○中川委員長

ありがとうございました。

次に、ナンバー２、予算書５６から５７ペー

これより、課ごとに質疑を行います。

ジ、事業予算名、税務総務費（納税）です。本年

まず、総務財政課の質疑を行います。

度予算額１４３万７,０００円、７５３万３,００

神﨑委員。

０円の減額です。特定財源は記載のとおりです。

○神﨑委員

減額の主な理由は、前年こちらの事業で予算計上

が、役務費ですね。建物災害共済保険料６万９,０

しておりました嘱託職員人件費２名分が、総務財

００円で、３２万２,０００円の減ということで、

政課所管の会計年度任用職員給与費での計上と

好日園の施設分が減になったということ、この部

なったことによるものです。その他は記載のとお

分の説明をしていただきたいと思います。

りでございます。

財産管理費のナンバー８の部分です

それと、特定財源の歳入のほうも出ているので

次に、ナンバー３、予算書５６から５９ペー

すけれども、温泉使用料のうちの１３万円という

ジ、事業予算名、賦課事務費です。本年度予算額

ことで、これはユートピアの温泉の部分なのかな

６４３万２,０００円、５２６万５,０００円減額

というふうに思っていまして、この辺ちょっと。

です。特定財源は記載のとおりです。減額の主な

あと、建物貸し付けも地域センターのことなのか

理由は、３年に１度行う業務で、固定資産標準地

なと思っていますけれども、この辺も確認で

鑑定評価業務委託が完了したことによるもので

ちょっと説明をいただきたいと思います。

す。その他は記載のとおりでございます。

○中川委員長

－ 12 －

総務財政課長。

○俉楼総務財政課長

それでは答弁してまいりま

す。

と上がっているのですけれども、何のためのお金
なのでしょうか。

まず、役務費の保険料につきましては、建物災

○中川委員長

総務財政課長。

害共済保険料ということで、好日園の施設分３２

○俉楼総務財政課長

万２,０００円が減額というところの説明でござ

ということで、退職するときに退職した後の保険

います。これにつきましては、今まで町のほかの

の関係だとか、いろいろ共済組合の関係の部分で

施設と一緒に、公共の施設が入る保険として取り

全道、どこの市町村も一括して札幌に集めて、そ

扱いをしてきたところでございますけれども、こ

ういうセミナーとしてやっているものでございま

この部分、今の保険会社と協議した結果という

す。ことしにつきましては、今年度の退職者は２

か、なかなか民間のほうに移譲した部分の施設に

名なのですけれども、来年も６名程度いるという

なりますので、民間の保険に入ったほうがいいだ

ことから、その半分ぐらいがこの２年間で行って

ろうというところもありまして、ここについては

いただくような感じで、旅費は計上しているとい

町が掛ける保険でなくて、民間の保険になるとい

うところでございます。

うことの整理でございます。

これライフプランセミナー

以上です。

続きまして、温泉の使用料については、神﨑委

○中川委員長

平松委員。

員おっしゃるとおり、ユートピアの施設の泉源の

○平松委員

使用料で、大沼のホテルのほうにお貸ししている

れども、退職した後のいろいろな手続のそういう

使用分ということでございます。建物につきまし

セミナーということで、これ宿泊をかけていくと

ては地域センターの使用料、失礼しました。大沼

いうことなのですね、その経費は役所が持つと、

の病院ですね、大沼クリニックの使用料が４３万

個人で払うのではなくて。わかりました。

２,０００円ということでございます。

○中川委員長

以上でございます。
○中川委員長
○神﨑委員

民間の感覚しかわからないのですけ

よろしいですか。

ほかに。

神﨑委員。

坂本委員。

今、役務費の建物の保険料ですけれ

○坂本委員

ナンバー１６番の償還費の関係でご

ども、民間のほうに変更したいということで、そ

ざいますけれども、２番の道の駅整備事業債の関

の分がどこかで予算立てをしているのかどうなの

係で、ことしから２,７５８万円を返していくの

か。

ですけれども、これ金利は長期還元利息のほう

○中川委員長

総務財政課長。

○俉楼総務財政課長

に、これは元金だけで２,７５８万円というの

今までは公共で掛けるほか

は。それと、結局これ当初２０年で返還するとい

の公共施設と一緒に、好日園分の３２万２,００

う記憶があるのですけれども、今の金利状態でい

０円を町から支出しておりました。ただし、相当

くと、総体で２０年間で幾ら払うのですか、元利

分の３２万２,０００円は、好日園のほうから歳

合計で。

入として受けて、その分ツーツーで保険料として

○中川委員長

出していたということでございます。今度は好日

○俉楼総務財政課長

園で単独で、民間の会社に好日園として掛けてい

計の町債償還金、元金という事業名目になってご

ただくという整理となっております。

ざいますので、ここに書かれているのは道の駅整

以上でございます。
○中川委員長

まず、１６ページの一般会

備事業債の元金部分の金額ということでございま

ほかに。

す。利子分がどのぐらいになるかというのは、

平松委員。
○平松委員

総務財政課長。

ちょっと今、手元に資料がないのですけれども、

ナンバー２２の一般旅費、これは退

利率としては０.１から０.３ぐらいの利率になっ

職者のライフプランセミナーの参加ということに

ていたと思いますので、具体的な金額が必要であ

なっているのですけれども、これ毎年退職者いる

れば、後ほど資料を示したいと思います。

－ 13 －

以上でございます。
○中川委員長
○坂本委員

い、大変申しわけございませんでした。

坂本委員。

まず、ここの歳出の中で、ふるさと融資分とし

今の課長のほうから、資料あれであ

て年間１,８００万円ということでございます。

れば後でということですけれども、現在わかって

それに伴う財源として、ここに書いている日本語

いる関係で、当時２０年で大体今の金利状態でい

学校整備事業分として３７３万２,０００円、そ

くと、元利合計どのくらい払うというのは推定で

の下にあります食と文化の交流拠点整備事業分と

出るのではないの。

して１,３０６万６,０００円ということでござい

○中川委員長

ます。

総務財政課長。

○俉楼総務財政課長

失礼しました。今、資料を

これにつきましては、まず歳出の部分につきま

見つけまして、これでいけば起債の総額が６億３

しては、ふるさと財団との契約の中で１５年払い

５０万円になりまして、６億３５０万円に対しま

ということでございます。特財の部分につきまし

して総利子額として２,０１５万９,０００円とい

ては、２０年償還ということになりまして、歳入

うところでございます。

と歳出の合計としては１５年払いと２０年で町に

以上でございます。

戻してもらうという部分では、合計の金額は同じ

○中川委員長

ほかに。

になりますが、支払い等受ける期間の違いから、

若山委員。
○若山委員

こういうような状況になってございます。

１６番目の今と同じ一般会計町債償

以上でございます。

還金の元金のところで、３０年度債のところにふ

○中川委員長

るさと融資というところで１,８００万円あるので

副委員長。

すけれども、このふるさと融資というのは何か返

○横田副委員長

済を受けて返すような起債のやつだと思うので、

員の件なのですけれども、今回、２億８,８７９

歳入が同額ないとおかしいのかなと思うのですけ

万３,０００円ということでふえているのですけ

れども、歳入のっていないのはタイムラグか何か

れども、今まで違う形でやっていたというので、

なのでしょうか。

純粋にふえた分は幾らなのかというのを教えてほ

○中川委員長

しいのですよ。

総務財政課長。

○俉楼総務財政課長

歳入の部分につきまして

○中川委員長

ほかに。
ナンバー１９の会計年度任用職

総務財政課長。

は、この表の特財のところ３番目に、地域総合整

○俉楼総務財政課長

備資金貸付金収入（食と文化の交流拠点整備事業

分けして、臨時・非常勤の職員の部分の賃金だと

分）ということで、ここにのっている数字が歳入

か給与についてはつけておりましたけれども、今

となります。

年度、会計年度任用職員ということで、それにつ

以上でございます。
○中川委員長
○若山委員

今までは各事業項目に振り

いては全部合わせてこの中で整理をしているとい

若山委員。

うことでございます。ただし、事業予算で国の補

そうすると、この差額はどうなると

助金・交付金が見込めるものは、そこに一部つい

いうか、町の負担になるのですか。

ているものもございますが、そこで会計年度任用

○中川委員長

職員になったことについて影響額ということであ

暫時休憩します。

午後

１時２４分

休憩

れば、約３,０００万円程度の増ということでご

──────────────
午後
○中川委員長

１時２７分

ざいます。影響額としては約３,０００万円でご

再開

ざいます。

休憩前に引き続き、再開いたしま

す。

以上でございます。
○中川委員長

総務財政課長。
○俉楼総務財政課長

ほかに。

（「なし」と呼ぶ者あり）
貴重な時間を費やしてしま

○中川委員長

－ 14 －

なければ、質疑を終わりたいと思

います。

されるようなお話も説明の中ではあったのではな

それでは、以上で総務財政課に対する審査を終

いかなと思うのですよ。

了いたします。

でも携帯電話の無線というのは、今から９年前

次に、情報防災課の質疑を行います。

ですか、東日本大震災の際の携帯の無線が、いざ

畑中委員。

惨事のときに使えないという日が何日もあったよ

○畑中委員

先ほどは課長のほうから、非常に丁

うな記憶しているのですよ。そうした場合に、そ

寧に御説明いただいたのですけれども、幾つか疑

の無線を採用して実際、七飯町民の命、あるいは

問なところございまして、これから幾つか質問さ

財産を守ることができるのかどうかということが

せていただきます。

非常に心配されます。そこで、その辺については

それは、この事業を委託でやるということにつ

大丈夫なものかどうか。

いては、先ほどの資料等で、工事でなく委託でで

それからもう一つは、ＬＰＷＡの事業者という

きるのだよということはわかるの。ただ、何とい

のでしょうか、これはどういう会社なのかどう

うのでしょうか、私から言わせると、委託より工

か、それをおわかりになったら説明していただき

事でやったほうが、例えば設計管理だとかそう

たい。そしてまた、もしその会社が公表できるの

いったもので非常に事業を執行する場合に正確に

でしたら、これは北海道でこの方式を採用してい

というのですか、そういったあれができると思う

るところは何カ所か、実際あるのかどうかについ

のですよね。それでそうした場合に、どうしてそ

ても答弁できましたらお願いいたします。

の認識なかったのかと。

それから、今、行政無線がついているのは大沼

それからもう１点、同報系の無線整備でもって

なのだけれども、屋外アンテナをつけるのを非常

進めたと思うのですよ、計画書。進めたと思う

に嫌うとか何とかと、この課題の中に書いていま

し、そしてまた、分厚い整備計画書というのです

すけれども、実は住民の人から聞いてみますと、

か、できているのですけれども、実際七飯町では

嫌うのではなく壁に穴あけたりすることについて

やろうとしている整備方法については、何かＬＰ

は、嫌がるという人もあると思うのですよ。でも

ＷＡですか、ローパワーワイドエリアというそう

やりようによっては、例えばテレビアンテナを家

いう無線のあれなのですけれども、これについて

に取り込んでおりますよね、そうしたものを使用

は北海道のいろいろな自治体ございますけれど

すれば十分できるのではないかという話も聞いて

も、何カ所かでやられているものかどうかです

いるものですから、その辺については考えてな

ね。

かったのかどうか。

そしてもう一つは、いわゆる同報系で整備しよ

以上、何点か質問したのですけれども、ひとつ

うとしているものが、いつの間にＬＰＷＡのほう

お願いします。抜けていたらまた再質問でします

に変わっていると。これについては説明の中で、

ので。

多分、説明されたのではないかなという気もする

○中川委員長

のですけれども、十分まだ理解できていないもの

したいのですけれども、ちょっと防災無線に関し

ですから、その辺についても、もしできましたら

ては専門的な中身までの質疑に入りかかってい

お願いしたいなと思います。

て、ＬＰＷＡだとかそういうものも出てきていま

答弁に入る前に、皆さんにお諮り

それから、どうしても七飯町は非常に広い地域

すので、先ほど課長のほうから説明はあったので

でございます。そうした場合に、今のデジタルに

すけれども、口頭ではなくて説明いただいた資料

した場合に、非常に無線が届きづらいというとこ

をあるのであれば出していただきたいと思うので

ろが、例えば大沼地区でも東とか、あるいは西大

すけれども、それを見て質疑をしたほうがわかり

沼とか、そういったところを心配されている方も

やすいと思うのですけれども、いかがでしょう

おります。そうした場合には、ＭＣＡですか、そ

か。（発言する者あり）よろしいですか。

うしたものでもって、携帯電話の無線を活用して

－ 15 －

答弁入る前に、もし資料があるのであれば出し

ていただきたいと思いますけれども、出せます

緯は６０メガ帯のデジタル化ということで実施設

か。

計を行いましたという内容です。

暫時休憩いたします。
午後

１時３８分

その際に、戸別受信機の屋外アンテナの質問と
休憩

も重複する回答になってしまうのですが、やはり

──────────────
午後
○中川委員長

１時３９分

壁に穴をあける工事がなくてもそれ以外にも設置

再開

される場所が固定される、今の大沼地区はそうな

休憩前に引き続き、再開いたしま

す。

のですが、壁にくっついている戸別受信機の形で
す。ほとんどが居間というか、リビングという

それでは、答弁に入りたいと思います。

か、そういうところについているのですが、例え

情報防災課長。

ば寝室が２階だったりとかという場合に、それが

○若山情報防災課長

御質問いただいた点につき

まして答弁させていただきます。

聞こえない可能性があるということがございま
す。

まず初めに、委託でできるのはわかるのですけ

そのようなことから、いろいろ各社で持ち運べ

れども、工事のほうが施工管理など正確にできる

るような戸別受信機もたくさん販売されて、いろ

のではないかという質問の答弁となります。

いろな方式のものが販売されているのですが、も

先ほどの資料の説明の際に御説明させていただ

ともと実施設計を行った６０メガヘルツという電

いたのですが、施工管理につきましても本事業の

波の方式が、どうしても屋外アンテナ等がないと

予算の中に組み込んでおりまして、事業全体を施

安定的に受信できないということもございまし

工管理するものを別途委託して、正確に行われる

て、なかなか持ち運びのラジオ的なものの運用が

ように努めるようにしてございます。

難しいということもございました。

また、積算等につきましても実施設計を行うこ

そういうこともございまして、できるだけ確実

とから、積算についても正確というか、精密に行

に情報を伝えたいということで、そういう持ち運

われるものだと思ってございますので、その辺に

びをできるような戸別受信機にしたいがために、

ついては問題なくできるというふうにとらえてご

屋外アンテナをできるだけなくしてほしいという

ざいます。

実施設計の内容で発注してございます。ただ、そ

また、ＬＰＷＡ網の北海道の実績というものな

の結果、どうしても電波特性が２割程度、今回

のですが、ＬＰＷＡという技術自体がまだ日本で

４,０００台を整備する予定です。単純に８００

はそんなに普及しているかというと、やっていな

個ぐらい、どうしても屋外アンテナ出てしまうと

いことはないのですが、大々的にやっているよう

いうことがあったのと、大沼は今、全戸に配布し

なところはありません。限定的にこの地域だけと

ているのですが、４,０００台となりますとどの

いう例はたくさんあります。ただ、諸外国につい

ような方に配付するかというところなのですが、

ては、かなりの普及率がございまして、現在これ

避難行動要支援者だったり、町内会長だったりと

を使っていろいろなサービスを行っているところ

いうことで、その設置する、あと妊産婦さんにも

です。北海道では実際には、札幌市において実証

配付する考えもございまして、設置する箇所が動

実験なのですが、水道メーターの無人の計測とい

いて、動く要素があるような方に配付する。

うものを実証実験で行っている実績がございま
す。

例えば、妊産婦さんは子供が大きくなったら、
戸別受信機は役場に行って返してもらって、次の

あと、実施設計した内容から、いつの間にか変

方にまたお貸しするというような方法、あと町内

わっていたという御質問の回答でございますが、

会長はかわったたびに動いて歩かなければならな

先ほどの午前中の資料の説明、それから今、配ら

いので、そういう利便性からもこの屋外アンテナ

せていただきました防災行政無線整備事業の概要

というのをできるだけ少なくしたいということ

という資料の４番の経緯からになるのですが、経

で、発注したところ、どうしても２割程度という

－ 16 －

のが屋外アンテナとしてはちょっと多いというこ

したときに、流れたよというスピーカーからの返

とですね。

信も返ってくるので、もし何かの状態で流れな

あと、他の市町村でも６０メガの方式でデジタ

かったら再度そこのスピーカーだけ、また再送信

ル化して整備したところがあったのですけれど

するというような機能も含まれている。これは双

も、やはり畑中委員おっしゃったとおり、電波が

方向通信がなければ、その機能が実現できないと

意外とデジタル化になると届きにくいという何か

いうことなので、その辺がほかの方式ではやはり

ありまして、今のアナログ方式だとノイズまじり

双方向というものが難しくて、屋外アンテナを設

でも何とか届くとか、聞こえるという状況がある

置の必要性が少ない、ほぼないということと双方

のですが、デジタルになるとやはりちょっとでも

向の通信ができるということから、実施設計後に

切れると、全然聞こえないということで、ほかの

やむなくということになるのですけれども、方針

市町村でもこの方式で整備しているところで、戸

を変えていきたいなという考えになったというと

別受信機の電波の調整なんかは非常に苦慮してい

ころでございます。

るということも聞こえてきていたところなので、

ＭＣＡ無線のことについて、大沼地域の電波の

その辺を全部トータルして合わせて屋外アンテナ

状況の御質問だったと認識してございますが、Ｍ

でないような戸別受信機を選択していきたいとい

ＣＡ無線というのは業務用無線のことでございま

うことが、実施設計後にわかってきたというか、

して、いろいろな業務で使われている。タクシー

そういうふうになってきまして、その中でいろい

の無線等とか、そういう面にも現在使われている

ろな方法を検討いたしました。

ような無線を共同で使うようなもので、アンテナ

お配りした資料の一番最後についているＡ３の
資料になります。

は函館山にどんと立っているアンテナを利用しな
がら通信するというような仕組みでございます。

方式としては、一番左側が実施設計を行ったデ

そのＭＣＡの電波自体は、大沼のほうまでは届

ジタル式６０メガヘルツ無線というものです。次

かないのですよね。ただ、１月からサービス開始

の欄が携帯電話網プラスＬＰＷＡ、あとＭＣＡ無

されましたＭＣＡの電波が届かないところは、携

線という無線、あと２８０メガヘルツ無線、ポケ

帯の電波を使ってそれを補完するというＭＣＡプ

ベル波を使った無線なのですが、それぞれのメ

ラスＥというようなものが出まして、実際に１月

リット・デメリット等ございますが、携帯電話網

のサービス提供の前だったのですけれども、私た

プラスＬＰＷＡの一番やっぱり私たちとしてはす

ちのほうで実際の機械を借りまして、ＭＣＡの業

ぐれているというところが双方向通信。こちらか

者から借りまして、実際に大沼地区の留の湯の奥

ら一方的に発信するのではなくて、例えば機械の

だとか、緑の村の一番上だとか、城岱の上がり口

電池の状態がわかったりとか、防災無線で流した

だとか、あの辺でみんなテストをした結果、携帯

ら、戸別受信機が点滅したりするのですけれど

電話がつながるところであれば、それを補完して

も、それボタンポツッと押すと、その点滅が消え

通信はできたという実績もございまして、この移

ると、それでメッセージを確認したというような

動局についてはＭＣＡ無線を採用して導入してい

とらえになる。それが役場側からも、この人のう

きたいと、それが安価でもあるし、通信もすごく

ちの戸別受信機はボタン押されてわかったという

音声もきれいに聞こえていたので、実機を持って

ような双方向で状況がわかるということで、防災

体験していますので、そこはそれでいきたいなと

の情報を伝えるということ以外にも高齢者、単身

いうことで、選択させていただいたところでござ

高齢者等の方の見守りという意味も含めて、そう

います。

いう活用もできていくのではないかという期待も

あと、携帯電話網の耐災害性ということで、東

ありまして、また、その双方向という戸別受信機

日本大震災のときに電話が使えなかったというこ

の話だけではなく、スピーカーだったりの故障の

とだったのですけれども、東日本大震災のときの

状況だったり、音声がきちんとスピーカーから流

通話ができなかったのは、物理的に中継局、携帯

－ 17 －

電話の中継局が壊れてしまったものもあったので

みも構築されているということです。

すけれども、ほとんど電気が来なくなって停電し

あと、いろいろほかにも耐災害性の部分につい

てしまったということと、あと通信が集中して、

ては、いろいろな対策を練られているということ

携帯電話会社のほうで少し制限をして輻輳という

なのですが、私たち感じで一番大きかったのは、

のですけれども、輻輳制限をしたということで、

いろいろ災害があるたびに強化をどんどん自動的

つながりにくかったというような状況だったと思

にされていくというか、私たちが手をつけてお金

います。

をかけてもっと耐災害性を上げようとしなくて

あれから年数もたっていますし、携帯電話会社

も、民間が自分たち防災無線以外にも通話とかイ

はこれだけこの世の中に普及して、こういうよう

ンターネットとかつかさどっているネットワーク

な防災を含めたライフラインをつかさどるような

なので、どんどんどんどん強化が自動的にされて

通信網になってございますので、当然、耐災害性

いくということも、どんどんどんどん耐災害性は

ということで、どこの携帯電話会社もすごく力を

高まっていくような仕組みであるということで感

入れてきてございます。

じてございます。なので、そこについては特に心

具体的には正月になると昔は、必ず通話がつな

配というか、これが劣るとか、通信できない危険

がらないということがよくあったと思うのですけ

性があるというところは大丈夫であるという判断

れども、最近はほぼないと思います。というのは

をしてございます。

通話の容量とかもすごく大きくしていて、やって

あと、北海道でこの方式を採用しているとこが

いるということを聞いてございます。そのほかに

あるかというところなのですが、この技術という

主要な中継局に発電機だったりを、バッテリーの

か、この方式自体も五、六年前に製品化されたも

大きいやつを積んだりということで、耐停電性に

のでございますので、全国で今、七つの団体が導

ついても強化しているということでございます。

入してございます。ただ、このＬＰＷＡの方式を

また、今、言ったのは携帯電話だったり、イン

使った戸別受信機に関しては、現在、苫小牧市が

ターネットだったり、通話だったり、インター

実施設計を３月に終わって、来年４月１日から着

ネットだったりということなのですが、今回、防

工されるところなのですが、七飯町で今やろうと

災無線で使う帯域は、緊急速報メールとか、Ｊア

している方式と同様、携帯電話網とＬＰＷＡを

ラートとかというやつ、緊急地震速報みたいの、

使った網で整備するというところでございます。

携帯で鳴ったことあると思うのですが、あの帯域

なので道内の実績等はＬＰＷＡに関しては、防

を使うのですね。あれは自治体とか、国とか自治

災無線で使ったという実績は今はないのですけれ

体専用の帯域で、ほかの帯域は使われない帯域で

ども、苫小牧市がそういうふうにやろうしている

ございます。なので通話が混んだから、通信でき

とか、あと実証実験についても当然やっていまし

ないということがない帯域でございますので、そ

て、埼玉県の横瀬町というところで、この方式で

こは安心してできるのではないかと思ってござい

実証実験をして成功しているということでプレス

ます。

リリースされております。

また、耐災害性の実績なんかについても、最

あと、ＬＰＷＡの事業者はどういう事業者にな

近、熊本地震だったり、西日本豪雨だったりして

るかというところなのですが、この製品を開発、

いるのですが、物理的に中継局が倒れてしまった

発売しているのがＮＴＴデータという業者でござ

りということで、その中継局が壊れて使えなく

いまして、そこが今、提案等されている状況でご

なっても周りの中継局がそちらのほうに確度を変

ざいます。ほかの先ほど言いました全国の七つの

えて、そのエリアを守るというような仕組みで、

自治体プラス４月から始まる苫小牧市についても

中継局自体が今、整備されてございますので、そ

ＮＴＴデータが受託しまして、実際事業を行って

の局地的な中継局の障害についてがあったときに

いるという状況でございます。

は、周りの中継局でカバーするというような仕組
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屋外アンテナにつきましては、先ほども言いま

したけれども、壁に穴あけるという要素がなくて

ら、そういう点でもお答えいただければ、それと

も、例えば既存のテレビアンテナを使えば、敬遠

整備書のあれどのぐらいかかっているのか、お答

されないかというところではなく、屋外アンテナ

えいただきます。

にしない理由というのは、先ほど言ったように持

○中川委員長

ち運びする利便性を重視したというところでござ

○若山情報防災課長

いますので、そこは御理解いただければと思って

実施設計の費用でございますが、平成３０年度か

ございます。

ら繰り越しで、３１年度にかけて実施設計を行っ

以上です。

たものでございます。成果といたしましては、今

○中川委員長
○畑中委員

畑中委員。

情報防災課長。
まず、６０メガヘルツ帯の

の設計書なのですが、金額としては繰り越しの予

この事業で８億３,０００だったか

２,０００だったかな、そういうすごい大きな予

算で、３０年度予算で約８００万円くらいかかっ
ているものでございます。

算を伴うのですけれども、これはどういう内訳の

今回の予算の項目としては８億３,０００万円

支払いというのでしょうか、なるのか。内訳をも

というところなのですが、防災行政無線の携帯網

しできましたら、この委員会に提出してほしいな

とＬＰＷＡ網に係る金額につきましては、お配り

と、あとでいいのですから、今すぐでなくても提

した資料のＡ３のイニシャルコストいうところに

出してほしいな。ただ、８億何千万円ですよと言

記載してございますが、うち７億２,０００万円

われても、なかなかぴんと来ない部分あるのです

程度の予算となってございます。内訳にいたしま

よ。

しては、この中の約２割程度が工事、工事という

それからもう一つは、北海道でもほとんどやっ

のは実際に柱を立てたり、スピーカーつけたりと

ていない自治体ね、ほかの自治体ではやってない

いうところにもなるのですけれども、それ以外が

新しい方式だと。いわゆる苫小牧あたりも、今の

システムパッケージの購入費だったり構築費だっ

七飯町と同じようなあれで取り組むのだと言うの

たり設計費だったりというところが、そのほかを

だけれども、ほかの自治体はほとんど同報系で

占めるというような、あと戸別受信機の金額です

やっているわけだね。例えば、整備書というので

ね、戸別受信機の金額というのがほかを占めま

しょうか、あれ作成するに当たっても委託か何か

す。

でやったと思うのだけれども、あれもどのぐらい

戸別受信機につきましては、表にもありますと

かかっているのですか、実際。あの値段ね、幾ら

おり、２万円……。

かかっているのか、それをぜひ答えてほしいなと

○畑中委員

思うのですよ。

後で資料でそれ出してくれない。いただけません

ただいま答えているのだけれども、

それからもう一つは、この事業を執行するに当

か。そこにはのっているにはのっているのだけれ

たって、競争原理がなかなか働きませんよね。例

ども、まだ細かなことについて、今、口頭で言っ

えば、業者がＮＴＴデータという相手だというの

ているようだから、それ書いて出してほしいなと

ですけれども、そうなれば１社なのですから、本

思うのですよ。皆さん必要ないですか、これでわ

当にそういう意味では競争原理働かないなという

かるというのならいいですけれども。

ふうにも思えるし、そこにかじ切ったというの

○中川委員長

は、非常に何というのかな町の英断といいましょ

暫時休憩いたします。

午後

うか、随分勇気ある決断だったなと思うのです

２時０２分

休憩

──────────────

よ。だから、その辺がもう一つ踏み込んで、理解

午後

できないのですよね、ですからお答えいただきた

○中川委員長

いと思います。まず１社になって、ＮＴＴデータ

す。

２時０３分

再開

休憩前に引き続き、再開いたしま

が１社ですから、全く向こうの言うがままと言え

畑中委員に対する答弁より続けます。

ば何だけれども、そういう感じになります。だか

情報防災課長。
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○若山情報防災課長

内訳に関しては、携帯電話

きたいなと思ってございます。

網からＬＰＷＡについては約７億２,０００万円

また、加えて地元業者にお願いできる仕事もそ

ということで、そのうち２割が柱を立てたりする

れなり、それなりというか出てくるような事業と

工事で、それ以外にシステム構築費だったり戸別

なっていると思います。ただ、発注する際には、

受信機、戸別受信機に関しては１台２万円程度と

やっぱりばらばらに発注する方法もあるかもしれ

いうことで書いてございますので、それの４,０

ないのですけれども、事業全体でいろいろな調整

００台で、それらの経費が含まれて全体で７億

が必要な事業になると思ってございます。その点

２,０００万円ということになってございます。

については、地元業者にきちんと発注が行くよう

また、ＬＰＷＡの実績がないのに「大丈夫です

な契約内容、条件をつけながら発注をしてまいり

か」というところだと思うのですけれども、ＬＰ

たいと考えてございますので、御理解いただけれ

ＷＡという仕組み自体の実績は、もう確立されて

ばと思います。

いるものだと思っております。これの下に戸別受

以上です。

信機をついて、実用化するというものの導入実績

○中川委員長

がないだけで、それぞれの携帯電話網もそうです

ほかに。

けれども、ＬＰＷＡという技術自体の信頼性はも

中島委員。

よろしいですか。

う立証されているものでございまして、民間でも

○中島委員

ナンバー８、事業目的の予防と応急

多く使われているような仕組みでございます。こ

対策に該当するのかと思うのですけれども、皆様

れについては、私たちとしては十分な実績という

御存じのように、今、新型コロナウイルスが始ま

か、実用性があるという判断で、これを選択して

りまして、大変な時を迎えているわけでございま

いるということでございます。

すけれども、地元の医療機関、また福祉施設にお

また、競争原理が働くかどうかという話だった

きましても非常にマスクが不足していると、非常

のですが、御指摘のとおり、今、実際これを製品

に困っているわけですけれども、今回の七飯町出

化して発売しているのがＮＴＴデータというとこ

しました防災計画の令和２年度の改定版、これ見

ろの１社しかございません。これからの契約の方

ますと、備蓄のほうを見ますと、数えていないの

法になるのですけれども、私たち今、考えている

ですけれども、マスクは大体９,０００枚ぐらい

段階では、公募型の一応プロポーザルという形を

備蓄されているということなのですね、実際に

とりたいなと思ってございます。

は。このマスクを全て地元の医療機関、地元の福

それは単純に１社しかないから１社随契という

祉施設そういうところに応急措置として、予防措

ことではなく、携帯電話網とＬＰＷＡという技術

置をして配付できないのかどうなのか、ちょっと

は、ほかのａｕだったりソフトバンクだったり、

お聞きしたいと思っています。

その仕組み自体はもう持っているので、そこにも

○中川委員長

しかしたら防災行政無線というシステムを開発し

暫時休憩します。

午後

て乗せてくるかもしれないということもあるし、

２時０８分

休憩

──────────────

はっきり１社しかやっていないというのが言い切

午後

れない、これから開発の状態によっては言い切れ

○中川委員長

ないところもあります。

す。

また、いろいろな総合評価という形をとります

２時２５分

再開

休憩前に引き続き、再開いたしま

中島委員。

ので、本当にそこでこういう私たちが求めている

○中島委員

ものが確実に履行できるのかというところも判断

問しましたような形で、また再答弁お願いいたし

しながら、契約を進めてまいりたいと思ってござ

ます。

いますので、そこは競争原理というところなので

○中川委員長

すが、それらを勘案して業者としては採択してい

○若山情報防災課長
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ナンバー６からのところで、今、質

情報防災課長。
災害用で備蓄してございま

すマスクにつきましては、お配りしてございま

２問目、ナンバー６になります。下から２段目

す。地域防災計画のとおり、９,０００枚、今、

のところですが、工事請負費４８０万円、新規と

確保してございます。医療機関等には、福祉課や

いうことになっていて、福祉避難所、保健セン

子育て健康支援課を通じまして、不足が出た場合

ターの空調の工事と、これが７０％は補助が出る

には、備蓄してございますマスクを出す用意はご

と。３０％分が４８０万円ということなのかとい

ざいますので、ただ、今現在備蓄しているものが

うことが一つと、今は何もついていないのです

足りなくなって出しているという状況は現在のと

か、保健センターは。空気を入れかえるようなも

ころはございませんが、９,０００枚を備蓄して

のから何から、暖房しかないということなのか、

いるというところございます。

ちょっとそこの確認です。

以上です。
○中川委員長
○中島委員

３問目は、先ほどさんざんやっていた防災無線
中島委員。

のことなのですけれども、まず仕組みのことをお

確認なのですけれども、先ほど２,

聞きします。今まで大沼にあった設備は全部使え

０００枚という話出ましたけれども、さっきの

なくて、今回新しい設備に取りかえるような説明

２,０００枚は間違いだったのですね、必ず９,０

だったと思うのですけれども、まずその確認。

００枚あるということでいいのですね。
○中川委員長

それと、このＬＰＷＡという仕組みを使った構

情報防災課長。

○若山情報防災課長

築をするのでしょうけれども、もともと今、携帯

済みません。間違いで、役

電話には無料で防災情報を流す仕組みというのが

場庁舎に２,０００枚でございまして、役場庁舎

ありますよね。これはどこの自治体でも使えるの

の備蓄として、あとほかのコモンとかに計画どお

ですけれども、これとは違うように使うというこ

りの数字があって、合計９,０００枚ということ

となのですか、そこが一つ、携帯電話との組み合

で確認しております。

わせですよね。今、無料の仕組みがあるのだけれ

以上です。

ども、あえてこの仕組みの中に携帯電話の取り組

○中川委員長

よろしいですか。

む何かシステムというもの、構築しているのかと

○中川委員長

暫時休憩いたします。

いうことです。

午後

２時２７分

休憩

それと、仕組みの話ですから、各家庭に４,０

──────────────
午後
○中川委員長

２時４０分

００台受信機ですか、というのを予定していると

再開

いうことなのですけれども、この受信機というの

休憩前に引き続き、再開いたしま

す。

はリースされるものなのか、それとも委託の中で
４,０００台の枠があるので、例えば２,０００台

それでは、情報防災課の質疑を続けます。

の要望があれば２,０００台出す、３年たったら

平松委員。

３,０００台にふやすだとかと、それは契約の中

○平松委員

３問あります。まずナンバー３、こ

の委託料、真ん中のあたりですね、中にコンビニ

でどんどんそういう更新ができるような持ち方な
のか。

交付システム機器更新というのがありますけれど

次に、お金のことを聞きます。イニシャルコス

も、コンビニの機械で打ち出すシステムではな

トが７億２,０００万円、説明書類の中に整備費

かったのですか。コンビニに、このシステムに

の財源措置というのがあって、地方債の充当率１

合った別な機械を置いてなければ打ち出せないと

００％の内訳に町負担３０％とありますけれど

いうことなのでしょうか。それと、一番下に負担

も、これは確認になりますけれども、この８億

金、この中にコンビニ証明書、全国センター負担

３,２３８万円のうちから７０％後で戻ってくる

金とありますけれども、ちょっとこの辺の絡みの

ということでよろしいのでしょうか。

説明をお願いしたいと思います。機械を置いて

それから、毎年のランニングコストが６１０万

やっているものなのかどうかということですね。

円と、それと下のほうには１０年のライフサイク
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ルコストと書いています。このシステムは、１０

機械が平成２８年度にやっていますので、５年間

年で更新しなければいけない契約、それから機械

経過したということで更新ということでございま

なのか、１０年後に全部入れかえならなければだ

して、ここに機器更新と書かせていただいている

めなものなのか、そこの確認。

のですが、内容的には御存じのとおり、戸籍の共

このランニングコストの中に、戸別の受信機の

同化の事業の中で一緒にコンビニの交付の事業も

単価が２万円と書いていますけれども、これは１

やってございます。七飯町以外のまち、奧尻町、

台が２万円という意味なのですか、それとも１年

知内町、江差町、鹿部町、６町で行っているので

間ずっと使う使わない別に置いておいたら、１台

すが、コンビニのサービスを行っているのは、

に２万円かかるという話なのですか、そこら辺の

今、七飯町しかないのですけれども、２８年度に

説明をお願いしたいと思います。

整備したときには、ほかのまちもコンビニのサー

それから、この受信機ですけれども、送信され

ビスを今後やるということで、共同で整備したの

て本人が聞いていない場合、聞き返すことができ

ですよね。その機械が今５年経過しまして、更新

るという説明があったと思うのですけれども、そ

のタイミングになったというところなのですが、

ういう説明でなかったですかね。聞いたか聞かな

ほかの団体がいまだにコンビニのサービスまで

いか、制御しているほうでわかるという説明が

至っておらず、今回、機器の更新のときにまた今

あったと思うのですけれども、間違って例えば押

後いつ始めるかわからないやつを更新できないと

してしまって聞き直しって、要は留守電みたく１

いうような内容がございまして、今回は、今まで

回入ったら、何回でも聞き直しが聞けるような仕

は６町の共同で機械を物理的に持って、機械自体

組みかどうかというのをお聞きしたい。

はデータセンターに、札幌のデータセンターに置

それと、この仕組みは５年前ぐらいからできて

いていたのですけれども、そうではなくて機器を

いるとおっしゃっていました。今、携帯業界とい

持たずに、クラウドというシステムで七飯町単独

うのは５Ｇという時代に入っていますよね、この

で整備したほうが安いということになりまして、

５Ｇを使うと、こういう大きいお金かけなくても

ちょっと方式が変わりますけれども、今までセン

いろいろなことできる可能性はあると思うのです

ターサーバー方式というか、サーバーを物理的に

けれども、今、これ１０年間、８億円のうちの３

自治体で用意していた状況なのですが、ほかのま

割の負担だと思うのですけれども、こういうもの

ちが共同で構築は今できないということなので、

を入れて１０年くらいでまた何億円かの更新費用

単独でもっと安いクラウド方式というか、そうい

がかかるということが、果たして得なのかどうか

うのが出てきたので、そちらに乗りかえるという

というその辺の判断があったのかどうかをお聞き

ような予算となってございます。

します。

負担金につきましては、先ほど言いました全国

以上です。
○中川委員長

でコンビニの証明書のデータを集めて、コンビニ
情報防災課長。

○若山情報防災課長

センターに配っているジェイリスという国の組織

それではお答えしてまいり

ます。

があるのですが、そこの負担金を市町村が７０万
円と、その運営に係る金額、決められてございま

初めに、ナンバー３、電算管理費のうちのコン
ビニ交付システム機器更新８５８万６,０００円

して、それの負担金です。これは毎年かかってご
ざいます。

の件について答弁いたします。

次に、福祉避難所、保健センターのエアコン・

この内容といたしましては、今まで機器更新と

空調整備についてですが、現在は暖房とあと空気

書いているのですが、仕組み的には七飯町の戸籍

を排出するというか、そういう空調設備のみで、

だったり、住民情報をコンビニの全国センターと

夏になると、あそこすごくホールとかガラス張り

いうところにデータを上げるというか、そこでお

のようなやつで、温度がすごく上がって、今、現

互いにやるための機械が必要となります。それの

状使っている人方も暑くて大変だということで、
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特に福祉避難所ですので、体の弱い方が避難する

というようなところで導入には至っていないので

可能性もありますので、エアコンの整備というこ

すけれども、それの反面、ＬＰＷＡというのが七

とを計画ということで計上させていただいており

飯町が独自で持つ通信網になってしまいますの

ます。

で、ここに関しては通信料がかからないようなと

また、この４８０万円につきましては全体の事

ころになります。

業費でございまして、このうち７割が交付税措置

ただ、携帯電話網を使うということは、携帯電

されるというような予算組みでございます。ちな

話からの電波で、各スピーカーとか、ＬＰＷＡの

みにほかの福祉避難所については、空調が整って

電波を発する機械とかまでは携帯電話の電波でき

いるというふうに認識してございまして、保健セ

ますので、そこには毎月データプランだと４００

ンター、あとコミュニティセンターがちょっとあ

円程度、１カ月４００円程度の通信料が発生する

れなのですけれども、主要な避難所については、

というようなことなのですけれども、戸別受信機

これで空調が整備されるということで理解してご

に通信するところは七飯町の独自のネットワーク

ざいます。

ということで、そこは費用がかからないというこ

それから、あと防災無線の件に関してでござい

とで、この方式が今、苫小牧市でも採用している

ます。現在ある大沼の設備が全く使えなくなるの

と、されて今、工事しているというようなところ

かどうかという質問でございます。

でございます。

これにつきまして、最初のほうで説明させてい

あと、戸別受信機の４,０００台について、

ただきましたとおり、アナログ方式という仕組み

リースか買い取りかどういうこと、どういうあれ

を使ってございまして、その電波自体が令和４年

かということなのですけれども、４,０００台は

１１月には止まってしまうので、機械としては全

買い取りで整備いたします。

く使えないということになってしまいますので、

次は、７億２,０００万円の交付税の算入等々

これは撤去するというようなことになってござい

なのですが、これは先ほどのエアコン、保健セン

ます。

ターのエアコン、空調と一緒でございまして、７

また、予算計上させていただいております７億

億２,０００万円プラス今回計上させていただい

２,０００万円の中には、これらの撤去の費用も

ています、これに補完される事業費含めて８億

含んで計算して計上させていただいてございま

２,９８０万円について、全て事業費として算入

す。

して、そのうち７割が交付税として措置されると

また、ＬＰＷＡという方式と、今、携帯電話の

いうような起債の内容となってございます。

方式というのがあるので、どのように区別してと

ランニングの費用の６１０万円なのですが、６

いうか、どうしてＬＰＷＡの方式を使っているの

１０万円につきましては、先ほどの１台当たりに

かという趣旨だと思って答弁させていただきま

係る月４００円というような通信料が発生するの

す。

ですけれども、それプラス機械の保守料について

このＮＴＴデータが発売して、仕組みとして、
過去から戸別受信機はあって、知内町でもこの仕

１年間で６１０万円ほどかかると見込んでござい
ます。

組みの実証実験をちょっとやっていることがあり

また、１０年後の機械の更新につきましては、

ました。その方式がタブレットを配ってやってい

スピーカーとかそういう電波を発する機械とかは

たというところです。タブレット自体が携帯電話

１０年超えても使えるのですが、どうしても蓄電

と一緒で、１台幾らと毎月通信料がかかるような

池というか、停電したときのバッテリーとかは１

仕組みなのですね。結局、物としてというか、タ

０年くらいたつと劣化してしまうので、１０年で

ブレットなのでいろいろな情報とかも流れてくる

交換する。また、システム自体がコンピュータで

し、いいところもあるのですが、結局、通信料、

かなり動いているものですから、コンピュータの

ランニングコストを考えると、もう運用できない

ハードウェアの寿命自体が約１０年、ロングライ
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フパソコンとかいって約１０年ということで、保

将来性の話をすると、ＬＰＷＡ網というのは、

守部品等も製造が終わるということですから、そ

先ほど言いましたとおり、町の独自のネットワー

れらの更新について１０年後に更新するときに

クですので、例えば子供のブザーとかああいうと

は、それに３,７００万円ぐらいかかるというこ

かも、水道メーターの話も実証実験やると言って

とでございます。１０年間その保守費等、今言っ

いましたけれども、そういうようなことにも使え

た操作卓というか、パソコンだとかサーバー、そ

るような本当に七飯町全域をカバーするインフラ

れからバッテリーを交換して約９,８００万円か

整備という面も含んでございますので、そこは御

かるということでございます。

理解いただければと思ってございます。

また、戸別受信機の単価ということで、ランニ

以上です。

ングコストの後に急に来たので、ランニングコス

○中川委員長

トに見えますが、これは１台当たりの買い取りの

若山委員。

ほかに。

単価でございます。２万円程度というのは、１台

○若山委員

何点か、防災行政無線の関係、ナン

当たりの買い取りの単価でございます。なので今

バー７ですね。

４,０００台整備するのですが、もっと広げたい

畑中委員の質問に乗って、ちょっと追加で確認

という場合は、１台２万円を掛けてふやしていく

させてもらうのですけれども、そもそもこの防災

と、台数がふえていくというような感じとなって

行政無線の仕組みというのは、僕がインターネッ

ございます。

トで調べた感じでいくと、同報系だとか、移動系

それから、聞き返しの機能なのですが、今、考

だとかというのしか知らなかったのですけれど

えている戸別受信機が１０件程度か、１０件の履

も、幾ら種類が、携帯電話網プラスＬＰＷＡとい

歴で録音されているというか、１０件前まで聞き

うのも一つの仕組み、あるいはＭＣＡ無線８,００

直せるというような機能がついてございまして、

０メガ何とかというのも一つの種類ということ

聞き逃した場合にも、再度、聞き直すという機能

で、何種類あるのかどうかということで、それに

はついております。

ついてじっくりリスク・メリットいろいろなもの

また、これに合わせてちょっと聞き直しという

を検討したのかどうか、そこをまず確認したいの

ところでいうと、屋外の防災無線のスピーカーか

と同時に、道内で導入している実績がないという

らの聞き逃しは、決まった電話番号へ電話する

ことでよろしいのですね。

と、自動音声で今流れたやつが流れるなど、聞き

ＬＰＷＡは、いろいろ広範囲に利用されている

逃しとか、それにも対応するようなシステムで考

ということなのですけれども、防災としての管理

えてございますので御理解願います。

として戸別受信機とセットした形での運用は今の

最後に、５Ｇの関係だったのですけれども、５

ところないと。だから、それに合わせてどんなト

Ｇの仕組みを使って、同じようなことがこれから

ラブルがあるかとか、どんな不具合があるかと

できるようになってくるのではないかというとこ

か、その辺についての確認は実際できてないので

ろだったのですが、私の考えでも当然できてくる

はないかと思うのですけれども、今の説明を聞く

というようなことは感じてございます。ただ、現

と、あたかも問題ないよというような形で話が進

在、製品化されていないということと、先ほどか

むのですけれども、新規参入業者というのは、得

ら言いましたとおり、アナログの電波の期限が

てして低コストで参入してくるということもあり

迫ってございますので、今、整備しなければなら

ますので、果たして本当に今言った内容が全て確

ないという状況を理解しつつ、ただ、５Ｇが携帯

保できるのかどうか、そこの検討がじっくり全部

網で使われるようになると、その下のＬＰＷＡの

検討されたのかどうかについて、ちょっと回答い

機能というか、拡張性も広がるのではないかとい

ただきたいということと、例えば単純にこの資料

う考えもございますので、全く関係性がないよう

とかで見ると、光ファイバーの切断に対するリス

なシステムにはならないと思ってございます。

クだとか、あるいはスマホだとかそういうものに
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対するお年寄りの嫌悪感だとか、そういうような

方式は、私たちも全国にまだ七つとか八つとかと

ものだとかいろいろ十分検討したのかどうか、そ

いう実績なので、そこの安定的かどうかというと

こを教えていただきたいというふうに思います。

ころはすごく気にして、現在、導入している実績

それと、４,０００戸設定というのは、各戸に全

が、稼働している自治体に聞いて、先ほど言った

部配置するということでよろしいのですか。大沼

過去の西日本豪雨等の災害に関連しているところ

だけでも千百幾らとかという形になっているので

のまちもこのシステムを導入しているのですが、

すけれども、そこを確認したいと思います。

問題なく動いていたという回答もいただいてござ

それと、先ほどと関連します。携帯電話網の有

います。

事の際の脆弱性というか、過去の例とかその他い

それらのことから、耐災害性というところで、

きまして、改善されているので大丈夫だと言うの

携帯電話網のイメージといいますか、本当に大丈

ですけれども、果たして有事の時に大丈夫だと言

夫かというところなのですが、それはどの方式も

い切れるのかどうか、そこのところをもう１度確

可能性があるというか、どういう方式とっても中

認したいなと思います。

継局がやられれば当然使えなくなるでしょうし、

それと、インターネットでいろいろな資料を見

どれだけバッテリーを積んでいてもバッテリーが

ると、正確なのかどうかよくわからないのですけ

切れれば終わってしまうというようなそれぞれの

れども、新しい防災行政無線を導入して不具合を

仕組み、今、４種類を検討したのですが、それぞ

起こしているというような例も散見されるような

れ得意・不得意・得手・不得手というか、メリッ

のですけれども、そのようなところについての情

ト・デメリットがあります。それらを比較して、

報としてはお持ちかどうか、そこも含めてちょっ

すばらしくこのシステムが耐災害性に強いかどう

と確認したいと思います。

かという判断は、先ほど言ったメリット・デメ

以上、お願いします。

リットを比べると、一概に言えないと。どれが強

○中川委員長

情報防災課長。

○若山情報防災課長

い、どれが弱いというのは言えないという判断で

まず、比較・検討を十分に

行ったかという質問だと思います。

ございます。逆に言うと、携帯電話網の仕組みに
ついても耐災害性については、ほかのシステムと

比較・検討につきましては、合わせてどのぐら
いの種類があるのかというところも含めてなので

同様、安定的なものであるという判断をしてござ
います。

すが、今、全国で稼働している主なというか、こ

光ケーブルが切れたときのリスクだったりと

の提出させていただきました一番最後についてい

か、一つずつ言います。光ケーブルが切れたとき

る比較表、この方式がほぼ防災行政無線としての

のリスクといいますと、お配りした図面の別紙１

仕組みということで、この４種類を上げて比較・

という図面なのですが、役場とあの辺、携帯電話

検討を行っております。逆に、これ以外の方法は

の交換局の間は光ケーブルで通信してございます

ちょっと私の中では見つけられず、検討もしてい

が、これが切れたときには、携帯電話網という電

ないのですけれども、この４種類がいろいろなま

波で通信できます。また、この携帯電話網を使う

ちの感じを見ると、この方式で構築しているとい

ということですので、職員のスマートフォンから

うことがあったので、この４種類について検討し

も放送ができるような仕組みになっております。

ております。

また、役場自体にあるこのシステムのサーバー

確かに、十分な検討がなされているかどうかと

が壊れたり、災害の被害を受けて使えなくなった

いうところは、それぞれ導入しているまち等へ、

りしても、その携帯電話の交換局のほうにバック

自治体等への聞き取りなど行ったり、いろいろな

アップサーバーがございますので、職員のパソコ

資料を集めたりというところで、さまざま検討は

ンやスマートフォンがあれば、とりあえず役場が

しているところでございます。

潰れてなくなっても放送はできるというような仕

その中でも特にこの携帯電話網ＬＰＷＡという

組みの耐災害性というものを持っております。
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また、お年寄りの嫌悪感と言いますけれども、

も、あのチェックする放送の内容だとかも協議、

戸別受信機に関しましては、形としてはポケット

過去にしている経緯がございますので、同じよう

ラジオみたいな感じで、携帯電話とか、難しい操

にこの委員会を使わさせていただいて、その辺は

作とかもなく、四角い形に液晶画面がついてい

協議して運用してまいりたいと考えてございま

て、上にボタンがついているというような戸別受

す。

信機でございます。

あと、不具合の状況をいろいろというところな

なので、お年寄りの方にも扱いやすいような形

のですが、そこはちょっとはっきりした事例をい

というか、内容になっているのではないかなとい

ただければ、ちょっと調べたいなと思っているの

う、実際の機械を見たときに、そういう判断をし

ですけれども、私たちもいろいろ調べていますけ

てございます。

れども、それぞれの方式でいいことと不具合とい

また、４,０００台は全戸配布ではなく、

うのは出てございます。これだけが特段多いとい

ちょっと説明の中にもありましたけれども、避難

う印象は、私は持ってございませんで、ただ、こ

行動要支援者や福祉施設、町内会長宅など、それ

の方式、携帯電話網で整備している方式のとこ

らを選別して、選別と言えばあれですけれども、

ろ、現在ある方式でやっている自治体について

選んで配付していきたい、全戸ではないというこ

は、電話等で実際の担当等に話しして、どのよう

とですね。というのは、これにかわる仕組みがた

な状況かというのを確認しながら選定の参考にし

くさん出てきているというのが、携帯電話の緊急

てございますので、絶対に大丈夫かと言われれ

速報メールや防災のアプリだったりとかというの

ば、どの方式でも絶対大丈夫はないと思うのです

がたくさん今、出てきておりまして、それらを使

が、そこはこれからさらにいろいろな検討という

えないような方で早く情報を伝えなければならな

か、これから発注していくに当たり、注意しなが

い方たちを選びながら、配付をしていきたいとい

ら構築していきたいと考えてございますので、御

うことでございます。

理解いただければと思います。

では、それどうやってわかるのという話なので

以上です。

すが、それは前回の議会のときにも答弁したとお

○中川委員長

り、これから要配慮者のうちに、避難行動要支援

○若山委員

者をきめ細かく調査というか、していって、本当

ングしたというか、実施導入している先とかある

に避難の支援が必要な人等を把握していく計画

のですけれども、その具体例、道内でなくてもこ

で、令和２年度やるつもりでございますので、そ

こできちっと運用して、戸別受信機とセットして

れを見てどこに戸別受信機を配付していけばよい

やっていますよというのがあれば教えていただき

かという判断をしていきます。

たいというのと、一番初めの説明で屋外アンテナ

若山委員。
再度確認なのですけれども、ヒアリ

また、戸別受信機等の配付の方針等決まりまし

をつけることに拒否感がちょっと強いとかという

たら、七飯町防災行政無線放送運営委員会とい

ような言い方があって、そこを避ける意味で、こ

う、住民が組織する委員会がございます。これは

ちらのほうにどんどん寄ってきている感じがある

規則で町で定めている委員会でございまして、最

のですけれども、屋外アンテナをつけることに対

近は全然活動はしてございませんが、また、委員

する拒否感というのは、何かヒアリングとかアン

の方々は大沼の、今、大沼しか防災無線がないの

ケートとか、そういうので確認している実態みた

で大沼の方が中心というか、大沼の人しか構成さ

いのあるのでしょうか。

れていないのですけれども、全町に防災無線を整

それとあわせて、何かちょっと勘ぐって言う

備するに当たり、この委員会のメンバーも改正し

の、言い方あれなのですけれども、この項目が委

て、戸別受信機の配置だったりとか、また、ス

託料になっていたり、先ほどのプロポーザル方式

ピーカーからチェックのためにチャイム、今、大

とか何とか、先ほども実施設計書の業者との打ち

沼で５時とかに流れていると思うのですけれど

合わせの資料見ても、去年の７月ぐらいにプロ
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ポーザル方式というような形の打ち合わせが出て

く、最初から私たちは６０メガで発注する、実績

いて、話ししていて、最初から携帯電話網プラス

もございますし、安定しているのもわかっていま

ＬＰＷＡというのを意識してやっていただけで、

すので、その方式で構築できれば私どももいいな

本当に同報系と、実績のある同報系ときちっと比

と思っていたのですけれども、結局、屋外アンテ

較しているのかどうか。

ナの件に関しては、実際、今、６０メガで運用し

価格が高いとか低いというのは、それは最後の

始めたまち、デジタル化でし始めたまちが、例え

後で、こういういい点があるけれども、こういう

ばアパートとか新築の物件とか、そこから断られ

値段なのでどうするかという判断だと思うのです

ていまだにつけられないとかという話も聞いてお

けれども、出てくる資料は全部同報系は価格も高

りまして、やはりそこは懸念があるのは話として

いし何かあれだとかという形で、付加的なサービ

あって、アンケート、多くの自治体にとった等は

スもつけられないような形に書いているのだけれ

ないのですけれども、実際、いろいろな比較・検

ども、今までの実績を加味すると、安定的なもの

討していく中でほかのまちに聞いたときに、そう

でいざという時のために試す、試すというか、い

いうところの懸念が出ているということでござい

ざという時に使えなかったら全く意味ないものだ

ました。

から、その安心感とか、大丈夫だというあれを本

私たちとしても、戸別受信機を全戸に配布する

当にしっかり検討しているのかどうか。価格が安

予定は今ございませんで、先ほど言ったような内

いほうを、それで選んでいるのではないかとか、

容で配付する予定ですので、配付される人が移動

そこのところをちょっと懸念されるのですけれど

するケースが結構あるのではないかというところ

も、勘ぐりのような言い方ですけれども、大丈夫

もございまして、そこは重要視して検討を重ねて

なのでしょうか。

いたところでございます。最初からこっちの方向

○中川委員長

に向かいながら、実施設計を行ってきたのではな

情報防災課長。

○若山情報防災課長

まず、現在このシステムで

いかというところについては、全くそういうこと

稼働している状況なのですが、先ほども言いまし

はないということで御理解いただければと思いま

たとおり、この携帯電話網とＬＰＷＡの戸別受信

す。

機を使った仕組みというのは、今のところ現在は

以上です。

実績がないと答弁させていただきましたけれど

○中川委員長

も、実績がございません。

○若山委員

若山委員。
それは別に、その資料の打ち合わせ

今、４月１日から工事を着工する苫小牧市が、

のあれを見ると、早い段階から何かそういう感じ

いわば全国初のこの方式の整備になります。戸別

があったので、ちょっとそういうのをさせてもら

受信機を除いたタブレット型の戸別受信機で運用

いました。

している自治体もあるのですけれども、戸別受信

あと、先ほど出たプロポーザル式でということ

機なしで運用している自治体もございます。そこ

で、ＮＴＴデータという名前の個別名も出てきま

ら辺のところに聞き取りをしたのですけれども、

したけれども、別にそこに恨みがあったりするわ

結局、戸別受信機がないので、そこの部分に関し

けでないのですけれども、戸別受信機はＮＴＴ

ては確認できないというか、実績ないのでわから

データがつくるものというふうに考えていいので

ないのですけれども、携帯電話網のところについ

すか、それともほかのところに発注したりする。

ては、耐災害性等も考えると、今のところ運用し

というのは、今回の大沼のあれでも製造メーカー

て５年、６年たっている自治体もあるのですけれ

の部品供給終了だとか、そういうようなのも検討

ども、トラブル等なく運用できているというとこ

する前提としてあったものですから、そういうと

ろを確認してございます。

ころの供給能力だとか、製造の安定度だとか、そ

最初から、こっちの方式を意識しながらという
ところの質問なのですけれども、そこは全くな

の辺についてはどうなのですか。
○中川委員長
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情報防災課長。

○若山情報防災課長

その辺に関しても当然、導

係なくやっていて、いざというときに七飯町は駒

入したらすぐ事業撤退ということがないように、

ヶ岳の噴火もあるわけだし、そういうのを考えた

ＮＴＴデータがというか、ちょっと済みません。

ときに、本当に大丈夫なのかというのをしっかり

戸別受信機をつくっているのは、ＮＴＴデータの

議論して、高い金かかって、僕はよく公債費高い

もので発売してございます。会社規模からいたし

とか何とかそういうことで批判はするけれども、

まして、その事業撤退ということはないという判

必要なものはきちっとかけなければいけないの

断で検討を進めてまいってございます。今、苫小

で、そういうところをきちっと検討したのかなと

牧市がやるということで、実績もふえてきてはい

いうのが、この資料からはなかなか出てこなかっ

るということと、あと、先ほどから言っておりま

たので、そういう形で言わせてもらいました。

すＬＰＷＡという方式についてもいろいろな分野

まだまだしっかり業者と詰めてもらいたいなと

で使われてきているということで、今後、ＬＰＷ

いうふうに思いますので、よろしくお願いしま

Ａのいろいろなものがふえてくるというところに

す。終わります。

関して言えば、戸別受信機に関してもこれからど

○中川委員長

んどんふえていくようなものになっていくのでは
ないかと思ってございます。

答弁はいいですか。

情報防災課長。
○若山情報防災課長

これから導入するに当た

というのは、この方式が確立されてしまいます

り、導入の業者等としっかり詰めて、確実なシス

と、先ほどから言った通信料がかからないような

テムを構築してまいりたいと考えてございますの

ものでございますので、他の自治体でも例えばス

で、よろしくお願いいたします。

ピーカー等に流すのは６０メガで、戸別受信機だ

以上です。

けこの方式にするとかとやっていくと、よりいろ

○中川委員長

いろな方式の防災行政無線というのが構築してい

ほかに。

（「なし」と呼ぶ者あり）

けるというような可能性もありますので、これか

○中川委員長

ほかになければ、私のほうから何

らふえていくような仕組みであるということは、

点か。防災無線の関係ですけれども、先ほど、納

ちょっと私たち等は感じているところでございま

入例がないということでしたけれども、説明の中

す。

で埼玉県のほうで実際に使ったというとこがある

プロポーザルにつきましては、早い段階からと

というお話だったので、そこのまちは、それをそ

いうことだったのですが、６０メガ方式でやると

のまま防災無線として展開していったのかどうか

きにも６０メガでもいろいろな機能、操作性がご

というのと、あと、屋外拡声器が全町で２５基と

ざいまして、その辺を総合的に判断していこうと

いうことなのですけれども、単純に大沼、今は大

いうことで、逆に６０メガだと結構いろいろな業

沼地区だけで２３基だったものが、新しくなると

者がいろいろな機能を持って製品展開してござい

２５基で済むのは、本当に済むのかなというの

ますので、それらを総合的に判断したいという思

と、あと、ＬＰＷＡの送受信機が電柱だと思うの

いから、プロポーザルの方式で決めていくのがい

ですけれども、電柱につけて各家に飛ばすような

いのではないかということで、前の打ち合わせの

図面で資料あるのですけれども、有事の時といっ

ときにはそういうふうにしてございます。

たら電柱が倒れたりとか、そういうことも考えら

以上です。
○中川委員長
○若山委員

れると思うのですけれども、そのときにはそれが
若山委員。

使えるのかどうかと、あとは防災無線を聞き取れ

最後に、ＬＰＷＡこの仕組みについ

なかった住民が、要は電話をかけると聞き直せま

ては、別に問題があるとか、非難しているわけで

すよという説明ですけれども、同じく有事のとき

はなくて、ガスメーターの検針するのと災害で何

で電話もつながらないという状況もあると思うの

かを伝えるのと、同じレベルで議論するわけにい

ですけれども、そのときもつながるのかというこ

かないのではないかと思うわけですよ。ふだん関

とと、それとお金の関係ですけれども、新しいと
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いうことなのでわからないかもしれませんけれど

というような試験を行いながら実測してございま

も、よくこれシステム系でいきますと、当初これ

すので、風向き等、それから雨等、あと交通量な

はここに書いているとおりでいきますよといっ

んかによって音の音達というのはすごく変わるの

て、お金がかかるのは、ここに書いている１０年

ですが、試験の上ではそういうような内容となっ

後は幾ら幾らとかというので、こういう提案とい

ておりまして、それらを計算すると、全域を２５

うのは普通なのですけれども、実際に例えば今後

基で間に合えるというような実施設計の結果と

５Ｇだとかいろいろなシステムができたときに、

なってございます。

ＮＴＴのシステムのほうで、このままでいけばこ

あと、ＬＰＷＡの送受信機につきまして、電柱

こに書いているとおりなのですけれども、途中で

等に設置することになるのですが、倒れた場合、

何かに切りかわったので、システム自体を全部入

使えるのということなのですが、このＬＰＷＡ網

れかえしないと使えなくなるとか、そういうこと

はくまなく張りめぐらせるために、数キロに１本

がメーカーとしてそういうのはありませんよとい

ぐらい設置するような計算になると思います。町

う担保はあるのかどうかをお願いします。

内全体で送受信機は７０個とか、７５個とかとい

情報防災課長。
○若山情報防災課長

うぐらいの個数が設置されるということになりま
まず初めに、ＬＰＷＡで実

す。それで倒れてしまったら、電源が供給されな

証実験したところがそのまま導入したかというと

くなれば、そこで電波は停波してしまいますの

ころなのですが、実証実験したまちは、埼玉県横

で、通信できなくなると思うのですが、送受信機

瀬町というところでございます。そこは民間企業

の下にバッテリーがついていまして、電源が切ら

の実証実験を、まちとしてすごくいろいろな実証

れてもバッテリーが生きている間は、そこから電

実験をやってくださいと受け入れているまちでご

波が発しられるということなので、ある程度近く

ざいまして、その中の一環としてこの事業を行っ

までは、近くというか、倒れるから低くなるので

ているということです。

ちょっと伝達距離は短くなるかもしれないのです

実際にその無線を、防災行政無線を導入するし

けれども、全く使えなくなるということは電源が

ないというよりは、実証実験でまちの活性化をし

なくならないか、あと機械が物理的に故障する以

ているまちというところですので、実際はこのシ

外は大丈夫はないかと考えてございます。

ステムを導入しておりません。それは実証実験の

また、電話の聞き直しの機能なのですが、これ

結果どうこうではなくて、そういう目的でのまち

はどうしても一般回線を使いますので、有事の際

を土台として、テストとして貸し出すよと、民間

に混み合ったりしますと、聞き直しの回線がパン

にというようなスタンスの実証実験であったとい

クしてしまうというような状況があるかもしれま

うことでございます。

せんが、本当に有事の際はいろいろな、スピー

また、屋外拡声器について、大沼地区は今２３

カーからも何回も放送するようなこととなります

基で全域を賄っていると、今、新しいほうは２５

ので、聞き直しの前にもっと気づくような状況に

基で間に合うのかというところなのですが、ス

なってございますので、本当にふだん何かのとき

ピーカーの性能自体が格段に上がってございまし

に鳴ったのだけれども、あれ何だろうというとき

て、大沼に今ついているスピーカーの方式でござ

にくらいしか、くらいしかと言えばあれですけれ

いますと、２００メートルとかというところなの

ども、そういうときに使うようなものと想定して

ですが、到達距離が。最近のスピーカーは、細長

ございます。

くスピーカーが何個もついているラインアレイ型

結局、一般公衆回線を使う以上、ここはどうし

というスピーカーなのですが、であれば６００

てもクリアできないので、そこは仕組みとしては

メートルとか８００メートル、約３倍以上の音達

そういうような仕組みでございます。ただ、登別

があります。これは実施設計を行う際に、実際に

市等もこの電話の聞き返しの仕組みは使っている

スピーカーをつけて鳴らして、遠くに離れて聞く

のですが、何かの放送入るたびに結構聞き直しを
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してくる実績があるということは聞いてございま

情報防災課長。

すので、ふだんいろいろな情報を流すときに聞き

○若山情報防災課長

逃したものについては、この機能が生きてくるの

ことで、ちょっと私の説明の仕方があれだったか

ではないかと思ってございます。

もしれないですけれども、ＬＰＷＡ網とそれに対

初めに、説明の中でという

最後、費用のことに関してなのですが、このま

応した戸別受信機を導入している、そのケースを

まの仕組みでいくと、この金額なのですが、いろ

導入している自治体は実績は今なくて、これから

いろな技術が来たときに、このやつが使えなくて

苫小牧で４月から始まるということ、構築が始ま

全部取りかえないとならないということがないか

るということの説明と、では実際ＬＰＷＡ網と戸

ということなのですが、今の携帯電話網のＬＴＥ

別受信機のテストも何もないのかというところ

と言われる４ＧＬＴＥと言われている電波が停波

は、私たちも当然心配だったので、そこはいろい

するまでは、このシステムで使えると思います。

ろな資料を見ながら、実証実験をやっているかど

なので今後１５年、２０年というのはＬＴＥは

うかというのも当然メーカーに聞いたところで、

とまらない、そういう資料等もありますので、こ

その横瀬町というところで実際にアンテナを立て

の１０年、２０年は、このシステムのまま対応で

て、戸別受信機を屋内に設置して通信できると

きるのではないかと考えてございます。

か、放送できるという実証実験を行った実績があ

また、５Ｇに関しては下位互換というか、４Ｇ

るという説明をいたしました。なので、実際に導

に互換するという機能も持っているということ

入等はしていないのですけれども、その仕組みと

で、もし５Ｇの電波しかなくても４Ｇと互換する

してはきちんと通信できて、放送できるという確

のであれば、そこも通信できるというような資料

認がとれているというところでございます。

も見たことが、今、ちょっと手持ちにないのです

あと、今後、１０年、１５年というところに確

が、見たことがありますので、そこは電波の停波

実にこのまま使えるシステムかどうかという確認

等について、機械の更新が大幅に近年必要になる

はとっているのかというところだったのですけれ

という心配性はないと感じてございます。

ども、業者の提案の中では、このシステムは１０

以上です。
○中川委員長

年、１５年、２０年使ったときに、２０年使うこ
納入の事例で、先ほど埼玉横瀬町

とを想定したシステムだという提案がされて、長

のほうで取り組みを説明のときに、そこではこう

期間使える技術で構築されるものだということで

いう取り組みをしていますという説明を先ほどし

提案されてございますので、こちらから改めて１

たので聞いたのですけれども、今、私、聞いた

０年、２０年、必ず使えるのかというところに関

ら、ここは防災無線に関係なく、ただの取り組み

しては、改めて確認等はしてございませんが、そ

でやっているだけだという説明だったので、それ

ういう長期に使えるシステムであるというところ

ではあればさっき皆さんに説明した事例の取り組

であるという認識はしてございます。

み事例としては、今回の防災無線に関しては全く
意味ない説明だったと思うのですけれども。

ただ、今後、これから構築、契約して構築して
いくところに当たっては、その辺を十分確認しな

それと、システムは基本的に業者ですから、提

がら、導入したらすぐ撤退して使えなくなったと

案するのは、これで大丈夫ですというので提案し

かそういうことがないようなところを詰めなが

てくるのが普通なのですけれども、要は課長のほ

ら、確認しながら慎重に進めてまいりたいと思い

うで大丈夫だと思いますみたいなことだったので

ますので、御理解いただければと思います。

すけれども、ちゃんとＮＴＴに何か新しいシステ

以上です。

ムだとか、何か新たなものが出たときに、最低こ

○中川委員長

の期間は入れかえしないと使えないよということ

がちょっと、私、引っかかるのですけれども、何

はないのですよねという確認をしたのかどうかを

というのですか、実証実験までやって、やらない

聞いていたので、そこをもう１度お伺いします。

理由は何だったのですかね。
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１点だけ最後。横瀬町のその事例

情報防災課長。
○若山情報防災課長

○中川委員長

確認ですけれども、そうしたらこ

横瀬町なのですけれども、

の実証実験というのは行政関係なく、場所を提供

よこらぼという名前で、民間の実証実験をいろい

して業者がやって、そのデータも業者のための実

ろ受け入れているまちです。これで、まちおこし

証実験だったということなのですかね。

をしようというようなことを狙っているところ

情報防災課長。

で、別に横瀬町から導入したいから実証実験をし

○若山情報防災課長

おっしゃるとおりです。

てくださいということを言ったのではなく、ＮＴ

以上です。

Ｔデータから横瀬町にそういう事業を展開してい

○中川委員長

るので、ぜひ実証実験をさせていただけないです

○若山委員

かというような流れで実証実験を行ったという感

のですけれども、今、横瀬ラボとか話が出て、Ｎ

じでございます。そのまち自体が、そういう事業

ＴＴデータの要はＮＴＴが提示した資料に基づい

を行っていて、その中の実証実験だったというこ

て問題ないよとＮＴＴが言って、それを問題ない

とでございます。

のですねというだけの話で、何も検証してないの

若山委員。
さっきので質問終わるつもりだった

なので、導入したいから横瀬町からお願いした

ではないかという気がするのですよ。その後で、

のではなく、業者から、そういう実証実験できる

横瀬町（まち）か、横瀬町（ちょう）というのか

環境があれば実証実験したいですから、そういう

わからないのだけれども、横瀬町も３１年４月に

事業を使って実証実験したということで聞いてご

デジタル化工事の入札とかやっていて、進んでい

ざいますし、資料にも書かれております。

る話なのだけれども、横瀬町での実績が地方自治

○中川委員長

実証実験をしたら、いろいろなこ

体での導入で実績があるので、あるいはその実

とを実証実験やるという取り組みだということ

験、導入の前の実験なので何とかというのであれ

だったのですけれども、実証実験したら結果出ま

ば、横瀬町という話を出して、検証しています、

すよね。これはいいものだ、余りよくないなと

大丈夫ですというのは我々も説得力を持つのです

か、もっといいのあるなとか、そういうものは出

けれども、ＮＴＴが自分のところで調査やって、

てくると思うのですけれども、実証実験したまち

大丈夫でしたよというそういうデータ出されて、

としてどういったことが出たとかわかりますか。

それだけでいいというわけにいかないのではない

情報防災課長。
○若山情報防災課長

かなと思うのです。もっといろいろ検討したとは
先ほどから言っていますと

思うのですけれども、今、聞いたらやっぱりＮＴ

おり、ＮＴＴデータが横瀬町のフィールドをかり

Ｔデータの携帯電話を使う、すばらしい仕組みで

て実証実験をしているだけで、横瀬町には、その

すよ。いい仕組みだと思いますよね。

検討結果等は特に求めて、横瀬町も求めていない

だから、それが本当に大丈夫なのかをじっくり

というか、ただ、まちとしてのフィールドを活用

検証するなり何かして、今だって導入実績が全然

して、そこでいろいろな実証実験をしてください

ないわけですから、これから苫小牧とかやるかも

というような事業です。

しれないのだけれども、不具合でしたとか言われ

なので、横瀬町の職員の方が、実証実験の結果

たら、ちょっと困ってしまうのですけれども、そ

を求めていたというような事業ではなく、場所貸

ういうことはないとは思うのですけれども、そう

しというか、というような事業なので、横瀬町の

いう意味でさっから横瀬町とかと名前を出すの

方がどういう結果になっているかというのはわか

は、委員長が言ったとおり、ちょっと何か、はか

らないと思います。ただ、自社の製品ですが、Ｎ

りにバイアスをかけるような説明ではないかなと

ＴＴデータがいろいろな想定をしながら実証実験

思うのですけれども、その辺どうなのですか。

していて、通信がきちんとできているということ

さっきの質問でちょっと終わったのですけれど

を確認したという結果は公表されてございます。

も。

以上です。

○中川委員長
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情報防災課長。

○若山情報防災課長

実際に導入している団体は

ずられて感心して聞いておりましたけれども、回

今ございませんので、実際に使用を稼働して、そ

を重ねるごとに何か、何かストンと落ちないもの

この検証をとれているというケースは、導入実績

があります。ここは総務部長の見解をひとつ伺っ

がないので、そこはございません。

てみたいなと思って考えていますけれども、いか

先ほどの横瀬町の話というのは、実際にテスト

がですか。

環境で設置した例が当然導入の実績がないから、

○中川委員長

総務部長。

それしかないのですね、実際にテストをしたとい

○釣谷総務部長

う環境が、それで話として出させていただきまし

るる説明したとおりで、先ほど横瀬町の関係につ

た。それでじっくり検討して、本当に大丈夫なの

いては説明不足だというか、説明の仕方が不十分

かというと御心配ですし、私たちもそこは非常に

であったというか、誤解を招くような説明であっ

最初から心配というか、そこが肝になるというよ

たことは、私からもおわび申し上げたいなと思い

うなシステムだと思ってございますので、いろい

ます。

私の見解ということで、課長が

ろな可能性とそれから業者に関しても、結局、Ｎ

ただ、導入実績自体はないという、防災のシス

ＴＴデータしか今実用化というか製品化されてい

テムとしてはなくて、苫小牧が今これに手をかけ

ないので、そこと話するしかなくて、ほかの業者

ているという実績があるだけであるということ、

とかもメーカーとかもやっていれば、そちらの話

これは事実でございますし、ただ、今までのデジ

も聞きながらというのもあったのですけれども、

タル方式６０メガでそのままデジタル方式にした

そこはそれ以上のことが検討の材料としてはでき

場合のメリット・デメリットという部分、そうい

ていません。ＮＴＴデータとの聞き取りとか、こ

う部分と合わせて拡張性といいますか、さっきガ

ちらの質問に答えていただくとか、あと実際にデ

スの話でしたけれども、検針の話でしたけど、結

モもしてもらったりとかというところで大丈夫だ

局いざというときに使われなければ困るという、

ねというところの確認の検討でございます。

作動しなければ、動かないと困るというの当然あ

やはり実際にＬＰＷＡ網と戸別受信機の導入

りますし、それはいつ検証しているのというと、

ケースがないのですけれども、ＬＰＷＡ網を使っ

日々使えないと困るのですね、逆に、私はそう

た端末の仕組みがたくさんございます。先ほど、

思っているのです。

水道メーターと一緒に考えてもらったら、やっぱ

日々、何かの伝達であったり、毎日放送すると

り重要性が違うというと、そこはすごく理解はす

いう意味ではないですが、使いやすいシステムで

るのですけれども、通信がどういうふうにされて

なければ、いざというときに役に立たないという

いて、確実性とかそういう電波の到達性とかにつ

ふうには思っています。災害備蓄品と同じで、

いては、現在、稼働しているところのＬＰＷＡ網

持っていればいいのだよねといっていて、水を一

を使った仕組みのことは、いろいろ調べながら実

箱用意したけれども、言われたときは用意したけ

用はきちんとできているというところの確認で、

れども、それは本当は更新していかなければいけ

そのＬＰＷＡ網という信頼性というか、確実性は

なかったと、それ面倒くさいよねとやめてしまう

大丈夫だというか、利用できるに値するものだと

ようでは、備蓄の意味がないというのと一緒で、

いう判断をして、そこは判断をしてこの方式を採

何かの折にどんどんどんどん使っていけるような

用しようとしているところですので、そこは御理

システムでないといけないのではないかというふ

解いただければと思っております。

うに思って、私は思っています。

以上です。
○中川委員長

今の現在の大沼の地域だけで、同報系と戸別が
ほかに。

あるというところは、私はこれを入れたときも割

長谷川委員。
○長谷川委員

と画期的な、その当時はシステムであっただろう
今の問題なのですけれども、最初

なというふうに思ってはいますし、今はそういう

の課長のお話を聞いていると、非常に説明に引き

時代では当然なくなって、もう二十何年たってな
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くなくってしまった、今は、そういう時代ではな

いものを入れていきたいと思ってございますの

いよと。機能もスピーカー一つにとっても全然、

で、どうぞ御理解いただければなというふうに思

性能が変わってきているというものを今この時期

います。

に、デジタル化をしなければいけないというある

以上です。

意味、後ろが決まった期間の決められたようなこ

○中川委員長

ういう時期に、選択をしていかなければいけない

○長谷川委員

中では、とっても実績のないものに手出していく

ちょっと引っかかるのは、私自身引っかかるのが

ということは非常に、何か石橋をたたきたいとこ

ここまで来るのに、どれくらいの時間経過して、

ろというのは、私も十分、当然それも理解をしま

そして関係者と何回くらい打ち合わせを重ねてき

す。

て、その打ち合わせの中に今お話しした部長、あ

長谷川委員。
お話わかりました。ただ、もう

ただ、課長説明の中で、私も課長から説明全部

るいは副町長、うちの関係者が入って今日に至っ

受けています。一つ一つを見ていくと、ある意味

たというところを聞かせていただければ力強いな

最新の技術であるというところの部分では、全く

と思って考えていますけれども、いかがですか。

実績のないものではないというところは、あるの

○中川委員長

かなというふうに思っていますし、これからそれ

○若山情報防災課長

こそ１０年、２０年というそういう期間をこのシ

検討、方針の検討に関しましては、平成３０年の

ステムでもって七飯町を守っていかなければいけ

６０メガでの実施設計の時ですから、平成３１年

ないという部分では、今が一番いいもので、それ

の１月の発注の手前からいろいろ検討しながら、

でいいのだろうかという、拡張性のないものでい

実施設計の発注をしていったと聞いてございま

いのだろうかという部分に関しては、ちょっとそ

す。私、そのとき担当でございませんのでちょっ

このところがある意味、拡張性のあるもの、どち

とあれなので、そういう検討のタイミングだとい

らだと言われたら拡張性のあるものを入れていき

うことで聞いてございます。

情報防災課長。
この防災行政無線の導入の

たい、七飯町として入れていきたい、それで住民

途中から私、情報管理もやってございましたの

の安全を確保していきたい。いざというときには

で、いろいろ通信の関係とかもあって、情報管理

皆さん逃げてくださいという放送を、確実に皆さ

係のときから話に入って打ち合わせしたり、実施

んの耳に届くように伝えたいと、伝えるシステム

設計の業者と打ち合わせしたりというところに

というものを入れていくという思いでありますの

入って、検討したことがございます。

で、これがという、ここの予算の特別委員会の場

回数に関しては、今、手持ちの資料がないので

で、このシステムが絶対入れますというよりも、

あれなのですけれども、実際に実施設計始まった

ある意味これから実際に契約する中では、もっと

段階では１カ月から２カ月に１回くらいは、札幌

いいものがひょっとしたら何か一つ出てくる可能

の業者なんですが、庁舎に来ていただいて打ち合

性、さっきの５Ｇではないですけれども、今もう

わせをしてございます。打ち合わせに関しては、

日進月歩の時代ですから、あるかもしれない。

課長以下係長、担当入りながら打ち合わせしてい

そういう部分では、予算通ったから、はい、こ

く中で、結局、６０メガの戸別受信機に関して、

れでやりますというような単純な話ではなく、

そのような問題が出そうだというところから、ほ

日々そこから先も入れるまでの間は実際のそうい

かの方式がないかというところをいろいろ検討し

うもの。さっき委員から指摘のあっている部分に

てございます。検討していく中ででは、時期はい

関しては、もっと何か情報がないかというもの

つごろから、戸別受信機の計算が出たときなの

は、当然、調べていかなければいけないことだと

で、平成３１年の７月、８月くらいかな、だった

思っていますので、そういうことも含めまして、

と思うのですね。戸別受信機等の計算が終わっ

これから入れるに当たっては、研鑽もしてまいり

て、２割くらい屋外アンテナが出そうだというと

たいというふうに思っています。確実なものでい

ころは、そのタイミングだったと思います。
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結果が出る前から話も聞いていたので、その前

Ｔデータのパンフレットは数多くございますの

からいろいろな方式は検討はさせていただいてお

で、そちらはお見せすることは可能だと思いま

ります。検討というか、どういうような方式があ

す。

るかからいろいろ調べてやっていたところでござ

○中川委員長

います。

ただいま長谷川委員のほうからパンフレットを含

町長、副町長への理解なのですが、それは平成
３１年だから令和元年９月、１０月くらいに副町

それでは資料要求ということで、

む資料の要求があったのですけれども、皆様いか
がでしょうか。

長のほうに何度か話しして、こういう問題が出て

（「はい」と発言する者あり）

きていると。今、こういう方式もあるので、そち

○中川委員長

らを検討していますという報告をしながら、逐

います。

次、話ししながら、報告しながら検討を重ねてま

それでは、資料を要求したいと思

暫時休憩します。

いったところでございます。

午後

最終的には町長に関しては、予算を編成すると

午後

ことの経緯があって、こういう方式で、この予算

○中川委員長

でいきたいということを説明しまして、町長も２

す。

回ぐらいかな説明して納得いただいて、この予算

４時０２分

再開

休憩前に引き続き、再開いたしま

ただいまの資料については、あす皆さんに配付
するということでよろしいですね。

以上です。

（「はい」と発言する者あり）

○中川委員長

長谷川委員。

○中川委員長

○長谷川委員

では、これまでの経緯を聞きまし

ありませんか。

た。一番多いのは、課長以下係長、その下とかと
いう話かなと思っております。

ほか、情報防災課に対する質疑は

（「なし」と呼ぶ者あり）
○中川委員長

さっき何かほかに資料などと、まだあるような
する、説得できるような資料があれば見てみたい

なければ、情報防災課に対する質

疑は終わりたいと思います。

話ししていましたけれども、私たちが、私が説得

続いて、政策推進課の質疑に入る前に、１５分
まで休憩いたします。

なと思う。そこのところ、あればの話ですけれど

午後

も、ここのところ委員長、諮ってもらっていいで

午後
まず、そういう資料があるのです

か。（「今、言ったよね、たしか。これだけでは

○中川委員長

休憩

４時１５分

再開

休憩前に引き続き、再開いたしま

す。

何だか心もとないというか、きれいなパンフレッ
トとか何かそういうもの、目で説得して心が動く

４時０３分

──────────────

すか。
○中川委員長

休憩

──────────────

きに当然予算の説明しますので、そこでこういう

計上したという流れでございます。

３時５９分

坂本繁委員より、本日の会議を早退する届け出
がありました。

とか、そういうものがほしいなと思っていますけ

引き続き、政策推進課の質疑を行います。

れども、」と発言する者あり）

川村委員。

情報防災課長。
○若山情報防災課長

○川村委員

まずナンバー６、聖火リレーの予算

資料といたしましては、各

６００万円なのですけれども、一応、新コロナの

いろいろな方式があった防災行政無線の比較表、

関係で今自粛しているという中で、６月になれば

今つけておるのですが、これよりもっと細かく、

もしかするとおさまっているかもしれませんけれ

細かくというか、ちょっと項目が多くやったもの

ども、６００万円のうちの大体見ていくと６割ぐ

があります。あと、パンフレットというか、提案

らいが消耗品ですか、多分どこか発注かけてつ

されたこの防災行政無線の方式を提案されたＮＴ

くってもらうのだと思うのですけれども、その動

－ 34 －

向がわからないので、オリンピックも延期になる

持っていますので、そちらのほうは受注していた

のか、そのまま実行するのか、今、わからないで

だける業者と調整をしながら、事業を進めてまい

すけれども、ぎりぎりまで例えばどうしても６月

りたいと思います。

１４、１５に合わせるために逆算していって、こ

内容の消耗品だとか、例えば逆にスポンサーが

こまでは待てるよと。当然、注文して製作しなけ

決まっていて、そこから買わなければならないと

ればならないのでしょうから、その辺を考えた中

いうのは多分融通がきくと思いますので、そちら

での例えばこれもし来年、状況によっては来年ま

のほうも調整をしていければなというふうに思っ

たやるよとなったときに、今、せっかくつくって

ております。

も結局来年になったら、またむだになるおそれも
あるので、そういった中でその辺を踏まえた中で

２点目のナンバー７の交流推進における旅費の
考え方でございます。

の６００万円のあれを今うまく検討できるかどう
か、それがまず１点。

こちらは、毎年コンコード町のほうに研修へ
行っております旅費の部分でございます。旅費に

例えば、下に行けばバスの借上料とか、そうい

つきましては、町の旅費の条例に基づいて算定し

うのは逆にぎりぎりまで待てるのかなと、ただ、

てございます。こちらは普通旅費で算定しており

製作する部分はどうしても頼んで１カ月ぐらいか

ますが、職員２名分になってございます。

かるとか、１カ月半かかる、そういうのもあるで

また、こちらのほうのコロナの関係でございま

しょうから、ちょっとその辺踏まえた中で予算の

すけれども、実際は旅費の支給については土壇場

この使い方まずできるかどうか、まず１点。

で職員に対して旅費をお支払いするのですが、そ

あとナンバー７のこれも海外交流派遣事業費の

の段取りとして旅行会社のほうに組む内容でござ

旅費も、ちょっと中身わからないのですけれど

いますが、例年、大体７月くらいに行っておりま

も、これも今、うちがどこか海外へ行く旅費なの

す。まず、そっちの時期が判定をするためのタイ

か、向こうからこっちへ来るのかわからないです

ミングかと思います。

けれども、その辺も今の状況に合わせた中で、こ

また、実際にコンコード町のほうに行くための

れもちょっと時期もわかりませんけれども、そう

段取りとしましては、通常、学生に募集などをか

いった部分の中で対応できるものなのかちょっと

けます。そちらは大体５月くらいに例年かけてお

その２点、ナンバー６、ナンバー７、お願いしま

りますが、もしコロナの関係で終息しなければ、

す。

募集をかけるタイミングを若干おくらせるだと

○中川委員長

政策推進課長。

○中村政策推進課長

か、そういった対応が出てくるかもしれません

それでは私のほうから、ま

ず１点目のオリンピックの聖火リレーの関係の消

が、状況を見きわめながら事業を執行していく予
定でございます。

耗品関係でございます。

以上でございます。

コロナの影響もございまして、実はうちのほう

○中川委員長

でも発注時期というのを大変危惧しているところ

ほかに。

でございます。北海道のほうから来る情報の中で

上野委員。

よろしいですか。

言いますと、今のところ通常どおり予定をしてい

○上野委員

るというところでございまして、通常どおり予定

ンバー３ですね。活力あるまちづくり推進事業と

はするものも、ただもし万が一あった場合、何か

いうことで、本年度２００万円ということなので

延長だとかする場合には、最悪中止だとかという

すが、従来、住民参画協働支援事業という形で

場合には、購入したものがむだになるということ

やってきたものが、予算が変更になったというこ

も当然考えられますので、できるだけ発注をおく

となのですが、事業そのものも、この変更によっ

らせる、期限が間に合うという前提のもとに発注

てどのように変わったのかというのが一つありま

をおくらせるということは、全体的な考え方で

す。
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何点かありますけれども、まず、ナ

従来の住民参画協働支援事業というのは、実際

以上でございます。

にはどのような事業が行われた、成果というので

○中川委員長

すか、これについてどのような状況だったのか。

○上野委員

上野委員。
次、ナンバー５なのですけれども、

それから、今回２００万円で活力あるまちづく

並行在来線委託調査ということ、１３０万円の予

りという形で事業が組まれておりますけれども、

算が組まれております。これ将来、新幹線が通っ

どのような事業として考えておられるのか、

たときに、並行在来線はＪＲから各近隣の自治体

ちょっとお伺いしたい。

が負担をした経営をしていくというようなものだ

○中川委員長

ということなのですが、これについてはどうなの

政策推進課長。

○中村政策推進課長

それでは、今の２点につい

て回答いたします。

でしょうか。この調査は令和２年に終わることに
なっているのでしょうか。その調査の結果、今後

まちづくりの助成金の関係でございますけれど

の近隣のそういった各自治体で、その調査の結果

も、こちら住民参画支援費から、まちづくり政策

に基づいて今後の対応ということが協議されると

事業費に統合した内容でございますが、そもそも

いう方向で考えておられるのか、その辺の見通し

その事業については何か変更があったというもの

についてちょっとお話いただきたい。

ではございません。例年どおりの事業内容となっ

○中川委員長

ております。

○中村政策推進課長

政策推進課長。
並行在来線の調査のスケ

例年の実施状況といたしましては、まず一つ大

ジュールでございますけれども、まず、調査は４

きな、大きなといいますか、よく使われるメ

月から北海道といいますか、協議会のほうで契約

ニューとしましては、各町内会における草刈りで

を予定しておりまして、翌年の３月までを契約期

すとか、側溝の整備、また、ときには会館の屋根

間というふうに予定してございます。ですので、

の塗装だとか、そういった部分の助成で使われて

その成果が上がってくるというのは、令和３年度

おりまして、例年大体１０件程度で平均しますと

になろうかなというふうに思ってございます。

８万円から９万円ぐらい、大体１００万円くらい
の予算規模で行ってございます。

こちらの調査結果を踏まえた具体的な協議につ
きましては、それ以降になろうかというようなと

このほか、まちづくりのイベント事業関係で大

ころでございます。

体例年１件程度出てきまして、助成金が１００万

以上でございます。

円くらいまでが支出されているといったような状

○中川委員長

況で、まちづくりのためのイベント、そういった

○上野委員

ものに使われているというところでございます。

いった関連の自治体で、その協議機関というのが

以上でございます。
○中川委員長
○上野委員

上野委員。
その協議というのは、近隣のそう

設置されていて、協議することが計画されている

上野委員。

のかどうか、その辺のちょっと見通しはどうなの

これまでイベントという形では、ど

ですか。

ういうところに出されておりますか。

○中川委員長

○中川委員長

○中村政策推進課長

政策推進課長。

○中村政策推進課長

政策推進課長。
協議の機関でございますけ

平成３０年につきまして

れども、協議会が既に設置されてございます。直

は、大沼で収穫祭というようなイベントがござい

近でいいますと、令和元年の８月に首長を初め管

ました。こちらのほうに１００万円の事業費、支

内といいますか、沿線自治体の首長が構成員とな

出してございます。そして令和元年度につきまし

りまして協議会が設置されてございます。その中

ては、２月８日の日ですけれども、大沼トラスト

で、今後の並行在来線の取り扱いについて協議を

サミットというものが２月８日、９日実施されて

進めていくというような状況でございます。

ございます。こちらのほうにも事業費を支出して
ございます。

以上です。
○中川委員長
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上野委員。

○上野委員

ナンバー６で、先ほど聖火リレーの

○若山委員

よく内容わからないので教えていた

ことでお話ありましたけれども、オリンピック実

だきたいという質問なのですけれども、ナンバー

施そのものも、まだ不透明という状況はあるので

２の委託料ということで、第５次七飯町総合計画

すけれども、基本的にこの聖火リレーの事業とい

中間見直しに係る委託料ということで金額がのっ

いますか、これは町が主体になって実施しようと

ていて、上のほうに報酬ということで審議会開催

していると思いますけれども、新聞報道なんかに

のためとなっているのですけれども、この中間見

よりますと、ランナーの人数も数がはっきり出て

直しの流れとこの委託料がどのように、どこに支

おりましたけれども、これについてどうなので

払われるのかなというのがちょっとわからないの

しょうか。ランナーは基本的に町が主体になって

で、教えていただければと思います。

募集するなり、選定するなり、そういう形で進め

○中川委員長

ようとしているのか、既に決まっているのか、そ

○中村政策推進課長

れについてちょっと。

の流れでございますが、まず、総合計画の見直し

○中川委員長

に当たりましては審議会を設置しまして、その中

政策推進課長。

○中村政策推進課長

政策推進課長。
総合計画の報酬とか委託料

ただいまの聖火リレーの主

で議論を進めます。その審議会に対する委員への

体なのですけれども、こちらは北海道のほうで行

報酬として、１８名審議会委員いらっしゃいま

います。北海道のほうで組織委員会なりをつくっ

す。１８名の方々の実質４回分の会議費となって

て、先日、北海道に対して募集のあった方が１

ございますので、そちらのほうをお支払いする費

名、七飯町の方が聖火リレーのランナーというふ

用となってございます。

うに決まってございます。同様に他の自治体、道

また、委託料についてでございますが、その

内の自治体で実施される部分についても、北海道

中、内容につきましては端的に言いますと、町内

が主体となって聖火ランナーを決定しています。

アンケートだとかも当然実施いたしますし、そう

また、北海道の選定する枠以外にもスポンサー

いった経費も中には網羅してございます。また、

企業が４社ございます。そちらのほうにも実際募

庁内の中で、役場庁内で総合計画の見直しを検討

集をして、聖火ランナーになったという方がい

する上で、いろいろ議論したものを吸い上げて整

らっしゃいますが、その方々というのは実は公表

備をして、それを総合計画としてまとめるとき、

されておりませんので、私どものほうでは、まだ

また、住民からの意見をまとめるとき、そういっ

情報を把握できていないというところでございま

たものを整備していただくというところでの部分

す。

で委託料というところでなってございます。

以上でございます。
○中川委員長
○上野委員

以上です。

上野委員。

○中川委員長

北海道のほうで選定もしていくとい

よろしいですか。

ほかに、

うことなのですが、七飯町の部分で走る人数とい

副委員長。

うのは、もう決まっているのでしょうか。

○横田副委員長

○中川委員長

ころなのですけれども、一般質問等で、今、課長

政策推進課長。

○中村政策推進課長

ナンバー５の地域公共交通のと

七飯町のほうで今、調整を

会議の中でこれやっているよといっていて、来年

されている人数でございますが、区間として１７

度は公共交通協議会を立ち上げるというふうに聞

区間ありますので、１７名が走られるのではない

いていたのですけれども、これでいくならば予算

かという段取りで今予定を組んでいるところで

がついていないということは、来年度もないとい

す。

う考え方でいいのか。

以上です。
○中川委員長
若山委員。

○中川委員長
ほかに。

政策推進課長。

○中村政策推進課長

公共交通会議の部分につい

てでございますけれども、また、予算がついてな
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いからやらないということではなくて、まず、検

次に、会計課の質疑を行います。

討を加えて、その課題を整理して早急に進めてい
きたいというふうに思ってございます。

○中川委員長

以上です。
○中川委員長

（「なし」と呼ぶ者あり）
に対する質疑を終了いたします。

よろしいですか。

これで総務部は全部終わりですね。

ほかありませんか。

総務部長、総務財政課長、情報防災課長、政策

（「なし」と呼ぶ者あり）
○中川委員長

なしということですので、会計課

推進課長、税務課長、会計課長、御苦労さまでし

私からちょっと１点。ナンバー５

た。

の北海道新幹線の並行在来線の関係だったのです

暫時休憩いたします。

けれども、この委託・調査はかかるのはしようが

午後

ないと思うのですけれども、これ実際今後七飯町

４時３５分

休憩

──────────────

にとっても本当に大きな大事なことになってくる

午後

と思うので、この協議会の調査だとか、今後の進

○中川委員長

展等あったときにこの結果というのですか、その

す。

４時３７分

再開

休憩前に引き続き、再開いたしま

進捗とかを随時、議会とも情報を共有していただ

お諮りいたします。

きたいなと。もしくはこれを進めるに当たって、

本日、予定されていた審査は、全て終了いたし

もちろん町が主導でいくのはそれは当然なのです

ました。

けれども、議会にもちゃんと情報を出した上で協
議をして、七飯町として進めていっていただきた

本日は、これをもって終了したいと存じます
が、これに御異議ございませんか。

いと思いますので、その辺について。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

総務部長。

○中川委員長

○釣谷総務部長

その点につきましては、私のほ

うから御答弁申し上げたいと思います。

よって、本日は、これをもって終了いたしま
す。

今は、まだ調査費だけの部分なのですが、今
後、絶対そこは避けて通れない議論をしていかな
ければいけない時期が必ず来ます。そのときに
は、ぜひ議員の皆様にも情報提供して、七飯町の
足のあり方、並行在来線のあり方をどうすべきな
のかということは、同じ資料のもとに議論してま
いりたいというふうに考えてございますので、逆
にその節にはぜひよろしくお願いしたいというふ
うに思ってございます。
以上です。
○中川委員長

ほかありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○中川委員長

なければ、政策推進課に対する質

疑は終わりたいと思います。
次に、税務課の質疑を行います。
ありませんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）
○中川委員長

異議なしと認めます。

それでは質疑がないということな

ので、税務課に対する質疑を終了いたします。

－ 38 －

御苦労さまでした。
午後

４時３７分 散会

－ 39 －

