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記

妹 尾 洋 兵

午前１０時００分 開議
○中川委員長

主な理由としましては、学校教育指導主事を初め

おはようございます。

とする嘱託職員及び学習支援員等が会計年度任用

ただいまより、令和２年度第４回予算審査特別
委員会を開催いたします。

職員となり、嘱託職員の給料、学習支援員の賃金
が総務財政課の所管の予算へと移行したことか

田村敏郎委員から、欠席の届け出がありました

ら、減額となってございます。

ので報告いたします。

続きまして、ナンバー６、一般の１２４ページ

それでは、本日は教育委員会の審査から入りた
いと思います。

から１２７ページ。事業予算名は、事務局費（教
育助成）は、本年度予算額１５３万８,０００

教育次長、学校教育課長、生涯教育課長、ス

円、前年度比３１９万円の減額で、減額の主な理

ポーツ振興課長、学校給食センター長、御苦労さ

由としましては、隔年で行っております香川県三

まです。

木町との交流事業が、本年度については実施年で

早速ですが、予算書及び提出資料に基づき、説

ないため、減額となってございます。

明をお願いいたします。

続きまして、ナンバー７、一般の１２４ページ

学校教育課長。
○竹内学校教育課長

から１２９ページ。事業予算名は、スクールバス
それでは、令和２年度学校

教育課予算の説明をいたします。

運行費でございます。本年度予算額３,８５４万
３,０００円、前年度比２,２２２万７,０００円

共通様式ナンバー１、予算書の一般の１２２

の増額で、増額の主な理由としましては、大沼地

ページから１２５ページ。事業予算名、教育委員

区の学校統合に伴いまして、現在運行しているス

会費は、本年度予算額２１０万５,０００円で、

クールバスの中型１台、小型１台の計２台を運行

前年度比１１万円の増額となっております。事業

しておりますけれども、これに新たに中型１台、

目的等については、記載のとおりとなってござい

それとワゴン車１台を加えて、合計で４台と増車

ます。

することから増額となってございます。

続きまして、ナンバー２、一般の１２４ページ

続きまして、ナンバー８、一般の１２４ページ

から１２５ページ。事業予算名は、事務局費（学

から１２９ページ。事業予算名は、学校教育公用

校教育庶務）は、当初予算額４０８万７,０００

車管理費でございます。本年度予算額５０万３,

円で、前年度比は１０万７,０００円の減額と

０００円、前年度比３５万９,０００円の増額

なっております。特定財源、事業目的等について

で、増額の主な理由としましては、現在、学校教

は、記載のとおりとなってございます。

育課で管理しております普通車の公用車１台に、

それでは、続きまして、ナンバー３、一般の１

さらに２トンのトラックが１台、管理が増えたこ

２４ページから１２５ページ。事業予算名、対外

とから、合計２台となったことで増額となってご

競技参加費は、本年度予算額５００万円、前年度

ざいます。

予算額６００万円、前年度比１００万円の減額。

続きまして、ナンバー９、一般の１２４ページ

事業目的等については、記載のとおりとなってご

から１２９ページです。事業予算名、教員住宅管

ざいます。

理費は、本年度予算額２,１９９万９,０００円、

続きまして、ナンバー４、事業予算名は、私立

前年度比１,４６１万２,０００円の増額で、特定

幼稚園対策費ですが、こちらにつきましては、対

財源につきましては、記載のとおりとなってござ

象者がいないことから事業廃止となってございま

います。増額の主な理由としましては、七重小学

す。

校の校長住宅及び教員住宅、また、大中山小学校

続きまして、ナンバー５、一般の１２４ページ
から１２７ページ。事業予算名、事務局費（学校

の教員住宅の３棟の解体工事を本年度計上してい
るため、増額となってございます。

教育）は、本年度予算額５４６万２,０００円、

続きまして、ナンバー１０、事業予算名、大沼

前年度比３,７３９万７,０００円の減で、減額の

地区小中学校統廃合事業費は、統廃合事業が終了
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したため、廃止となってございます。

続きまして、ナンバー１７、一般の１３２ペー

続きまして、ナンバー１１、一般の１２８ペー

ジから１３５ページ。事業予算名、学校管理費

ジから１３１ページ。事業予算名は、学校管理費

（中学校）は、本年度予算額４,４００万２,００

（小学校）は、本年度予算額６,９４４万５,００

０円、前年度比１,４５５万６,０００円の減額

０円、前年度比２,６８６万２,０００円の減と

で、減額の主な理由につきましては、臨時用務員

なってございます。減額の主な理由につきまして

を民間委託にすることによる人件費の減となって

は、臨時用務員を民間委託にすることにより、人

ございます。

件費の減額によるものでございます。

続きまして、ナンバー１８、一般の１３２ペー

続きまして、ナンバー１２、一般の１２８ペー

ジから１３５ページです。事業予算名、生徒保健

ジから１３１ページ。事業予算名は、児童保健衛

衛生費は、本年度予算額２３６万円、前年度比２

生費、本年度予算額５７０万８,０００円、前年

万６,０００円の減額で、事業内容等につきまし

度比２４万４,０００円の減額です。減額の主な

ては記載のとおりとなってございます。

理由につきましては、大沼地区の学校が統合した

続きまして、ナンバー１９、一般の１３２ペー

ことに伴いまして、学校の担当医への報償額の減

ジから１３５ページ。事業予算名、校舎等営繕費

少によるものとなってございます。

（中学校）は、本年度予算額３,１５８万３,００

続きまして、ナンバー１３、事業予算名、学校

０円、前年度比２,４０７万５,０００円の増額と

プール運営管理費は、学校管理費（小学校）の事

なっております。増額の主な理由につきまして

業へと統合したため、こちらつきましては廃止と

は、臨時用務員の民間委託による委託料の増と

なってございます。

なってございます。

続きまして、ナンバー１４、一般の１２８ペー

続きまして、ナンバー２０、一般の１３４ペー

ジから１３３ページ。事業予算名、校舎等営繕費

ジから１３７ページ。事業予算名は教育振興費

（小学校）は、本年度予算額１億２,７１９万５,

（中学校）でございます。本年度予算額２,３８

０００円、前年度比１億１,０２３万４,０００円

２万６,０００円、前年度比５８万５,０００円の

の増額で、特定財源につきましては、記載のとお

増額となっております。増額の主な理由につきま

りとなってございます。増額の主な理由につきま

しては、扶助費での単価の増加に伴う増となって

しては、用務員の民間委託料、こちらを新たに計

ございます。

上したことと、あと、軍川小学校及び大沼小学校

以上で、学校教育課の予算説明を終わります。

の体育館の解体工事費、こちらの計上により、増

〇中川委員長

額となってございます。

〇北村生涯教育課長

続きまして、ナンバー１５、一般の１３２ペー

生涯教育課長。
生涯教育課、当初予算案に

ついて御説明いたします。

ジから１３３ページ。事業予算名、教育振興費

ナンバー１、予算書１３６ページから１３７

（小学校）は、本年度予算額３,０２７万５,００

ページ。事業予算名、社会教育総務費でございま

０円、前年度比１,１７８万３,０００円の増額

す。本年度予算３７万６,０００円、４万８,００

で、特定財源につきましては記載のとおりとなっ

０円の減でございます。主な増減の理由は、記載

てございます。増額の主な理由につきましては、

のとおりでございます。

小学校で新学習指導要領が実施されますが、これ

ナンバー２、予算書１３６ページから１３７

に伴いまして、教科書も新たに改正されることか

ページ。生涯学習事業費でございます。昨年度ま

ら、教師用の新たな教科書及び指導書の購入が必

での高齢者教育、青少年健全育成、成人式開催の

要となったため、増額となってございます。

三つの事業を統一した新規事業で、本年度予算１

続きまして、ナンバー１６、事業予算名、大中

８７万１,０００円。特定財源は記載のとおりで

山小学校改築事業費は、改築事業が終了したた

ございます。大沼老人大学開校４０周年記念事業

め、廃止となってございます。

の実施及び事業統一のため１８７万１,０００円
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の皆増でございます。

から１４１ページ。公民館管理費、本年度予算４

なお、新規事業のため、１８７万１,０００円

０２万４,０００円、１０万９,０００円の増でご

の皆増となっておりますが、昨年度予算の３事業

ざいます。こちらにつきましても、特定財源は記

の合計金額との比較ですと、高齢者教育事業費で

載のとおり、増減理由等も記載のとおりでござい

計上しておりました３名の老人大学アドバイザー

ます。

の会計年度任用職員化により、給料、手当、共済
費等７６８万５,０００円の減でございます。

続きまして、ナンバー１０、予算書１４０ペー
ジから１４３ページ。文化センター管理費でござ

続きまして、ナンバー３、予算書１３６ページ

います。本年度予算６,６１４万３,０００円、２

から１３７ページ。町内会館振興費、本年度予算

２３万５,０００円の増で、特定財源は記載のと

１５０万円、１万６,０００円の増でございま

おりでございます。施設清掃業務や設備運転業務

す。増減の理由等は記載のとおりでございます。

の委託契約更新で、単価の増を見込んでいること

ナンバー４、予算書１３６ページから１３９

や、３年に一度の特殊建築物定期点検報告書作成

ページ。生涯教育公用車管理費でございます。本

業務を予定していることなどによる増でございま

年度予算８１万円、１１万３,０００円の減でご

す。

ざいます。増減の理由等は記載のとおりでござい
ます。

続きまして、ナンバー１１、予算書１４０ペー
ジから１４５ページ。大中山コモン管理費、本年

続きまして、ナンバー５、予算書１３８ページ

度予算１,３８５万８,０００円、１７万３,００

から１３９ページ。文化振興費でございます。本

０円の増。特定財源は記載のとおりでございま

年度予算２１０万８,０００円、１２０万７,００

す。こちらも３年に一度の特殊建築物定期点検報

０円の減でございます。昨年度は、町の予算措置

告書作成業務や２年に一度の舞台吊り物装置の保

が必要な町宝くじ文化公演及び劇団四季「こころ

守点検業務委託等を予定していることによる増で

の劇場」を開催いたしましたが、本年度は町の予

ございます。

算措置が必要な事業の予定がないため、１２０万
７,０００円の減でございます。

続きまして、ナンバー１２、予算書１４０ペー
ジから１４５ページ。大沼婦人会館管理費でござ

続きまして、ナンバー６、予算書１３８ページ

います。本年度予算９７４万６,０００円、１３

から１３９ページ。文化講座事業費でございま

５万７,０００円の増で、特定財源は記載のとお

す。昨年度までの公民館講座事業費に地域セミ

りでございます。マイク設備の購入や除雪委託

ナー事業費を合わせ、文化講座事業費と名称変更

料、修繕箇所の増加等による増でございます。

したもので、本年度予算２３５万６,０００円。

続きまして、ナンバー１３、予算書１４０ペー

特定財源は記載のとおりでございます。地域セミ

ジから１４７ページ。社会教育施設管理費、本年

ナー事業費を吸収した分の２３万１,０００円の

度予算９３８万２,０００円、４５万５,０００円

増でございます。

の増。特定財源は記載のとおりでございます。本

続きまして、ナンバー７、予算書１３８ページ
から１３９ページ。文化祭開催事業費でございま

町見晴会館横にある支障木３本の伐採を予定して
いることなどによる増でございます。

す。本年度予算６６万３,０００円、５,０００円

続きまして、ナンバー１４、予算書１４６ペー

の減でございます。増減の理由は記載のとおりで

ジから１４７ページ。文化財保護費、本年度予算

ございます。

１１７万円、３２８万２,０００円の減で、特定

ナンバー８、予算書１３８ページから１４１

財源は記載のとおりでございます。臨時職員１名

ページ。図書室管理費でございます。本年度予算

の会計年度任用職員化や昨年度施行しました七重

７９万１,０００円、６万７,０００円の減で、増

官園石垣の修復工事の完了などによる減額でござ

減理由等は記載のとおりでございます。

います。

続きまして、ナンバー９、予算書１３８ページ
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続きまして、ナンバー１５、予算書１４６ペー

ジから１４７ページ。歴史館管理費、本年度予算

事業内容についてですが、賃金が総務財政課で

１,０４０万円、６０万３,０００円の増でござい

一括管理ということになりまして、賃金と共済費

ます。こちらも文化センター管理費と同様、施設

が減となっております。それから、前年度にはな

清掃業務の契約更新で、単価増を見込んでいるこ

かった３件の工事請負費６５２万２,０００円が

とや、また、光熱水費の上昇等による増でござい

増となっております。

ます。

工事請負費の内容は、各体育施設改修工事と

生涯教育課所管分は、以上でございます。
〇中川委員長

なっておりまして、内訳の一つは、老朽化した大

スポーツ振興課長。

〇川崎スポーツ振興課長

中山パークゴルフ場のクラブハウス改修工事で、

それでは、スポーツ振

興課所管事業予算について説明させていただきま

外壁の改修と屋根の塗装、内部の改修を行うた
め、４４０万９,０００円を計上しております。

す。

二つ目は、同じく大中山パークゴルフ場のコー

まず、事業ナンバー１番、予算書の１４８ペー

ス内に、安全確保のため防球ネットを３カ所設置

ジから１４９ページでございます。事業予算名

するもので９３万８,０００円を計上しておりま

は、スポーツ振興総務費で、本年度予算額８５５

す。

万７,０００円、前年度比９５万９,０００円の減

三つ目は、本町多目的グラウンド整正工事で、

となっております。特定財源は記載のとおりと

徐々に起伏が目立ってきたため、土を入れて転圧

なっております。事業内容については、昨年度ま

するもので、１１７万５,０００円を計上してお

でありましたスポーツ団体支援事業費を廃止し、

ります。

スポーツ振興補助金、それから七飯町体育協会補

また、下から４行目に、トルナーレ芝生圃場増

助金、七飯町スポーツ少年団補助金が本事業費に

設により増と記載しておりますが、これは、剥が

移行し、増えましたが、三木町との小学生スポー

れたり病気などで交換が必要となった芝生を補修

ツ交流事業が前年度で終了したため、負担金２１

するための芝生を育てる圃場をつくるもので、ト

０万６,０００円が減となり、全体事業費が減額

ルナーレの山側駐車場のうち１,０００平米を芝

となっております。

生の圃場とするものでございます。

続きまして、事業ナンバー２番、予算書の１４

この原材料の中から、砂などの土代として１２

８ページから１４９ページでございます。事業予

４万１,０００円、記載はしておりませんが、消

算名はスポーツ合宿事業費で、本年度予算額２３

耗品費から芝生の種代として２２万円、作業機器

９万３,０００円、前年度比１８万６,０００円の

借上料として１５万４,０００円、合計１６１万

減となっております。事業内容は、ごらんのとお

５,０００円で整備するものでございます。整備

りとなっております。

に当たっては、工事請負費ではなく、職員が直接

事業ナンバー３番、予算書の１４８ページから

整備を行うものでございます。

１５１ページでございます。事業予算名は体育施

最後になりますが、事業ナンバー５番、予算書

設公用車管理費でございます。本年度予算額８６

の１４８ページから１５１ページでございます。

万円、前年度比９万３,０００円の減となってお

事業予算名はパークゴルフ場指定管理費で、本年

ります。事業内容は、ごらんのとおりとなってお

度予算額８０１万２,０００円、前年度比３７万

ります。

６,０００円の増となっております。主な内容

続きまして、事業ナンバー４番、予算書の１４
８ページから１５１ページでございます。事業予

は、指定管理費が前年度より８８万４,０００円
増の７９５万２,０００円となっております。

算名は体育施設管理費で、本年度予算額４,５５

また、前年度は工事請負費として、大中山パー

０万６,０００円、前年度比は１５９万２,０００

クゴルフ場のトイレ工事がありましたので、５０

円の減となっております。特定財源は記載のとお

万８,０００円が減となっております。

りとなっております。

以上、スポーツ振興課所管の予算についての説
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明は以上となります。
〇中川委員長

それと、今回資料で、民間委託するということ

学校給食センター長。

〇柴田学校給食センター長

で、方向を示しているわけですけれども、その内

それでは、学校給食

容として、効率化を図るということが言われてお

センター予算について、共通様式に基づいて御説

ります。どのような効率化が民間委託によって実

明いたします。

現するのか、その辺について、２点目にお伺いし

予算書は、一般の１５２ページから１５５ペー

たいと思います。要するに民間委託の理由とし

ジ。ナンバー１番、事業予算名は学校給食セン

て、もう少しわかりやすいように説明をいただき

ター運営費でございます。本年度予算額が１億

たいということです。

６,３０６万７,０００円で、前年度比２１６万

３点目なのですけれども、ナンバー１１には、

７,０００円の増となっております。特定財源は

従来の臨職の給料１２名分が記載されております

記載のとおりでございます。

けれども、今回、民間委託によって１名減になる

増減の大きなものといたしまして、委託料は２

わけです。１１名を雇うことによって、ナンバー

８０万円の増で、主な要因として、委託料の有害

１４ですけれども、２,４３２万１,０００円とい

生物防除点検業務委託料が、現在より詳細に調査

う雇用金額が、むしろ１１名で、１名減になった

を実施するため、新規の実施といたしまして４４

のに予算は増加するということになっております

万３,０００円の増。施設管理委託料の学校給食

けれども、その内容についての説明をお願いした

調理業務委託料が、長期継続契約でございます

いと。

が、年度により異なる支払いの設定額として２３
６万４,０００円の増などでございます。

以上です。
〇中川委員長

備品購入費は３６７万１,０００円の減で、機
械器具費の米飯保温食缶購入費として、劣化した

〇竹内学校教育課長

それでは、ただいま上野委

員のほうから御質問がございました。

食缶を今年度に更新いたしましたので、その分の
減でございます。

学校教育課長。

まず、学校用務員の人件費の部分でございます
けれども、こちら共済費の部分も含んでの委託化

扶助費は３５９万１,０００円の増で、こちら

というところでございますけれども、こちらにつ

は、準要保護児童生徒給食扶助費１１８万９,０

きましては、共済費と賃金がなくなりまして、そ

００円の増及び多子世帯児童生徒給食扶助費２４

の分、委託料として計上されているということ

０万２,０００円の増によるもので、主に実績に

で、共済費も含んでいるということで御理解いた

よる増でございます。

だければと思います。

以上、簡単でございますが、令和２年度予算の

２番目の効率化を図る部分で、どういった理由

説明でございます。

かというところでございますけれども、こちらに

〇中川委員長

ありがとうございました。

つきましては、学校用務員のほうが、臨時職員

これより、各課ごとに質疑を行います。

で、欠になったときに募集をかけるときに、なか

まず、学校教育課の質疑を行います。

なか人が応募で集まらないというような状況が、

上野委員。

人の募集でちょっと困ったことがございまして、

〇上野委員

学校用務員の民間委託化に関連して

それで、学校用務員を全部民間委託のほうにシフ

なのですけれども、まずはナンバー１１の予算、

トしていくことで、業者のほうで人繰りのほうを

従来の予算があります。１２名の臨職を雇って、

やっていただけるのではないかというようなこと

２,０７２万５,０００円という金額になっており

で、人を探す部分も含めて効率化を図るというこ

ますけれども、これは、ナンバー１７の共済費、

とで、学校用務員のほうにつきましては、委託を

今回、民間委託によって共済費が減になるわけで

決定したというような流れとなってございます。

すけれども、この金額は共済費を含んだ金額なの

また、次に御質問がございました、学校用務員

かどうか、まず１点目にお伺いします。

の委託料の部分でございますけれども、若干高く
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なっている部分というのは、やはり今の臨時職員

以上です。

の賃金または共済費、これに含めまして、やはり

〇中川委員長

業者のほうに委託に出すというところもございま

〇上野委員

すので、その辺の民間に委託する場合の経費、あ

で聞いたのですけれども……。

と、同じ賃金ということではなくて、やはり給料

〇中川委員長

の上がり幅も多少含めた形での予算計上となって

畑中委員。

上野委員。
１人当たりは幾らになるかという形
よろしいですか。ほかに。

ございますので、委託料については少し上がって

〇畑中委員

いるというようなことで、御理解いただきたいと

件なのですけれども、民間委託するというのは１

思います。

１名、今までは１２名でしたよね。ところが、今

以上です。
〇中川委員長
〇上野委員

今、上野委員が質問された用務員の

までお勤めされていた１２名の方々というのは、
上野委員。

要するに雇用できなくなるから、職を失うことに

大体わかったのですけれども、１名

なります。そういう点については、同じお勤めす

減なのに予算は増というような状況になっていま

る人として、その辺も何も考えないのでしょう

す。給料的には１名当たりどのぐらい、今回の措

か。

置で増になってしまったのか、その辺はわかりま
すでしょうか。
〇中川委員長

ただ、国の法律でもってこうなるというのであ
れば、若干疑問も残るのだけれども、そのように

学校教育課長。

〇竹内学校教育課長

考えているのですけれども。

今回の１人当たりの用務員

それからもう一つは、委託先というのは、民間

の委託料でございますけれども、こちら、共済の

委託となりますけれども、人材派遣センターのよ

保険も全部含めましてですけれども、税抜きで３

うなところに委託されるものかどうか、その辺に

７万円ほど、１人当たり予算を見ております。そ

ついても、２点ほどお尋ねします。

れに消費税も含めての金額ということで計上して

〇中川委員長

おります。

〇竹内学校教育課長

以上です。
〇中川委員長
〇上野委員

学校教育課長。
こちらの民間委託の部分で

ございますけれども、こちらの用務員の民間への
上野委員。

委託につきましては、もともと行政改革の事項の

今回は３７万円ですけれども、委託

取り組みとしても、もともと議論されているとこ

前の共済幾らになりますか。

ろでございます。臨時の用務員につきましては、

〇中川委員長

昨年度の採用のときに、将来的に民間委託のほう

学校教育課長。

〇竹内学校教育課長

委託の前の金額ということ

も含めて町のほうとしては考えているということ

ですか。もともと学校用務員の賃金でございます

で、考え方としてはお話もさせてもらっていま

けれども、３１年度予算のベースのもので申しま

す。

すと、日額８,４００円の出勤日数、日給月給で

今回、委託に当たっては、委託先のほうに、条

すので、約２１日というような計算になると。そ

件として、なかなか全部限定的に加えるというの

のほか、１カ月２１日計算の部分と、あと、期末

は難しいのですけれども、できるだけ今回、もと

手当としまして、８,４００円の２１日、こちら

もと用務員としている方を採用してほしいという

の年間２.４カ月分ということで、大体４３万円

ようなことで、プロポーザルとして参加する業者

ほど手当のほうも支給しております。そのほか共

のほうには町としてお願いをしております。

済費等も含めてということで、賃金で１人当たり

また、プロポーザル参加の委託をする仕様の中

大体２６０万円程度、年間。それに社会保険と雇

に、各学校に配置する、作業する用務員の方につ

用保険等を含めまして、年間、保険のほうが大体

きましては、用務員等の経験を有している方とい

４０万円程度ということで、年間、保険料等もか

うことで、発注をする段階で、仕様の中にも、今

かっているというような状況でございます。

現在勤めている用務員が継続して受けてもらえる
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ような形で、仕様の中には組み込んでいるという

法改正に伴う民間への委託というものでは今回は

ようなことで委託を発注しております。

ないです。

また、現在の学校用務員につきましては、３月

民営化につきましては、先ほど申しましたとお

３１日までの任用期間で、それを過ぎましたら民

り、人員を募集するとか雇い入れする際に、やは

間の委託業者のほうにスムーズに雇用していただ

りなかなか人が集まらないというような現状が

くように業者のほうにはお願いをしているところ

あったということで、民間への委託というような

です。

ことを踏み切っております。

ただ、もともと用務員の方で、ほかに仕事を見

あと、賃金について、金額が上がっているとい

つけられて、変わられている方も中にはいらっ

うようなことでございますけれども、今回、民営

しゃいますけれども、今のところ委託で出す人数

化するに当たって、今のもともとの学校用務員に

と、継続して民間の会社のほうに移行したいと要

払っている賃金に、さらにベースアップ分も見込

望されている用務員と、委託の人数と今ちょうど

んだ形で今回計上しております。ですから、もと

合っているような状況でございます。受けてもら

もと用務員にかかっていた金額よりは、委託料と

う会社につきましては、スムーズに受けていただ

してはちょっと高くなっているというようなこと

きたいということで町からもお願いしているとい

にはなりますけれども、ただ、民間のほうに、少

うような状況でございます。

し高い金額になりますけれども、委託することに

また、委託先の業者の選定につきましては、庁

よって、人繰りについては、まず、町で探すより

舎管理ですとか、あと、警備等の実績のある、七

はスムーズに見つかるということが利点として一

飯町の物品購入等の指名の登録をしている業者の

つと。

中から実績のある業者を選んで選考しておりま
す。

ことによりまして、業務も、人の行き来等も学校

以上でございます。
〇中川委員長
〇畑中委員

あと、学校間の用務員の中で、１社で請け負う
間でやりとりもできるので、効率という部分で

畑中委員。

は、例えばどこかの学校で、１人で終わらない部

今聞き忘れたのですけれども、これ

分があったとしたら、ほかの学校から応援に行っ

は法の改正か何かで、そのようにしなければなら

たりですとか、そういう人繰りもしやすくなると

なくなったのかどうか、まずそれ１点と。

いうようなこともございますので、こういう部分

それから、今聞いていますと、上野委員の質疑

で効率化が図られているということで、金額につ

のときでも答弁されておりましたけれども、今ま

きましては、ちょっと上がっておりますけれど

で１２名に支払っていた賃金と、今１１名で払う

も、そういう効率化も含めて、今回委託に踏み

ほうが、むしろ多いというふうに聞いたのです。

切ったということで、御理解いただければと思い

そうすると、例えば町のほうでは、変えることに

ます。

よって何かメリットなりがあるものかどうか、逆

〇中川委員長

に、私から言わせると、もし法でもってそうなる

平松委員。

のであればいたし方ないのだけれども、働く人に

〇平松委員

よろしいですか。ほかに。
２問お願いします。

とっても逆に収入減になって、メリットがないの

ナンバー７、スクールバスの増車の件なのです

ではないかなと思うのです。その辺がどうも私に

けれども、中型１台とワゴン車１台を増やすとい

とっては理解に苦しむものですから、ちょっとお

うことで、２,０００万円以上のお金が計上され

尋ねします。

ていますけれども、今までのスクールバスの内訳

〇中川委員長

学校教育課長。

〇竹内学校教育課長

と、それから、運行している状態というのです

ただいま、まず学校用務員

の民営化について、まず、法改正かどうかという

か、例えば朝から晩までずっと借り上げなのか、
そういった説明をお願いしたいと思います。

ところなのですけれども、法の改正ではなくて、
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２点目は、ナンバー９なのですけれども、教員

住宅を補修するということで予算組まれています

３便というような形に、今度は運行回数が増える

けれども、大中山小学校は、周りのマンションみ

という形になります。

たいなものを借り上げしています。そういった設

また、登校時につきましては、ピストンする区

計比較なんかをしたのでしょうか。それとも、こ

間もございますので、バスによっては、朝２経路

れはまだあと２０年使うとか３０年使うとか、そ

走るというようなバスもございます。

ういう方針に基づいてのことなのか、この２点の

また、こちらのスクールバスにつきましては、

説明をお願いします。

学校の登下校のほかに、学校行事等で遠方に行っ

〇中川委員長

たりですとか、部活動の大会に出る際に児童を乗

学校教育課長。

〇竹内学校教育課長

バスの委託の部分でござい

せていったりというようなことで、学校の登下校

ますけれども、今回、当初予算のほうで、スクー

以外に、課外の運行というのも状況としてござい

ルバスのほうが、もともと４０人乗りの中型が現

ます。回数については、今押さえておりませんけ

在のところ１台と、あと、２４人乗りのマイクロ

れども、運行状況としてはそのような状況という

バスが１台で、現在２台運行しております。昨年

ことでございます。

度の当初予算につきましては、こちらの４０人乗

また、こちらの住宅の補修の部分でございます

りのスクールバスにつきましては、７月ですか、

けれども、住宅の補修につきましては、補修は、

夏休み前まで、スクールバスのほうは民間委託で

峠下小学校の住宅の補修を見込んでおります。峠

はなくて、もともと車検が切れる前は、現在のマ

下の校長住宅につきましては、補修ということ

イクロバスと同じく、運行委託ということで、運

で、大中山小学校につきましては、今回解体とい

転手の賃金だけで、スクールバスにつきまして

うようなことを予定しております。

は、町の公用車を使った、運転業務だけの委託と

先ほど申しましたとおり、計画等に沿ったもの

なってございました。それが、夏休み部分まで

かというところでございますけれども、特段解体

あって、それ以降、スクールバス４０人乗りの中

の計画等にのっとったものということではないの

型につきましては、完全に車両のほうも民間の業

ですけれども、かなり老朽化も激しくて、現状の

者で用意していただくというような形での委託と

住宅につきましては、使えるような状況ではない

いうようなことに切りかわってございます。です

ということで、黙視で確認しております。使うと

から、当初予算の部分での比較の部分では、今回

いうような状況にもございませんので、そのまま

は、４０人乗りのスクールバスが、今年からは、

住宅を置いておくというようなことよりは、やは

４月からの部分ということで、１年間ということ

り壊して、土地の利活用も含めて考えるというこ

で、昨年度よりは日数がちょっと増えているとい

とで、今回解体ということで考えております。

うようなことでございます。

以上です。

新たに増やすものとしましては、現在の４０人

〇中川委員長

平松委員。

乗りの中型１台とマイクロバス２０人乗り１台

〇平松委員

スクールバスのことだけ、もう１回

に、さらに２４人乗りのマイクロ１台と、あと、

質問しますけれども、結局トータルで４台になる

１０人乗りのワゴン車１台というようなことで、

わけです。大小あるのでしょうけれども、大ざっ

２台を増車する予定となっております。

ぱに考えれば、４,０００万円近いお金ですか

運行状況につきましては、スクールバスにつき

ら、１台を１年間１,０００万円として、月に１

ましては、学校がある日は、学校の登下校時に運

００万円近いお金で借り上げるような状況になる

行しております。こちら、部活動をやっている子

と思うのですけれども、結局朝から晩までずっと

もおりますので、下校につきましては２便運行し

町が借り上げているという考え方になるのです

ているというような状況です。

か。それとも登下校時だけ委託をして、それ以外

また、新年度から今度は小学生も乗りますの

は、業者ですから、何か仕事があればそっちに回

で、運行につきましては、下校時につきましては

るという委託になるのですか、そこの説明をお願
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いしたいと思います。

〇中川委員長

〇中川委員長

〇竹内学校教育課長

学校教育課長。

〇竹内学校教育課長

学校教育課長。
一般町民の利用というの

こちらのスクールバスの委

が、学校をやっているときですと、どうしても朝

託でございますけれども、完全に委託するスクー

運行した後に、下校時までに戻ってくるというの

ルバスの委託料につきましては、バスの運行なの

が厳しいような状況だったりというのもあるの

ですけれども、バスの運転手の拘束につきまして

で、今のところは、民間についての利用について

は、１日１０時間の拘束時間となっております。

は考えていないのですけれども、ただ、それとは

こちら、陸運局のバスのほうの規制する法律の改

別に、学校でも例えば遠足ですとか、大沼以外の

正に伴いまして、拘束時間の目安を決めておりま

ところで、ほかの学校でも出かけるときに、ス

して、バスを運行する前に、出庫前点検というも

クールバスの利用という要望もあります。こう

のを必ず運行前にするというようなことで、ス

いったものにつきましては、やりくりの中で運行

クールバスの走る前から、まず点検の時間をとっ

等は考えているところでございます。

ております。朝運行した後、１回会社のほうに戻

現に、現在もこちらのスクールバスがあいてい

りますけれども、戻ったら一度必ず、また出発す

るときには、学校行事等で運行したいというのは

る前に点検を、法律的に行わなければならないと

ありますので、そこの合間を縫って町民にという

いうようなことで、朝送って戻ってきて、またす

のは、今のところは考えていないという状況で、

ぐ午後に向けて点検を行って、下校時の便にその

御理解いただきたいなと思います。

まま運転手のほうはまた出庫してもらうという形

〇中川委員長

になりますので、部活動の終わる最後の便の終了

に。

時の、戻ってからの点検も含めまして、拘束時間

平松委員、よろしいですか。ほか

神﨑委員。

として１０時間ということで予定しているという

〇神﨑委員

ことでございます。

の負担金のところで、渡島特別支援教育研究会負

〇中川委員長

担金が８,０００円の増ということで、学級の増

〇平松委員

平松委員。

例えば、結局１日いっぱい車４台を

借り上げている状況だということですよね、町民

ナンバー２番です。教育環境の充実

になっておりますが、七飯町でも増えているのか
どうなのか、その状況を教えてください。

目線から見れば。一旦子供を送って、会社に帰っ

それと、ナンバー１２番です。健診による病気

て点検するということをしないで、例えば町民の

の早期発見など、児童の健康保持を図るというと

何か要望があったときに、スクールバスがそのま

ころの需用費の消耗品で１０万２,０００円の増

ま回る。今、町有の車両が２台ありますけれど

ということで、開設したのが七重小学校特別支援

も、実際問題、結構取り合いをしているような状

学級、病弱学級が開設のためということで、ここ

況です。その日はぶつかっていてだめですと断れ

も学級のための消耗品ですから、それにかかわる

ることも、町内会なんかで予約するとあるので

ものかと思うのですけれども、まず、どの程度病

す。そういうことに回せるのだったら、このぐら

弱なお子さんを今後見ていくのか。それと、保健

いの金額を払うというのもわかるのですけれど

師だけで、看護師とか、そういう方々の配置とい

も、ただ登下校だけで４台、１年間貸し切るよう

うのですか、そういうのも何もここに出ていない

な状況であれば、非常に経費としては、点検どう

みたいなのですけれども、そのあたりのお話を教

のこうのというのは、それはちょっと業者目線と

えていただきたいのと。

いうか、町民サイドから見れば余り理解できる話

今回、行政方針、一般質問もなかったのですけ

ではないと思うのでけれども、その辺、教育委員

れども、その中で、３ページに教職員の働き方改

会の話ではないかもしれませんけれども、何か町

革ということで、各学校にタイムカード設置とい

民が、登下校以外に利用できるという可能性につ

うことですけれども、この予算書の中ではそれが

いて、ちょっと答弁願いたいと思います。

見えてこないのですけれども、これは補正での考
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え方でいるのかどうなのかと。

月からタイムカードの利用を各学校のほうにして

それともう１点、その下に、勤務時間外におけ

もらうように、タイムカードについては、残予算

る電話対応ということで、留守番電話機による対

で対応して、もう既に配布済みということで御理

応ということで、このあたりも人員配置が要るの

解いただきたいと思います。

か、留守番電話だけに入れて、事態が大変なとき

また、留守番電話の対応でございますけれど

にどのような形でこの流れをつくっていくのか、

も、こちらにつきましては、教育行政方針にも

そのあたりちょっと、金額的なものも発生するの

載っておりますとおり、こちらで一方的にやると

か、増になるのかどうなのか、そのあたりを教え

いうものではなくて、学校ごとで、地域の状況も

ていただきたいと思います。

異なりますので、コミュニティスクールですとか

〇中川委員長

学校運営協議会、こういった中で、働き方改革の

学校教育課長。

〇竹内学校教育課長

まず、七飯町の特別支援学

中で、こういう対応を考えているということで、

級の部分でございますけれども、数、今はっきり

まず協議をしていって、地域と話し合いをして、

とわからないので申し上げられないのですけれど

いいですよということで状況が整ったところから

も、先ほど申しました１２番の御質問にございま

順次、留守番電話対応を行っていきたいと考えて

した病弱学級が増えるというようなこともあっ

おります。

て、学級が増になるということで負担金が増えて
おります。

ただ、予算についてはございませんので、今
後、協議して、設置が必要になりましたら、都度

１２番の部分、新たに七重小学校に病弱学級、
新たに開設ということになりますけれども、こち

補正なり対応させていただきたいと考えておりま
す。

らにつきましては、白血病を抱えているお子さん

以上です。

ということで、ここの消耗品につきましては、病

〇中川委員長

弱学級、どうしてもほかのお子さんと、白血病で

〇神﨑委員

すと、保護者の方からお話があったのが、特に冬

置の保健師とか看護師とか、そういう方を配置す

場の時期に風邪ですとかインフルエンザが移って

るという形になるのかどうなのか、そのあたりは

しまいますと、どうしても免疫低下を起こしてい

どうなのですか。

るので重症化しやすいというようなところで、ど

〇中川委員長

うしても特別に病弱学級の学級だけを一教室設け

〇竹内学校教育課長

られるといいのですけれども、なかなかの今の七

配置を予定しているかということですけれども、

重小学校の教室の状況ですと、専門で、仕切られ

現在のところは予定していないということで、学

た空間で一教室というのができないので、少しで

校のほうの養護教諭、保健の先生がおりますの

も感染リスクを下げるために、パーテーションな

で、そういった方もしくは特別支援の先生方での

りカーテンを、少し長めのカーテンをしたりです

対応というふうになります。こちらにつきまして

とか、そういうようなことで仕切りをするような

は、保護者とも十分話をして、学校でできるとこ

方向で今は考えております。そのために、いろい

ろを保護者のほうにお話をさせていただいて、保

ろと仕切りをしたりするための消耗品ということ

護者のほうも十分理解した上で、こちらの特別支

でございます。

援学級のほうに通わせたいということで、今回対

神﨑委員。
先ほどの１２番で、答弁漏れで、配

学校教育課長。
看護師ですとか、そういう

また、働き方改革の部分でございますけれど

応するということで、保護者のほうにも了解いた

も、新年度からのタイムカードの導入につきまし

だいているということで、御理解いただきたいと

ては、今の３１年度予算の備品の余り予算で、タ

思います。

イムカードのほう、１台２万円ちょっとなので、

〇中川委員長

そんなに高くないものですので、各学校のほう

若山委員。

に、もう購入をして既に配置をしております。４

〇若山委員
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ほかに。
まず、ナンバー７のところで、大沼

岳陽学校のスクールバスの運行で、説明会のとき

バスによっては、２経路ということで、ピスト

にまだはっきり決まっていなかったので、朝相当

ンするところがあるので、ピストンするところに

早い時間から動かすというような形があって、冗

ついては、７時２０分台ということで、ちょっと

談なのでしょうけれども、予算次第ですねなんて

早い時間になりますけれども、それ以外のところ

いうような形の説明があったのですけれども、岳

は７時３０分ぐらいで、早いところは、１カ所目

陽学校の運行スケジュールの主に朝の、何通り

から迎えに行って、８時ころには学校に行くとい

か、何カ所からあるのかもしれないのですけれど

うようなことで、バスの運行は現在のところ組ん

も、その時間帯の決定した内容と、父兄の了解等

でおります。

について。

あと、保護者には、先日、コロナがいろいろと

それとあと、このスクールバスの予算は、今

出る前に、学校のほうで全体説明会を保護者に対

後、毎年この金額が計上されていくというふうに

して行っております。その場所で、今回のバス４

考えていいのかどうかということです。

台の運行予定表を提示しておりまして、説明会を

それともう１点は、ナンバー１４の校舎等営繕

行っております。保護者のほうから特段運行につ

費（小学校）というところでございます。ここ

いては、クレーム的なところはなかったのですけ

で、特定財源２,１００万円ほど交付金としてあ

れども、こちらにつきましては、おおむね御意見

るのですけれども、これはどの事業に対応するも

等も募集したのですが、大体ほぼ原案どおりとい

のなのかということと。

うことで了解をもらっております。

大沼小学校と軍川小学校の解体で８,６００万

ただ一部、時間の運行で多少入れかえ等はござ

円というのはちょっと高過ぎないのかなと。ただ

いましたけれども、保護者のほうには皆さん、了

体育館壊すだけでこんなにかかるのかというのが

解をもらっているということでございます。

あるのですけれども、この根拠的なものというの

スクールバスの今回、初の経路と、小学生も

はどうなのかなというところをもう少し御説明い

乗って、初の運行になるので、４月３日に、今、

ただければなと思うのですけれども。

スクールバスの各経路、バスに実際に乗っていた

以上です。
〇中川委員長

だいて、予行練習を１回予定しております。ほぼ
学校教育課長。

〇竹内学校教育課長

乗っていただいて、今のところは特段保護者から

それでは、まずスクールバ

スの運行でございますけれども、当初、説明会等

も御意見がないので、練習をしていただいて、新
学期に臨みたいということで考えております。

を何度か保護者のほうにもしております。ただい

また、予算につきましては、毎年このような金

ま質問ございましたのは、若山委員が出席された

額での予算計上というような形になろうかと思い

説明会のときは、まだはっきりと運行時間が決

ます。

まっていなかったものですから、実際に増車しな

あと、ナンバー１４の校舎等営繕費、小学校の

いでの時間も、２台での運行も考えたのですけれ

交付金の部分でございますけれども、こちらにつ

ども、朝６時台からの運行ということで、大変現

きましては、各体育館２棟の解体工事費に対して

実的でないということで、そういう話はちょっと

の交付金というふうになっております。

しました。

また、こちらの２棟の解体工事費なのですけれ

実際に今４台の運行で考えている時間としまし

ども、こちらにつきましては、金額につきまして

ては、そんなに極端に差はないのですけれども、

は、きちんと都市住宅課の建築技師のほうにも積

大体７時２０分から３０分ぐらいに、早いところ

算をしていただいているので、適正な工事価格で

は迎えに行くというようなことで、学校には８時

はないかということで担当課としては理解をして

過ぎ、８時５分とか、そのくらいには学校に着く

おります。

ような形でバスの運行時刻表をつくっておりま
す。

以上でございます。
〇中川委員長
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若山委員。

〇若山委員

体育館の解体費なのですけれども、

ていないときの金額ということで、２棟分で４,

去年の第１回の臨時会で、体育館の解体費どのく

０００万円ということでお答えしておりましたけ

らいかかるのだと、プールつくったらどのくらい

れども、昨年１２月に実施設計を実際に業務発注

かかるのだということで、今後の計画として上

して、委託をして工事費を設計しております。こ

がっていたものですから、聞いたときには、４,

の際に実際に出てきたものを建築技師のほうにも

３３０万円という説明だったのです。単純に倍に

精査をしていただいて、実際に８,０００万円と

なっているので、僕の聞き間違いで、１棟４,３

いうことになっております。

００万円なのか。２棟でと思ったのですけれど

一番最初に説明したときには、実施設計をして

も、記録を読み直してみたら、二つで４,３３０

いなかったということで、本当に見込みというこ

万円という説明だったのです。その間に何がどう

とで金額を申し上げておりました。この辺の差異

変わったのか、もしあれば説明いただきたいの

につきましては、大変見込みが甘かったというこ

と。

とで、大変申しわけなかったと思っております。

事業を進める上で、４,０００万円なのか８,０

実際には、工事費のほうにつきましては、アス

００万円なのか、１億円なのか２億円なのかに

ベストの処分費ですとか、また、解体後に実際に

よって、やるべきかやめるべきか、どうすべきか

施設を利活用するとなると、後処理の工事等も含

というのは、物すごい影響は大きいのかなと思う

めるとやはり８,０００万円ほどかかるというこ

わけです。そんなにかかるのならやめて統合しよ

とで積算をしております。

うとか、それとも体育館を直して、耐震化しよう

以上でございます。

とか、いろいろ判断があるのではないかなと思う

〇中川委員長

のですけれども、金額がこれだけ変わった経緯と

〇若山委員

いうのは、たまたま質問のときには、ちょっとそ

いたのは、去年の臨時議会の大沼岳陽学校の４億

こまでのデータが不足だったということなので

円の予算を決済するときでの答弁でございまし

しょうか。

て、ということは、このときには正確な数字はつ

以上です。
〇中川委員長

若山委員。
僕が４,３３０万円ほどの費用と聞

かんでいない、出していないけれども、４,００
１１時２０分まで休憩いたしま

す。

０万円ぐらいですではなくて、４,３３０万円で
すねという答弁だったということで、ちょっと。

午前１１時０９分 休憩

４,０００万円もかかるなと正直思ったのです。

─────────────

二つ解体するだけで。だけれども、しょうがない

午前１１時２０分 再開

なと思って聞いていたのですけれども、今ここに

○中川委員長

休憩前に引き続き、再開いたしま

す。

来て、それはちょっと、まだ全然検討していない
数字で、しかも、よくよく調べてみたら、アスベ

若山委員に対する答弁から再開いたします。

ストもあるので８,０００万円ですというのであ

学校教育課長。

れば、全体計画、その他の数字について疑問を持

〇竹内学校教育課長

それでは、大沼小学校と軍

たざるを得ないのですけれども、去年の５月の段

川小学校の解体工事費の件でございますけれど

階というのは、この解体の費用というのは本当に

も、確かに最初、恐らく昨年の民生文教常任委員

概算の概算というか、前に峠下の体育館を壊した

会のときに、事業費のほうを聞き取りされたとき

ときにこのぐらいだったとか、そのような数字

に、工事費４,０００万円ほどということでお答

だったのですか。

えをしております。こちらにつきましては、当初

〇中川委員長

２棟分の工事費ということで回答させていただき

〇竹内学校教育課長

ました。

は、あくまでも概算というようなことで金額をは

ただ、この時点で工事費の実施設計をまだ行っ

学校教育課長。
こちらのほうにつきまして

じいたものでございます。実際に道のほかの施設
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ですとか、そういったものも踏まえて、ただ、正

制も含めて、支出基準を見直しをかけるというこ

式にははじいていなかったということで、本当に

とになってございます。

概算での工事計算というふうになってございま

〇中川委員長

す。

副委員長。

以上です。
〇中川委員長
〇若山委員

よろしいですか。ほかに。

〇横田副委員長
若山委員。

まず１点は、学校用務員の件で

すけれども、もともと学校用務員を委託にすると

そうであれば、概算とか、正式には

いうことは、先ほど話を聞いていると、学校を統

まだあれだけれどもというような形で前置きとい

合したことによって職員の体制が少なくなったと

うか、前提をつけて説明していただきたかったな

いうことと、それから職員を手配するのに大変だ

という感じで、思いまして、４,０００万円が８,

ということが理由だというふうに話したのですけ

０００万円になりましたとかと、あのときの数字

れども、それだけなのか。

はこうですとかというのは、いろいろな計画を審

できましたら、この予算に対する積算の根拠と

査する上にとっては非常に困ったことだな、問題

いうのを出してもらえれば。あると思うのです。

だなという感じがします。

当然、金額が出てきたということは、積算根拠、

ただ、僕自身は、８,０００万円が正解なの

内訳というのはわかっていると思うので、その数

か、４,０００万円が正解なのかわからないの

字と。できましたら、今の１２名体制でやったと

で、何とも言えないのですけれども、今後はそう

きのかかった給料、先ほどの説明では、むにゃむ

いうことのないようにしていただければなと思い

にゃというふうなところで終わったのですけれど

ますので。

も、前は日額で８,４００円だと、それの出た分

終わります。
〇中川委員長

だというふうな話をしていたのですけれども、そ
ほかに。

れに比べれば、一括で委託するのだから何ぼ何ぼ

稲垣委員。
〇稲垣委員

という数字が出ていると思うのです。その数字を
ナンバー３の対外競技参加費なので

教えていただきたいと思います。

すけれども、１００万円減になっている内訳を詳

それから、スクールバス、僕もよくわからない

しく教えてください。大きな大会がなくなったと

ので、確認ということで。今までは２台車を持っ

か、何かそういうのがあるのかなと思いまして。

ていました。２台持っていましたけれども、それ

〇中川委員長

が古いから取りかえるという話も前から出ていた

学校教育課長。

〇竹内学校教育課長

こちらにつきましては、特

に細かく内訳というのはございません。

し、車両込みの委託でお願いしたいというふうな
ことも、前にその方向で動いていたという話も聞

ただ、現在支出しております対外競技補助金の

いているので、今まである２台についてはそのま

支出基準を今回見直しをかける予定をしておりま

ま使う。古いほうの車は、８月いっぱいだかで車

す。そちら見直しをかけた際に、これぐらい落ち

検が来るから使わなくなるのかどうか。新しい２

るだろうというような予測での減額というふうに

台については、あくまでも車両、運転手つきで一

なってございます。

括で借りるのかどうか。

〇中川委員長
〇稲垣委員

稲垣委員。

あと、春休み、夏休み、冬休みになった場合に

削減する、見直す主な理由は何です

か。
〇中川委員長

は、４台とも、車というのは全部配置させるのか
どうか。とりあえずその点と。

学校教育課長。

〇竹内学校教育課長

それから、大中山小学校の、小学校は小学校で

対外競技補助金につきまし

出ているのですけれども、水道光熱費の中に、今

ては、行政改革の検討事項にもなってございまし

年のバイオマスの予算というのは、何ぼなのかわ

て、そういった観点から、現在支出している内容

からないので教えていただきたいと思います。

について精査をしたところ、来年度、補助金の抑
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以上です。

〇中川委員長

学校教育課長。

〇竹内学校教育課長

〇横田副委員長

スクールバスの件で確認で、学

用務員の積算の根拠と、比

校が休みのときには、それは予算に組んでいない

較ですとか、資料で後ほど提出させてもらっても

ということで、使用しないという契約で、何か行

よろしいでしょうか。

事があった場合には別個払うという考え方でよろ

スクールバスでございますけれども、まず、も

しいかということと。

ともとある２台でございますけれども、昨年の８

それから、委託料の中で、今までの車の中で、

月に４０人乗りのスクールバスの車検が切れてお

ドライバーのみというものと、それから新しく入

りまして、こちらのスクールバスはかなり車体も

れたものと、車、ドライバー込みのものの委託の

古くなっておりますので更新せず、４０人乗りの

金額を教えていただきたいと思うので、よろしく

ほうについては、運転手を含めての委託というよ

お願いします。

うなことで現在行っております。

それからもう１点、バイオマスの６０万円とい

２４人乗りのマイクロにつきましては、まだ車

うのは、どのぐらいの量なのですか。

両が使える状況ですので、こちらについては、車

その２点お願いします。

両は町の公用車としてそのまま持っておりますの

〇中川委員長

で、運転業務だけ委託ということで、バスは、今

〇竹内学校教育課長

のところ４０人のバスを委託料の中に含めて用意

運転手だけ頼む部分の委託料、こちらにつきまし

をしてもらってということで、１台用意しても

ては、年間で約５７０万円ほど、マイクロ１台、

らっています。

町公用車に乗る運転委託業務につきましては５７

新年度から追加になる２台につきましては、ど

スクールバスのマイクロの

０万円ということで計上しております。

ちらにつきましても運転手と車両の用意も含めて
の委託ということで予定をしております。

学校教育課長。

また、チップでございますけれども、こちら
は、トン数にして３０トン分ということで、約１

また、休み期間中でございますけれども、夏休

カ月分というようなことでございます。こちらに

み、冬休みですとか春休みの運行のない日につき

つきましては、また秋になりましたら補正予算等

ましては、委託料については支払いは予定してい

の対応をさせていただきたいということで考えて

ないということで、あくまで学校がある登下校

おります。

時。

以上です。

また、ただそれ以外、夏休みと冬休みにつきま

〇中川委員長

副委員長。

しては、学校の行事等で、例えば休みの日とかで

〇横田副委員長

ということは、バイオマスにつ

も中体連ですとか、そういった学校外の行事、ま

いては１カ月分ということで、今、最後に言った

た、夏休みでも部活動で遠征に行ったりですと

ら、安くなったらやるということは、今、値段が

か、そういった部分で利用するケースもございま

ほかの燃料と比べると、逆転して高くなっている

すので、そちらで運行した場合には、またお金を

と。前は安いということで、それを優先的に使う

払うというようなことになりますけれども、基本

というふうに聞いていたのですけれども、そこは

的には、登下校時の部分については、学校のある

状況が変わっているということでいいのですね。

ときだけ支払うというようなことで予定をしてお

〇中川委員長

ります。

〇竹内学校教育課長

学校教育課長。
単価のほう、前の部分は存

また、バイオマスでございますけれども、大中

じ上げないのですけれども、今現在、チップにつ

山小学校のチップの部分でございますけれども、

きましては知内町から購入しております。こちら

こちらにつきましては、今のところ３０トンほ

の実績に基づきまして、３０トンを今回は当初予

ど、約６０万円予算を見込んでおります。

算で計上しているというところで、安くなったと

以上です。
〇中川委員長

かというところではなくて、こちらにつきまして
副委員長。

は、必要部分でとりあえず３０トン、１カ月分と
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いうことで計上させていただいているというとこ

度入札を執行して、業者を決定させていただい

ろでございます。

て、３年間の複数契約、現在ですとマルゼンに委

〇中川委員長

託を行っているところでございます。今回更新に

副委員長。

〇横田副委員長

ということは、バイオマスの

当たりまして、参考見積もりを一括で、総務課と

チップが用意できないという考え方でいいのかど

あわせてとったところ、人件費アップが主な理由

うか。

としまして、積算単価を上げてほしいということ

〇中川委員長

学校教育課長。

〇竹内学校教育課長

で、予算上は、人件費増の部分を上げさせていた

チップの用意ができないと

だいたところでございます。

かではなくて、チップの利用については、チップ

以上でございます。

ボイラーはおおよそ冬場活用しているというとこ

〇中川委員長

ろで、当面、夏場につきましてはチップボイラー

〇平松委員

の使用がないので、１カ月分を当初予算で計上し

るのですけれども、わからない話ではないのです

ておりまして、冬場の部分につきましては、今後

けれども、やはり委託をしているということであ

の単価等も含めて、動きを見ながら必要な部分、

れば、普通であると役場が直接人を雇用してやる

冬場に向けて計上していきたいということで、担

よりも安くなるということで民間委託しているわ

当課としては考えております。

けですから、高くしてもらいたいという気持ち

以上です。
〇中川委員長
〇横田副委員長

平松委員。
ナンバー１５でも同じことが出てい

は、それはどこの業者もそうでしょうけれども、
副委員長。

例えばそれであれば、また入札執行をやり直し

一つ忘れたのが、スクールバス

て、少しでも安いところを探すとか、そうやって

のドライバーのみで５７０万円ということは、も

経費の節減をしていくというのが基本ではないで

ともとあった車の小さいほうの部分が５７０万円

しょうか。３年更新で、高くしてもらいたいか

ということでよろしいのですね。

ら、その分の予算を見ましたという考え方という

〇中川委員長

のはどうなのでしょうね。町全体でずっとそうい

学校教育課長。

〇竹内学校教育課長
〇中川委員長

そのとおりでございます。

ほかに。

している意味がなくなるような気がするのですけ

（「なし」と呼ぶ者あり）
〇中川委員長

うことを続けていくのであれば、何も民間に委託
れども、ちょっとわからないところだと思う。本

それでは、質疑を終わります。

来であれば、なれた仕事で、何年もやっていれ

以上で、学校教育課に対する審査を終了いたし
ます。

ば、だんだん減っていってもいいのではないのか
なくらいに思うのですけれども、それは無理なの

次に、生涯教育課の質疑を行います。

でしょうか。

平松委員。

〇中川委員長

〇平松委員

ナンバー１０のところで、施設清掃

生涯教育課長。

〇北村生涯教育課長

町全体としての捉えとなり

業務委託料というのが、契約更新見込みにより増

ますので、私単独の考えで、ちょっと誤っている

と。それから設備運転管理の委託業務も、同じく

部分あるかもしれませんけれども、人件費の増に

契約の更新があるので増えていると。これ同じ人

つきましては、我々職員もそうですけれども、

が管理しているから、毎年給料が上がっていく、

年々ベースアップしていくところが基準になると

その補塡をしているという考え方でよろしいので

思います。

すか。
〇中川委員長

金額の節約につきましては、これから新年度に
生涯教育課長。

〇北村生涯教育課長

入りましたら入札を執行して、極力契約額を低く

こちらの清掃業務と施設管

していくように努力はしていくところでございま

理業務につきましては、役場本庁舎、それから文

すので、御理解のほどよろしくお願いいたしま

化センター、歴史館、合わせて３カ所を３年に一

す。
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〇中川委員長

よろしいですか。ほかに。

〇横田副委員長

（「なし」と呼ぶ者あり）
〇中川委員長

１点だけお願いします。

学校給食センターの給食費を見直しするという

それでは、質疑を終わります。

話は進んでいるのかどうかというのだけ、１点、

以上で、生涯教育課に対する審査を終了いたし
ます。生涯教育課長、御苦労さまでした。

教えていただきたいと思います。
〇中川委員長

学校給食センター長。

次に、スポーツ振興課の質疑を行います。

〇柴田学校給食センター長

平松委員。

ですが、平成２６年４月に値上げをした後、直近

〇平松委員

学校給食費について

ナンバー４で、大中山のパールゴル

では平成３１年４月に見直しをしてございます。

フ場のクラブハウスの改修工事費４４０万円見て

現在、今ちょうど上げて１年目ですので、見直し

おりますけれども、傷んできたから直すという考

ということについては、今のところ上げたばかり

え方もあるのでしょうけれども、いっそのことプ

ですので、議論はしてございません。

レハブだとか、いわゆるユニットハウスに変える

以上でございます。

だとか、このぐらいの金額であれば新棟が買える

〇中川委員長

と思うのですけれども、この改修というのはどう

〇横田副委員長

いう改修なのかちょっと説明をお願いしたいと思

れないから、続けて上げるような話をして、私会

います。

計から公会計に持っていくという話だったという

〇中川委員長

スポーツ振興課長。

〇川崎スポーツ振興課長

副委員長。
前に話したとき、一遍に上げら

のが１点と。

この改修は、外壁、外

あと、需用費の賄材料費、地産地消の食材費、

部も内部もそうなのですけれども、平成９年に建

これもずっと同じ金額ということでいいのです

てたクラブハウスでございまして、それが穴があ

か。

いたところだとか、あと、崩れてきているところ

〇中川委員長

だとかがございますので、かなり雨、風でまた劣

〇柴田学校給食センター長

化していくということで、外壁を直して、屋根の

公会計というのは、まず、給食費の公会計化は安

ほうもさびのほうも上がっております。それでそ

定してからというお話でございまして、現在いろ

こを塗りかえして、きれいなものにすると。内部

いろな安定化に向けて努力をしているところでご

につきましても、ちょっと小上がりがある部分を

ざいます。そういった中で、給食費の値上げが必

改修するだとか、窓口をちょっと動かすだとか、

要とされる、つまり、食材費のほうの値上げ幅が

そういうものがございます。そういう工事の内容

大きくなったときに検討していくという考えでご

になりますけれども。

ざいます。その中で私会計から公会計といういろ

学校給食センター長。
給食費の私会計から

先ほどプレハブだとかユニット系のプレハブみ

いろな、私ども今いろいろ調査・研究しておりま

たいなものという委員の御指摘でしたけれども、

すけれども、いろいろ解決しなければいけない点

なかなか来ている方がプレーが終わった後、一時

がございますので、その辺を踏まえて検討してい

的に休むというふうになれば、やはりそういうも

きたいと思っております。

のではなかなか対応できないのかなというふうに
思いまして、改修する工事でございます。
以上でございます。
〇中川委員長

よろしいですか。ほかに。

（「なし」と呼ぶ者あり）
〇中川委員長

それでは、質疑を終わります。

あと、賄材料費の金額でございますけれども、
現在、地産地消ということで、プレミアム七飯
デーということで、年間約２２回の七飯産品を大
変多く利用した給食を提供しております。それと
同時に並行して、通常の給食にも七飯産品を導入
していっているところでございます。ここにつき

スポーツ振興課長、御苦労さまでした。

ましては、いろいろ町の財政もございますけれど

次に、学校給食センターの質疑を行います。

も、継続して七飯産品をより多く使っていきたい

副委員長。

という考えで、現在も予算要求をしているところ
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でございます。

事業ということで、保健所の評価をまず去年受け

以上でございます。
〇中川委員長
〇横田副委員長

てございます。

副委員長。

ただ、今、私どもが目指しているのは、北海道

ということは、公会計に移すの

ＨＡＣＣＰの認証所得という、外部機関により認

に問題点というのは何があるのかというのだけ、

証審査を受ける。北海道によって認証を受けると

最後に教えていただきたいと思います。

いうようなものでございまして、もう一段、二段

〇中川委員長

レベルが高いものでございます。

学校給食センター長。

〇柴田学校給食センター長

主な点では、システ

そういったことで、専門知識が必要なものです

ムの改修がございます。あと、発注が町の会計の

から、私どもは、平成３１年、今年度より衛生指

発注体系になりますので、そういった面では、現

導のコンサルティング、指導を受けながら進んで

在より発注事務が非常に増えることが想定されま

いるところでございます。こちらのほう、今年度

す。現状ですと、現在の体制ではなかなか厳しい

と来年度を指導にお願いしておりまして、今年度

ので、人員増の関係。あと、給食費を町会計のほ

については、細かくはここには記載しておりませ

うに移行することで、徴収のほうの事務が発生し

んけれども、債務負担で８７万９,０００円を予

てございます。そちらのほうをどちらのほうで行

算計上しているところでございます。そのほかに

うかとか、こちらのほうも徴収率を上げるために

も委託料の中で、ＨＡＣＣＰを取得していく中

は、例えばより細かく徴収スタッフをそろえなけ

で、いろいろ衛生基準ですとか、やらなければい

ればいけない。それを例えば給食センターのほう

けないとかがありますので、そういったものは若

で賄うのか、それとも例えば税務課のほうで賄う

干予算の中に含まれているところでございます。

のか、そういったところの議論も発生してござい

以上でございます。

ますので、こちらのほうは人事の関係もあります

〇中川委員長

ので、調整が必要と考えるところでございます。

〇若山委員

若山委員。
済みません。ちょっと見方がわから

あとは、公会計の中でも、特別会計で行うと

ない。今８７万円と出たのですが、どこに入ると

か、一般会計で行うのか、それぞれメリット、デ

いうか、もう既に入っていますということなので

メリットがありますので、その辺を総合的に勘案

しょうけれども、済みません。ちょっと教えてい

しなければいけないと考えているところでござい

ただいてよろしいですか。

ます。

〇中川委員長

以上でございます。
〇中川委員長

〇柴田学校給食センター長

よろしいですか。ほかに。

入っているところ

は、委託料と施設管理委託料とございますけれど

若山委員。
〇若山委員

学校給食センター長。

も、委託料のほうに、既に８７万９,０００円が

教育長の教育行政方針の中の７ペー

計上されているというところでございます。

ジのところに、「衛生管理の水準や意識の向上を
図るため、北海道ＨＡＣＣＰの認証取得を目指し

以上でございます。
〇中川委員長

ます」という、そういう目標が掲げられていて、
これは予算的に特に反映していないような感じな

（「なし」と呼ぶ者あり）
〇中川委員長

のですけれども、予算は特にかからないという
か、申請書類を書くだけというような認識でいい

よろしいですか。ほかに。
それでは、質疑を終わります。

以上で、学校給食センターに対する審査を終了
いたします。

のでしょうか。何か機械を入れなければいけない

学校給食センター長、御苦労さまでした。

とか、そういうようなことはないのですか。

皆様にお諮りいたします。

〇中川委員長

先ほど学校教育課の質疑の中で、横田副委員長

学校給食センター長。

〇柴田学校給食センター長

北海道ＨＡＣＣＰに

の質疑の中で、用務員の積算資料を提出するとい

ついては、お金のかからない部分で言えば、認証

うお話だったのですけれども、提出するというこ
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とでよろしいですか。

お願いいたします。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
〇中川委員長

〇関口事務局長

それでは、教育次長、学校教育課

長、生涯教育課長、スポーツ振興課長、学校給食

それでは、令和２年度予算審査

特別委員会の町長への総括質疑事項、委員長が町
長に質問する事項でございます。

センター長、御苦労さまでした。

１、今年度以降の実質公債費比率、経常収支比

暫時休憩いたします。

率、財政調整基金の考え方について伺います。

午前１１時５３分 休憩

町長は、施政方針でも「災害は必ずやってく

─────────────

る」と述べているが、非常時や災害時、また、財

午前１１時５５分 再開

源不足を生じたときに財政調整基金が使用できな

○中川委員長

休憩前に引き続き、再開いたしま

す。

くならないよう、今後どのように運用を行うか伺
います。

以上で、議案第１号から議案第７号まで、全て
の課に対する審査は終了いたしました。

２、新型コロナウイルスの影響で、町内の中小
企業や飲食店等は厳しい状況になると予測されま

それでは、町長への総括質疑を行うことについ
て、皆さんから御意見をいただきたいと思いま

すが、早急に経済対策を行う必要があると思う
が、町長の考えを伺います。

す。

また、地元医療機関、福祉施設等でのマスクの

中島委員。
〇中島委員

不足が生じていることから、災害時の応急対策と

一応質問を用意していますので、実

施していただきたいと思います。
〇中川委員長

して備蓄しているマスクを関係機関に配布する考
えがないか伺います。

町長質疑をやるということで。

３、防災行政無線導入に対して、全く実績のな

それでは、ただいま町長質疑をやるという意見
がありましたけれども、よろしいですか。

い新方式を提案されていますが、その機能や安定
性について検討する考えはないか伺います。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
〇中川委員長

４、地域公共交通については、町長の施政方針

それでは、午後から内容を精査し

の中で、「デマンド型交通など具体的手法の検討

ていきたいと思いますので、午後１時まで休憩い

を行ってまいります」とあるが、予算措置がされ

たします。

ていないことから、今後どのように進めていく考
午前１１時５６分 休憩

えか伺います。

─────────────

裏面にいきまして、５、峠下２号線改良舗装工

午後 １時００分 再開
○中川委員長

事の関連予算が１億９,６００万円となってお

休憩前に引き続き、再開いたしま

す。

り、民間施設の誘致に向けた先行投資としてどの
ように考えているか伺います。

それでは、町長総括に対しての意見を聞きたい
と思います。

６、七飯町立地適正化計画の策定に当たり、コ
ンパクトなまちづくりへの転換が図る必要がある

暫時休憩いたします。

とされているが、町民の声をどのように反映させ

午後 １時００分 休憩

る考えか伺います。

─────────────

以上です。

午後 ２時４０分 再開
○中川委員長

〇中川委員長

休憩前に引き続き、再開いたしま

質疑事項は、これでよろしいで

しょうか。

す。

平松委員。

町長への総括質疑につきまして、皆様のほうか

〇平松委員

スクールバスの件は入れてもらえな

ら意見を集めた中で、委員長、副委員長、事務局

かったのですか。

で質疑事項の案をつくりましたので、事務局より

〇中川委員長
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こちらですけれども、４番の公共

交通の関連のほうで、この後、説明ありますけれ

れますが、早急に経済対策を行う必要があると思

ども、委員長の質疑の後に個々で質疑をしていた

うが、町長の考えを伺います。

だきたいなと。よろしいですか。

また、地元医療機関、福祉施設等でのマスクの

ほかに。

不足が生じていることから、災害時の応急対策と

（「なし」と呼ぶ者あり）
〇中川委員長

して備蓄しているマスクを関係機関に配布する考

それでは、この内容で町長のほう

えがないか伺います。

へ提出をいたします。

３、防災行政無線導入に対して、全く実績のな

この後、総括質疑まで、町長側の準備もありま
すので、少し長い休憩をとり、町長側の準備が整

い新方式を提案されていますが、その機能や安定
性について検討する考えはないか伺います。

いましたら委員会を再開したいと思います。

４、地域公共交通については、町長の施政方針

再開の時間については、確認をしてからお知ら
せいたします。

の中で、「デマンド型交通などの具体的手法の検
討を行ってまいります」とあるが、予算措置がさ

また、総括質疑の流れですけれども、町長を迎
え入れた後、私のほうでこれを一括質問しまし

れていないことから、今後どのように進めていく
考えか伺います。

て、町長から答弁をもらい、その後、その答弁に

５、峠下２号線改良舗装工事の関連予算が１億

対して皆さんのほうから質問を受けてまいりたい

９,６００万円となっており、民間施設の誘致に

と思いますが、そのような形でよろしいでしょう

向けた先行投資として、どのように考えているか

か。

伺います。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇中川委員長

６、七飯町立地適正化計画の策定に当たり、コ

それでは、暫時休憩いたします。

午後 ２時４５分 休憩

ンパクトなまちづくりへの転換が図る必要がある
とされているが、町民の声をどのように反映させ

─────────────

る考えかを伺います。

午後 ４時００分 再開
○中川委員長

以上です。

休憩前に引き続き、再開いたしま

す。

町長。
〇中宮町長

ただいまより町長への総括質疑を始めます。

それでは、随時お答えをさせていた

だきます。

町長、総務部長、民生部長、経済部長、教育次
長、御苦労さまです。

まず、１点目の関係でありますけれども、実質
公債費比率についてでありますけれども、中長期

それでは、令和２年度七飯町一般会計予算に対

財政推計、財政計画において、町債現在高とし

する町長への総括質疑を行います。

て、新年度予算では、令和２年度末の１４５億

私のほうから質問をいたします。

４,０００万円をピークと見込んでいるところで

令和２年度一般会計予算関係。

あります。

一つ目といたしまして、今年度以降の実質公債

また、今後の比率の動向としては、令和６年度

費比率、経常収支比率、財政調整基金の考え方に

に３カ年平均で１５.５％をピークと想定してお

ついて伺います。

り、その後は比率が改善する見込みとなっており

町長は、施政方針でも「災害は必ずやってく

ます。

る」と述べているが、非常時や災害時、また、財

公債費の圧縮が、より安定した財政運営に直結

源不足を生じたときに財政調整基金が使用できな

することから、今後は各年度の公債費を超える起

くならないよう、今後どのように運用を行うか伺

債、借入額とならないよう事業精査に努め、町債

います。

現在高が確実に減少するよう図ってまいりたいと

二つ目、新型コロナウイルスの影響で、町内の

考えているところであります。

中小企業や飲食店等は厳しい状況になると予測さ
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続いて、経常収支比率についてであります。

新年度予算では、前年度より全体で１.２ポイ
ント改善したところであります。これは、普通交

実施をしていきたいというふうに考えているとこ
ろでございます。

付税の増や地方消費税交付金の増といった歳入の

次に、商工経営安定支援事業の関係であります

増加が大きな要因となっております。比率の悪化

けれども、これは、実は毎年予算計上して、図ら

は財政の硬直化につながることから、今後は少し

れてきているところでありますけれども、今回の

でも比率がよくなるよう、歳入、一般財源の確保

ウイルスの関係で、私は３月２日まで自宅勤務と

及び経常経費の削減に努めてまいりたいと考えて

いうことでおりました。３日に出てきて、町内の

おります。

商工業者、特に飲食店であるとかホテルの関係、

最後に、財政調整基金についてであります。

これは一体どうなっているのだろうと。その調査

非常事態や災害発生時などに突発的な財政出動

をしてという指令を出しました。二、三日して

が必要となった場合、その財源として活用するの

帰ってきたところが、おおむね５０％の売り上げ

は財政調整基金であるところであります。

減だと、当時、３月５日ぐらいだと思いますけれ

令和２年度予算においては、財政調整基金の積

ども。

み立て予算を計上していないところでありますけ

そういった状況の中から、このときには、実は

れども、その一方、基金を取り崩す繰り入れ予算

国のほうで無利子で無担保のものを貸し付けして

も計上しておらず、予算上の現在高としては同額

いこうということで、非常にいいものが出そうだ

を維持しているところでございます。

なという予測はしておりましたけれども、うちに

また、令和元年度の状況としては、現時点での

もこういう事業があるものですから、国の聞こえ

決算見込みとして、基金の取り崩し額より積立額

はとてもよろしいのです、実は無担保、無利子で

のほうが上回っており、元年度の出納閉鎖時には

すから。でも中身をよく見ていくと、無利子の部

残高は多少なりとも上積みされるものと見込んで

分で３年間なのです。３年間は無利子ですけれど

いるところでございます。

も、４年目から利息をいただくというシステムで

災害時には、国や道と連携を図り、町の負担が

あります。

極力少なくなるよう対応しますが、その発生は予

それともう一つ、ちょっと大変だなという意見

測不能なことから、今後もより適正な財政運営を

が聞かれたのが、ある事業者から、そういうこと

図り、財政調整基金の維持はもとより、増加する

がニュースで流れたものですから、対応する金融

ような運用に努めてまいりたいと考えているとこ

機関が日本政策金融公庫だということで、ちょっ

ろでございます。

と相談に行ったところ、非常に厳しいと、審査

次に、新型コロナウイルスの関係でありますけ

が。２カ月の決算を出してくれと言われる。そう

れども、まず１点目に、プレミアム商品券の発行

すると２月の決算も入ってくるのです。１月、２

をしていきたいなというふうに考えております。

月の決算です、月の。２月というのは非常に落ち

これはどのように確定していくかは別にしまし

込んできていますので、５０％減になっています

て、今考えているところでは、２０％のプレミア

から、非常に融資を受けるには大変厳しいのだと

ムをつけて、１万円で１万２,０００円の商品券

いう意見を聞きました。

を発行してまいりたいなというふうに考えている
ところであります。

それで、うちのこの制度を活用できないのかと
いうことで、信金なり、あるいは事業者とも相談

２万８,０００人の人数でありますので、それ

したところ、実は、今日までに６件の相談が来て

の２,０００円分ということで５,６００万円の町

おります。６件だと、通常事業でお金が、この事

費が必要でありますけれども、これがいろいろま

業というのは、補償金は町のほうで１０万円を限

だ額も変わるかもしれません。いろいろ詰めた中

度に負担するのです。大体上限が５００万円です

で、できれば４月の初めに臨時会を開催してで

から１０万円で間に合います。その保障制度で補

も、補正予算を組みながら、このものについては

償金がかからないと。利息は０.５％を町が持っ
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ていくという制度です。仮に１％の利息であれ

だとか、あるいは手洗い、うがいといったもの

ば、半分は町が負担しますという制度であります

を、まだまだ収束しておりませんので、しっかり

ので、実は少し前までですけれども、もう既に６

やっていただきたいということを、いろいろな機

件の申し込みが来ているので、少し補償金のほう

会を通じて啓発活動をしていきたいというふうに

のお金が足りないということで、予備費を充用さ

考えているところでございます。

せていただくということにしております。この６

それから、２番目のマスクの関係でありますけ

件分については。４月以降にまだまだ出るようで

れども、３月１７日に厚生労働省より発表されま

あれば、これも補正対応していきたいなというこ

したけれども、道内３５市町村の介護施設等にマ

とで、商工業経営安定支援事業を少し拡大してい

スクの優先配布が決定されました。七飯町の施設

きたいなという、そんなふうに考えているところ

も該当となり、町内７０施設に順次郵送されてい

でございますので、もちろん補正を組む段階に

るところでございます。

は、皆様方に御協議をさせていただきますので、

また、医療機関につきましては、国や道からの

よろしくお願いしたいなというふうに思います。

マスクの支援がないことから、町独自の判断とし

それと、雇用相談窓口の設置をしていきたいな

て、マスクの在庫数調査をしたところ、９,００

というふうに思っております。商工観光課のほう

０枚のマスクがあると、備蓄されているというこ

に増員をし、再任用の職員でありますけれども、

とで、本日から応急対策ということで、医療機関

この再任用職員を配置して、相談窓口を設置して

に対して２,２００枚のマスクを本日配布したと

いきたいというふうに考えているところでありま

ころでありますので、御報告申し上げます。

す。

次に、防災行政無線の関係でありますけれど

それから、社会福祉協議会のほうでやっており

も、防災行政無線の戸別受信器の方法について

ますけれども、生活福祉資金活用窓口の設置とい

は、確かに全国的な実績はございませんが、委員

うことで、現在も社会福祉協議会のほうでやって

会の中でも出ていたと思いますけれども、苫小牧

おりますので、ここにもしっかり力を入れていき

が今年から始めるのだということでありますけれ

たいなというふうに考えております。

ども、まだ、そういう意味では１市しかないとい

それと、アップル温泉の関係でありますけれど

う実績でありますけれども、その機能や安定性に

も、毎年子どもの日、仮に言えば子どもの日の

ついては十分な試験、また十分な検討を行って、

ゴールデンウィーク期間１週間、あるいは長いと

住民にとって、現時点で最もベストなものを導入

きであれば９日とかありますけれども、そういっ

してまいりたいと考えておりますので、ぜひ御理

た期間に子供たち、小学生以下を無料ということ

解をいただきたいなというふうに思います。

を実はやっているのです。そのときは小学生の子

また、大変８億円の大きな事業でありますの

どもの日でありますので、子供を無料にしていま

で、これを進めていく際には、議員の皆様の意見

すけれども、今回、この４月２５日から５月１０

なども聞かせていただく場面もあると思いますの

日まで、少し期間を長くして、子供は無料、そし

で、どうぞよろしくお願いいたします。

て大人も半額、この期間中、１６日間になります

次に、地域公共交通の関係でありますけれど

けれども、大人も半額、４００円のものを２００

も、地域公共交通については、現在、庁内プロ

円。高齢者の方はもともと２００円でありますか

ジェクトチームにおいて検討しておりますが、課

ら、半額にしていますけれども、普通の保護者と

題整理に時間を要しているところであります。坂

いいましょうか、両親、親含めて、大人の人を２

道の多い町、また、雪国といった地域特性を考え

００円にしていこうというふうに思っているとこ

れば、ドアツードアによる方法の予約制であるデ

ろでございます。

マンド型交通が適していると考えているところで

それと、最も大事なことは、予防対策を町民の

あります。その他の方法についても、メリット、

皆さんにしっかりとっていただく。マスクの着用

デメリット等がありますので、具体的手法を検討
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し、公共交通の会議にお諮りしながら、費用対効

す。ただいま御答弁をいただきまして、ありがと

果も考慮し、補正予算を視野に入れながら、着実

うございます。

に進むよう指示しているところでありますので、
御理解をお願いいたします。

まず、１番の三つの項目がありまして、質問さ
せていただきましたけれども、実質公債費、これ

次に、峠下２号線の関係でありますけれども、

についていろいろと説明がありまして、理解する

峠下２号線、実は平成２７年度以降５年間で約２

ところでございますけれども、財政指標を見ても

０件程度の物損事故がございました。幸いにして

数字が毎年上がってきていると。今年も予算では

人身事故というのは記録されておりません。しか

１.６％ぐらいの上昇率ということですけれど

し、今回の温浴施設の工事あるいは開業に伴って

も、国や道からの許可を取るという平均数値、１

交通量が増加する見込みから、安全確保のため、

８％と言われておりますけれども、ちょっと幅が

同時進行により拡幅工事を行うものでございま

ありますけれども、毎年上がってきている状況を

す。

見ると、やはり予断を許さない状況なのかという

今、当面は３６０メーターというメーター数
で、温浴施設の入り口を越えたあたりまでの拡幅

気がしないでもありません。その辺についてもう
一度御答弁いただければと思います。

工事になりますけれども、実はこの道路というの

それと、次の経常収支比率ですけれども、これ

は、峠下発電所に行く道へつながる道路でありま

についても、確かに総体的な数字は下がっている

す。そしてまた、その道路の脇には温浴施設の西

ということで、非常に喜ばしいところなのですけ

側と言ったらいいのでしょうか、北西側のほうに

れども、全体的に見るとどうしてもまだ高い数値

はまだ空き地も実はあるのです。ですから、ここ

を示しているのかなというような気がいたしま

への私は企業誘致というものもしっかりやってい

す。それで、これも適正値といいますか、そうい

かなければならない。そのことがまた、今、大変

うのを勘案しますと、７０から８０％が適正では

な課題であります人口減少問題、そういったもの

ないかと言われておりますけれども、９０％台と

にも寄与していくということもありますので、そ

いうのは、相当高い数値を示していると。財政の

こに企業を誘致していく段階には、今の道路も峠

硬直化、財源を使える自由度、そういうものが結

下のほうに向かって延ばしていきたいという考え

構束縛されてくるのではないかというようなこと

方も持っております。そのために企業誘致をしっ

で、これも相当な努力をしないと、その辺の数字

かりやりながら、それの足がかりでもあるという

まで持ってくるのに大変なのかなと思いますけれ

ことで、ぜひここの道路については御理解を賜り

ども、今回、１.７％ぐらい下がっておりますか

たいというふうに思いますので、よろしくお願い

ら、明るい見通しなのですけれども、さらなる努

いたします。

力をしていただきまして、ぜひ下げていただきた

次に、立地適正化計画の関係でありますけれど

いなというふうに思っております。

も、七飯町立地適正化計画の策定に当たっては、

それから、財政調整基金ですけれども、これも

策定前に２回の住民説明会を実施し、町民の御意

やはり今年は予算書を見ても積立金の予定がない

見を計画に反映させていくとともに、計画の素案

と。先ほどもことしの予算もないからいいのでは

ができ上がったときには、改めてパブリックコメ

ないかというようなことを言われていましたけれ

ントにて町民の皆様の御意見を伺い、よりよい計

ども、私はそうではないと思うのです。やはり大

画を策定してまいりたいと考えておりますので、

変厳しい状況になっていることは認めざるを得な

御理解のほどよろしくお願い申し上げます。

いのかなというような気がします。

私からは、以上でございます。
〇中川委員長

それと、町長も言われていますけれども、災害

これより、質疑を始めます。

は必ずやってくると、これを念頭に置いて行政を

中島委員。
〇中島委員

運営していかなければならないという話もしてお

それでは、何点か伺いたいと思いま

りますし、そのためには、こういう基金を置いて
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おかないと心配ですから、２万８,０００人の町

の１８％というところに行かないということは、

民が心配になりますから、ぜひこういうものにつ

まずもって御理解をいただきたいなというふうに

いては、積み立てできるように、さらなる努力を

思うところでありますけれども、それよりももっ

していただきたいなというふうに思いますので、

と下げられるように、これからもしっかり努力し

その辺も再度よろしく、ひとつお願いしたいと思

てまいりたいなというふうに考えておりますの

います。

で、ぜひ御理解をお願いしたいなというふうに思

それと、２番目の新型コロナのマスクの件なの

います。

ですけれども、まず、札幌と宮城県のほうから個

また、総務財政常任委員会という議会のほうに

人的に寄附があったということ、これは大変うれ

組織もございますので、時にはそちらのほうで

しいことだな、喜ばしいことだなと思って、非常

も、ぜひ私どもへのチェックというものもしてい

に喜んでいるところですけれども、私も委員会の

ただければ大変ありがたいなというふうに思いま

ほうでも質問させていただきましたけれども、備

すので、よろしくお願いいたします。

蓄が９,０００枚あるということで、なぜこれを

それから、経常収支比率の関係で、１.２ポイ

利用しないのだろうというようなことで、地元の

ント改善したのだということでありますけれど

医療機関または福祉施設、町民全部に配るという

も、それでも９２.５％の数字でありますので、

のは大変でしょうけれども、この二つの施設ぐら

私も、７０％というのはちょっと厳しいのでしょ

いには、この９,０００枚の中からある程度は

うけれども、ぜひ、まずは８０％台に持っていき

配ってもいいのかなというような気がして質問さ

たいという、そんなことを今思っております。こ

せていただきましたけれども、答弁の中では、医

れは常に思っていることでありますけれども、し

療機関のほうから、福祉のほうから申請を受けれ

かしこの数値も、結構以前の事業の中で起債を借

ば出してもいいのですというような答弁はいただ

りて、公債費比率とも関連してくるのですけれど

きました。今現在、町長は、医療機関に今日２,

も、そこでも一旦借りているという中で、非常に

２００枚お配りしたということで、これは私も非

いずいといいましょうか、数字になっているとい

常に喜ばしく、いいことだなと思っておりますけ

うことも、これはぜひ御理解いただきたい。しか

れども、ただ福祉関係のほうは、国のほうから来

し、それは町の後の財政上、大変いい有利な財源

ている。今、七飯町に７０施設ぐらいあって、国

だったということでお借りした中で、こういった

のほうから来ているということですけれども、マ

数字が出てきているということをぜひ御理解して

スクについては、そういう対応をとっていただき

いただきたい。それにしても９２％というのは高

ましたので、私はこれはいいのかなというような

い数字でありますので、ぜひこれも８０％台に

ことで、質問にはならないと思いますけれども、

持っていくように努力をしてまいりたいと思いま

私はこれで、マスクの件については満足しており

すので、御理解をいただきたいと思います。

ますので。

それと、財政調整基金の関係で、おろさなかっ

前の三つの件について簡単に、簡潔に御答弁い

たらよかったのだということではないです。繰り

ただければと思うのですけれども、お願いいたし

入れをしていないということを言いたかっただけ

ます。

でありますけれども、いずれにしても、何かが

〇中川委員長
〇中宮町長

町長。

あったときには、この財政調整基金を活用した中

まず、第１点目の実質公債費比率、

でやっていかなければならない。応急措置も、補

１８％には届いていないけれども、随分幅が少な

助事業もありますけれども、いずれにしても、こ

いのではないかと、１５.５％です。これは令和

こにお金がなくなったということになると、これ

６年度のピーク時で１５.５％ということで、こ

は大変な事態だというふうに思っていますので。

こがピークですので、まずは１８％の起債の制限

私は今回の令和２年度の予算執行説明会という

を受けない、許可をいただかなくてもできる、そ

のが、９月でしたか１０月に職員に対してやるの
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ですけれども、この時点でも、ぜひ積立金を計上

望しなければならないというふうに思っています

していただきたいということはお願いはしたので

し、２週間で２,２００枚という、聞き取りした

すけれども、大変厳しいという中でも、今回も積

中でありますので、まだこのままいっても、２週

立金という形ではできませんでした。令和元年度

間後にもう一度調査した中では、まだ残り枚数も

でも、先ほど申し上げましたけれども、実は財政

ありますので、次の２週間も確保できているとい

調整基金が、はっきりは言えませんけれども、今

うことでありますので、ある意味、ちょっとは安

のところ５月末になると８,０００万円ぐらいの

心していただけるのかなというふうに思います。

財政調整基金が増やせるような形になっておりま

また、有志の方から、１４枚と２１枚の話は新

す。

聞にも出ましたし、皆さん方も御承知のことと思

でも、先ほどの答弁の中で、プレミアム商品券

いますし、また、総務財政常任委員会だったで

に付加価値をつけるという部分で５,６００万円

しょうか、そちらのほうで２,０００枚の、実は

というお金が、２万８,０００人に例えば２,００

企業の方からいただいて、それも実はホームペー

０円つけたとして、３,０００円つければまた額

ジなり、あるいは新聞報道にも出したかったので

が上がりますけれども、そういったものもどこか

すけれども、そこはいろいろ全道で事業展開して

らお金を持ってくるかといったら、それはやはり

いるものですから、何で七飯町だけということに

財政調整基金でありますので、そこでの上乗せと

なったら大変だということで、そういう意味では

いうのはちょっと少なくなる可能性もありますけ

出しておりません。

れども、いずれにしても、今大変な情勢の中で、

そこは、実は卒業式に子供たちへ配布させてい

基金を崩しても町民の皆さんに消費の拡大、その

ただいたり、あるいは父兄も、最初は父兄も来ら

ことによって町内の景気の回復も図られるのだろ

れるということだったのです。道教育委員会のほ

うということで使わせていただきます。

うでは。ところが父兄もだめということになった

いずれにしても、財政調整基金は、これからも

ものですから、本当は父兄の方にも、来ていただ

増やし続けていきたいという思いで、あるいはそ

いたらマスクを配布しようという思いでおりまし

のために、最も少ない経費で最大の効果を出すの

たので、そういったところにそのマスクを使わせ

だという思いで町政運営をしてまいりますので、

ていただいたということで。

そこのところもぜひ御理解をいただきたいなとい
うふうに存じます。

なぜか七飯町にマスクの寄附があるというの
は、本当にとてもありがたい話です。特に、何千

それと、マスクの関係でありますけれども、

枚というのも大変ありがたいです、数字からすれ

９,０００枚のストックがある中で、今日２,２０

ば。でもわたしは、１４枚とか２１枚というの

０枚ということで配布をさせていただきました。

は、これだけみんなマスクを欲しがっている中

おおむね２週間で必要な枚数を今日配らせていた

で、その方だって１００枚あるうちの１４枚だと

だきました。在宅勤務しているときに、結構国会

思わないのです。例えば２０枚あるうちの１４

中継が入って、マスクの枚数が月産６億枚になる

枚、そういう形で町のほうに寄附していただいて

とかという答弁もあったので、早く買えるように

いるのではないかという、これは私の勝手な想像

なるのだなと思っていましたけれども、なかなか

でありますけれども、そういうことからすれば本

そういう状況になっていないということで、これ

当にありがたい行為だなというふうに思って、そ

ももしかしたら国のほうにもっと強く要望を上げ

れでホームページあるいは新聞にも、新聞社もか

なければならないのかという気もしていますけれ

ぎつけてきて、インタビューしたいということで

ども、それはまた、要望書を出すということばか

ありましたので受けましたので、それで新聞報道

りではなくて、道内選出の国会議員の先生方に、

にもなっているということで、本当にありがたい

そういったマスクを一日も早く買えるような、そ

話です。

ういう状況にしてほしいということもしっかり要
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ですから、マスクについては、先ほど言った通

り、まずは２週間分として２,２００枚、９,００

す。

０枚ですからまだ６,８００枚残っていますの

以上でございます。

で、２週間後に調べるわけではないのですけれど

〇中川委員長

も、１０日後ぐらいにはもう一度調べて、まだ必

畑中委員。

ほかに。

要だというのであればまた配布してまいりたい。

〇畑中委員

それまでに病院のほうも何とか、病院というのは

ですけれども、町長も先ほど、町民の命あるいは

マスクというのは、取引というのは随分あるはず

財産を守るために、２億９,０００万円の予算で

ですので、そういった企業同士の取引にも期待を

もって執行するということについては、非常に喜

したいなというふうに思います。それでも足りな

ばしいなと思うのですけれども、ただ、予算計上

いときには、町の備蓄であるマスクを使用してい

に至るまでの経緯に若干理解できない部分がある

きたいというふうに考えておりますので、御理解

ものですから、町長はどのように考えているのか

をいただきたいと存じます。

なと思いまして。

以上でございます。
〇中川委員長
〇中島委員

今回、防災無線のことについてなの

例えば防災無線の整備実施計画というのでしょ

中島委員。

うか、その計画書をつくるときには、同報系の無

もう１回簡単に。やはり財政調整基

線ということで計画書をつくられているのです。

金の件なのですけれども、うちは金額が少ないの

実はそこにも、この間見せてくださいましたけれ

ですけれども、目標額というのですか、標準財政

ども、どのぐらい費用かかったのですかと言った

規模の１０％から十二、三％ぐらいは貯金という

ら、８００万円ぐらいかかったというお話なので

か、ためる必要がありますということをよく聞く

す。そういう予算をかけてまで、同報系の無線

のですけれども、まだうちはそこまで達していな

を、デジタルの無線を採用しようと思って計画し

いということで、ぜひ頑張っていただきたいので

たものがいつの間にか、いわゆるＬＰＷＡの方式

すけれども。

に変わっているのです。いわゆる予算計上された

余談になりますけれども、財政の主計局、国の

ときにはそのような形になっている。

ほうの話を聞いたのです。市区で８６％、町村で

そしてよく聞いてみたら、これどこの業者です

９６％の団体が積立金を上げているというので

かと言ったら、ＮＴＴデータという業者と。とこ

す。積んでいっているのです。相当な量が、市区

ろがＬＰＷＡの方式でやる場合には１社しかない

にしても８６％、町村にしたら９６％の自治体が

のです。そうすると、事業を行う場合には、８億

積み立てしていっている、上げていっているとい

円もかけていて、いわゆる入札とかがなされな

うような状況ということを、主計局の方のお話の

い、要するに競争原理のされない事業をするとい

中で、ちょっと私耳にしたものですから、そうい

うことになるのです。

うことを頭に入れておいていただければなと思う

そうしますと、町民からしますと、町長が常日

のですけれども、余談ですけれども、そういうこ

ごろ言われている最小の経費で最大の効果という

とです。

部分については逆なあれかなと、やっていること

〇中川委員長
〇中宮町長

町長。

が。１社しかないのですから、ほかを選べないの

目標額、今、委員がおっしゃるとお

です。そういう点もあるし、なぜそのようになっ

り、基準財政需要額の１０％、うちは７０億円ぐ

たのかわかりませんので、その辺をちょっと町長

らいありますので、７億円というものは確保した

の見解を伺いたいなと思っております。

いなという思いで、財政計画の中でもそのような

それから、別な話なのですけれども、今、コロ

ことを出しておりますので、ぜひそこはしっかり

ナの関係で経済対策として、プレミアム商品券を

守りながら、そしてより多くの基金を持ちながら

発行されるということがありましたけれども、私

町政運営をしていきたいというふうに考えており

はよく考えてみますと、例えば、今現在本当に

ますので、ぜひ御理解をいただきたいと存じま

困っているのは観光業者とか飲食店だとか、そう
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いうところなのです。今、プレミアム商品券を発

るようになったと。これは１台幾らで買いますか

行して事業を進めた場合には、このお金はどこに

ら、通信料というものは入ってきません。ですか

回るかというと、私であれば日常の食生活に充て

ら、そういうものでやるのであればいいねという

ます。そうするとどこから買いますか、大概スー

私は思いでした。

パーなのです。量販店なのです。ところがそうい

そして実際には実証実験をそこの町でやったと

うところはそんなに打撃を受けていません。です

いう話も聞きましたけれども、そこが採用したか

から、プレミアムについても、金の流れからいく

どうかは、いろいろな事情があって採用できな

とあまり、町の大事な基金を取り崩してまでの経

かったみたいですけれども、しかし、苫小牧でこ

済対策にはどうなのかなと。それよりも、むしろ

れを採用していくのだという、苫小牧市です。こ

困っているところに、いかにして融資をしてやる

れが全国で初めてなのでしょう、きっとこの受信

かということを考えてやるのが一番大事な経済政

器を使ったシステムというのは。苫小牧でそうい

策ではないかなと私は思っております。

うことをするのであれば、私はいろいろなお話も

それから、今本当にコロナの問題であれなので

お聞きした中で、届かないところもあるのではな

すけれども、我々町民もコロナを予防したいと思

いかというお話も出ました。それは、実験をした

うのだけれども、マスクが手に入らないのです。

結果、届かないところはないと、当町の町内の中

ですから、そういったものも町の力で何とか町民

では届かないところがないのだということで、そ

に行き渡るような方法を早くとってほしいなと、

れであれば。そして、意外と維持費も少ないと。

その辺についてお尋ねします。

１０年の経費が幾ら幾らと出ていますけれども、

以上です。
〇中川委員長
〇中宮町長

そういうものも少ない。そうすると、最新式で実
町長。

績がなかなかないだけに、自治体だってもう何年

まず、防災無線の関係でありますけ

かすればアナログ方式、みんなアナログですか

れども、私も、急に変わるのみたいで戸惑いも

ら、それを変えるのに、やはりなかなか私はそれ

ちょっとありました。しかし、よくよく聞いて見

に行かないと思うのですよ、話を聞かないと。で

ますと、このシステムは２０１５年ぐらいからあ

も私はそういう話をお聞きしたので、ぜひこれ

るのだと。そのときにタブレットでやっているの

が、今で言う最新鋭のすばらしいものだというふ

です、受信器。タブレットは大体月２,０００円

うに私は思って、予算査定の段階で、ではこれで

かかるのです、回線料。そうすると、うちは今

いきましょうということで、私自身が了解をした

４,０００台入れようとしていますので、月８０

という、そういういきさつでありますので、ぜひ

０万円です。それで、月８００万円、年間９,６

御理解いただきたいなと。

００万円、１億円です。年間１億円の通信料を払

技術というのは日進月歩でありますので、もし

わなければ使えないということで、そこは、まず

これからも、予算は８億円ついたと。これから

は、これはだめということで一旦蹴っているので

もっといいものが出てくるのだぞという、そうい

す、それは。今の入れようというシステム。もう

う話があるのであれば、それはまた皆様方とも相

大分前から話を進めていますので。当初のころに

談しながら、しっかり。でも私は今のこの時点で

そういう話がありました。通信料がそんなかか

は、予算措置したのものがベストなものだという

る、年間１億円もかかるようなものは払えない

ふうに思っていますので、これ以上のものがある

と。それでは、このシステムはだめということで

のであれば、また相談をさせいただきながら決め

一度は蹴っているのです。

ていただきたい。

それで、ＮＴＴデータが焦ったのかどうかは知

そしてまた、設計費が８００万円もかけて、無

りませんけれども、それから大分月日がたってき

駄だったのではないかということでのお話でござ

て、どこかで実証実験もやったのだみたいなこと

いましたけれども、その中でいろいろなこともや

もお話を聞きながら、そうしたら、受信器でやれ

りながら、今のものも、実施設計ですから、今の
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新しいシステムの関係も一緒に設計として上がっ

です。年間６億枚数ができるから安心してくださ

てきたのだということであれば、私は無駄なお金

いというのは、もう１カ月も前ぐらいに言ってい

ではなかったのかなという。

る話です。それが現実、いまだにないのですか

ただ、言っているところが１社でありますの

ら。ですから早く、マスク買いますから、商品券

で、１社見積もり合わせというのは、ある意味競

が来ればマスクも買えますから、マスクをまずは

争の原理が働かないというのはあるのかもしれま

買えるようなシステムに早くしてほしい。そのこ

せん。しかしそれが本当に現段階でのベストなも

とを私は、先ほど言ったのは、道外の選出国会議

のであれば、それはまた、私はいたし方ないのか

員の方は知りませんので、道内選出国会議員のほ

なという気がしております。

うに、ぜひそのことを要望していきたいなと、そ

だからといって、これからのシステム、あるい

のぐらいしか私はできないです。あしたが最終日

はほかのものも、最小の経費で最大の効果を出す

です。本当は議会の議員の皆さん方からもマスク

という、そのことを捨てたわけではないと。もち

を、政府のほうに、一日も早く自由に買えるよう

ろんそこが一番の原点であるということでありま

にしてほしいという意見書でも上げていただけれ

すので、ぜひ御理解をいただきたいなというふう

ば、私も大変心強かったのですけれども、そうい

に思います。

うことで、私のできるものはしっかりやってまい

それから、商品券の関係でありますけれども、

りますので、御理解をいただきたいと存じます。

先ほど私が言ったことというのはまだ決まったも
のではございません。今考えている段階のもので

以上でございます。
〇中川委員長

ありますので。しかし、確かに前のデータなんか
もありました。プレミアム商品券を出して、どこ

本日の会議時間は、審査の都合により、あらか
じめ延長いたします。

で使っているかというのは、スーパーというのが
多いのです、実は。

あらかじめ申し上げます。

畑中委員。
〇畑中委員

今の町長の答弁で、例えばＬＰＷＡ

しかしその中でも、今回はこうやって町内の飲

方式が、いわゆるベストなのだと、そのように

食店も大変厳しい状況なのだぞということをお知

おっしゃってくださったし、それについては、ま

らせしながら発行していくと、私は町民の良心を

ず信じてもいいと思う。

信じたいなと。まず、町民の皆さん方には、ある

ただ、実際に事業を執行する場合に、委託料で

意味、例えば子供を持っているお母さんが仕事に

されています。８億円もの金額を工事費か何かで

行けなくて、賃金が入ってこなかった部分という

計上することが不可能なものかどうか、これが非

のは、一定程度の効果があるのかなというふうに

常に皆さん町民が考えています。この事業には反

思っていますけれども、そこは、やはり私は七飯

対するわけではないのです。この方法なのです、

町民の皆さんの良心にかけたいなという思いで、

私が言っているのは。その見解を、町長判断を仰

それが全くだめというのであれば、まだ決まった

いでいただきたいなと思って質問したわけです。

ことではありませんので、ぜひ妙案があるようで

以上です。

あれば、いつでも私のほうにお知らせくだされば

〇中川委員長

検討してまいりますので、ぜひこちらのほうから

〇中宮町長

もお願い申し上げます。

声器つけます。そういったものというのは、基礎

町長。
２５基の屋外受信器もつきます。拡

それから、マスクの件でありますけれども、今

をつくって、支柱を立てて設置していくので、も

いろいろ国が老健施設なんかに配ってというのも

しかしたら工事請負のほうが合っているのかとい

大変ありがたい話なのですけれども、やはり私の

う気はしました、私も。でも、トータル的にいく

本心は、一般に早く買えるようにしてほしいので

と、実は、大沼に２０年前につけたときにも実は

す。買えないですから、入ったと言ったってすぐ

委託料なのです。前回つけたときも。あのときも

なくなる。決して政府批判しているわけではない

２３基の屋外の拡声器つけています。委託料で実
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施しているから、私は委託料で構わないのかな

それで、新しい方式、同報無線ではなくて、新

と。苫小牧も実は委託料なのです。これからや

しい方式を導入するということで、我々は慎重に

る。多分うちよりもずっと額は張ると思いますけ

質問したり議論したりしました。そのときにいた

れども。

だいた資料の中には、実績、少ないというふうに

ただ、工事請負ですと、５,０００万円以上の

書かれていたのですけれども、よくよく聞いて

工事というのは、議会の議決、皆様方の議決をい

いったら実績はないのだと。先ほど町長のほうか

ただかなければならないのです。委託料というの

らもありました横瀬町での実験はあったけれど

はその縛りが実はないのです。でも私は、なくて

も、そこで導入はしていないということで、あた

も、何かの条項か何かを使って、ぜひ議決をとれ

かもきちっと動いているのだと、実績があるのだ

るようにしていきたいなという、そんな思いでお

というような説明を担当者がされていたものです

ります。そういう意味からすれば、私は委託料で

から、我々としては、これだけ金をかけて、いざ

あっても、委託料の中で、工事請負に該当してく

というときに果たして本当に動くのかどうかとい

るようなもの、今さっき言った屋外拡声器、受信

うことに対して非常に疑問を持って、納得させて

器を設置するというときには、やはり地元の業者

もらえなかったということで、この総括質疑にも

が実際の工事をできるような、そういう指導を町

入れてもらったという経緯です。

が発注者能力としてやっていくことによって、町

町長がおっしゃったとおり、現時点でベストな

内業者も今回の工事に携われるのかなという気が

ものというのは、予算全てがベストな案として出

しております。全てがそうではないかもしれませ

されたものだと思います。それを議会でいろいろ

んけれども、ですから、できる限りのものは町内

もんで検討するということですので、だから聞い

業者からの調達ということを、受けた業者のほう

た説明の中では、非常に汎用性があって、両方か

にもしっかり町のほうから指導していきたいなと

らやりとりできるとか、いろいろな活用が可能だ

いうふうに考えていますので。そういう意味で

というようなことの説明はたくさん受けました。

は、特に、議決をとりたくないから委託にしたと

だけれども、我々は、本当にいざというときに、

か、そんな話ではございませんので、ぜひそこは

駒ヶ岳が噴火したときに、一斉に通知をするとき

御理解をいただきたいなというふうに存じます。

に果たして本当に動くのかどうかということと、

以上でございます。
〇中川委員長

その実績がないものを導入するのにちょっとちゅ

よろしいですか。ほかに、

うちょがあるので、そこのところについてもう少

若山委員。
〇若山委員

し検討してみてはいかがですかというようなニュ

何点か質問させていただきます。

アンスの話が出たのです。ですから、そこのとこ

まず、マスクの配布については、素早い対応、

ろで、このまま行くのではなくて、もう少し苫小

非常にありがたいなというふうに思います。た

牧の動きを、やってみて不都合がないのかどう

だ、２月に地域防災計画が新しくなって、資料編

か、新しいシステムを入れて、動かないなんてい

に備蓄が載っているということで、それを管理し

う話になったら大変ですので、そこのところをど

ているとすれば、自発的にもっと素早くやってほ

う担保するのか、ちょっと僕自身もわからないの

しかったなという、今回の予算とは関係ありませ

ですけれども、そこのところでちょっと疑問が残

んけれども、そういう気が若干いたします。それ

るので、もう少し検討する。

でも先週言ってすぐ配布したというのはすばらし
いことではないかなというふうに思います。

今、金額とかの提示はなかったのですけれど
も、今現在やっている同報無線での実績とかも含

質問に入りますけれども、３番目の防災行政無

めて検討してみたらいかがなのかというところが

線導入について、これは非常に予算、高額なので

ありまして、町長は、今の仕組みでベストなのだ

すけれども、これはぜひやらなければいけないも

というお話であれば議論にならないのですけれど

のだろうというふうに考えます。

も、そこのところをもう少しお聞きしたいなとい
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うところと。

野県だったでしょうか、岐阜県だったでしょう

４番目の地域公共交通についてという点につい

か、そっちのほうの状況も、そのときに聞いたお

ては、補正も視野にということで、町長の本気度

話とは、調べた結果ちょっと違っていたのです。

も見えるのですけれども、スケジュール感といい

一般市民に対するサービスかなと思ったら、そう

ますか、デマンド型交通、検討するということで

ではなくて、その施設の利用者に対するデマンド

あれなのですけれども、昨年の定例会等でいろい

バスだったのです。ですから、これはもっと調べ

ろ一般質問がされた中で、なかなか進捗をみな

なければいけないなということで、ある意味、庁

かったというものですから、補正を視野にという

内の組織をつくったから、そういうものも調べら

ことであれば、スケジュール感を、今わかる範囲

れたので、進捗率が悪いなんてという言葉を言わ

で伝えていただければなというふうに思います。

れると、私とすれば非常に抵抗を感じます。

それと、５番目の峠下２号線の関係でいきます

ただ、それ以降の進捗率が悪いというのは、

と、確かに企業誘致とか、そのためにはいい道路

おっしゃるとおりだというふうに思います。でも

とかがあるかもしれません。だけれども、金額が

それは、ある意味どういうものが一番この七飯町

余りにも大きいものですから、先に民間施設を入

にマッチしてくるのかということを、その委員会

れる、あるいは企業誘致が決まった段階で、その

の中で議論しているということで、ぜひ御理解を

工事に入っても遅くないのではないかなという感

いただきたい。

じがあります。予算がいっぱいあるのであればい

そして、それの期限を、いつまでにやるのだと

いのですけれども、全て借金でつくらなければい

いうことの御質問だと思うのですけれども、それ

けないという状況であれば、この金額について考

はまた、なかなかこの場で、今年中には、今年度

え直す、もうちょっと時期をずらすとか、考え直

中にはデマンドバスを発車させます、そんなこと

すということができないのかどうかということで

は言える話ではございません。

ございます。

何が一番合うのか、私は非常に心配しているの

それと、６番目の七飯町立地適正化計画の策定

は、デマンド型バスというのは、例えば役場の前

について、町長の施政方針の中で、「コンパクト

でとまるというものを一つつくったにしても、役

なまちづくりの転換を図る必要があります」とい

場まで来る足がないのです。しかも冬道、坂町で

うことで、断定的に書いていたのですけれども、

す。ですから、どれが一番合うのかというのは、

それについて、これから計画を立てるわけですか

私、非常に難しい問題で、深い議論が必要だと

ら、先ほど言ったとおり、住民の説明会だとか意

思っています。私は、どちらかというとタクシー

見を聞いたりしてやるということなものですか

というのが一番この町に私は合うのかなという気

ら、余りコンパクトなとか、結果が見えているよ

がしております。ですから、そこの利便性をどう

うな、誘導のようなものはいかがなものかと思っ

やって高めていくのかということを、これは専門

たものですから、２回の住民説明会だけではなく

部会といいましょうか、内部組織の中でもっと

て、意見を聞くという場をしっかり約束いただけ

もっと議論していただきたいということは、それ

ればなというふうに思います。

は私のほうから言っておりますので、スピード感

以上、質問になっているかどうかですけれど
も。

う議論をきちんとやっているのだということで、

〇中川委員長
〇中宮町長

がないみたいなことでありますけれども、そうい

町長。

ぜひ御理解をしていただきたい。ですから、今こ

まず、地域公共交通の関係で、去年

の場で、いつまでにそういうものはやりますとい

の定例会等々で出た中からすれば、進捗率が悪い

うことは、ちょっと今のところは、まだお話がで

のではないかというお話でしたけれども、実はま

きないということでありますので、ぜひ御理解い

だ内部組織もつくっていない中で、内部組織つく

ただきたいというふうに思います。

りました。そして、同僚議員のほうから出た、長
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それから、温浴施設の関係でも、それも私は企

業誘致の一つだというふうに思っています。どれ

合わせたいのだということで考えているというこ

くらいの方々がそこの場で雇用の発生があるのか

とで、ぜひ御理解をいただきたいなと思います。

は、まだお聞きしておりませんけれども、仮に３

それと、まず、パブリックコメントの関係であ

０人、３５人の雇用の場が発生するということで

りますけれども、私ども２回の住民説明会という

あれば、私は大変なこれは企業誘致の一つだなと

ことは、ただこっちから投げ放しで、はい、説明

いうふうに思っています。

しました、終わりですではなくて、その説明会と

そういう意味からすれば、開業が令和４年４月

いうのは、当然町民の皆さんの御意見をお聞きす

の予定でありますので、道路事業も令和４年の、

るという、そういうことでの説明会でありますの

それの開業する前に私は道路も一緒に開通させ

で、ただ役場からの説明で終わる、そういう説明

る。そこに行く道路をつけてあげたいという。今

会ではないということを、ぜひそこのところも御

ないわけではないですよ。ゆっくり走れば事故を

理解をいただきたいなというふうに思います。

起こさないで行くかもしれませんけれども、より

そしてその後に、パブリックコメントなり、そ

安全な道路を、きちんとしたものを、道路の種別

ういったことをしっかりやっていきますので。こ

で言えば３種４級くらいになると思います。そう

れは、ある意味、もっとどこに投げかけるという

いうきちんとした、道路構造令にのっとった道路

か、議員の皆様方から都市計画審議会のメンバー

をきちんとつけてあげて、温浴施設の事業に支障

に入っておりますので、もちろん都市計画審議会

のないようにしていきたい。

の中でも御議論をしていただきますので、そう

そしてまた、今あるラッキーピエロ、既存のお

いったときにも、ぜひ議員の皆様方のお力添えも

店あるいは、すぐそばにもパークゴルフ場、冬だ

賜りたいなというふうに考えているところでござ

けでありますけれども、そういうものもあります

いますので、御理解をいただきたいと思います。

ので、そういう利用者も含めて、そういった方々

それと、防災無線の関係で、横瀬町だったで

の安全・安心も含めて、私はこの道路は、急いで

しょうか、そこでは、いろいろな実証試験をする

何でやるのというような御意見でしょうけれど

ことがまちづくりの一つで、今回、ＮＴＴデータ

も、私は、そういう意味では、企業誘致のサービ

がそこに申し込みをしてやったということで、そ

スとして、まずは開業するまでに道路の設置をし

の後に、実はここで切りかえしているのです。で

ていきたいという考え方であります。

すから、皆さん、多分不信感というのは、そんな

ですから、それ以降の発電所の道路につなげる

にいいものであれば、それを採用したらどうなの

部分も、企業誘致を一生懸命やりますので、そう

かと。それが日本で最初だったらもっとよかった

いう話が来た時点では、そちらの事業も同時とい

という思いなのかなという気がしますけれども、

うよりも、私は実は先行したいぐらいなのです。

そこには、横瀬町の事情が私は深くわからないの

こういう道路をつくって、道路網図、国道５号か

で、総務部長のほうから、横瀬町の担当者とお話

らこんな道路網図で道路ができているから、ぜひ

ししていますので、どういうことで、私どもが入

企業の皆さん来てくださいという、そういう企業

れようとした機械を入れなくなったのか、採用し

誘致を私はしていきたいなというふうに思ってい

なかったかということは、大変申しわけないので

ますので、それはまた、これから後の話ですけれ

すけれども、総務部長のほうからの答弁で、委員

ども、今回は開業に間に合わせたい。本来であれ

長、よろしいでしょうか。

ば、早くつくって、もう少し早くできて、もうで

〇中川委員長

きていて、ぜひ温浴施設を早くやってくださいと

〇釣谷総務部長

いうぐらいのことをしたかったのですけれども、

別委員会で聞いていた部分もありますので、早々

それはちょっといろいろな事業の採択みたいなも

に横瀬町の防災担当のほうに、その時点での経緯

のも含めて、かなわなかったことでありますけれ

につきまして確認を入れてございます。

ども、ぜひそういうところも含めて、開業に間に
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総務部長。
その点につきまして、先日の特

今、町長のほうからも答弁ございましたとお

り、まずは実証実験を町の目玉にしているとい

いたのですけれども、そのことにつきましても横

う、町の姿勢ですので、それはそれ。

瀬町のほうに確認を入れました。

それと、防災無線をアナログからデジタルに変

そうしましたら、もともと全戸配布をしてい

更していかなければいけないという国の関係があ

て、アナログの６０メガのアンテナがもう既に家

ります。そこのところのタイムリミットで、防災

についている。穴があいて家についているので、

無線も変えていかなければいけないという、そこ

穴をあけることに抵抗があるというような、結果

の事業と、ここのところは基本的にはリンクはし

的にはそういう家はないのですと。だから、なお

ておりませんという話でした。

さら、たまたま受信感度が悪くても、アンテナを

ただ、実証実験の中に、ある意味今のＬＰＷＡ

つけるという部分についての抵抗とかという、う

の部分を実験するという話は、当然町の共通の認

ちでいう心配の部分については、横瀬町のほうで

識の中ではありましたので、それで、結果がよけ

はそういう心配はありませんでしたという回答を

れば検討してもいいかなぐらいの腹づもりはあっ

いただいております。

たそうです。

ただ、先ほど委員のほうからおっしゃっていま

ただ、実証実験が終わって報告が出たのが、た

した、委員会のほうの説明の中で、実証実験も皆

しか２０１８年だと思います。その時点では、戸

行われていて、結果があるのだと、実績があるの

別受信器なるものの形もなく、結局実験ですの

だというような印象を与えて、故意ではないので

で、どういう伝わり方をするだとか、どこまで電

すが、結果そういう印象を与えてしまっていて、

波が届くだとか、そういう実験を実際にやってい

結果は、そういう実績はなかったというところに

たそうです。それで、まだ実際にそれは、結果は

つきましては、私どもの説明の仕方が未熟であっ

よかったということの、余り厚くない報告書はも

たということで、この場をかりて改めておわび申

らったそうなのですが、実際にはこういうものに

し上げたいと思います。その辺につきましては、

活用できる、ああいうものが有利であるというよ

よろしくお願いいたします。

うな、ある意味そういう実験結果しか出てこな
かったそうなのです。

私の伺った横瀬町の情報は、そういう情報でご
ざいます。

それで、これであると、自分たちの町でデジタ

以上でございます。

ル化をしていくためのスケジュールには到底、現

〇中川委員長

物のものとしては間に合わないという判断で、そ

〇若山委員

このＬＰＷＡの実証実験の結果の部分につきまし

でもそういうやりとりがあったので、あたかもき

ては、検討から外したという経過でございます。

ちっとした、横瀬町の実験としてやったものだ

実際に、もともとの６０メガヘルツのアナログ

と。よくよく聞いたら、ＮＴＴデータが自分でこ

からデジタルの６０メガへの変更をするという、

うやって実験したデータを紹介していたという内

もともとの基本がそこにはまだ、その当時の基本

容だったので、それでは、本人がこれいいですと

にはあったそうなので、それで進めていくという

言ってくるだけではないかということがあったり

決定をしたという流れの結果だったそうです。

したものですから、ちょっとどうなのかというよ

ただ、もう一つ、うちの特別委員会のときに私

若山委員。
横瀬町の件については、委員会の中

うな感じがあったものですから。

どものほうで説明してございました、壁に穴をあ

あと、この機械がいいのか悪いのかというの

けてアンテナをつけないと、受信の感度が悪いと

は、僕も余りそういう知識がないので、よくわか

いうデメリットがあると、６０メガにはそういう

らないので、ここまでにします。

デメリットがあるという。私どもの求めたもの

あと、地域公共交通について、町長おっしゃっ

は、室内に置いて受信ができる。アンテナを外に

たとおり、いつまでというのはなかなか言いづら

つけなくてもいいという、持ち運びができるとい

いところがあるというのはわかるのですけれど

うところの違いの部分の説明は特別委員会でして

も、施政方針にきちっと文言を入れているという
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か、検討しますと入っているものですから、今年

性はあると思います。それを見きわめた上でやっ

やれとか来年やれとかということではなくて、い

ていただきたい。

つごろまでにやるか、やらないか含めて結論を出

今、１０年後には１億３,０００万円ぐらい、

しますとか、そういう責任は、施政方針に入れて

また更新をしなければいけないという資料が出て

いる以上、あるのではないかという気がするの

います。ですから、今８億幾らかける、当町で持

と。

つのはその３割ですけれども、基本的には年間６

予算に全く入っていなかったものですから、補

００万円、そのほかに配置している機械のお金が

正を組んででも必要ならやりますという、そうい

またかかるのでしょうね。そして、１０年後には

う決意があるものですからあれですけれども、そ

また更新ということですから、決して安いもので

のぐらいのめども立たないのか、再度、そこのと

はないということで、しっかりとした検討をして

ころだけ、いかがかなという感じでお願いしたい

いただきたい。それを確かめた上で、もう一度

のですけれども。

我々に提案をしていただいて、どういう形で執行

〇中川委員長

するのか教えていただきたいと思います。

〇中宮町長

町長。

施政方針に書いたということであり

２点目なのですが、地域公共交通、この話と大

ますので、これはやはりしっかり検討しますとい

沼地区にバスを２台追加して、３,０００何百万

うことでありますから、この年度内にはきちんと

円の予算組んでいます。４０何人乗りが２台に

方針を出しますということで捉えていただけれ

なって、２０何人乗りが１台、そのほかに１０人

ば。そして今日、必要があればというか、補正予

乗りのワゴン車が１台と。これを、学校が開く日

算も視野に入れながらという言葉の中で、今年度

数というのは、年間２００日あるかないかなので

中にはいろいろなめどがつくのだなという、そう

すけれども、それをほぼびっちり貸し切るような

いう御理解をしていただければ私は大変ありがた

説明を受けましたので、例えば登下校の送迎であ

いというふうに思いますので、そういうことで御

れば、その間、あいている時間があるわけです。

理解をいただきたいと思います。

例えば１０人乗りの車を公共交通の実証実験に当

以上でございます。
〇中川委員長

てるとか、それであればこの予算内で済む話です

よろしいですか。

から、もう少し何かスクールバスの金額に見合っ

平松委員。
〇平松委員

た利用を検討できないものか、この点について御

２点お伺いいたします。

答弁願いたいと思います。

防災無線、しつこいようで申しわけないのです

〇中川委員長

町長。

けれども、アナログが使えなくなるまでまだ２年

〇中宮町長

防災無線の関係は、減災防災基金と

余裕あるのです。今、キャリアのほうで、緊急地

いうのは、令和２年度が最終年度なのです、今の

震速報というのを流せる仕組みを自治体は無料で

ところ。ですから、この２年度に着工して、一部

使えると。この仕組みがまずベースにあるのです

繰越明許をかけて、３年度完成なのです。令和４

から、そんなに慌てて８億幾らという事業を取り

年になると、何月からか使えなくなります。です

入れなければいけないという状況にはないと思う

から、私はぎりぎりの年度設定だなというふうに

のです。実際に駒ヶ岳が噴火したという情報は、

思っています。これはぜひ御理解いただきたいな

自治体からキャリアを使って流れますから。だか

と思います。

ら本当に、皆さんさんざん言いましたから、しっ

それと、５Ｇの関係でありますけれども、なか

かりした、こういうものがいいのかどうか、まし

なかこの地域に来るといったら、時間かかるとい

て、今月から５Ｇという新しい、今まで４Ｇから

うふうに私はそういったものを読んだことがあり

みれば１００倍以上の通信量の仕組みが動き出し

ますし、これも実は、５Ｇの無線というのが届く

ますので、こういった方式も相当、例えば機器的

のが５００メーターで、５００メーターピッチに

にも小型化するだとかということが出てくる可能

中継所も必要だというふうにお聞きしておりま
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す。

す。それと、前におっしゃったようなことも、検

国はどこまで整備していくのか、あるいは事業

討の余地はあると思いますけれども、私はいろい

者が、ＮＴＴあるいは違うものも含めて、ソフト

ろなリスクのことを考えると、スクールバスとい

バンク等々の事業者がどの程度の、今、当面やる

うのは、スクールバスの任務を全うするような、

というのは東京都心ですから、その後に大阪のほ

そういう交通手段であるべきだというふうに考え

うにも行くという話です。ですから、５Ｇという

ておりますので、地域の他の町民の足の確保につ

のは、そう簡単にこの地区には来ないと思います

いては、地域公共交通のほうで考えてまいります

し、中継基地を５００メーターピッチに建てると

ので、御理解をいただきたいと存じます。

いうのが現実的なのかどうかというのも非常に疑
問です。それが使えるようになれば、私のこれか

以上でございます。
〇中川委員長

らやろうというのは、そういう事業をやろうとい
う会社でもありますので、相談もできるというふ

ほかに。

（「なし」と呼ぶ者あり）
〇中川委員長

それでは、質疑を終わります。

うに思いますので、５Ｇの話は私は余り、うちに

以上で、町長への総括質疑を終了いたします。

はちょっと、まだまだ時間がかかるのかなという

町長、ありがとうございました。

気がしております。

暫時休憩いたします。

それから、スクールバスの関係で、たくさんの

午後 ５時２４分 休憩

お金をかけてやるので、実働２１０日ぐらいなの

─────────────

でしょうか。そういった中で、もっともっと有効

午後 ５時３６分 再開

な活用みたいなことをおっしゃっていますけれど

○中川委員長

も、それは学校の授業をする日数は２１０日なの

す。

休憩前に引き続き、再開いたしま

でしょうけれども、２００日前後なのでしょうけ

まず、先般の商工観光課と午前中の学校教育課

れども、部活にも使いますし、中体連にも使う

に要求しました資料は、お手元に配布しておりま

し、いろいろ使うのです。それも含めて２００日

すので、目を通していただきたいと思います。

前後ではないというふうに思います、私は。

それでは、町長総括も終わり、全て聴取を終了

このスクールバス、私はやはり子供たちの通学

したということでよろしいでしょうか。

の足の手段ですから、ぜひここに専念して使いた

（「はい」と呼ぶ者あり）

いのです。いろいろなリスクがあります。事故な

〇中川委員長

んかが起きた、あるいは一般に使っているとき

ら１件ごとに討論、採決に入ります。

に、お客様が行方不明みたいな、乗り遅れる。お

それでは、これより議案第１号か

議案第１号令和２年度七飯町一般会計予算の討

かげで、その結果、子供たちを迎えに行くのが遅

論を行います。

くなってしまったとか、そういったことを考える

若山委員。

と、私はスクールバスというのは、バスに与えら

〇若山委員

れた任務をしっかりこなしていけるような、そう

般会計予算案に対して、反対の立場から意見を述

いうものだけに私は使っていきたい。そして、町

べさせていただきます。

民の足については、地域公共交通の中でしっかり
煮詰めていきたいなというふうに思います。

令和２年度予算審査特別委員会の一

令和２年一般予算案に９５％以上賛成です。多
数の方の御努力により、大変立派な予算案を提出

ただ、実証実験に使ってはと言いますから、そ

されたことに大いに敬意を表したいと思います。

の日にちがどれくらいとれるのか、実証実験ある

財源の確保に努め、中山間所得向上支援事業補

いは学校に行くついでにどこかに送るという、そ

助金２億円により、民間による酒蔵建設など、よ

ういう足にも使っている町もあるやにお聞きして

く検討されていると思います。

おります。そういったことも含めて、そういった
ことは少しは私は検討する余地があると思いま

ただし、何点か納得できないところがあるの
で、やむを得ず反対せざるを得ません。
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納得のいかない点は、次の点です。

険特別会計予算の討論を行います。

９款消防費の項目の中で、防災行政無線施設管
理費の８億３,２００万円です。防災行政無線導

（「なし」と呼ぶ者あり）
〇中川委員長

討論を終わります。

入に対して、全く実績のない新方式を提案されて

これより、採決を行います。

いますが、その機能や安定性について十分な検証

議案第２号令和２年度七飯町国民健康保険特別

がされているとは思われませんでした。もう少し

会計予算を、原案のとおり可決すべきものと決す

検討することを求めたいと思い、総括質疑等を行

ることに御異議ございませんか。

いましたが、有効な回答は得られませんでした。
２点目として、８款土木費の中の社会資本整備

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
〇中川委員長

御異議なしと認めます。

総合交付金事業費の峠下２号線改良舗装工事が、

よって、議案第２号令和２年度七飯町国民健康

測量委託料、土地購入費及び移転補償費を含め１

保険特別会計予算は、原案のとおり可決すべきも

億９,６００万円は、温浴施設を誘致するためと

のと決しました。

しては高額です。民間施設がどうなるか全く未知

次に、議案第３号令和２年度七飯町後期高齢者

数な状況で、先行投資はリスクが高過ぎるのでは

医療特別会計予算の討論を行います。

ないでしょうか。開業後、様子を見てからでも遅

（「なし」と呼ぶ者あり）

くないのではないでしょうか。この点についても

〇中川委員長

討論を終わります。

総括質疑をしましたけれども、納得いく回答があ

これより、採決を行います。

りませんでした。

議案第３号令和２年度七飯町後期高齢者医療特

以上より、一般予算案に反対するものです。

別会計予算を、原案のとおり可決すべきものと決

以上。

することに御異議ございませんか。

〇中川委員長

ほかにございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

川上委員。
〇川上委員

〇中川委員長

私は、賛成の立場で討論をさせてい

ただきます。

よって、議案第３号令和２年度七飯町後期高齢
者医療特別会計予算は、原案のとおり可決すべき

先ほど町長質疑におきまして、町長の答弁につ

ものと決しました。

きまして、私は納得させていただきましたので、
賛成といたしたいと思いますので、よろしくお願

次に、議案第４号令和２年度七飯町介護保険特
別会計予算の討論を行います。

いいたします。

（「なし」と呼ぶ者あり）

以上です。
〇中川委員長

〇中川委員長
ほかにございませんか。

議案第４号令和２年度七飯町介護保険特別会計

討論を終わります。

予算を、原案のとおり可決すべきものと決するこ

これより、起立により採決を行います。

とに御異議ございませんか。

議案第１号令和２年度七飯町一般会計予算を、
原案のとおり可決すべきものと決することに賛成

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
〇中川委員長

の委員の起立を求めます。

御異議なしと認めます。

よって、議案第４号令和２年度七飯町介護保険

（賛成者起立）
〇中川委員長

討論を終わります。

これより、採決を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）
〇中川委員長

御異議なしと認めます。

特別会計予算は、原案のとおり可決すべきものと

起立多数であります。

決しました。

よって、議案第１号令和２年度七飯町一般会計
予算は賛成多数で、原案のとおり可決すべきもの

次に、議案第５号令和２年度七飯町土地造成事
業特別会計予算の討論を行います。

と決しました。

（「なし」と呼ぶ者あり）

次に、議案第２号令和２年度七飯町国民健康保

〇中川委員長
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討論を終わります。

これより、採決を行います。

〇畑中委員

正副委員長に、大変御苦労ですけれ

議案第５号令和２年度七飯町土地造成事業特別

ども、お任せしますので、よろしくお願いしま

会計予算を、原案のとおり可決すべきものと決す

す。

ることに御異議ございませんか。

〇中川委員長

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
〇中川委員長

〇中島委員

御異議なしと認めます。

中島委員。
せっかく今回たくさんの総括質疑が

出ましたので、何とかこのまましておくのではな

よって、議案第５号令和２年度七飯町土地造成

くて、どこの部分でまとめの中に取り入れていた

事業特別会計予算は、原案のとおり可決すべきも

だければ、質問されなかった方はどう思うかしれ

のと決しました。

ませんけれども、意見を聞きながら、多少なりと

次に、議案第６号令和２年度七飯町水道事業会
計予算の討論を行います。

度まとめに入れていただければありがたいなと思

（「なし」と呼ぶ者あり）
〇中川委員長

も総括の質問、答弁、そのものについてはある程
うのだけれども、そこはどうなのだろうなと思う

討論を終わります。

けれども。

これより、採決を行います。

〇中川委員長

議案第６号令和２年度七飯町水道事業会計予算

疑の内容、やりとりを記載をしたほうがいいので

を、原案のとおり可決すべきものと決することに

はないかということですけれども、いかがでしょ

御異議ございませんか。

うか。よろしいですか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
〇中川委員長

中島委員のほうから、町長総括質

ほかにございませんか。

御異議なしと認めます。

（「なし」と呼ぶ者あり）

よって、議案第６号令和２年度七飯町水道事業

〇中川委員長

会計予算は、原案のとおり可決すべきものと決し

暫時休憩いたします。

午後 ５時４７分 休憩

ました。

─────────────

次に、議案第７号令和２年度七飯町下水道事業
会計予算の討論を行います。

○中川委員長

（「なし」と呼ぶ者あり）
〇中川委員長

午後 ５時４８分 再開
休憩前に引き続き、再開いたしま

す。

討論を終わります。

ただいま議案第１号から議案第７号までの各会

これより、採決を行います。

計予算の報告書に記載する事項について、委員会

議案第７号令和２年度七飯町下水道事業会計予

の総意として、委員長、副委員長においてまと

算を、原案のとおり可決すべきものと決すること

め、次回の委員会に報告書の案として提出したい

に御異議ございませんか。

と思いますが、御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
〇中川委員長

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認めます。

〇中川委員長

よって、議案第７号令和２年度七飯町下水道事
業会計予算は、原案のとおり可決すべきものと決

の委員会に報告書案を提出することを決定いたし
ました。

しました。

次回の委員会、報告書のまとめは、３月２４

次に、報告書に記載する事項について協議いた
します。

日、本会議を午前１０時に開会し、休憩をして委
員会を開催したいと思いますが、御異議ございま

議案第１号から議案第７号までの令和２年度一

せんか。

般会計予算、各特別会計予算、各企業会計予算に
かかわる報告書に記載する事項について、各委員

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
〇中川委員長

の発言を求めます。
畑中委員。

御異議がございませんので、次回

御異議なしと認めます。

よって、次回の委員会は、あす３月２４日、本
会議を午前１０時に開会し、休憩をした後、開催
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することに決定いたしました。
本日の委員会は、これをもちまして終了いたし
ます。
御苦労さまでした。
午後

５時４９分 散会
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