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１６番

川

上

弘

一

午前１０時００分

開議

向報告としてお手元に配付のとおりであります。

───────────────────
開

議

宣

また、町政動向報告についても、お手元に配付の

告

とおりであります。

───────────────────
○議長（木下

敏）

以上で、諸般の報告を終わります。

皆さん、おはようございま

───────────────────

す。

日程第３

ただいまから、令和２年第３回七飯町議会定例

各常任委員会報告

会を開会いたします。

───────────────────

直ちに、本日の会議を開きます。

○議長（木下

───────────────────

敏）

日程第３

告を議題といたします。

日程第１

初めに、経済産業常任委員会の報告を求めま

会議録署名議員の指名

す。長谷川委員長。

───────────────────

○８番（長谷川生人）

○議長（木下

各常任委員会報

敏）

日程第１

会議録署名議員

委員会報告第６号。

経済産業常任委員会報告書。

の指名を行います。

令和２年６月１１日第２回定例会における議決

本日の会議録署名議員として、

に基づき、当委員会の所管について調査した結果

１５番

若

山

雅

行

議員

１６番

川

上

弘

一

議員

を下記のとおり報告する。
令和２年８月２５日。七飯町議会議長、木下敏

以上２議員を指名いたします。

様。経済産業常任委員会委員長、長谷川生人。

───────────────────

記。

日程第２

所管事務調査事項。

会期の決定

町営住宅の状況について。

───────────────────

令和２年６月２５日、７月２０日、８月３日、

○議長（木下

敏）

日程第２

会期の決定を

２５日の４日間、委員会を開催し、経済部長、都

議題といたします。

市住宅課長の出席を求め、提出資料に基づいた説

お諮りいたします。

明の聴取を行った。

本定例会の会期は、本日から９月２４日までの

１、調査の目的。

１７日間といたしたいと思いますが、これに御異
議ございませんか。

町営住宅の現状、七飯町公営住宅長寿命化計画
の進捗状況を把握するため、調査を行った。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○議長（木下

敏）

２、調査の方法。

御異議なしと認めます。

町営住宅の建築年次、戸数と現在の入居戸数に

よって、本定例会の会期は、本日から９月２４

関する資料、七飯町公営住宅長寿命化計画の進捗

日までの１７日間と決定いたしました。会期予定

状況、工事一覧、今後の予定に関する資料等の提

表は、お手元に配付のとおりであります。

出を求めたほか、経済部長、都市住宅課長への聴

この際、諸般の報告を行います。

取を行った。

本定例会に町長より提案された議件は同意２

３、町営住宅の現状について。

件、議案１１件、諮問１件、報告４件、認定７
件、以上２５件であります。

令和２年６月末日現在の戸数は５２０戸、うち
入居戸数は４６４戸、空き家戸数５６戸となって

次に、地方自治法第１２１条の規定により、本

いる。空き家のうち、緑町団地２戸、本町上台団

会議に出席を求めた説明員は、その職・氏名を印

地１戸、桜団地３３戸の計３６戸は、政策空き家

刷して、お手元に配付のとおりであります。

となっていることから、実際に入居が可能となる

次に、閉会中の議会の動向については、議会動

戸数は２０戸である。退去後の補修を行っていな
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い空き家が１５戸あるが、これは順次補修をし、
入居者の募集を行っていくとのことである。

また、計画策定時には、平成２５年度から新団
地の建設を進める予定であったが、計画の実施段

緑町団地は建築から５２年、桜団地は建築から
４９年から５１年が経過し、耐用年数も過ぎてい

階で時点修正を行い、令和５年度以降の建て替え
を検討することとしている。

ることから、令和５年度以降の移転、建て替えを
検討している。

委員からは、長寿命化改修工事における目視が
できない箇所の設計に対する考え方や長寿命化計

町営住宅の概要については、表１のとおりであ
る。

画策定時の見込工事費と実際の契約金額に開きが
あることについて質疑があった。

委員からは、今後の町営住宅の建築予定につい

長寿命化改修工事の考え方としては、過去に修

て質疑があり、現計画は令和４年度までの計画と

繕歴等があるのであれば、その点は加味していき

なっていることから、令和５年度からの次期長寿

たいが、現在入居者がいる中での工事であること

命化計画改定時の際に、新たな団地の必要性につ

や設計段階で屋根を開いて確認することにより設

いて検討し、計画に反映していきたいとの考えで

計金額が増加することから、基本的には目視、打

あった。

診などによって調査を行い、目視ができない箇所

下の表は、町営住宅の概要でございます。御覧
願います。

に不具合があった場合には、適正な設計金額を算
出し、契約変更によって対応をし、議会の理解を

４、七飯町公営住宅長寿命化計画の進捗状況に

得られるようにしていきたいとの考えであった。

ついて。

また、計画時と実際の工事費に差が生じた大き

七飯町公営住宅長寿命化計画は、平成２３年度

な要因は、社会情勢の変化が挙げられる。平成２

から令和４年度までの１２年間を計画期間として

３年３月の東日本大震災や東京オリンピック・パ

いる。当該計画は、劣化度調査結果等を基に、予

ラリンピックの開催決定に伴う建築部材の需要が

防保全的な維持管理や耐久性の向上に資する改善

高まったことに加え、消費税増税、労務単価の上

等の計画的な実施により、公営住宅ストックの長

昇などにより当初見込んでいた工事費よりも増加

寿命化を図り、ライフサイクルコスト（構造物の

しているとの回答であった。

計画、設計から建設、維持管理、解体撤去、廃棄

５、まとめ。

に至る経費をいう。）の縮減に結びつけるととも

町営住宅の状況について調査を行ったところ、

に、公営住宅ストックの有効活用と効率的かつ円

七飯町公営住宅長寿命化計画により、国の社会資

滑な更新の実現を目的としている。

本整備総合交付金を活用し、既存の町営住宅の長

長寿命化計画の進捗状況については、平成２５

寿命化改修工事が進められている。

年度から令和４年度までの１０年間の計画で、冬

議会においても議論となった長寿命化改修工事

トピア団地の改修を行っており、平成３１年度か

の設計のあり方に関しては、設計時点において、

ら桜Ｂ団地、令和２年度から本町上台団地の長寿

目視などでも確認できない箇所が生じているが、

命化改修工事を順次実施している。

現に入居者がいる中での設計及び工事であること

吉野山団地については、平成３０年度から４か

を踏まえると、目視できない箇所を設計に反映さ

年にわたって、改修工事を実施する予定であった

せることは難しいものであると考えられ、仮に目

が、国や北海道からの補助金の関係から予定を前

視できない箇所に不具合があった際には、適正な

倒しして、平成３０年度に４棟の改修工事を完了

設計金額を算出し、議会への提案の際には丁寧な

している。長寿命化改修工事を実施することに

説明に努めていただきたい。

よって、冬トピア団地については７０年間使用可

昨今の厳しい財政状況を踏まえると、耐用年数

能となり、吉野山団地、桜Ｂ団地及び本町上台団

がある町営住宅については、長寿命化を行うこと

地については改修工事後おおむね１０年間の使用

で事業費の縮減を図るとともに、今後の町営住宅

を見込んでいる。

の整備に関しては、人口減少社会、少子高齢化の
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進展によって、将来的な人口の増加が見込めない

などは行われているが、老朽化が著しい状態であ

ことから、将来にわたって必要となる管理戸数を

る。

的確に見極め、新たな住宅を建築する際には、慎

また、毎年プロサッカークラブが合宿を行う東

重な検討が行われることを望み、委員会報告とす

大沼多目的グラウンド（トルナーレ）について

る。

は、今年度、張り替えを行うための芝生を養生す

以上でございます。

る圃場を整備している。各体育施設の概要は、表

よろしく御審議願います。

１のとおりでございますので、御覧ください。

○議長（木下

敏）

議会運営例規第５２項の規

委員からは、スポーツセンターの改築について

定により、本件に対する質疑を省略し、報告済み

質疑があり、スポーツセンターの改築は、第５次

といたします。委員長、御苦労さまでした。

七飯町総合計画において、体育館やプールの再整

次に、民生文教常任委員会の報告を求めます。
坂本委員長。
○１０番（坂本

備は、総合運動公園整備事業の中で推進していく
と記載されており、教育委員会としては、整備を

繁）

委員会報告第７号。

する方針に変わりはないと考えている。今後も、

民生文教常任委員会報告書。

財政部と連携を取りながら、有利な補助金や起債

令和２年６月１１日第２回定例会における議決

等を活用し、改築に向けて実現可能な計画を作成

に基づき、当委員会の所管について調査した結果

しながら進めていきたいとの回答であった。

を下記のとおり報告する。

また、現地調査において、大中山地域体育館の

令和２年８月３１日。七飯町議会議長、木下敏
様。民生文教常任委員会委員長、坂本繁。

壁に穴が空いていることから、早急な対応を求め
るとともに、今後も管理体制について検討するよ

記。

う求めたところである。

所管事務調査事項。

４、体育施設の利用状況について。

体育施設の利用状況について。

表２に記載のとおり、平成２８年度からは体育

令和２年６月３０日、７月１３日、３０日、８

施設の利用者は減少傾向である。令和元年度につ

月２１日、３１日の５日間、委員会を開催し、教

いては、新型コロナウイルスの影響で２月中旬か

育次長、スポーツ振興課長の出席を求め、提出資

ら３月までは利用者がいない状況であった。

料に基づいた説明を聴取するとともに、現地調査
を行った。

教育委員会としては、体育施設の利用者が減っ
ていることから、参加者を増やすため、事業の実

１、調査の目的。

施に当たっては周知に努めているものの、利用者

町民の健康増進のために、利用されている体育

減の内容を分析して、今後の事業につなげていき

施設の利用状況や施設の状況について調査を行っ

たいとの考えであった。

た。

表２は、体育施設利用状況の推移でございます

２、調査の方法。

ので、御覧ください。

過去５年間の体育施設の利用状況に関する資

５、まとめ

料、体育施設の概要、設置年月日、面積などに関

体育施設は、町民の心身の健全な発達や体育活

する資料などの提出を求め、教育次長、スポーツ

動の普及振興にとって重要な施設であるととも

振興課長への聴取及び現地調査を行った。

に、町民がスポーツに親しみ、楽しむ機会を提供

３、体育施設の概要について。

することのできる施設である。しかし、その中心

今回の所管事務調査で対象とした体育施設は、

となるスポーツセンターは、現在の耐震基準を満

９施設である。その中でも特にスポーツセンター

たしておらず、老朽化が著しい状態である。修繕

については、建築基準法の改正があった昭和５６

などによる対応では、抜本的な解決とはならない

年度以前の昭和４８年に建設されており、現在の

ことから、改築に向けた具体的な検討を行う必要

耐震基準を満たしていない。これまでにも、改修

があると考える。教育委員会としても、財政部局
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との連携を取りながら、有利な補助金や起債を活

補正予算の内容、進捗状況に関する資料等、特別

用し、改築に向けて検討を進めていく考えであっ

定額給付金事業については、特別定額給付金事業

た。

に対応した人員体制、未申請件数の状況と日別の

当委員会としても、現在の財政状況が厳しいこ
とは十分に承知しているものの、利用者の安全

申請状況に関する資料等の提出を求めたほか、総
務部長、政策推進課長への聴取を行った。

面、町民の健康増進の観点からも、スポーツセン

３、地域公共交通について。

ターの改築に向けては、その優先順位を高くした

地域公共交通については、提出資料に基づき説

上で、より具体的な検討が行われることを望み、

明を受けたが、調査が十分ではないことから、継

委員会報告とする。

続して調査を行うことにした。

よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
○議長（木下

敏）

４、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨

議会運営例規第５２項の規

時交付金について。

定により、本件に対する質疑を省略し、報告済み

地方公共団体が作成した新型コロナウイルス感

といたします。坂本委員長、御苦労さまでした。

染症対応地方創生臨時交付金実施計画に基づく事

次に、総務財政常任委員会の報告を求めます。

業に要する費用に対し、国が交付金を交付するこ

池田委員長。
○４番（池田誠悦）

とにより新型コロナウイルスの感染拡大の防止や
委員会報告第８号。

感染拡大の影響を受けている地域経済や住民生活

総務財政常任委員会報告書。

の支援、家賃支援を含む事業継続や雇用維持等へ

令和２年６月１１日第２回定例会における議決

の対応、「新しい生活様式」を踏まえた地域経済

に基づき、当委員会の所管についてこれまでに調

の活性化等への対応を通じた地方創生を図ること

査した結果を下記のとおり報告する。

を目的としている。

令和２年９月１日。七飯町議会議長木下敏様。
総務財政常任委員会委員長、池田誠悦。

これまでに第１次分として１億３,９４０万８,
０００円、第２次分として４億４,７４６万９,０

記。

００円、合わせて５億８,６８７万７,０００円が

所管事務調査事項。

交付限度額として決定され、交付金を充当して実

地域公共交通について。新型コロナウイルス感

施している事業の予算総額は６億５,７９６万４,

染症対応地方創生臨時交付金について。特別定額

０００円となっている。

給付金事業について。

なお、交付限度額については、新型コロナウイ

令和２年６月１７日、７月１日、２７日、８月
１８日、２７日、９月１日の６日間、委員会を開

ルス感染症対応地方創生臨時交付金制度要綱に基
づき、国が決定している。

催し、総務部長、政策推進課長の出席を求め、提
出資料に基づいた説明の聴取を行った。

８月２７日時点での事業の実施状況について
は、別紙のとおりである。後ろのほうに参考資料

１、調査の目的。

がついておりますので、御参照ください。

地域公共交通のこれまでの経過や現在の取組状

委員からは、交付金を充当した事業の進捗状況

況、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時

の把握や事業を執行した結果、交付金に執行残が

交付金、特別定額給付金事業の実施状況を把握す

生じた場合の対応について質疑があり、町として

るため、調査を行った。

は、事業の進捗状況の把握に努め、実施計画の修

２、調査の方法。

正も可能であることから、進捗状況を踏まえた中

地域公共交通については、地域公共交通に関す

で修正を加えていきたいとの回答であった。

る取組の経過、プロジェクトチーム事務局が作成

５、特別定額給付金事業について。

した素案に関する資料等、新型コロナウイルス感

特別定額給付金事業は、国の新型コロナウイル

染症対応地方創生臨時交付金については、国に提

ス感染症緊急経済対策において、簡素な仕組みで

出した計画に関する資料、当該交付金を充当した

迅速かつ的確に家計への支援を行うために設けら
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れた事業で、基準日である令和２年４月２７日現

○議長（木下

敏）

議会運営例規第５２項の規

在において、住民基本台帳に記録されている者に

定により、本件に対する質疑を省略し、報告済み

対し１０万円を支給するものである。

といたします。池田委員長、御苦労さまでした。

町は、４月２１日に関係各課で協議を行い、政

以上で、各常任委員会報告を終わります。

策推進課が主体となるものの、総務部全体として

───────────────────

実施体制を構築し、七飯町特別定額給付金等事業

日程第４

実施対策本部を設置している。国の補正予算が成

出納検査報告

立した４月３０日以降、速やかに国への補助申

───────────────────

請、申請書発送準備を行い、５月の連休後の５月

○議長（木下

８日には各世帯への申請書の発送を完了してい

議題といたします。

る。

敏）

日程第４

出納検査報告を

監査委員の報告を求めます。神﨑監査委員。

５月１１日から１５日までの５日間は、郵送申

○監査委員（神﨑和枝）

監査報告。

請が集中した時期であり、この間は各課からの職

９月定例会に報告いたします例月出納検査につ

員が３交代制で申請書の確認、入力事務を行って

きましては、５月、６月、７月分の３か月分で

いる。申請書到着の翌日からは、指定金融機関へ

す。５月分につきましては６月２５日、２６日、

の振込データを送付するなど、迅速な対応を行っ

２９日、３０日、６月分につきましては７月２８

ている。なお、最終的な給付状況は次の表のとお

日、２９日、３０日、３１日、７月分につきまし

りであります。御覧ください。

ては８月２５日、２６日、２７日、２８日に行っ

６、まとめ。

ております。

地域公共交通については、継続して調査を行う
こととする。

会計課長及び上下水道課長より提出されました
諸帳簿類の額と現金及び預金等の金額が釣り銭を

特別定額給付金事業については、最終的に１万
３,８２３世帯、９９.８３％の給付状況となっ

除いた額と一致しており、計数上の誤りがなかっ
たことをここに御報告いたします。

た。申請を行っていない世帯に対しては、文書に

以上です。

よる通知や職員が戸別訪問を行うなどの取組を

○議長（木下

行ったが、基準日以降に死亡、居所不明、本人受
け取り拒否などにより、２４世帯が未申請となっ

これより質疑を許します。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（木下

た。町民にいち早く給付するため、政策推進課を
中心に総務部が一丸となって取り組んだことは評

敏）
敏）

質疑を終わります。

以上で、本件は報告済みといたします。神﨑監
査委員、御苦労さまでした。

価できる。

───────────────────

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交

日程第５

付金については、新型コロナウイルスの感染拡大

一般質問

の防止、地域経済や住民生活の支援など、予算計

───────────────────

上までは迅速に行われている。今後も予算計上さ

○議長（木下

れている事業の進捗状況の把握に努め、速やかな

ます。

敏）

日程第５

一般質問を行い

事業の実施を望むものである。また、今後、当該

通告順に発言を許します。

交付金のように複数の課が関係する場合には、事

平松俊一議員。

業の進捗状況や工程について予算成立後から当該

○３番（平松俊一）

交付金の担当課が把握するよう努めるとともに、

て大綱２問、質問を行いたいと思います。

各部が連携して事業を実施することを望み、委員
会報告とします。

それでは、通告に従いまし

１問目は、サテライトオフィスの誘致と仕事
マッチングについてであります。

御審議ください。以上です。

七飯町では、今年、長期的な人口推計を展望す
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る「七飯町まち・ひと・しごと創生人口ビジョ

ことを目標としております。また、講ずべき施策

ン」の改訂、東京圏などへの経済・人口の一極集

に関する基本的方向においても、観光振興等によ

中による転出超過のほか、出生率の低下などを要

る交流人口の拡大、企業誘致を通じた産業人材の

因とする人口減少の改善に向けて、策定から５年

呼び込み、Ｉターン・Ｕターンなど移住・定住の

に取り組む施策や数値目標などを定める「第２期

促進を図ることとしております。

七飯町まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定
いたしました。

総合戦略における取組につきましても、現在、
長期化する新型コロナウイルスによる状況の変化

しかしながら、この戦略書には総論的な事柄が
多く、余り具体策が盛り込まれているとは思われ

に対応していくことが重要と考えているところで
ございます。

ません。そこで今回は、サテライトオフィスの誘

２点目の地域における交通ネットワークについ

致を前提とした町の対応策と、新型コロナウイル

てですが、サテライトオフィスの充実のために特

スの影響で悪化した雇用対策の一つの手段として

化して交通を維持するといった考えはございませ

仕事のマッチングについて伺いたいと思います。

ん。生活に欠かせない交通手段である鉄道や路線

９点あります。

バス等の確保の観点から、その交通手段の維持に

１点目は、七飯町らしさを生かして人を呼び込

努めながら、町民の利便性の向上と利用促進に努

み・呼び戻すことについて。

めるものでございます。

２点目、地域における交通ネットワークについ
て。

６点目のＵＩＪターン新規就業支援事業につい
てですが、この事業は東京２３区から北海道へ移

３点目は、お試し就業について。

住し、道内の移住支援金対象法人に就業した方

４点目は、創業支援事業について。

に、国・道・道内１０８の市町村が共同で移住支

５点目は、七飯町の強みを生かした企業等の誘

援金を支給する制度でございます。北海道と連携

致について。

しながら、引き続き制度のＰＲに努めてまいりた

６点目は、ＵＩＪターン新規就業支援事業につ

いと考えております。

いて。

以上でございます。

７点目は、障害者の自立機会の拡大について。

○議長（木下

８点目は、情報通信基盤等環境整備について。

○商工観光課長（福川晃也）

最後になりますが、９点目は、雇用のマッチン

業についてでございます。

グを推進するために特設サイトや専用の窓口を設
置することについて。
敏）

３点目、お試し就

お試し就業については、町外のプロフェッショ
強化や人材の定着を図る事業として提示をしてご

政策推進課長。

○政策推進課長（中村雄司）

商工観光課長。

ナル人材と町内中小企業等々を結びつけ、競争力

以上、９点お願いいたします。
○議長（木下

敏）

ざいます。国や北海道が実施する同所の事業の活

政策推進課から１

用を含め、想定したものであります。

点目、２点目と６点目についてお答えいたしま
す。

現在、北海道では内閣府のプロフェッショナル
人材事業を活用し、北海道プロフェッショナル人

１点目の七飯町らしさを生かして人を呼び込

材センター事業を実施しており、企業に対し、人

む・呼び戻すについてですが、令和２年度から令

材ニーズの掘り起こしや人材活用の提案、民間人

和６年度までを計画期間とする「第２期七飯町ま

材ビジネス事業者への取次ぎなどの支援を実施し

ち・ひと・しごと創生総合戦略」を本年３月に改

てございます。

訂したところでございます。四つの基本目標の一
つとしております。

４点目、創業支援事業についてでございます
が、こちらは開業しようとしている、または開業

この基本目標では、令和６年における道外から

して間もない優れた事業計画を有する事業者を支

の転入者数を平成３０年の１８６人より増加する

援し、新たな起業家への取組を奨励・促進し、地
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域経済の活性化を図る事業として、町では函館

援、自立支援の実施事業である職場体験から、そ

市、北斗市とともに創業バックアップ助成金事業

の民間企業へ就職したケース。また、障害のある

を実施してございます。外部有識者による審査委

方の職業の安定を図ることを目的に国の委託によ

員会を設置し、書面審査による１次審査、プレゼ

り函館市内に設置され、公共職業安定所や企業や

ンテーションによる面接審査を経て、採択を決定

関係機関等と連携・共同推進し、道南地区の中心

するものでございます。令和２年度は、函館市３

的な就労支援ネットワークの拠点である障害者就

件、七飯町２件が採択となってございます。

労生活支援センター「すてっぷ」と連携を図り、

５点目です。七飯町の強みを生かした企業等の

障害のある方の就労相談、企業の障害者雇用の相

誘致についてでございますが、町を縦断する一般

談などにより就職したケースなど、障害のある方

国道５号、函館新道とこれらによる函館空港、函

の自立機会の拡大は行っております。

館港及び北海道新幹線新函館北斗駅へのアクセス

障害者の自立機会の拡大については、新型コロ

の良さ、今後も北海道縦貫自動車道の開通を控え

ナウイルスが就業に与える影響を鑑み、引き続き

るなど良好な立地環境と横津岳を水源とする良質

各関係機関と連携を取りながら、障害者を含めた

な水資源は、七飯町の強みであると考えてござい

多様な人材の活躍推進と担い手対策の促進を講じ

ます。

てまいります。

９点目です。雇用のマッチングを推進するため

以上でございます。

に特設サイトや専用窓口の設置についてでござい

○議長（木下

敏）

情報防災課長。

ますが、雇用のマッチングにつきましては、特設

○情報防災課長（若山みつる）

サイトの設置は予定してございませんが、先ほど

らは８点目の情報通信基盤等整備事業について答

御答弁申し上げました北海道プロフェッショナル

弁申し上げます。

それでは、私か

人材センター事業やハローワーク函館が実施して

情報通信基盤の基本となります光回線の町内の

いる人材確保対策コーナーなど、国や北海道の事

整備率は９９.０５％となっており、うち藤城地

業を活用してまいりたいと考えております。

区、峠下地区、大沼地区については平成２１年の

また、現在は、経済部商工観光課に新型コロナ

国の補助事業を活用し、町が事業主体となり光回

ウイルス感染症に関連し、労働相談等に対応する

線の敷設を行っております。また、近年情報通信

ための職員を配置し、関係機関との連携に当たっ

基盤として重要視されますのが携帯電話網です

ているところでございます。

が、大手３キャリアの七飯町内の人口カバー率は

以上でございます。
○議長（木下

敏）

１００％と公表されております。光回線につきま

福祉課長。

○福祉課長（村山德収）

しては、国による新型コロナウイルス感染症の対

７点目の障害者の自立

機会の拡大についてお答えいたします。

応のため、テレワークやリモート事業に必要な情
報通信基盤の整備を補助する高度無線環境整備推

令和２年３月策定の「第２期七飯町まち・ひ

進事業が打ち出され、この事業を活用し、町内の

と・しごと創生総合戦略」における四つの基本目

未整備地区である鶴野地区と豊田地区に光回線を

標に基づき実施される取組を継続発展させる横断

整備いたしたく、本定例会に補正予算を提出させ

的な目標に多様な人材の活躍を推進するを掲げて

ていただいております。これにより、町内の光回

おります。

線整備率は、ほぼ１００％となります。情報通信

この目標の講ずべき推進施策の一つとして、地

技術につきましては、進化を続けてございますの

域や産業の担い手としての活躍の場づくりがあ

で、今後も動向を注視してまいりますので、ご理

り、その具体的な施策として障害者の自立機会の

解のほどよろしくお願いいたします。

拡大についてを掲載しております。

以上です。

この施策の状況として、町内の障害者の自立支
援サービス基盤である就労意向支援、就業継続支

○議長（木下

敏）

○３番（平松俊一）
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平松俊一議員。
今回、このサテライトオ

フィスという切り口で一般質問を行うきっかけに

のサテライトオフィスみたいなものが考えられる

なりましたのは、函館にあります大手証券会社の

と思うのですが、逆参勤交代というような言葉も

支店長とお会いする機会がありまして、そこでい

あります。丸の内だけで働いているビジネスマン

ろいろアドバイスを頂いたといいますか、七飯町

が、２８万人と言われています。函館とほぼ同じ

の評価を頂いたわけなのです。そのときに、この

人口が丸の内で毎日働いている。こういう人たち

総合戦略の見直しをしましたら、ほとんど何をど

に、何か七飯町として呼びかける手段、こういっ

うするのかが分からないような、失礼な言い方で

たことを考えられないものなのか。ちょっと大き

すけれども、内容だったものですから改めて今、

な話になりますが、そこの再質問をさせていただ

質問させていただきます。

きたいと。

このサテライトオフィスというのは、七飯町が

２点目としましては公共交通、これは特に考え

今まで力を入れてきたのは、企業誘致というのが

ていないと。町民のためのサービスで、今、検討

メインだったと思うのですけれども、そこまで行

中ということなのですけれども、例えば、企業誘

かずに、割と軽くいろいろな会社が七飯町に進出

致をするにしても、サテライトオフィス、こうい

をしてくる。様子を見て、よければそこにそのま

うものを誘致するにしても、来てくれた人にこち

ま居着いていただければいいですし、短期間、夏

らでの生活が非常に不便だと思われてしまうとど

場の間だけ来て、それで帰ってしまうかもしれま

うもならない。レンタカーを借りて、勝手に運転

せん。そういう人たちに、この道南、特に七飯町

してくださいと。もしくは、タクシー代を払って

に関するいいデータをどんどん提供して、たくさ

移動してくださいというのも一つの案でしょうけ

んの方に来てもらう、こういうことを目標にする

れども。今、町で考えているこの公共交通、私は

ためには、この総合戦略の中にどんどん入れてい

何度も、分かりやすい言葉で言うと乗り合いタク

かなければいけないのかなということで質問させ

シーですね、こういった形を早くやらないかとい

てもらいます。

う質問を何回もしていますが、プロジェクトチー

１点目は、どうなのでしょう、例えば、今の前

ムを作って、それで検討してみますというのが今

振りの話なのですけれども、七飯町らしさを生か

の状況だと思うのですけれども。こういったもの

して呼び込むだなんだって、その表現にいかにそ

を、例えば、試験的にそういう進出企業に早めに

の具体的なことをくっつけるかということなので

対応するとか、臨機応変に使える、来てもらった

すけれども、御説明ではその目標に目標値があっ

ときに足の確保というのは同時進行しなければだ

て、それを上回る評価になっていますと。ただ、

めだと思いますので、そういう考え方ができない

これ、評価の仕方がいろいろあると思うのです

ものなのかということを再質問させていただきま

が、例えば、その新幹線関連とか、そういうこと

す。

で七飯町に流入している企業、そういった人たち

似たようなことになりますが、お試し就業です

に大分助けられている面があると思う。これはこ

ね、これも進出してきた会社に、やはり来てくだ

れでいいのですけれども、そのほかに上積みする

さいという働きかけをするときに、地元のものを

ために、どういうことが考えられるのかなと。

使ってもらう、人を使ってもらう。東京なんかに

例えば、バックオフィス業務なんていうのがあり

働きに行かなくても、七飯町で同じようなキャリ

ます。これは、都心に住んでいて、災害に遭った

アを積める、そういう機会になるような考え方が

ときに、すぐバックアップできるような体制をと

できないものかという点を再質問させていただき

るということで、大手の会社なんかでは淡路島に

ます。

本社機能を移すというようなことも動いてきまし

４番目の創業の支援も似たようなことになると

た。上場企業の５割は、東京本社という形をとっ

思いますが、函館市内では実際にもう東京から

ています。こういった会社が、これからどんどん

戻ってきた人が創業とかしています。こういった

そういう機能を移すと、その第一段階として、こ

ものが、今、函館３件、七飯町が２件できている
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と。こういったことも合わせて、サテライトオ

ちらに親を連れてくると、すぐ親の面倒も見れる

フィスのその誘致をするときに合わせて宣伝をす

し、親もゆったり過ごすことができる、みとれ

るためには、七飯町内にどのくらいのキャパシ

る、そういう強みもあるのではないかということ

ティがあるのか。例えば人の確保ですとか、いろ

をおっしゃっていました。この辺の七飯町の強み

いろな特殊技能に耐えられるそういう技能を持っ

のアピールの仕方、もう少し具体的に御回答頂け

た方もいらっしゃるとか、そういうことも多少、

ないでしょうか。

町としてはつかんでいかなければまずいのかなと

これは、次の６点目のＵＩＪターン、これも同

思いますけれども。この辺の考え方を再度お聞き

じようなことなると思いますけれども。お二人の

したいと。

方にお話を伺ったのですが、お一人の方は函館市

５点目の七飯町の強みを生かした企業の誘致。

内の小学校のＰＴＡ会長に就任されている人でし

これは、アクセスのよさ、おっしゃるとおりで

た。これを学校関係者にお聞きしましたら、やは

す。来年の３月までには、外環状が開通します。

り都会のいろいろなことを知っているというの

飛行場から外環状に乗りますと、最初の信号、

は、我々から見ると、非常にプラスになることが

引っかかるのは峠下の信号になりますね、１５分

多い。そういうことをお聞きしながら、ＰＴＡ活

くらいで来ると思うのです。例えば、今、廃校に

動に生かしたいということで、ＰＴＡ会長に就任

なりました東大沼小学校、こういったことを、こ

をしていただいたと。就任した方は、もう１年半

ういったものをサテライトオフィスとかに町が設

ぐらいになるのです。多分、３年くらいで転勤に

定をして、そこまで行くとなると、三、四十分も

なると思うのですけれどもと言ったのですけれど

あれば行ける。こういう施設になるわけです。そ

も、それでも皆さん、ぜひ新しい風を欲しいとい

の辺、もう少し具体的な誘致の仕方を考えられな

うことで、就任していただいて活躍されていると

いのかと。

いうことなのです。企業を支援するというのがメ

徳島では、サテライトオフィスプロジェクトと

インで、これが当たり前なのですけれども、例え

いうのがありまして、５年ぐらい前から始めたの

ば地域に役立つ、こういう人たちを連れてきてい

ですけれども、６３社、これが入ってきたと。強

ただく、連れてこられる、そういう仕組みに考え

み、これは証券会社の人から言われたのですけれ

方を切り替えるというか、発展させるということ

ども、子育て世代にこの道南というのは非常に有

も必要なのかと思うのですけれども。その就業の

効だと。それは、幼稚園から始まって、高校まで

支援事業ということには、ちょっと外れるかもし

道南の教育レベルというのは非常に高いと、都会

れませんけれども、観点として、そういう地域に

での評価も高いということを言っていました。た

持っていらっしゃるキャリアを生かすという観点

だし、大学に進むとなるとここでの生活というの

での誘致はどうなのかなと。

は、ちょっとできないかなと、戻るかなと。

７点目は、これは、なかなか難しいとは思うの

ですから、子育てから高校生ぐらいまでのお子

ですけれども、例えば、その障害者の方がコン

さんを連れてこちらに来てもらうと。ただ、企業

ピューターをある程度使えるとかという、そうい

の誘致、サテライトオフィスの誘致にその強み、

う情報を町が把握しているのかどうか。なかな

どういった強みをもう少しアピールできるかと。

か、体を使った仕事に対することには、多少の情

例えば、両親を抱えていて、都会では大体一月施

報は持っていらっしゃるのでしょうけれども。少

設にいると４０万円前後かかるというのが、標準

ないでしょうけれども、パソコン対応できる方も

らしいです。道南に来ますと、安いところでは十

いらっしゃるというふうに私は認識をしておりま

二、三万円、こういうところから。ですから、親

すので、こういう対外的な誘致活動をするとき

をみとるために、例えば、毎朝１時間も通勤して

に、障害者の方の情報もきちんと盛り込むという

いて、なんか親が具合が悪い、病院だ、家に戻る

ことができるのか、できないのか、再質問させて

といってもとんでもない時間がかかる。でも、こ

いただきたいと思います。
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８点目、情報通信のことですが、私が質問書を

光バスが動かないので運転手がリンゴ園か何かに

出した後に、補正予算が町内全域ほぼ１００％光

手伝いに行っているという例もどこかの県であり

ファイバーのファイバー網が構築できるというこ

ましたし。それは、その収穫時期だけのお手伝い

とになりましたので、これは非常にいいことだと

なのでしょうけれども。そういった簡単なこと、

思います。以前には、ローカル５Ｇ、こういった

今、国や道の制度でハローワークを通じてですけ

ものを作れないかということで、防災無線のとき

れども、やっていらっしゃると思うのですけれど

にやり取りをさせていただきましたけれども、５

も、町がその企業誘致なりなんなり情報発信をす

Ｇがなくでも光ファイバー網があれば、これは十

るときに、そういうことも含めたやり方ができな

分ブロードバンドとしての機能を発揮しますの

いのかなと。簡単に言えば、七飯町に興味を持っ

で、これは非常にありがたいですし、強みになる

てもらって、行ってみようかなといったときに、

と思います。

例えば、人のことから何から１回で分かるような

例えば、先ほど言いました東大沼小学校をサテ

仕 組 み 作 り と い う つ も りで の 今回 の 質 問 で 、

ライトオフィスに七飯町がして、受入れ準備が

ちょっとくどい話になりましたけれども。再質問

整ったら、ぜひ、こういう所に５名でも１０名で

の答弁、よろしくお願いいたします。

も来てくださいということが言えるわけですか

○議長（木下

ら。当然、そういう施設を作ったときには、こう

○政策推進課長（中村雄司）

いったものを整備した上での誘致をしなければ、

で、まず１点目と２点目と６点目について御回答

行ってもいいですよと言われてから作るというの

させていただきたいというふうに思います。

敏）

政策推進課長。
政策推進課のほう

もどうなのか。どのくらいのものがついているの

まず、１点目のサテライトオフィス等、また人

か、視察に来られたときにちゃんと見せられるよ

を呼び込む・呼び戻すにつきまして、呼びかける

うにしておくと。そんなたいしたお金ではないの

手段ということでございますけれども、まず、こ

で、ぜひ、そういうサテライトオフィスとして指

の呼び込む・呼び戻すというところでございま

定できる場所を町のほうで決められるのであれ

す。ちょっと考えたときに、イメージされるのが

ば、そこにはそういう情報網を完備した上で、誘

転入ですとか転出、また、そういったところが住

致をするということが必要になるかなと思いま

民基本台帳をベースにするようなところで増えた

す。

減ったというようなことも考えられますが、こち

そういったことに対する経費をかけていくお考

らのほうで考えているところは、その住基人口だ

えがあるのかどうか、それから、引くとなると多

けではなくて、交流人口、そういった七飯町との

少ですけれども、ランニングコストがかかります

交流の人口というのも重要視してございます。

ので、年間どのくらいまでならかけられるとか、

そういった意味では、まず、住民票を動かすだ

そういうお考えがもしあるのでしたらお聞きした

とか、企業が来られるだとか、そこまでも行かず

いと思っています。

もして、七飯町に何か関係があれば、そこで新た

最後の雇用のマッチングのことに関してなので
すが、いろいろその情報発信をする場合に、例え

な人の流れというものが今後生まれていくのでは
ないかなというところで考えてございます。

ば、ホームページにある程度いろいろなものを載

ただ、そうした中で、呼びかける手段といった

せる、そういう中に、今、毎月１万人くらいは休

ときに、直接、道外の方々とか、なかなかお話し

職もしくは失業をしているという報道がありま

するという機会がないものですから、日頃の活動

す、コロナによることなのですけれども。コロナ

の中でお付き合いもある中で、お声がけをさせて

禍になってから、５万人くらいは失業者が出てい

いただいて、もし、企業とまた七飯町に興味があ

る、もっと出ているのではないかなと思うのです

る方がいらっしゃいましたら、ぜひ、七飯町のほ

けれども。ただ、失業ではなくて、休職されてい

うにちょっと足を運んでくださいというような活

る方もいますので、ある程度の期間、例えば、観

動ができればなというふうに思ってございます。
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２点目、交通の関係でございますが、試験的に

思ってございます。

できないではないでしょうかという御質問かと思

例えば、企業がこういった地方のほうにサテラ

います。こちら、サテライトオフィスの設置され

イトオフィスを初め、そういった機能を持ってく

る方も、仮に、公共交通の目的を考えれば、あく

るということにつきましては、今、御質問にあり

までも七飯町内の方だけということではございま

ましたとおり、例えば、各企業が事業継続計画の

せんので、観光客の方もそうですし、サテライト

一環であったり、それから、人材がこういった地

オフィスを使われるという方もそうですが、誰で

方にいることによって、通常と違う環境で自由に

も使えるような公共交通というのが目指すべき姿

イノベーションを発揮していただく、そういった

だと思いますので、その部分は十分検討してまい

人材の力を引き出すといった意味でも、企業に

れればなというふうに思います。

とってはメリットがあるかと思っております。

６点目のＵＩＪターンに絡んで、地域に役立つ

町といたしましては、企業誘致だけではなく

キャリアをお持ちになっている方が来ていただけ

て、例えば、町の公共施設のいわゆる主要携帯

ればありがたいなというところでございますけれ

キャリアの無線網の強化、こういったことを各携

ども、私どもも、そこは当然、本当にありがたい

帯事業社にも協力を要請しておりまして、各企業

なというふうに思います。ただ、なかなかキャリ

が遠隔で、例えば、事業を実施できる、従業員が

アを持っている方が、結果来ていただいて、キャ

こういった七飯町に来ても、そういった場所で自

リアをお持ちになっている方というのは大変あり

由に事業に当たることができるというような環境

がたいことでございますが、キャリアがあっても

の強化に努めているところでございます。

なくても、七飯町の中で地域のために貢献してく

また、こういった企業があらゆる形で進出をし

ださる方がたくさんいらっしゃるかと思いますの

ていただきますと、そういった都市圏の人材、ノ

で、その部分は、地域に役立てるような環境が整

ウハウを持った人材が地方にやってくるというこ

うような仕組みというのが、今後、七飯町として

とでございますので、受け入れる地方、七飯町と

求められるのかなというふうに思います。

いたしましても、七飯町の地元企業の方々に新た

私からは、以上でございます。
○議長（木下

敏）

なノウハウが提供されるとか、そういった地元企

商工観光課長。

○商工観光課長（福川晃也）

業との交流を含めて七飯町の活性化につながるも

再質問に御答弁さ

のと考えてございます。

せていただきたいと思います。全般的に、それぞ

そのほかにも、御質問にございましたとおり、

れが複合的に絡んでいますので、もし答弁漏れが

例えば、本店・支店機能がありまして、そういっ

ございましたら御指摘をお願いいたします。

た形で人事異動をなされていらっしゃった方、そ

まず、このサテライトオフィス等に関する町の

の方に都市圏とは違う交通のよさ、例えば、都市

取組でございますが、まず、今、町では企業誘致

圏であれば、交通量等も非常に多くて混雑してし

ということは引き続き進めているところでござい

まって、非常に移動に時間がかかったり、困難を

ます。それと合わせて、このたびの御質問にござ

伴うケースがございますが、先ほど御答弁申し上

いますようなサテライトオフィスだったり、あと

げましたとおり、ここ七飯町におきましては、近

は、以前にも御質問あったかと思いますが、ワー

隣の函館市といった、こういった主要都市もござ

ケーション、いわゆる企業の側の働き方改革の一

いまして、こちらへのアクセスに関しましては、

環として、こういった形で本店・支店機能を誘致

先ほど御答弁申し上げましたとおり、非常に優れ

するだけでなくて、こういったところにも対応で

ていると考えてございます。

きる、いわゆる企業のほうにもメリットがあっ

ですから、七飯町に直接サテライトオフィス等

て、そして、向かい入れるこちらにとってもメ

を誘致できなかったとしても、例えば、函館市に

リットがある、そういった形でさまざまな交流等

いらっしゃっている方が、七飯町に居を置かれる

を進めていくということにポイントがあるかと

といったことも想定できます。こういったこと
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で、こういった住環境のアピールをしていくとい

しておりません。

うことも重要であると考えてございます。

しかしながら、町内の就労支援、就労継続支援

それから、地元といたしましては、例えば、地

といった施設等、あと先ほどお答えした道南の企

域内のこういったサテライトオフィス等、企業が

業ネットワークの拠点である障害者就労生活者支

いらっしゃることによって、地域内の雇用の創出

援センター「すてっぷ」という機関で、就労の相

や地場産品のサービスの、例えば販路の拡大につ

談を受ける際に、就労のアセスメントということ

ながるとか、それから、先ほど御指摘にもござい

で、障害者の方が、まず就労に対する自分自身の

ました、必要とあれば七飯町の遊休施設、いわゆ

得意、不得意、自分に合った仕事は何だとか、い

る公共施設をその事業の用に供するといったよう

ろいろなことを一緒に考えたり、それを受けて職

な対応も可能と考えてございます。

場見学や体験実習という形で行いますので、その

しかしながら、現在のところ、個々具体の企業
のお話があれば、それに見合う七飯町ができる限

際には、いろいろな障害者の方のそういうスキル
を把握してるというのが現状でございます。

りの御協力、御支援をさせていただきますが、現

以上でございます。

在のところは、そういった対応はしていないとい

○議長（木下

うところでございます。

○情報防災課長（若山みつる）

それから、人材のお試し就業等で就業の場を提
供するというようなお話でございましたが、こち

敏）

情報防災課長。
それでは、情報

通信基盤の再質問にお答えしていきたいと思いま
す。

らは、先ほど御答弁申し上げましたとおり、北海

サテライトオフィス等、具体的なところにその

道プロフェッショナル人材センター事業、こう

通信環境を整備して、ランニングコストとかをか

いったものの活用。それから、ハローワークで先

けて整備していく考えはないのかという質問であ

ほどお話しいたしました人材確保対策コーナーに

ると認識してございます。

つきましては、有資格者とその資格を必要として

先ほど言いましたとおり、具体的にサテライト

いる企業と結びつける機能も合わせて持ってござ

オフィス等、今、具体策はございませんが、企業

います。こういったところを活用しながら、そう

がサテライトオフィスを使う場合の回線というの

いったニーズに対応してまいりたいと考えてござ

は、一般的によく言われるフリーＷｉ－Ｆｉのよ

います。

うな公衆無線ＬＡＮを使わず、専用線だったりと

それから、先ほどコロナウイルスの関係で、例

か、あとは携帯電話の網を使ったりということ

えばニーズが落ちた観光業等の人材、こういった

で、セキュリティーを確保しながら本社等と接続

ところを、例えば人材不足が指摘されております

して、運用していく例が多いと聞いてございま

例えば農業といったところに短期で御紹介をする

す。

というような事業、これは北海道のほうでも実施

これらのためには、先ほど言いました光回線が

をしておりまして、北海道短期お仕事情報サイト

それらの地域に整備されていないと、これらのこ

というものがございます。こういったサイトも活

とも実現しませんので、町としては確実に町内全

用しながら、人材の流動的な活用というようなこ

域に光ケーブルが行き渡るように整備してまいり

とに対応してまいりたいと考えてございます。

たいと考えてございますので、御理解頂きたいと

私のほうからは、以上でございます。
○議長（木下

敏）

思います。

福祉課長。

○福祉課長（村山德収）

以上でございます。

再質問の障害者の方の

○議長（木下

敏）

時間も１時間以上たちまし

パソコン等の技能とかの把握をしているのかとい

たので、平松議員の再々質問は休憩後にしたいと

うところでございますが、七飯町内の障害者手帳

思いますので、１１時２５分再開いたします。

とか障害を有する方のそういった部分の就業に対
するスキルの部分は、町としては全員分は把握は
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休憩いたします。
午前１１時１１分 休憩

─────────────

○議長（木下

午前１１時２４分 再開
○議長（木下

敏）

情報防災課長。

○情報防災課長（若山みつる）

休憩前に引き続き再開いた

します。

それでは、ＬＰ

ＷＡと比べて、仮に防災無線の戸別受信器をこの
光ケーブルでやった場合の費用との比較なのです

一般質問を続けます。平松議員の再々質問より
入ります。

が、今回、防災無線の方式としてＬＰＷＡを選択
させていただいた一番の大きな理由といたしまし

平松俊一議員。
○３番（平松俊一）

敏）

ては、町独自の無線網によることで、通信費が１
すみません、情報通信のこ

台１台に対して発生しないということでしたの

とで担当課長にお聞きしたいのですけれども、当

で、仮に、光ケーブルを使ってやるとすると、１

町は、防災無線でＬＰＷＡでしたか、ローパワー

台１台に通信費が毎月かかってくるような計算と

何とかという双方向の４,０００台くらい入れる

なります。幾ら当たり幾らという詳細な積算はし

という今、準備をしていますけれども、この光

てございませんが、確実に一般公衆回線という

ファイバー網ができたら、それを使ってやったほ

か、光ケーブルを使ったほうがランニングコスト

うが安いのか、高いのかということは分かります

は高くなっていくという認識でございます。

か。それ、もし分からなければ、いいです、別の

以上です。

機会にお伺いをしたいなと思いますけれども、即

○議長（木下

答できるのであれば、お聞きをしたいと。

○副町長（宮田

敏）

副町長。

東）

それでは、私のほうから

それで、質問はこれで最後にします。

お答えしてまいりたいと思いますが、全体的な

町長、大体、思いは聞いていただけたと思うの

話、全部関連していると思いますので、総体的な

です。このサテライトオフィスというのは、大し

話としてお答えしたいなと思ってございます。

た経費がかからないでもできているのです、あち

平松議員が言う部分については、今、コロナ禍

こちの例を見ると。例えば、東大沼小学校という

の中において、いろいろな情報発信をすることに

例を出しましたけれども、まだ廃校になって半年

よって、いろいろな田舎といいましょうか、地方

ちょっと、それほどまだ傷んでいませんし、光

のほうでも生かせるものがあるのではないかと、

ファイバーを引いて、何かこう休憩できるような

どれも結びついていけば、企業の立地にもつな

施設をつくる、トイレを整備する程度のことを

がってくるのではないかと。この前段としてサテ

やって、それをホームページに載せたり、あるい

ライトオフィスの話が出されているのかなと思っ

は、生命保険会社の支社長だとか、こういった証

てございます。その一例といたしまして、先ほど

券会社の支店長とか、どんどん都会と我々のとこ

東大沼小学校という話がございましたけれども、

ろを行き来している人たちに、直接町長がアピー

大沼地区については御存じのとおり、統廃合があ

ルをすると、何とか来てくれませんかということ

りまして大沼岳陽学校というのができました。大

をやったほうが、効果が高いような気がします。

沼小学校の校舎と軍川小学校の校舎、東大沼小学

今まで、企業誘致というのは、函館が中心で北

校とそれぞれ今、使用していないというような状

斗、七飯で予算を組んでやっていましたけれど

況になってございます。それから、地元の大沼の

も、余りいい成果が上がっていないのかなと思い

町内会だとかＰＴＡの方々と、いろいろな形の利

ます。時代も非常に、何かこう、こういうテレ

活用ができないかというような形の中で、いろい

ワークというのですか、リモートワークというの

ろな御意見を承ってきているという状況になって

ですか、そういう風がどんどん吹いていますの

ございます。これに含めるのであれば、前の、例

で、ぜひ、この波に乗って、七飯町がアピールを

えば、鶴野小学校も含まれる話になってこようか

していただけないかなと。来年度にはそういう予

と思います。

算を組むというお考えがあるのか、ないのか、最
後に質問したいと思います。

ただ、全体的な話とさせていただきますと、た
だ、今の大沼地区のほうに関しましては、コロナ
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の関係についてなかなかちょっと今、中断してい

ら、例えば、鶴野でも東大沼でもどこでもいいの

るというような状況の中でございます。今のサテ

ですけれども、用意をして見てもらう。それに、

ライトオフィスの関係については、方向としては

そんな何千万円なんていう大きな費用はかからな

十分あるのかなとは思ってございます。実際問

いと思うので聞いたのですけれども。思いとして

題、大沼地区の意見の中にもそのような話もござ

はどうなのですか。やる気があるのかどうか、そ

いました。ただ、実際問題その当時はまだコロナ

こですよ。やはり見せないことには誰も来ないと

の前でございましたので、そこも十分にやって

思います。もう一度、答弁をお願いします。

いって、どこまで準備をしていっていいのか、宿

○議長（木下

泊施設のほうは必要なのかどうかだとか、事務所

○副町長（宮田

にしてもどういう形のもので改築していったほう

十分伝わってございますので、前向きな形の中で

がいいのかとか、そういうある一定の方向が見え

いろいろな形の中で発信をして、いろいろな会社

ないとなかなか決断できないな、予算化できない

だとかそういう部分についてＰＲをして、そうい

なというような思いはございました。

う連絡を受けて、それについて積極的に対応して

敏）

副町長。

東）

思いの部分については、

ただ、今言われていても、すぐこういうところ

まいりたいと思います。そのような足かけをでき

がありますよという発信はできるのだと思います

るだけ早く構築してまいって、前のほうに進める

けれども、どういう状況の中で、例えば、誘致し

ようなことが将来的には、お金がかかる、かから

ますよと、こういう形に直しますよというのは、

ないは別として、それが最終的には企業の立地

一概には返事はできないので、ある程度のものを

に、要は、本社機能が七飯町に来るということま

再度内部のほうでいろいろ詰めさせていただきま

で大きな夢をもちながら進めさせていただきたい

して、全国のいろいろな自治体のほうについて

なと思ってございます。いずれにしても、ちょっ

も、情報を集めながら検討させていただきたいな

と時間を頂きたいなと思っているところでござい

と。当然、七飯町の部分の七飯らしさ、よいもの

ます。

につきまして、どんどんどんどんＰＲをして、Ｐ

○議長（木下

Ｒをして来ていただくということについては間違

○３番（平松俊一）

いございませんので、それを踏まえながら、少し
お時間を頂いて、研究していただきたいなと。す

敏）

平松俊一議員。
１問目を終わります。

２問目に移ります。町内における事務仕事の簡
略化についての質問であります。

ぐ来年からすぐ予算化してということについて

政府は、昨年の５月に行政手続を電子申請に原

は、そういう形の中でしばらく少し研究をさせて

則統一するデジタル手続法案を成立させました。

いただきたいなと思いますので、御理解のほどお

また、住民記録や税、社会保険などを管理する実

願いします。

際のシステムについて標準仕様への統一に向けた

以上でございます。
○議長（木下

敏）

○３番（平松俊一）

検討を行い始めました。これは、利用者の利便性

平松俊一議員。

を高めるとともに、行政の効率化を図るためのも

答弁は分かりました。

のであります。

ただ、サテライトオフィスというのは、その企

町では、平成２３年に庁内の総合行政情報シス

業誘致とは全然予算規模が違います。ある物を利

テムを入れ替えられました。その後、いろいろ細

用してですから、実際問題そこにある物を見て、

かい更新を繰り返して、必要に応じて国などから

来てみようかなというふうになるのが今までの事

行われた新しい制度に対応しながら、今現在、運

例に多いところですから、私たちが来るのならど

用されてきております。

うなるのでは話が進まない。ちょっと飛行機飛ん

残念ながら、その庁舎内の情報共有の点では

で来て、見て、これならいいなと、来てみよう

ちょっと問題があると、多額の経費がかかってい

か、では５人半年くらいここでお世話になります

る割には簡略化や住民サービスの向上にはつな

からと、こういう話が具体的に進むのです。だか

がっていない面もあるというふうに思いますの

－ 16 －

で、次の点について、４点ですが伺いたいと思い

付書類を不要とすることで、手続の簡素化を図っ

ます。

ており、今後も情報連携を活用した手続の簡素化

１点目は、現在の総合行政システムの運用状況

を進めてまいりたいと考えてございます。

についてお知らせください。

情報連携につきましては、法律などで定められ

２点目は、現行システムにおける問題点、改善

ているものほかは、職員一人一人に情報へのアク

点、こういったものを経費を含めた見直し作業

セス権限を付与しておりまして、セキュリティー

は、今後どのように行われていくのかについてで

に配慮した運用を行っております。

あります。

経費の面につきましては、これまでさまざまな

３点目は、窓口業務をできるだけ簡素化するた
め、具体的に検討できないのかと。

制度改正によるシステム改修などが行われてきま
したが、その際にも国から示される改修費の標準

４点目としましては、行政のデジタル化に向け
た検討会議の立ち上げについて。

的な費用や他団体の状況を比較して、経費が適正
であるかを注視しながら進めてきております。

以上、４点、よろしくお願いします。
○議長（木下

敏）

次に、２点目、現行システムにおける問題点、

情報防災課長。

○情報防災課長（若山みつる）

改善点、経費を含めた見直し作業は、今後どのよ

それでは、情報

うに行われるのか。それから、４点目の行政への

防災課からは、１点目、２点目、それから４点目

デジタル化に向けた検討会議の立ち上げについて

について答弁いたしたいと思います。

一括して答弁申し上げます。

初めに１点目の現在の総合行政情報システムの
運用状況についてでございます。

業務の問題点や改善点、経費についての見直し
は、システムの入れ替え時である平成２３年度

現行の住民基本台帳システムや税システム、そ

に、庁舎内の行政情報電算処理システム調査検討

れから福祉システムなどで構成されます総合行政

委員会というものを設置いたしまして、電算シス

システムについては、平成２３年１月に入れ替え

テムにおける業務の課題等を整理した後に、電算

を行い、平成２８年度にシステムのバージョン

業者４社からの提案を受けまして、機能や保守体

アップ、それから機器の老朽化による更新を実施

制、それから経費を比較して現行システムに決定

し、現在に至っております。

しております。現行システムの次期更新は、平成

当該システムは、平成２３年には、庁舎内に

２８年の更新から５年を経過いたします来年度か

サーバーなど全ての機械を設置する、いわゆるオ

ら再来年度を予定をしておりますが、次期更新時

ンプレミス型という形で運用してございました

にも同様に問題点や改善点、経費などを総合的に

が、平成２８年度の更新時には、サーバーをデー

判断いたしまして検討を行う考えであります。ま

タセンターに移設する、移設して運用いたします

た、次期更新時には、国が推奨いたします自治体

ハウジング型と呼ばれる運用に変更し、運用の安

クラウド形式の構築も視野に入れ、検討しており

定性や機器の保守性を高めております。

ます。

現在、総合行政情報システムは３１システムで

自治体クラウドとは、複数の自治体で情報シス

構成されており、それぞれのシステムが連携し、

テムの集約と共同利用をすることで、経費の削

運用されております。

減、住民サービスの向上等を図るものを指しまし

行政手続の簡素化についての取組ですが、平成

て、町では、現在、人事給与システムというもの

２３年度の更新時には証明書自動交付機、平成２

があるのですが、それについて自治体クラウドの

８年度にはコンビニ証明書交付サービスを実施

対応システムとして稼働しております。

し、住民手続の利便性向上、窓口業務の軽減を実
施しております。

自治体クラウドでシステムを構築いたします
と、標準化されたシステムとなりますことから、

また、マイナンバー法で認められている情報連

データレイアウトの平準化が図られ、今後、加速

携により、一部の手続で住民票や所得証明等の添

していくと考えられますオンライン申請等への移
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行、またマルチ面談による経費削減などが容易と

す。その手続は、ワンストップサービスというの

なっていくほか、複数の自治体で共同利用による

ですか、窓口で全部済んでおりました。済んでい

経費の削減につながることなどメリットがあると

るのですが、何かの間違いなのでしょうけれど

考えてございます。

も、この係を責める気ではありませんが、やはり

今後も今まで同様に、総合行政情報システムを

この情報社会で、どこかで１回コンピューターに

含め電算システムの導入・運用につきましては、

入れたときに落ちている、抜けているというのは

住民サービスの向上、事務の簡略化・効率化、ま

いささかどうなのかなということで、今回この質

たコスト削減、費用対効果を十分検討して実施し

問に入ったわけです。その点を、ちょっと頭に入

てまいりますので、御理解のほどよろしくお願い

れながら、皆さん、再質問に答えていただきたい

いたします。

と思います。

以上です。
○議長（木下

平成２３年から平成２８年ちょっと、サーバー
敏）

住民課長。

○住民課長（清野真里）

か何かをシステムを替えて、今、いろいろなサー

３点目の窓口業務をで

ビスができているということですけれども、今年

きるだけ簡素化するための具体的な検討について

の５月でしたか、道内のある自治体では、キャッ

でございますが、最も受付業務の多い住民課総合

シュレスで住民票を取得できると、ペイペイとか

窓口係では、住民異動、戸籍関係の手続と合わせ

ああいうものを使って住民票が申請できるとい

住民票、戸籍謄本、課税証明書、納税証明書など

う、実験なのですけれども、やっているところも

の証明書発行業務などを取り扱っております。

あります。いずれそういう形に向かって行くこと

窓口業務の中でも、住民票など証明書の発行

になると思うのですが、そこで１問目の再質問に

は、役場庁舎、大中山コモン、文化センターに設

なりますが、システムが３１あると、この３１の

置した証明書自動交付機やマイナンバーカードに

システム、いつも予算書、それから決算書で各課

よるコンビニ交付にも対応し、サービス向上と業

で細かく出てくるのですけれども、このシステム

務の効率化を推進しております。

というのは、総合情報システムというのは、総額

また、各種申請手続などにつきましては、必要

で幾らぐらい年間でかかっているのでしょうか。

事項の精査や本人確認など、来庁者の要件を確認

これをまず教えていただきたいのと、入れて随時

し、手続を進めなければならないことから、申請

更新はしているかと思うのですけれども、その更

書の様式や受付方法など現状の窓口対応をする中

新がどういうふうに行われるのかということを質

で、常に検討し見直しを図っているところでござ

問させてください。１点目ですね、それは。

いますので、御理解のほどよろしくお願いいたし
ます。
○議長（木下

２点目。２点目、４点目、一緒に答えられまし
たのであれなのですけれども、２点目で、結局平

敏）

平松俊一議員。

成２３年当時に調査検討委員会をつくったという

なかなか、この役所の仕組

答弁でしたので、検討会のメンバーというのはど

みを見直すというのは、我々は余り詳しくないの

ういうメンバーでされたのか。恐らく庁舎内の人

で、つっこみどころとしては非常に弱いところな

だけではないのかなと思うのです、その点につい

のですけれども。今回、７月の２２日に私の家に

て答弁を求めたいと思います。

○３番（平松俊一）

ある書類が届きました。こういった形で送り返す

それから、今後、このシステムの見直しをする

ための封筒つきで、交付申請書というのが送られ

に当たって、どういったメンバーで考えていくの

てきたのです。これは、私の母親が高額介護合算

か。それから、その見直しに合わせて、例えば、

医療費制度の支給対象になっていますので、振込

デジタル化をするのに請求書をデジタルで、これ

口座先を記入の上、送り返してくださいという資

は実験ですけれども、やっているところが本州に

料でした。

あります。結局、請求を出す側も受ける側のほう

私の母親は、去年の２月に亡くなっておりま

も紙がないのです、デジタルでやり取りをする
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と。そうすると、直接コンピューター、それから

とでいろいろなお金のやり取りをしたときに、自

銀行口座なんかとつながりますので、１回１回皆

治体ごとに全部仕組みが違って、かなり困ったと

さん方が係長だ課長だと、判をついたあの回覧を

いうことをベースにしまして、国が自治体とのや

しながら、最後はそれを厚紙の表紙にとじ紐でと

り取りする仕組みを標準化していく、統一してい

じて、それを保管する場所がないとなんか苦労さ

くということを、来年の通常国会にのせたいとい

れているみたいですけれども、そういう時代では

うことで今、動いているらしいです。総理候補の

ないのではないのかなと。例えば、請求書、納品

１人にも、そういう専門庁をつくってやっていき

書、いわゆるペーパーレスの中を含めてですけれ

たいと。だから、こういうことに世の中どんど

ども、こういった項目をそのシステムを替えてい

ん、どんどんその国の仕組みも変わっていくわけ

くときに検討できるのかどうかというのを再質問

ですから、七飯町もそれに向けてどんどん進まな

させていただきます。

ければいけないと。例えば、前回の平成２３年当

３番目の窓口業務の御説明で、いろいろ進んで

時ですか、どんなメンバーだったのか分からない

いますよというのは、それはお役所的な考えでは

ですけれども、これからやるときには、民間の専

ないのかなと。民間の人が役所に来たときに、確

門業者、そういったものも入れながらやっていく

かにワンストップでいろいろ済むのですけれど

必要があるのではないかなということで、再質問

も、あちらの課に行き、こちらの課に行き、そこ

させていただきます。

のところでもう私の自分の住所を書き、名前を書

○議長（木下

きというのも何回かやらなければいけないと。今

○情報防災課長（若山みつる）

度、年を取ってきた方にしてみると、字も書けな

問にお答えしていきます。

敏）

情報防災課長。
それでは、再質

くなったりとか、自分の住所を忘れてしまったり

まず、現在の総合行政情報システムの年間の経

と、こういうことがあるのです。例えば、本人が

費でございますが、先ほど言いました３１システ

ちゃんと確認するのは、１回したら顔認証で、こ

ム、年間の経費といたしましては、保守料にそれ

の後は何回来ても、もうその人はどこどこの誰々

からサーバーのデータセンターを利用しています

さんですと、そういう仕組みは世の中にはあるわ

ので、利用料等を含めまして約４,１００万円で

けです。これは取り入れる、取り入れないは、こ

ございます。

れから検討されてもらいたいなと思うのですけれ

２点目の、今後更新していく場合についてなの

ども。役場のこういう事務業務というのは、一番

ですが、それからメンバーの面も合わせて答弁と

遅れていると思うのです。実際問題、役場という

なりますが、平成２３年度の庁舎内のメンバーに

か行政の仕組みをデジタル化しようと思ったら、

つきましては、職員で構成しておりまして、その

なかなか一般の人というのは、行政の仕組みも頭

時代の総務課長、総務係長を会長、副会長としま

にきちんと１００％入れてデジタル化しようとか

して、あとはシステムを利用する担当係長１０

いう人は少ないと思うのです。

名、合計１２名で組織されたメンバーでございま

だから、行政マンが、やはりそういう情報をき

す。このメンバーにつきましては、どのような方

ちんとつかんで、民間会社の人と組み合わせなが

式でシステムを構築していくか、それから機能や

らやっていく必要があるのかなと思うのです。そ

経費の比較、それから各システムの問題点の洗い

れは、ちょっと４点目にも入りますけれども。ク

出し等を行いながら、検討していった次第でござ

ラウド形式に変わっていくというお話しでした。

います。

今日から、自民党総裁選挙が始まりまして、候補

今後の更新につきましては、先ほども言いまし

者の１人がデジタル庁をつくりたいというふうに

たとおり、自治体クラウドというシステムの構築

述べています。今年の５月でしたか、デジタル庁

に移行していこうという考えがあります。自治体

の話とは別ですけれども、いろいろなデジタル

クラウドにつきましては、庁舎内の検討のほか、

化、標準化していきたいと。これは、コロナのこ

当然ほかの町との検討も含んで検討していかなけ
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ればならないということと、あと、いろいろな町

それなので、今、文書管理や電子決裁等のシス

が使いますので、国が言っているシステムの標準

テムは導入されてございませんが、今後、十分検

化というものが、既にもう示されているのです

討していかなければならないと認識してございま

が、今までいろいろ進まなかった、この共同化等

すので、御理解願いたいと思います。

が進まなかった理由といたしましては、それぞれ

また、顔認証等による住民の申請時の効率化に

の町でいろいろなシステム、それをカスタマイズ

ついてなのですが、現在、私たちも国も合わせて

というか、いろいろ手直しをして使いやすいよう

進めてございますマイナンバーカード、マイナン

に使っていたために、すぐデータを一緒にすると

バーカードを基本に、やはりこう個人を認証する

か、違うシステムに替えるときもデータの移行費

という基盤というか、仕組みをつくるのがすごく

がすごいかかるとか、そのようないろいろな理由

大変で、町で独自にそこを整備していくというの

があって、今までやはり進んでこなかったという

はなかなか高額で、かなわないのではないのかな

背景がございます。それらを解消するために、国

と思ってございます。その際、マイナンバーカー

は自治体クラウドということでシステムを標準化

ドについては、国で個人認証の基盤ができており

しながら、データの並びとかも同じような形にな

ますので、それらが普及、どんどん進んでいくと

りますので、そういうふうになってくると、国の

思われますので、今後の動向を見ながらそのマイ

ほうもこういうオンライン申請を始めますとかと

ナンバーカードを利用した本人認証などを行っ

いうのも、すごく取り組みやすくなるということ

て、申請時に、例えば字を書かなくても申請がで

で、国のほうは現在進めているというところでご

きるとかというような仕組みは十分検討していか

ざいます。それに倣って、次期のシステム更新も

なければならないというふうに思っております。

その自治体クラウドを基本に更新を考えていきた

また、キャッシュレス等についても、税金等につ

いと思ってございます。

いては、コンビニで払えたりというところまでは

また、民間等のメンバーに、その検討をすると

今来ているのですが、クレジットカードを使った

きに取り入れていく考えはないかということなの

りだとか、それからさっきの電子マネー、携帯で

ですが、この自治体クラウドにつきましては、総

こうピッとやる電子マネー等についても、当然、

務省の外郭団体に地方自治情報センターというの

私たちも税金を納める、料金を納める、それから

があるのですが、そこで支援アドバイザー制度を

住民票を出すときの手数料なんかも窓口でそうい

行っておりますので、その支援アドバイザーに依

う携帯のピッとできれば、すごく利便性が上がる

頼をしてやっていくという考えもございますの

のではないかというふうに認識はございます。こ

で、御理解願います。

れについては、いろいろな業者に状況を聞きなが

また、ペーパーレス化につきましては、総合行

ら、経費をはじいていただいたりしている状況で

政情報システムとはちょっと離れたことになるの

ございます。今後も、引き続きそういうサービス

かなと思っております。というのは、総合行政情

の拡大については十分検討して、費用対効果も含

報システムは、住民情報を扱うシステムのシステ

めて検討してまいりたいと思ってございます。

ム群でございまして、ペーパーレスなどは、当

以上でございます。

然、納付書とか料金とかも総合行政情報システム

○議長（木下

に含まれるのですが、特に、ペーパーレスを進め

○民生部長（杉原

ると効果的であるのが、内部事務というか、内部

すけれども、議員の質問にあるとおり、デジタル

処理、例えば有給の処理だったりだとか、電子決

手続法というのが昨年の５月に成立して、１２月

裁だったりとか、財務会計だったりとか、そうい

から施行されております。その中では、今、情報

う処理が大きくペーパーレスになっていくと。そ

防 災 課 長 の ほ う か ら も あっ た よう に マ イ ナ ン

れで、職員の事務の効率化につながるというふう

バーカードの普及、マイナンバーカードが普及す

に考えてございます。

れば、今そのような御質問にあるような手続が可
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敏）

民生部長。
太）

窓口の業務の効率化で

能になるものというふうに考えております。

るという仕組みがあるのです。これをやっている

そして、今、その手続の段階にあるということ

ところがあるのです、まだ実験ですけれども。世

で 、 こ の デ ジ タ ル 手 続 法の 中 で は 、 デ ジ タ ル

の中、こういうふうになってきました。わざわざ

ファーストといって、「個々の手続・サービスが

役場に来なくても、個人認証をきちんと通れば、

一環してデジタルで完結する。」。２点目には、

行政の手続がオンラインでできるという時代に

ワンスオンリーといって、「一度提出した情報

なってきていますので、そういうことに役場とい

は、二度提出することを不要とする。」。ですか

うのは、もっともっとアンテナを張っていかなけ

ら、１回手続をすれば、同じ、例えば所得証明だ

ればならないと思います。

とか、そういうものを使うものであれば、１回の

そういうことについて、今度は４点目とつなが

手続でどの窓口にしても通用するというふうな簡

る再質問になりますけれども、今、部長が答えた

素化になるということ。それから、３点目にコネ

とおり、デジタル手続法というのは、簡単に済ま

クテッド・ワンストップといって、「民間サービ

すというのはメインで、時間や場所の制限という

スも含め、複数の手続・サービスをワンストップ

ものがなくなってくる。今、国会でそういうもの

で実現する。」という方向で、国が進んでいくと

が提案されているので、検討に入っている。

いうことですから、それが進んでいけば、行政機

そこで、心配なのですけれども、当町はほとん

関、自治体窓口のほうもそれに続いてデジタル化

どこの情報ということは、情報防災課長しか対応

が進んで、窓口の手続も簡素化になるというふう

していないと思うのです。これでいいのでしょう

に考えておりますので、御理解頂きたいというふ

か。もっとＩＴエンジニアを育成するだとか、何

うに思います。

か所かそういうセクションに配置できるような体

以上です。

制というのが、こういう世の中ですから、必要に

○議長（木下

敏）

平松俊一議員。

なると思うのですけれども。それが一番利用者に

今の庁内で動いているこの

とって、ありがたい体制ということになると思う

システム、年間に４,１００万円ほどかかってい

のですけれども。この辺について、町長、どうい

ると、結構な額ですよね。毎回、個別には私、決

うふうにお考えになっているのかを質問したいと

算審査のときに聞いていたりしていたのですけれ

思います。

ども、この運用経費は減らせないものなのです

○議長（木下

か。何かほかの自治体と比べて、特別高いもので

ですが、１２時になりましたので、暫時休憩いた

はないというようなお答えがありましたけれど

したいと思います。

○３番（平松俊一）

敏）

平松議員の一般質問の途中

も。例えば、契約者を替えるとか、契約内容をい

午後 ０時００分 休憩

ろいろなところの見直しをするだとか、外注を考

─────────────

えるだとか。それから、例えば、職員だけでも運

午後 １時００分 再開

用ができるような仕組みに替えるだとか、もう少

○議長（木下

し発展させると、災害だとか障害が起きたとき

します。

に、簡単に職員だけで動かせる仕組みに変更して
いくと、すぐ立ち上がりもできると、こういう考

敏）

休憩前に引き続き再開いた

一般質問を続けます。平松俊一議員に対する
再々質問の答弁より入ります。

え方に基づいた、来年、再来年ですか、その更新

情報防災課長。

に向けてそういったファクターが入る余地がない

○情報防災課長（若山みつる）

のかどうか、それをお聞きしたいと思います。

問に答えていきます。

それでは、再質

それから、窓口業務のことは、どんどん確かに

まず、災害時の対応についてですけれども、昨

昔から見れば変わってきてはいますよね。変わっ

年度、役場の停電時に役場の自家発電から電気を

てきてはいますけれども、これも実験段階なので

電算機器に供給できる工事をさせていただきまし

すけれども、ＱＲコードを使って家で納税ができ

た。これにより、庁舎内の証明書発行事務等の電
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算業務は、停電時でも行えるという体制を整えて

ど情報防災課のほうに負担が極度にかかっている

おります。

のではないかというような、その点の御質問にお

また、現在もそうなのですが、サーバー類、

答えしてまいりたいと思います。

データを蓄積したり、演算したりするサーバー類

議員おっしゃるとおり、日に日にといいます

については、データセンターに現在もあります

か、技術が向上いたしますので、電算に関します

し、先ほど言いました自治体クラウドに移行した

ものに関しましては、ほとんどプロ並みのといい

後にも、データセンターでサーバーのほうが運用

ますか、エンジニア並みの技術と情報が必要に

されるので、データセンター自体は無停電と、災

なってきているのが実態でございます。それでい

害等に強い建物となってございます。これによ

て、今、情報防災課長のほうからも答弁申し上げ

り、災害時でも迅速に業務を止めることなく、電

ましたとおり、次期ちょうど機器の更新に合わせ

算業務はできる対策があるというふうに考えてご

て、今のクラウド方式にも合わせまして、今後、

ざいます。

委託を電算会社というのですか、そういうところ

また、経費の削減につきましても、先ほど答弁

の委託も含めまして検討していかなければならな

ともちょっと重複しますが、自治体クラウドとい

い事案だなというふうに認識しております。た

うものは、ほかの町村と共同でシステムを使うこ

だ、その委託がどの程度の経費がかかっていくの

とになります。七飯町単独で今まで機械が５台必

かというのも含めまして、そういう検討をしてま

要だったところを複数の町で５台で済むというこ

いりたいと思いますので、よろしくお願いしたい

とも考えられますので、経費は削減できることを

と思います。

期待しております。また、実際に、既に自治体ク

以上です。

ラウドを全国でやっている団体は、数多くあるの

○議長（木下

ですが、そこの団体につきましても、経費は間違

○福祉課長（村山德収）

いなく削減されているという結果が出ております

員のほうから冒頭、高額介護合算療養費の御案内

ので、私たちもそれに向かって更新時は十分検討

のことについて、宛名について触れられたので、

してまいりたいと考えております。

そこの部分について福祉課のほうからお答えした

合わせて、電子申請等につきましても、自治体

敏）

福祉課長。
福祉課のほうから、議

いと思います。

クラウドというものに移行していくに当たり、先

今回、福祉課のほうで郵送させていただいたも

ほども言いましたように、統一されたデータ形式

のは、高額介護合算療養費というもので、１年間

になるものですから、その後、国等が行う電子申

分の後期高齢の自己負担分、介護保険のサービス

請の仕組みについても、簡単に移行できるという

利用の自己負担分の合計が国の定める金額を超え

ことを目指して進められているものでございます

た場合に、その超えた額を支給する制度でござい

ので、そちらに移行しやすいというような状況

ます。

は、その自治体クラウドに移行していくことで、
実現可能ではないかと思っております。

それで、今回のこの制度については、１年間分
の合算ということでございますので、時期的には

ただ、言いましたとおり、マイナンバーカード

若干遅れたものもありますが、まず、御案内のほ

が認証の基盤になるというところは、基本となる

うについては議員の名前のほうで福祉課から、議

と思いますので、今後もマイナンバーカードの普

員名義のほうで宛名で出させていただいて、議員

及に合わせて、これらの住民サービス向上の検討

のほうで提出していただく後期高齢者医療広域連

を重ねてまいりたいと思いますので、御理解のほ

合会宛ての申請書の中身がサービスを利用されて

どよろしくお願いいたします。

いた個人、お母様のほうの名前となっているもの

以上です。
○議長（木下

でございます。なぜそちらがお母様の名前にしな
敏）

総務部長。

○総務部長（釣谷隆士）

ければならないかというと、利用された方のお名

私のほうからは、先ほ

前、保険番号とかが全て相続人ではなく、亡くな
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られた方のお名前でうちのほうで記入して、申請

のかというところが、そこは確かに問題であると

を出していただくという形で、申請者の方の手間

いうふうには認識しておりますので、先ほど答弁

を省くために、たまたまうちのほうでお母様の名

いたしましたとおり、機器の更新、ちょうどもう

前を記入させていただいたという経緯でございま

すぐ来年、再来年という形でもっての機器の更新

すので、御理解のほどよろしくお願いいたしま

の時期を迎えてございますので、それと合わせ

す。

て、そういう部分の体制のほうも検討していかな

以上でございます。
○議長（木下

敏）

ければならないというふうに考えてございます

平松俊一議員。

し、私のすぐそばで情報防災課長は仕事をしてお

私がよく調べなかったとい

りますので、顔色を見て健康に留意してまいりた

うことだったのですね。失礼をいたしました。余

いというふうに思ってございます。よろしくお願

計な手間を取らせてしまったと。

いいたします。

○３番（平松俊一）

デジタル化に向けて、いろいろ国なり地方自治
体が動いていくと。当町は、今年度、防災無線の

○３番（平松俊一）

終わります。

○議長（木下

通告順に発言を許します。

敏）

取り入れを情報防災課が担当してやるわけです。

田村敏郎議員。

それと同時進行で、こういった制度の見直し、デ

○５番（田村敏郎）

ジタル化に向けた対応をしていかなければいけな

て３問ほど質問をしてまいりたいと思います。

いと。それに民間の方なんかも入られる可能性が
あるのかなと思いますけれども。

それでは、通告に従いまし

まず、第１問でございますけれども、第５次七
飯町総合計画について。

どちらにしましても、ちょっと本当に荷が重い

平成２８年３月に第５次七飯町総合計画を策定

のではないかなという、担当課長が能力がないと

し、本年度基本計画の中間見直しの年に当たる。

かそういうことを言っているのではないですよ。

そもそも、七飯町総合計画は、七飯町総合開発振

同時進行をするというのが、どちらも初めてのこ

興計画審議会条例に基づき、町長が七飯町の地域

とをやるわけですから、本当にそれで対応できる

振興と住民福祉の向上を図るため、第５次七飯町

のか、失礼ながらほかの方たちというのは、大体

総合計画の策定に当たり、その基本的な構想と計

どこに行っても対応できるような町の仕組みだっ

画について町民の１８名の方に諮問し、審議、答

たのですけれども、今回この場合というのは、全

申を得ている。いわば、第５次総合計画は、七飯

然違うことが始まりますので、それで、過剰労働

町民全体の合意事項であり、町の責任者は公約と

とかそういうのにならないのかなと心配があるも

同様に実行すべきものと考える。町民の期待や長

のですから。それで、お聞きをしているのですけ

年の懸案事項がなかなか実現しない状況があり、

れども。大丈夫なのですか。

町行政が町民の信頼から乖離しているのではない

○議長（木下

か。

敏）

総務部長。

○総務部長（釣谷隆士）

今、情報防災課、課長

そこで、次の点について伺いたい。

を含めて５名の体制で業務を進めてございます。

１、スタートから５年間の計画の進捗状況はど

防災関係のデジタル化の部分につきましては、防

うか。また、実施した分野別の事業名と事業の総

災の担当２名、それと兼務の職員も１人おります

額と財源内訳は幾らか。

けれども、そういう体制で現在進行中という形で
日々進めておりますし、今の部分につきまして、

２、この５年間で着手していない事業計画はあ
るのか。

電算のほうにつきましては、確かに情報防災課長

３、折り返し５年間で基本計画の見直し、廃

自体が、個人が非常にスキルが高いということ

止、追加はあるのか。あるとすれば、分野別の事

は、そこは全く否定はいたしません。職員の中

業名と事業の総額と財源内訳は幾らか。

で、これほどできる職員はいないと思ってござい

○議長（木下

ます。ただ、そこのところが１人に被さっていい

○政策推進課長（中村雄司）
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敏）

政策推進課長。
１問目について、

順次お答えいたします。

す。

１点目の総合計画のスタートから５年間の計画
の進捗状況ですが、平成２８年から計画がスター

事業の総額は、平成２８年度から令和元年度ま
でで１０億５,６７２万９,０００円です。

トしており、今年が５年目となっていることか

財源内訳は、国庫支出金が１億４,７３８万３,

ら、令和元年度までの４年間の投資的事業の進捗

０００円。地方債が５億５,３３５万７,０００

状況ということでお答えさせていただきます。

円。そのほかが４,７２６万２,０００円。一般財

総合計画は、令和７年度までの前期、後期の１
０か年計画となっており、計画期間中の投資的事

源が３億８７２万７,０００円となっておりま
す。

業の進捗状況については、全４４事業中、令和２
年度以降の実施を予定している事業が１０件、全

次に、子育て教育文化分野については、１２事
業のうち５の事業が終了となっております。

体に占める構成割合としまして２２.７％でござ
います。

終了分の事業名は、大中山複合施設整備事業、
大中山小学校改築事業、大中山小学校プール棟改

次に、令和元年度以前から実施している継続事

築事業、大中山小学校交流広場整備事業、七重小

業は１８件、４０.９％。令和元年度までに終了

学校地震補強及び大規模改増事業でございます。

している事業は１２件、２７.３％。総合計画で

事業の総額は、平成２８年度から令和元年度ま

予定していたが中止等になった事業は４件、９.

でで３２億８,１７５万５,０００円です。

１％となっております。

財源内訳は、国庫支出金が６億５,４０５万８,

実施しました分野別の事業名と事業の総額と財

０００円。道支出金が４,４９６万５,０００円。

源内訳でございますが、まず、生活基盤分野につ

地方債が１９億７,５１０万１,０００円。そのほ

いては１７事業のうち、１３事業が継続実施また

かが６,１０２万５,０００円。一般財源が５億

は終了となっております。

４,６６０万６,０００円となっております。

継続実施の事業名は、町道飯田町８号線新設事

次に、産業振興分野については、１０事業のう

業、町道等の維持管理事業、橋りょう長寿命化事

ち９事業が継続実施または終了となっておりま

業、冬トピア団地長寿命化改修事業、町営住宅長

す。

寿命化改修事業、街路灯ＬＥＤ化事業、高規格救

継続実施の事業名は、道営農業農村整備事業と

急車自動車更新事業、小型動力ポンプ更新事業、

して白川地区と渡島東部地区、農地整備事業とし

防災行政無線更新整備事業、湯出川準用河川事

て広域農道七飯地区と広域農道城岱地区、多面的

業。そして、終了分の事業名は、町道大中山９号

機能支払交付金事業、林業経営基盤整備事業でご

線道路改良事業、機材搬送車更新事業、水防セン

ざいます。終了分の事業名は、国営農業用水再編

ター整備事業でございます。

対策事業、広域的真空予冷施設建設事業、道の駅

事業の総額は、平成２８年度から令和元年度ま

建設事業でございます。

でで２３億３,３６７万８,０００円です。

事業の総額は、平成２８年度から令和元年度ま

財源内訳は、国庫支出金が８億２,５３７万９,

でで６１億２,２９８万６,０００円です。

０００円。道支出金が１９１万円。地方債が５億

財源内訳は、国庫支出金が２９億３,２５６万

３,２３１万８,０００円。そのほかが３８２万

８,０００円。道支出金が７億５,９３０万８,０

２,０００円。一般財源が９億７,０２４万９,０

００円。地方債が１８億１,３１５万８,０００

００円となっております。

円。そのほかが１億７,９１７万８,０００円。一

次に、環境保全分野については、５事業のうち
３事業が継続実施または終了となっております。

般財源が４億３,８７７万４,０００円となってお
ります。

継続実施の事業名は、水道施設整備事業、下水

平成２８年度から令和元年度までの全ての投資

道設備長寿命化事業です。終了分の事業名は、都

的事業合計で、総事業費１２７億９,５１４万８,

市公園社会資本整備総合交付金事業でございま

０００円で、このうち、一般財源は２２億６,４
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３５万６,０００円でございます。

が出されましたけれども、その中で確認をしてい

次に、２点目の、着手していない事業計画はあ

きたいのは、まず水防センター、実施いたしまし

るのかとのことでございますが、１点目でお答え

たけれども、これについてどういったような効果

いたしました令和２年度以降の予定している事業

があったのか。今のところは、ないということな

の１０件中、１件が令和２年度に着手となったこ

のか。そこら辺の効果、評価といいますか、そこ

とから、現在９件の事業化の検討が必要となって

ら辺についてお聞かせを願いたいと思います。

いるところでございます。

それから、廃棄物関連、これについて事業いろ

３点目の折り返しで基本計画の見直しはあるの

いろ、主要な事業として廃棄物処理施設等整備事

かとの御質問でございますが、未着手となってい

業というようなことで、これについて、５年間で

る事業もございますし、時代に即した事業実施の

具体体にどういったような事業展開をしてきたの

観点からも後期５年間を見据えて、新たに追加し

か、それについてお聞きをしたいと思います。

ていく事業も考えられ、現段階では廃止や追加と

それから、次、図書館であります。図書館につ

なる事業について分野別の事業費等はお示しする

いては、主要な事業の中に明示されておりまし

ことができませんが、新型コロナウイルスが長引

て、５年間全く、最近いろいろな町の発言の中で

いている状況を鑑みると、ウィズコロナの社会、

出てきておりますけれども、何か、立地適正化計

新型コロナウイルスとともに生きることを前提に

画の中で２分の１の補助、あるいはそういったよ

暮らしの形そのものを変えていくなど、今年だけ

うなものが可能になるような話がちょっと聞こえ

ではなく、中長期的な取組が必要になるものと考

てきていますけれども、この図書館、手がついて

えております。向こう５年間を見据えた中でも、

おりませんけれども、実際に残りの５年間で取り

コロナ禍における町民の生命や健康を守ること

組むのか、立地適正化計画の中に盛り込んで取り

が、安全・安心なまちづくりとして重要となり、

組むのかどうか。

事業費の拡大もあれば、逆に大胆に凍結、先送り

それから、スポーツセンター、これについて

をすることも考えられます。七飯町総合開発振興

は、総合運動公園等整備事業の中で推進していき

計画審議会にお諮りしながら、そして、町議会議

ますよということで、主な事業の中には含まれて

員の皆様の御理解を賜りながら、町総合計画の後

おりませんけれども、この総合運動公園等整備事

期計画の見直しを進めてまいりたいというふうに

業、これはどういうものなのか、お示しを願いた

考えております。

いと思います。

以上でございます。
○議長（木下

敏）

それから、総合計画の９３ページにありますけ

田村敏郎議員。

れども、主な施策の中にありますけれども、健全

今、説明ありましたけれど

な財政構造の実現ということで、「経常経費の節

も、まず一つ目に、確認しておきたいのは第５次

減と投資的経費の重点的かつ効率的配分、地方債

の総合計画実施について、ここでは１６ページに

の計画的な発行に努める。」、こういうふうな表

出ていますけれども、まちづくりの課題というよ

現がありますけれども、具体的に、今現在１４５

うなものが示されております。これについては、

億円の借金がある、そういう中で、実際この５年

６課題あります。平成２８年から今年度まで５年

間で計画的な地方債、こういったようなものを念

間でありますけれども、こういったようなまちづ

頭に置きながらやってきたかどうか、そこら辺の

くりに向けての解決していくべき課題、こういっ

確認をまず聞きたいと思います。

○５番（田村敏郎）

たようなものを６課題示されていますけれども、

それから、地域センターも相当、耐震構造から

これについて、どういったような取組をまずして

離れていて、危険な状況の中で、これについては

きたか、その辺についてお伺いをしていきたいと

第５次の総合計画の中には具体的にどういうふう

思います。

に入っているのか、私見つけられなかったのです

それから、５年間実施された中で、様々なもの

けれども、立地適正化計画の中で複合施設云々と
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いうようなことでお話しをされて、それ以前には

ではないかというところで、現在のところは、そ

民間の活力で民間が建てて、町が借りるような話

の事業、最終処分場リサイクルセンターの更新と

も一時ありましたけれども、それからずっとなく

いうのは、今すぐ実施していくということには

て、第５次に盛り込まれているのかどうか私は見

なっておらず、状況を見ているというようなとこ

つけられなかったのですけれども、そこら辺どう

ろでございます。

なっているのか、お知らせ願いたいと思います。
○議長（木下

敏）

政策推進課長。

○政策推進課長（中村雄司）

続いて、４点目の図書館につきましては、これ
までも民間活力の活用ですとか、そういった中で

順次お答えできる

検討してきたところでございます。今後も、その

範囲でお答えさせていただければというふうに思

図書館を目指すという形は現在のところ、まだ変

います。

わりません。ただ、近年の状況を見ますと、コロ

まず、１点目の総合計画における課題が六つあ

ナの状況だとかもございますので、そういった状

ると。そういった中での町は、どういった取組を

況を鑑みながら実施していくようなものの一つな

してきたかというところでございます。

のかなというふうに思ってございます。

まず、六つの課題といたしまして、総合計画で

続いて、スポーツセンターとスポーツセンター

は、まず課題１が「生活の利便性を高め、ゆとり

にあります総合公園の整備事業との関連性でござ

や潤いと安全をもたらす」と、そういった課題と

います。当時は、スポーツセンター、また、プー

しております。等々課題がございますが、それに

ル等の事業費というのは、明確に事業費等として

準じた形で基本計画というものを町としては定め

はしておらず、総合運動公園一つとして、その中

させていただきました。

でスポーツセンター、またプール等も合わせて整

例えば、今の部分で言いますと、安全・便利な

備ができないかというところでございましたが、

町ということで、生活基盤分野に特化した基本計

ただ、この部分についても事業費が相当かかるも

画となってございます。その基本目標については

のですから、今後見直しだとか、そういった部分

六つございまして、その六つにぶら下がる形で３

を考えていかなければならないのかなというふう

０の施策を定めてございました。それぞれの分野

に思ってございます。

で継続事業等々行ってきているというところでご

あと６点目、地域センターの関係でございます

ざいます。最近で申し上げますと、産業振興の分

が、どうやってやっていくのかという部分、どこ

野で道の駅の整備ですとか、真空予冷庫の整備事

に計上されているかというところでございます

業などが行われてきたというところでございま

が、ここの部分は、具体的な名目はございません

す。

が、ともに歩む町行財政分野６にございまして、

続いて２点目、水防センターの実施効果でござ

こちらのほうで地域との協働という形でございま

いますが、水防センター建設後、その水防関係で

すので、そういったもので捉えられるのかなとい

大きな災害状況とかということは行われてござい

うふうに思ってございます。

ません。そのため、その水防センターの本来の効

また、すみません、答弁が一つ漏れましたが、

果といいますか、なかなかそこは計り知れないの

１４５億円の関係で、今後の財政運営というとこ

かなというふうに思ってございます。

ろでございますが、こちらは、やはり限られた財

続いて、３点目の廃棄物関連のところで具体的

源の中で進めていくことになろうかと思いますの

なというところでございますが、総合計画の策定

で、そこは財政サイドと十分協議をしながら事業

時におきましては最終処分場、リサイクルセン

の進捗等を進めてまいりたいというふうに思って

ター等の建設等も予定しております。ただ、その

ございます。

総合計画の実施期間、前期５年中の中で、実は施

以上でございます。

設の許容度といいますか、そういったものを調査

○議長（木下

させていただいた中では、まだまだ十分使えるの

○５番（田村敏郎）
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敏）

田村敏郎議員。
まず、真空予冷庫、今説明

が あ り ま し た け れ ど も 、こ の 部 分 に つ い て 、

○議長（木下

敏）

都市住宅課長。

ちょっと私聞き漏らしたのですけれども、総合計

○都市住宅課長（川島篤実）

画のどの部分に入るのか、まず確認をさせていた

動公園の関係で関連がありますので、私のほうか

だきたいと思います。

ら御答弁させていただきます。

それでは、総合運

それから、スポーツセンターの今の話ですと、

あかまつ公園につきましては、総合運動公園と

これは総合運動公園等整備事業、これは町のあか

しての位置づけはございません。総合計画で載っ

まつ公園のあの部分と抱き合わせでという、そう

ている総合運動公園については、新たに場所を、

いう表現なのか。あるいは、これは別に、国がそ

候補地を探して、今年に限っては、その立地適正

ういうような総合運動公園等整備事業というもの

化計画で有利な補助を持ってくるための手続を今

を設けて、その中で設置をしていくんだという考

しておりますけれども、今後、候補地については

えなのか、そこら辺分からなかったのです。そこ

決めていったり、その候補地のその総合運動公園

ら辺も、もう一度お願いします。

事業の中にプールなり、スポーツセンターの事業

それから、起債のほう、これは後の行革の中で

がありますので、その立地適正化計画でやる場

も出てきますけれども、平成９年からずうっと起

合、新たに場所を設けて、事業を進めていきたい

債を見ますと、１４５億円というのはいまだかつ

というふうに思っております。

てないですよね。今の説明ですと、いろいろ財政

以上です。

と協議しながらということなのですけれども、実

○議長（木下

際、計画どおり進めてきたかどうかの確認、計画

○総務財政課長（俉楼

どおりですよと言えばいいのですけれども、そこ

ての御質問でございますので、私のほうから答弁

ら辺が何かこう、事業が集中したりして一気に起

をさせていただきます。

敏）

総務財政課長。
司）

財政の計画につい

債が増えるということは、一般財源は抑えられ

まず、ここの総合計画、９３ページにございま

て、そして、基金が取り崩しになってという、そ

す自立する自治体運営の推進についてということ

ういう循環が出来上がってくるのです、必然的

でございます。この点の効率的な運営をして、地

に。だから、起債が増えるということは、まずど

方債の計画的な発行に努めるということで、その

ういうことかという、そこら辺を考えた上で計画

とおりになっているかというような御質問でござ

的にというのか、そういうことをこの５年間で

いました。総合計画のこの理念に沿って、私ども

やってきたのかどうか。私はここまでいくという

は財政運営をしてきたところでございます。た

のは、なかなか大変なことだと思うのです、１４

だ、情勢としまして、東日本大震災後の町民の安

５億円の借金というのは。５年前ぐらいは、百

全・安心を考えたときに、学校の改築等だとか、

ちょっとぐらいでしたか。ですから、ぐんぐんぐ

消防署、給食センター、大型の事業をこれはやは

んぐん増えてきているという中で、そういう見解

り町民の生命、財産を守るということで、最優先

をお持ちなら、それでもいいのですけれども、も

にやらなければならないということで、そこの部

う一度そこら辺の考え方をお願いしたいと思いま

分はやらせていただいたということで、その結

す。

果、今の借金だとか基金の状況になってございま

○議長（木下

敏）

政策推進課長。

○政策推進課長（中村雄司）

すが、計画的に進めたいということで、進めてき

まず、冒頭の１点

た結果でもございますので、御理解を頂きたいと

目のところの真空予冷庫のどの分野かということ

思います。

でございます。

○議長（木下

まず、五つ目の産業振興分野というところで、

敏）

○５番（田村敏郎）

田村敏郎議員。
先ほどの、まずスポーツセ

真空予冷庫の建設の促進ということでなってござ

ンター、プールの関係ですけれども、立地適正化

いますので、産業振興分野ということで御理解頂

計画、これでいくと市街化区域の問題だから、総

ければなというふうに思ってございます。

合運動公園については、あそこは調整区域だと思
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うのです。そうすると、また新たな場所という話

一方では、図書館はきちんと明示している。こ

になってしますのですね、振出しに戻す。ただ、

れは、５年間手をつけてこなかったですけれど

立地適正化計画に基づいてやった場合には、２分

も、立地適正化計画、これを策定して、この向こ

の１の補助があるかどうか分からないですけれど

う５年間で図書館を建設するという考え方なので

も、小耳に挟んで、そういうことも可能だという

すか。総合計画どおり、きちんと図書館を建設し

ことであれば、また新たな土地を見つけなければ

ますと、立地適正化のこの計画を策定して、函館

だめだ、あるいは、解体した後にやるかは別にし

は美原のほうに亀田のセンターを造ったみたいで

ても、それなりの経費が相当かかっていくという

す。これは、平成３０年に策定をして、去年あた

ことになりますね。

りに出来上がったのですかね。これは、調べたら

そうなると、今までの立地適正化計画、コンパ
クトでそういうところに町民を誘導しながら、コ

平成２６年の立地適正化計画の施行なのです、法
施行なのです。

ンパクトなまちづくりをするのだと、これについ

ですから、第５次総合計画を立ち上げる前に、

ては、１０年、２０年先を見据えたコンパクトな

この立地適正化計画というのが、もう既に行政の

まちづくりに向けた一つの手法としていいのでは

手元にあったのではないかと思うのです。そし

ないかと、補助もつくしという、そういう考え方

て、策定していれば、もう図書館というのは、私

の狙いだと思うのですけれども。実際、こういう

は手がついていたのではないかと思うのです。そ

スポーツセンター、あるいはプールになれば、や

れ最近、立地適正化云々で補助金が２分の１で、

はり補助のことも大事ですけれども、やはり新た

７００万円の補助があって、策定しなければなら

に土地を買うという話になってしまうと、特に市

ない。それは分かりますけれども、そうすると、

街化区域において土地を買うという話になれば、

そこまで言うのであれば、逆にこの５年間で、向

これまた大変な話になる。そうすると、またこれ

こう５年間で、先ほども申しましたように、しっ

は実現が遠のいて、私はしまうのではないかと思

かりと図書館の建設をするのかどうか。そして、

うのです。

地域センターについても、複合施設として補助金

ですから、やはり、もっと現実味を帯びた、や

が出るような話を聞きましたので、それについて

はり総合運動公園に建てるのだということであれ

も、しっかりと建設をしていくのかどうか。ここ

ば、しっかり計画を立てて、建てていく。質問の

が、やはり第５次七飯町総合計画の私は要だと思

中にも書いているのですけれども、やはり町民の

うのです。長年の町民の期待を背負ってる地域セ

期待というか希望、こういったようなものは図書

ンター、あるいは図書館、こういったようなもの

館であったり、スポーツセンターであったり、地

が、まさに立地適正化計画に基づいて手をつける

域センター、こういったようなものを利活用しな

という、向こう５年間の間に手をつけるのだとい

がら、町民の文化あるいは体力の向上を目指した

う考え方があるのかどうか。回答をお願いしたい

いという、これが多くの町民の願いだと思うので

と思います。

す。

○議長（木下

そういうことを考えると、やはりスポーツセン
ター、プールというのは、この立地適正化計画に

○副町長（宮田

敏）

副町長。

東）

それでは、今の御質問に

お答えしてまいりたいと思ってございます。

基づいてやるのか、あるいは、従来どおりの総合

まず先に、運動公園整備事業というものにつき

運動公園と整備事業の中で、位置づけてやるの

ましては、場所的に計画の中に出ていたのは、

か。やはり、そこら辺はしっかりと行政のほうで

ちょうど桜町と上藤城の境のガルトネルのところ

素案を出していただかないと。また立地適正化で

があった国有地の場所が選定といいましょうか、

やります、では今度はどこなのだ、どこに建てる

案として出てございました。実際問題、あそこは

のだと、こういう話で。それなら財源をとって

市街化区域外というような形の中で、実際問題、

も、追いつかないよという話になってします。

国のほうから土地を買うというような条件になっ
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てくるのでしょうから、相当な費用負担が出てく

ざいます。答弁漏れがもしありましたら、また再

るというような形のもので、今現在の考え方から

度御質問頂ければと思います。

しますと、田村議員がおっしゃっている立地適正

以上です。

化計画をつくって、市街化区域の中に造って、補

○議長（木下

助金をもらって整備をしていきたいと。その中に

○５番（田村敏郎）

は当然、スポーツセンターとプール、それと今の

これの役割というのが、ここに記載していますけ

現在の図書館を含めて、場所も含めて検討してま

れども、まず、住民と行政がともにつくるまちづ

いりたいというような形の中で、少し変更しなが

くりのための行動指針だというのです、この総合

らでもそういう形で経費が余りかからないような

計画。そして、町の最上位計画だと。町の行財政

方向で考えていきたいということでございます。

運営の指針ともなる。そして、三つ目は計画的な

先ほど、図書館の話がございましたけれども、

まちづくりの達成状況を示す運行管理の物差しだ

何回か民間のほうの協力を頂いて建てるかとか、

敏）

田村敏郎議員。
まず、第５次の総合計画、

よと、そうとも言っているのです。

一応複合施設として、いろいろ補助金をもらって

ですから、ここに記載されているものについて

建てるかとか、いろいろございまして、立地適正

は、やはり公約と同様、町民と約束したものはき

化計画の部分につきましては、その複合施設の中

ちんとやるのだという建前なのです。そこでもう

に図書館が入った場合については補助も可能だ

一度、今の答弁について確認しますけれども、こ

と。それ以外の部分について、合わせた複合施

の折り返しの５年の間に図書館について、あるい

設、例えば、民間の施設が入るという部分は補助

はスポーツセンター、プールについて手をつけ

対象外というような形でございます。

る、着工するのだ、完成ではなくて着工するのだ

だから、図書館の部分についても、できるだけ

と、私は先ほど聞いたのですけれども、そのとお

補助をもらえるのなら、方向を考えながら進めて

りでいいかどうか、もう一度お願いいたします。

いきたいと。今、この後５年間のうちにできるの

○議長（木下

かというような御質問でございましたが、私ども

○町長（中宮安一）

総合計画にのっとって、この１０年間の中に図書

とおり、そして、総合計画の当初の中にも入って

館という形で明記されておりますので、何とか立

いるものでありますので、ぜひ、次の５か年、

地適性化計画の中で着手をしたいと。ただ、５年

今、見直しをかけている最中でありますけれど

間に必ず出来上がるのだということについてまで

も、その中で着手をしていくということで御理解

は、今後の部分、財政状況を見ながらという形の

を頂きたいと存じます。

もので、再度見直しをしながら検討してまいりた

以上でございます。

敏）

いと。とにかく総合計画の部分について、多くの

○議長（木下

敏）

町民の皆様の御希望もあるので、何とか着手して

○５番（田村敏郎）

町長。
副町長が先ほどお答えした

田村敏郎議員。
次、二つ目行きます。

まいりたいという考え方を持ってございます。こ

二つ目、財政計画の策定について。

れは、同時にスポーツセンター、プールについて

令和元年第３回定例会の一般質問で、北海道新

も同じような考え方をしてございます。もう少し

聞の町長選候補に聞くという記事について質問し

追加して言わせていただきますと、財政状況の中

た際の答弁の中で、財政計画について遅ればせな

で、土地を買ってまでやるのかというような部分

がらでも、今年度末あるいは来年度にかけても、

の御質問がございましたけれども、それについて

それは総合計画との、総合計画の見直しを含めた

は、今現在ある公共用地の中で何とかこの場で収

中で、財政計画というものをしっかりと作り上げ

めていきたいといいましょうか、ということで考

て、ぜひ、その時期になりましたら御協議させて

えてございます。新たに土地を市街化区域の外に

いただきますので御理解を頂きたいなというふう

求めて建てるという考え方については、今現在、

に存じますとしております。それから１年経過し

そのような考え方は持っていないということでご

ようとしておりますけれども、財政計画の内容に
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ついて伺いたい。
○議長（木下

敏）

て算出。普通建設事業費は、補助事業は５億円、
田村議員の質問の途中です

けれども、２時５分まで休憩して、答弁から入っ

単独事業は３億円とするなど、それぞれ算出方法
を定め推計しております。

たほうが多分分かりやすいと思いますので、答弁
から入るために２時５分まで休憩いたします。

この推計の結果、計画の最終年である令和７年
度には、基金約８億円を維持し、町債現在高は、

午後 １時５１分 休憩

令和元年度決算時点での１４０億７,０００万円

─────────────

を１１５億８,０００万円まで減ずる計画として

午後 ２時０３分 再開
○議長（木下

敏）

います。

休憩前に引き続き再開いた

します。

次に、この推計による財政指標等の数値につい
て申し上げます。

一般質問を続けます。田村敏郎議員に対する答

実質公債費比率については、令和６年度にピー

弁より入ります。

クとなる１６％の想定ですが、そのまま減少しま

総務財政課長。

す。起債許可制団体となる１８％を超えないよう

○総務財政課長（俉楼

司）

それでは、私のほ

努めてまいります。

うから答弁してまいります。

また、将来負担比率については、令和２年度に

財政計画については、今までも前年度予算、決

ピークとなる１０５.９％になりますが、この

算等踏まえた見通しとして策定しておりました

後、令和７年度までに８７.９％に減少します。

が、このたび、第５次総合計画の後期計画と整合

将来負担比率は、早期健全化団体となる３５０％

するため、令和３年度から７年度までの５か年を

を超えることのないよう努めてまいります。

計画期間とする七飯町の財政の見通し中長期財政
計画案を策定しております。

策定した案の概要は、御説明いたしましたとお
りとなりますが、ただし、現時点で新型コロナウ

この策定案では、策定方法として歳入の町税

イルス感染症が及ぼす影響の全容を把握すること

は、個人町民税が直近５か年の人口減少率等を考

ができておりませんので、それらを考慮しており

慮。固定資産税は、３年ごとの評価替えを想定し

ません。現在は、ウィズコロナとして新型コロナ

推計。その他の税目についても、直近５か年の課

ウイルス感染症の感染拡大を警戒しながら経済活

税実績等をベースに推計しております。地方交付

動を進める日常生活を送ることが新しい生活スタ

税は、町税と収入見込み、人口減少率及び公債費

イルとなっております。

需要額を考慮。特別交付税は、５か年の実績状況

町として、町民の生命と健康を守り、経済の回

をベースに推計し、国庫支出金、道支出金は、扶

復を第一に考えるとき、この新型コロナウイルス

助費や普通建設事業費などの財源として現行制度

感染症の対策を講じながら、行政運営を図ること

で推計。地方譲与税等、分担金及び負担金、使用

が現在の最重要課題となりますので、そのための

料及び手数料、財産収入などについては、５か年

財源の確保が必要となります。このため、現在

の実績などをベースに推計するなど、予算科目別

行っている事業、今後も取り組むべきとして検討

に定めております。

されている事業においても大胆に凍結、先送りす

歳出についても、人件費は、現状の人数を維持
するものとして算出し、物件費、補助費等、繰出

ることなども進めて行かなければならないと考え
ているところでございます。

金においては、対前年比０.５から１％を削減す

今後、これら計画策定の前提となる新型コロナ

るものとして算出。一方、維持補修費は、５か年

ウイルス感染症の状況、国・道による対策・支援

の実績をベースにしますが、今後は５％程度増加

などを総合的に勘案し、財政計画をまとめ上げて

するものとして算出。扶助費においては、現行制

まいります。その際には、議員の皆様へは御協議

度での推計を基本としていますが、高齢者人口の

させていただきたいと存じますので、御理解と御

増加等も見込み、０.５％程度増加するものとし

協力をよろしくお願い申し上げます。
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○議長（木下

敏）

田村敏郎議員。

年間で、借金の返済３０億円減らしますよという

今、説明を伺いました。な

ことですよね、１４０億円から１１５億円。５年

かなか正直言って、私にはちょっと理解できな

間ということは、大体端的に言えば、年間６億

かったのです。令和３年から令和７年までの５か

円。これが公債費というのは、大体基本的な考え

年ということで、科目別にそれぞれ実績に基づ

方としては、法定ですから、返す額と大体決まっ

き、あるいは係数をかけたりというようなことで

ていると思うのです。例えば、令和元年であれば

出されたようでありますけれども、一番気になる

１２億何ぼですよね、年間返すのは。そういうふ

のは、やはり目標値というのですか、科目ごとに

うに決まっている中で３０億円、今の状況の中で

出しているという、そういう話でしたよね。そう

そこまで可能なのかどうか。いきなり６億円ずつ

であれば、あるいは５年間それぞれ令和３年、４

ということではなくて、やはり増えながら今の返

年、５年、こういったような数値は恐らく積み重

還というか、それをさらに３０億円減らすという

ねて、トータルではなくて、恐らく年度ごとに出

話ですから、圧縮するという話ですから、そこら

ているのではないかと思うのですけれども、そこ

辺可能なのかどうか。そこら辺について、説明を

ら辺で、もし税なんかは、恐らく来年コロナの関

もう一度お願いしたいと思います。

係で非常に減収になるのではないかと思うので

○議長（木下

す。したがって、過去５年ベースで平均掛ける幾

○総務財政課長（俉楼

らといっても、なかなかそれは、そのようにはい

まいります。

○５番（田村敏郎）

敏）

総務財政課長。
司）

それでは、答えて

かないのではないかと思うので、単年度ごとに令

まず、確認というか、１問目でお答えしたとお

和３年から令和７年までの単年度ごとに微調整、

り、現在、計画案としてつくってございますが、

これは当然するのではないかと思うのですけれど

コロナ対策については、今後いろいろな状況を踏

も、そこら辺の考え方、微調整の考え方、こう

まえて、そこを盛り込んで計画というのをきちん

いったようなものをどういうふうにする。例えば

と作成していかなければならないという時点でご

固定資産、あるいは町民税、こういったようなも

ざいますので、そのコロナ対策に対する、例えば

のが、なかなか思い通りには入らないといった場

町税の減収だとか、そこら辺は、今、その町税の

合の、トータル的には減りますよね、入らなかっ

減収もどのぐらい減収されるかということは、

た分。ところが、微調整をすることによって、と

今、想定をしている最中でございますけれども、

言ってもなかなか難しい問題だと思うのですけれ

そこの数字については確定しておりませんので、

ども、そこら辺のトータル的にそこに行くような

そのコロナ対策を、影響を除いた形でのまずは計

持っていき方というのですか、財政計画の持って

画をつくったと、案をつくったということで、そ

いき方、トータル的に持っていくにはどうするの

の数値についてお知らせするということで御答弁

かと。単年度、単年度見ると、微動してなかなか

させていただきたいと思ってございます。

うまくいかないものを、どういうふうに微調整し

また、歳入歳出というか、トータルをどうもっ

ながらトータル的に合わせていくのか。まず、そ

ていくかというところのお話でございます。町税

こら辺の考え方をお聞きしたいなというふうに思

等につきましても、当然その人口の減少するとい

います。

うことになると、例えば、去年と同じままの歳入

それから、基金について前の報告の部分につい

ということになりませんから、そこについては人

ては７億円という話ですけれども、今回、８億円

口減少等も考慮した中で税収を落としているとい

というそういうような数字が出てきております。

うところでございます。

これは、端的に言って目標なのか、それ以上であ

その中で、トータル、目標という形ではこの財

ればそれで構わないのか、そこら辺の考え方をお

政の見通しの中では単年度、単年度、このぐらい

聞きしたいです。

にしますよという目標値としては、設定をしてお

それから、令和３年から令和７年までの間の５

りませんけれども、少なくともその基金を残して
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いくという前提から、歳入歳出を極力合わせてい

くか。国庫補助なんかを使ってしまうと、起債は

かなければならないというような基本的な考え方

当然出てきますよね。その中では、やはり皆さん

の下、つくっているところでございます。

が言うように、交付税の算入があれば、ただ返す

基金につきましては、それらを推計、歳入歳出

よりも交付税で幾分見返りがあれば、それはいい

をそれぞれ推計したところでいくと、今の現状で

んだとなるのだけれども、借金には変わらないの

は、令和７年の計画の最終年には８億円残るとい

です。額が大きいか少ないかの問題であって、や

うような推計となっているところでございます。

はり借金は借金、どこまで行っても子供や孫につ

この８億円につきましても、あとは、これからの

いて回る話、１０年、２０年、３０年の償還の中

新たな事業があればまた変わってくるかと思うの

では、やはりついて回る話だということで、この

ですけれども、前から言っておりますとおり、７

借金をどう抑制していくかという、これをまず、

億円は維持してまいりたいと、最低７億円はとい

きちんと考えたかどうか。

うことで、今までも言ってございますので、最低

それともう一つには、新たな財源の確保をどう

このぐらいはということで、それ以上の積み上げ

するかと。今までの話を聞くと、どうしてもその

についてもあれば、あっただけ基金は何かのため

従来どおりの流れの中で対応して、財政計画を立

になるものでございますので、そういう意識で考

てられたのではないかと思うのですけれども。や

えております。

はり、これからは新たな自主財源をどう見つけて

借金をどう減らしていくかというところになり

いくか。函館市あたりは、宿泊税でしたか、そう

ますけれども、今の町債につきましても、非常に

いうものをいろいろやったりと。やはり、そうい

今までにない数値となってございます。ただ、こ

う新たな、税をつくれという意味ではないです、

れから何年間は、町債、単年度ごとの支出という

新たなやはり自主財源の確保、これに向けてやは

のは増えてくるところでございますけれども、今

り総力を挙げて知恵を絞っていかないと、なかな

後、事業のやりくりでここの繰り入れするという

か借金体質と言ったらおかしいのですけれども、

か、歳入とする起債、これを極力少なくすること

依存体質ですよね。要するに、地方交付税、国庫

で、お支払いする以上の起債をすると、これは借

補助、起債、一般財源はこのぐらいでいいよ。だ

金が増えていく一方になりますので、そうではな

けれども、ほかから見ると、やはりゆくゆくは回

くて、毎年度お支払いする借金より少なくうまく

り回って、借金が増えていくと。こういう依存体

借りていく、そういう形で事業を運営してまいり

質からの脱却のためには、やはり自分たちの新た

たいということで、それも方針として持ってござ

な自主財源の確保、こういったようなものをどう

います。

しっかりと確保していくかという、この部分につ

以上、答弁漏れはありましたでしょうか。
○議長（木下

敏）

○５番（田村敏郎）

いて何か考えられていたら答弁頂きたいと思いま

田村敏郎議員。

すけれども。

大体分かりましたけれど

○議長（木下

敏）

総務財政課長。

も、ただ、財政課長が言うように起債を、借金を

○総務財政課長（俉楼

司）

増やさないというのはそのとおりなのです。返す

対して答弁してまいります。

それでは、再質に

額より借りる額を少なくすると、必然的に減って

まず、今までの借金の仕方とこれからどういう

いくと、もうこれは普通の摂理ですよね。だけれ

ふうに考えていくのだというような御質問だった

ども、なかなか今までの決算なんかを見ると、借

と思いますけれども、今の町財政の考え方という

りるのが多くて、返すのが少なかった、それで、

か、歳入としては町税、あと地方交付税と、その

雪だるま式に増える。これがやはり、どうしても

他事業をする際に起債なども入りますけれども、

いろいろなことをするという上では、出てきてし

国のほうからの地方交付税につきましても、十何

まうので、やはり、健全な財政運営を維持するた

年前に交付税を抑制されたということで、それか

めには、どうしても町債、借金をどう抑制してい

ら交付税に代わる代替措置として起債をできるよ
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うなシステム、財政対策債のようなものができて

以上でございます。

きて、町財政をする上で、そこも取り入れていか

○議長（木下

敏）

なければ財政運営ができないというようなところ

○５番（田村敏郎）

田村敏郎議員。
２問目終わります。

もありまして、今現状、そのような流れでござい

次に、３問目でございます。

ます。

第５次七飯町行政改革大綱について。第５次七

これをなかなかすぐに変えていくというのは、

飯町行政改革大綱が今年度末で計画実施期間が終

歳出に合わせて、町税がそれだけあればいいので

了する。行革の趣旨は、財政の悪化や社会の変化

しょうけれども、なかなかそうはなっていってい

に対応して組織の簡素・合理化、事務の効率化、

ないのも事実でございますので、そこは借金を減

職員数や給与の適正化などの形で行われ、これま

らすというか、うまくその借金を減らすというこ

で種々論じられているが、要は、行政改革とは最

とは大前提ではございますけれども、うまく借金

小の経費で、最大の効果を挙げる費用対効果に集

を利用するというか、有利な借金を、町に対して

約されると言える。

有利なものを使っていくというようなことは方針

そこで、次の点について伺いたい。

に今後も掲げていかなければならないかなとは

１、第５次七飯町行政改革大綱の実施により、

思ってございます。

どれだけ経費の削減を見込んでいるのか。また、

二つ目ありましたのは、新たな歳入対策という

どのような成果があったのか。

ことでございます。ここについても、隣の市の状

２、職員のみならず、町民の人材育成がどのよ

況もお話しされてございましたけれども、七飯町

うに図られたのか。

として何ができるのか、何がいいのかというのを

○議長（木下

以前から考えているところではございます。なか

○総務財政課長（俉楼

なか新しい税ということも必要なのかなと思って

してまいります。

敏）

総務財政課長。
司）

それでは、御答弁

おりますけれども、ピンポイントにこれにしたい

１点目の第５次七飯町行政改革大綱の実施によ

というのは、なかなかない状態でございます。今

る経費削減見込額、成果についてでございます。

までも、ふるさと納税等やってきて、一定程度の

町では、平成２８年度から令和２年度までの５か

成果を上げているところでございますけれども、

年を計画期間として第５次七飯町行政改革大綱を

今後、そういうふるさと納税で拡充をして全国の

策定しておりますので、この第５次大綱での項目

皆さんに七飯町を応援していただくというものが

に沿って、削減額等効果のあった事業について御

必要ではないかと思ってございます。

答弁申し上げます。なお、事業期間の平成２８年

また、最近、全国の市町村のほうで自治体のク

度から令和２年度までの間、令和２年度は年度途

ラウドファンディング、自治体の事業に対して応

中であるため、効果額は算出しておりませんの

援していただくというような制度もございます。

で、平成２８年度から４年間の効果額として答弁

これらも、七飯町として、例えばその応援してい

してまいりますので、御了承願います。

ただきやすいものとして、イベントを開催する際

まずは、事務事業の見直しについてでございま

に、全国の方からそういうので寄附金を募ってイ

す。町単独事業費の抑制、発注業務の一元化の関

ベントをやるだとかというのは、今後できるので

係として、町内の防犯灯・街路灯のＬＥＤ化、合

はないかなと思ってございます。

併浄化槽設置補助金の見直し、敬老祝い金の見直

また、数は、金額としてはそれほど大きくはな

し、建物火災保険適用の見直し、ＡＥＤの一括購

りませんけれども、遊休資産なども、町有地なん

入等により、約５,２４０万円の効果額。都市公

かも売却を進めて、今後も積極的に進めて、少し

園維持管理費の見直しでは、約２,２８４万円の

でも収入を増やすというような取組をしてまいり

効果額。公共施設マネジメントの実施では、電気

たいというふうに思っているところでございま

料契約の見直し、教員住宅を建設から民間賃貸住

す。

宅借り上げに変更、大沼地区の小中学校を統廃合
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したことにより、約２,２７５万円の効果額でご

の事業を契機に海外に目を向けられた、海外で活

ざいます。

躍されている方が複数いらっしゃいます。そのほ

次に、職員の定員管理及び給与適正化の推進で

か、海外への留学、外国語を学ぶため、また外国

は、休日出勤した場合の代休制度を推進するなど

語教師を目指し、それらの大学等へ進まれた方も

により、時間外手当の抑制を図っており、約２,

いらっしゃいます。中高生においては、この多感

０４１万円の効果額となっております。

な時期に見聞を広めることができ、その後の人生

歳入関係では、海外派遣参加者負担金、各種使

にもいい影響があるものと捉えております。

用料・手数料の見直し、町有温泉使用料の有料

以上でございます。

化、遊休資産の売払いによる効果額として、６,

○議長（木下

敏）

田村敏郎議員。

３３０万円。さらに、施設の指定管理として真空

○５番（田村敏郎）

予冷庫の建設費相当額を負担金として収入するな

なかなか私自身も分からない部分がありましたの

どによる効果額が８,６４２万円。その他、住民

で、もう一度聞き直しがあるかもしれませんけれ

との協働による活力あるまちづくりとして、地域

ども。

説明頂きましたけれども、

環境整備などに６４１万円の効果額となりまし

第４次の七飯町の行政改革大綱の実施につい

て、合計で約２億７,４５３万円の効果額でござ

て、町のホームページを見ますと、事務事業の見

います。

直し、約６億１,２００万円の効果がありました

このほか、国の補助事業により新たに整備いた

と。それから、定員管理及び給与適正化の推進

しました真空予冷庫の事業においては、有利な補

で、７,２００万円の効果がありましたと。それ

助を選択することにより、当初予定していた補助

から、効率的な行政運営と職員の能力開発云々、

金より地元負担が予算ベースで約７億６,０００

これでは１,１００万円、行政の情報化と行政

万円少なくすることができ、また、大中山出張所

サービスの向上で８００万円というような項目に

は複合施設とすることで、道の補助金を活用する

おいて、数字がそれぞれ書かれているのですけれ

ことができております。

ども、これに集約できるような、今、全部数字を

これらのことは、その他の事業を含め、少しで

教えてもらったのですけれども、やはり第４次と

も町に有利な特定財源を確保することを念頭に進

第５次の部分の対比が私は見たかったものですか

めてきた成果であり、住民満足度につながってい

ら、恐らく、町のホームページのこの部分でぶつ

るものと捉えております。

けてくるのかなと思っていたものですから、あれ

二つ目の、町民の人材育成がどう図られたかに
ついて御答弁申し上げます。

なのですけれども。事務事業の見直しで６億１,
２００万円、第４次の行革で節約しましたと、ま

直接的に第５次七飯町行政改革大綱には、町民

ず、こういうふうにあるのですけれども、今回の

の人材育成についての記述はしておりませんが、

第５次行革については、３月末まででどのぐらい

本年度の施政方針において述べておりますとお

の事務事業の見直しによって節約したのか。この

り、国際的視野に立つ豊かな人材を育成するた

部分と、それから、給与の関係で７,２００万

め、町内中高生、町民代表を姉妹都市であるコン

円、第４次はあったのだけれども、第５次ではど

コードへ派遣しております。また、平和行政の一

のぐらい見込んでいるのか。それから、効率的な

環から、広島、長崎へ中学生６名の派遣などの事

行政運営、これについて１,１００万円あったの

業を実施をしております。

ですけれども、どのぐらいあったのか。それか

これらの事業は、長年、町の主要な事業として

ら、行政の情報化と行政サービス、これで８００

実施しているものでありますが、その後の追跡調

万円ということで、今回の第５次ではどのぐらい

査をしているわけではありませんので、現時点で

の節約があったのかと、こういうものを再度教え

どのような効果があったかについては、全てを把

ていただきたいなというふうに思います。

握しておりませんが、参加された方の中には、こ
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それから、もう一つには、第５次の七飯町行政

改革大綱において、三つの基本視点というものが

が、その第４次の数字が頭になかったものですか

述べられておりまして、経営の視点、それから健

ら、第５次のその大綱にあるものの数値の合計と

全財政の視点、それから町民満足度の視点、それ

してお知らせをしたのでございますが、第４次に

ぞれうたっていますけれども、実際その経営の視

合わせるとしたならばということで、お答えして

点について、何をどういうふうな形にしたのか。

まいりたいと思っております。

あるいは、健全財政、何をどういうふうにしたの

まず、事務事業の見直しに関しましては、約１

か。これは、先ほどとちょっと重複するかも分か

億円程度の削減でございます。職員の定員管理だ

らないですけれども、ここの１０ページの地方債

とか、給与の適正化の関係では２,０４１万円で

の残高は、平成９年度からは最高の現在１４５億

ございます。あと、住民サービスの向上というと

円になっている。ここら辺でずうっと来ていると

ころでいくと、６４１万円でございまして、その

いうことで、この部分について、先ほど説明を受

第４次の数字をしっかり持っていないものですか

けましたけれども、こういう平成９年からずうっ

ら分かりませんけれども、その比較ということで

と流れを見て、実際、行革を担当する側としてど

はお答えできませんけれども、歳入でもそのほか

ういったような思いでいるのか。確かに、いろい

に６,３３０万円程度の効果を出しているという

ろな財政事情があるかも分かりませんけれども、

ところを含めまして、今その、今年度については

なかなか町民は、だんだん増えているのではない

また効果額を算出してございませんが、去年まで

かという、そういう危惧が、財政事情よりも表を

の４年間の合計として２億７,４５３万円の効果

見てしまうと、どうしてもどんとこう増えてしま

額ということで算出をしているようなところでご

うと、なんでそうなのだろうという。やはり、そ

ざいます。

こら辺、町民の目線から見れば不思議といえば不

今の、この第５次の行政改革で担当者として、

思議なのですけれども、そこら辺の流れというの

どういう評価をしているかというところでござい

ですか、借金の流れをもう一度どういうふうに考

ます。

えて見ているかお知らせ願いたいと思います。

行革の中では、いろいろな項目がありまして、

それから、町民の満足度、これについてはいろ

それについて一つずつ検証しまして、取組を進め

いろ書いてあるのですけれども、実際どういうふ

ているところでございます。全部が全部、取り組

うにしたかというのも大事なのですが、町長の出

み終わったわけではなくて、継続してやっている

前講座、これはこの間、行革の期間内でどのぐら

ものもありますので、それについては、第５次の

い開催しているのか。それから、目安箱、実際こ

検証、総括の中で取り組めなかったものについて

の行革の期間で、これは町民がどういうふうな考

は第６次にいくと思いますし、さきの質問にお答

え方を持って、行政に期待しているかというこの

えしたことでございますけれども、今後そのコロ

部分について目安箱を置かれていると思うので、

ナ対策に影響、非常に歳入歳出が影響を受けると

何件ぐらいあったのかと。こういったようなそれ

いうこともありますので、そこら辺含めて行革を

ぞれの三つの視点の中で、トータル的に第５次の

さらに進めていかなければならないというような

行革大綱については、質の高いサービスができた

認識でおります。

のか。あるいは、経営減量型に持っていけたの

あと、基金だとかもなかなか減っていないとい

か。ここら辺について、担当の人方の考え方をお

うようなところでのお話しがあったと思いますけ

聞かせ願いたいと思います。

れども、行革をしながら町財政とか行政運営・財

○議長（木下

政運営をしているところでございます。住民サー

敏）

総務財政課長。

○総務財政課長（俉楼

司）

それでは、順にお

答えしてまいりたいと思います。

ビスがあってございますので、非常にそこについ
ては切れないものもありながら、今、一番町民に

まず、第４次との削減額の比較をしたいという

とって考えなければならないものにお金を投じて

ところでございます。大変申し訳ございません

きたところでございますけれども、その結果とし
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て、今、こういう状況であると。行革も進めなが

するための貴重な御意見ということで業務の改善

らやっているというところでございます。

に努めさせていただいたところでございます。

町民満足度の点につきましては、一つ一つ皆さ

ただ、先ほど申し上げました１２０件といいま

ん町民のほうから御意見を頂いているところでは

すが、その中の大半というのは、実は言葉で、文

ございませんけれども、事業を進めるに当たって

章でなかなか伝えにくいような文言が多々多いと

は、町民のほうからも御意見を頂きながら進めて

ころで、その意見のあったものの、大半がそう

いるところでございますので、例えば、財政面に

いった状況で、なかなかその内容を読み取るのも

つきましても、いろいろなものでこういう財政で

難しいというような、実はございました。そのた

減額したものを新たに町民に必要な部分にお金を

め、その試行ということを実際には運用できな

かけるということで、例えば、また先ほど申し上

かったという状況がございます。地域の方々の御

げました建設事業、分かりやすいのは建設事業

意見等につきましては、町の総合計画のときなん

で、国の補助金を頂き、有利な補助金を頂く、ま

かもですが、アンケート等を行いまして、その中

た、起債はすることになりますけれども、交付税

で自由意見ということで頂いている等ございます

のバックを考えて、町にとって単費を少なくする

ので、今回は、今、行政改革の関係でございます

ようなものにしていくだとか、また、真空予冷庫

が、総合計画の見直しの際にもアンケート等を

のように地元負担を少なくするというところの取

行っていると。その中で、町民の皆様方の御意見

組を今までもしてきているところでございまし

を頂いているというところでございます。

て、住民サービス、また地域の方の使いやすい施

目安箱につきましては、以上でございます。

設の建設につながっていくということから、町民

○議長（木下

満足度につながっているというふうに捉えてござ

○５番（田村敏郎）

います。

したいのですけれども、真空予冷庫の関係で、地

以上でございます。
○議長（木下

敏）

田村敏郎議員。
先ほどの答弁の中で、確認

元負担を少なくしている。町が国の補助を受けた

政策推進課長。

○政策推進課長（中村雄司）

敏）

り何なりして、要は立替えというのですかね、代

私のほうからは、

替えというのか分からないですけれども、そうい

出前講座と目安箱について答弁させていただきた

うような形にして、後で使用料で返してもらう

いと思います。

と、そういうシステムだとは思うのですけれど

出前講座につきましては、町長が町長に就任し

も、こういう真空予冷庫の場合、こういう七飯町

て以来、行ってございます。大体年間で６件、７

のようなやり方の市町村というのはあるのです

件程度というところで、現在は行われてございま

か。私、ちょっと分からないのですけれども。

す。いろいろな団体から、七飯町の政策につきま

というのは、やはり基本的に、言わんとしてい

して御意見を頂いたりだとか、生の声を頂く場と

るのは分かるのですけれども、やはり町の税金を

いうことで、大変貴重な時間を過ごさせていただ

先に投入して、国から補助をもらって起債を恐ら

いて、町の個々政策事業等の参考とさせていただ

くやってという、そういう通常の町の仕事だと思

いているというところでございます。

うのです。それを終わったら、使用料で返してい

そして、目安箱の関係でございますが、一時、

くという、そういうことというのは、真空予冷庫

試行という形で実施しました。ただ、その試行と

の場合、ほかの市町村であるのかどうか、そこを

いうのが大体半年くらいだったと思います。半年

確認したかったのですけれども。

くらいで大体１２０件くらいの御意見等ございま

○議長（木下

敏）

暫時休憩いたします。

した。ただ、その中の御意見があった中で、建設

午後 ２時４７分 休憩

的な意見も大変ありがたいことに頂きましたが、

─────────────

当然ですが、御批判だとかもございます。ただ、

午後 ２時５９分 再開

そういった批判につきましては、町の今後の改善

○議長（木下
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敏）

休憩前に引き続き再開いた

します。

とでございますので、そういう形で運用させてい

一般質問を続けます。田村敏郎議員に対する答
弁より入ります。

議会のほうに議案として上げてさせていただき、

経済部長。
○議長（木下

ただき、当然、工事費、それら指定管理の関係も
各議会のほうで議決を頂いて、それで実施をして

敏）

経済部長。

○経済部長（青山芳弘）

きたということでございますので、御理解のほど

それでは、田村議員の

お願い申し上げます。

質問にお答えいたします。

以上でございます。

真空予冷庫のこの制度、いわゆる町が建てて、
指定管理でＪＡがやっていると。それを負担金で

○議長（木下

敏）

○５番（田村敏郎）

田村敏郎議員。
それでは、分かりました。

頂いている事例は、前にあるのかということでご

それでは、第５次行政改革大綱、これの「終わ

ざいますが、まず、補助制度の関係でございま

りに」という文章がありますけれども、「町の将

す。

来像の実現に向け、町民に期待し、自主自立の精

まず、この施設を建てるためには、既存の農業

神で積極的に行政と関わりを持つことが必要だ」

関係の補助で「パワーアップ事業」というものも

と協働を呼びかけておりますけれども、この５年

ございました。その中でも検討してまいりました

間で達成度、それから、それらについての呼びか

が、それら農協関係の、農業関係の補助の場合、

け、協働についての評価、どのようにしているか

事業実施自体が自治体あるいは農協と、こういう

お答え願いたいと思います。

部分で事業ができると。そうした場合、それを実

○議長（木下

施した場合の自治体で農協が事業主体になった場

○総務財政課長（俉楼

合は一部補助金とか、また逆に自治体が事業主に

してまいります。

なった場合は農協に負担金とか、そういう部分で
運用している部分があったと。

敏）

総務財政課長。
司）

それでは、お答え

この５年間、あとの１年は残ってございます
が、町として町民の皆様にいろいろ、町民の皆様

ただ、この新たな制度、これは平成２９年度の

が委員になって事業を進めているものもございま

国の第２次補正予算で地方創生絡みでできた制度

す。また、町の情報については、広報等いろいろ

でございます。ですから、その補助制度として

なホームページもありますし、いろいろなものを

は、１年目の中にこの真空予冷庫の建設に関する

通じて町民にお知らせしてきて、この４年半、進

事業ということで、七飯町が手を挙げて、事業が

めてきたところでございます。

承認されたと。その中で、うちとしては、その国

あとは、町が進めてきたというのは、総合計画

の指針でありますこの補助を受けるためには、ま

にのっている事業、また、総合計画にのっていま

ず、管理は指定管理で公募しなさいということが

せんけれども、町民の生活また経済活動に必要な

条件でございますので、公募を行いました。それ

ものとして取り組んできたわけでございますけれ

について、後は、使用料については負担金という

ども、町民の満足度としては、事業をすることで

形で徴収をしますよということについても国のほ

満足していただいているというようなことで捉え

うから御指摘はございません。それで、うちのほ

ているところでございます。

うとしては、指定管理の方に負担金ということ

以上です。

で、年間、年間頂くと。それでもって、運用して

○５番（田村敏郎）

終わります。

きているということで、この新たな補助制度がで

○議長（木下

通告順に発言を許します。

きて、初めての承認を得たという自治体でござい
ますので、この地方創生絡みの補助で前例という

敏）

澤出明宏議員。
○１１番（澤出明宏）

１１番、澤出です。

のはございませんので、七飯町が初めてそういう

大綱１問質問をいたします。

制度を運用させていただき、国のほうも指定管理

昆布館撤退による周辺施設への影響について。

者から負担金を頂くのは、別に問題ないというこ

北海道昆布館の撤退についてプレス発表があり
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ましたが、撤退に関する町への影響に関し、以下

従業員や事業者の要望にできる限りの対応を要請

の点について伺いたい。

いたしました。

１問目、道の駅の周辺施設への影響をどのよう
に捉えているのか。

３点目の閉館後の施設等につきましては、はっ
きりとした方針は示されてはおりませんが、速や

２問目、北海道昆布館の撤退により、地域の雇
用の場が失われたことについて、町としてどのよ

かに利活用が進められるよう町として情報収集に
努めてまいりたいと考えてございます。

うな対策を考えているのか。

以上でございます。

３問目、当該施設について、図書館などを併設

○議長（木下

敏）

澤出明宏議員。

した複合施設の早期解決に向けて、民設公営方式

○１１番（澤出明宏）

などによる利活用を模索する考えはないか。

れども、１番目について、道の駅周辺施設への影

以上、３点についてお願いいたします。

響が考えられることについては、認識されている

○議長（木下

敏）

商工観光課長。

○商工観光課長（福川晃也）

今、御説明ありましたけ

ということなのですけれども、活性化策とおっ

では、御質問に御

答弁をさせていただきます。

しゃいましたが、その活性化策について具体的に
どんなことを今のところ考えていらっしゃるかと

まず１番、道の駅周辺施設への影響をどのよう

いうことが１点と、あとは、道の駅の裏のほうに

に捉えているのかについてでございますが、北海

今後、温浴施設の計画とか、あとは、そちらに接

道昆布館は、海のない七飯町にあって、昆布あめ

道する道路の計画とかありますが、そちらに対す

や昆布ソフトクリームなど多彩な昆布製品を取り

る何か今後の影響というのは考えられるのかとい

扱うだけでなく、昆布を映像で紹介するドーム型

うことを、その２点。

シアターや昆布製品の製造工程を見学できる非常

それと、昆布館のほうですけれども、具体的に

に魅力的な観光物産施設であり、開業当初から多

何名の方が失業なさっていて、それについて何か

くのお客様に親しまれてまいりました。

働きかけをした、ハローワークのほかに何か企業

近年は、道の駅なないろ・ななえや男爵ラウン

誘致とかの斡旋とかという町独自のこと、あるい

ジが開業し、クイズラリーを初めとするイベント

は、町に採用するとか、そういうところも含めて

を相互に実施しており、このたびの撤退につきま

何か対策を打たれたことがあるのかどうか。

しては大変残念な結果であり、今日まで七飯町に

それと、３番目の点につきまして、昆布館につ

おける観光の一翼を担っていただいたことに感謝

きましては、もう１９９３年の開業以来、２７年

を申し上げるところであり、改めて地域の活性化

間にわたって、いわゆるサービスエリア的なぐら

への取組を進めていくことが重要であると考えて

いのイメージで、バスもとまっていらっしゃいま

ございます。

したし、非常に地域とも密着して、地域活動もか

２番目、北海道昆布館の撤退により地域の雇用

なり貢献頂いて、学校活動なんかにもいろいろ参

の場が失われたことについて、町としてどのよう

加していただいたりとか、大変ありがたいなと

な対策を考えているかにつきまして、いまだに収

思って、大沼地区出身の私なんかもすごく今回の

束が見通せない新型コロナウイルス感染症によっ

ことについて影響あるなと思って感じているので

て、観光業を始め、多くの事業者が来客の激減や

すけれども、先ほど言った中で、ちょっと漏れて

販路の縮小、売上げの減少ややむを得ない休業な

いるのかなといった部分が。

ど、その経営において多大な悪影響を受けてお

図書館についてのことなのですが、先ほど同僚

り、これに伴う失業や雇用に関して、以前からハ

議員からも質問があった中で、計画の中、第５次

ローワーク函館と意見交換等を実施してきたとこ

計画ですか、そちらのほうに図書館が入っている

ろでございます。

ということでありましたけれども、今、ここから

北海道昆布館の閉館につきましては、ハロー

５年間のうちには着手するというお話もあったわ

ワーク函館に情報提供し、失業や再就職に関して

けですが、その中の説明で、公債のお話ですとか
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借金の話とかありまして、なかなか新築でそう

した建設予定であります温浴施設、こちらにつき

いった施設を造るというのは、難しいのではない

ましては、誠に申し訳ございませんが、聞き及ん

かなという部分がございます。なおかつ、スポー

でございませんので、こちらについては御答弁で

ツセンターの新築の問題もございまして、こちら

きない形になります。

に関して岳陽学校のときに、防災の面から３校統

ただ、御存じのとおり北海道昆布館、七飯町の

廃合という形で体育館が危ないのでという話もあ

主要幹線道路であります一般国道５号に面してご

りまして、耐震構造になっていないということで

ざいます。そして、近隣の都市、函館市から、函

統廃合も決まりました。それは、大変いいこと

館市も非常に有名な観光地であり、こちらから七

だったと私は思っています。スポーツセンターに

飯町大沼国定公園に向かっていらっしゃる際に

関しましても、昭和４８年かなんかの建物ですか

は、北海道昆布館の前を通るというような立地条

ら、行く行くはあれを建て直さなければならない

件がありまして、七飯町の観光といたしまして

という話も出てきまして、町の財政から言って、

は、この北海道昆布館を楽しみながら、大沼国定

スポーツセンターという既存のものを直すのが重

公園を楽しんでいただく。さらに、帰りの、今度

大課題であって、その後で、図書館とかという話

は上り路線に関しましては、御存じのとおり道の

にならざるを得ないと思うのです。そういった中

駅・男爵ラウンジというような形で、人や物が交

では、こういった既存の施設、もし昆布館の意向

流し、その地域に活気が出てくるというようなこ

とマッチングするのであれば、なるべくお金をか

とで、こういったにぎわいを創出することが大変

けないという行財政をやる中で、そちらに、例え

重要なことと考えてございます。当然ながら、従

ば図書館を併設するですとか、あるいは、今、地

来、北海道昆布館が営業していた頃は、道路を挟

域交流センターがございますよね、あちらも雨漏

んであの地域一帯、昆布館だけではございません

りするような状態で大変古くなっております。こ

が、飲食店等も含めましてお客様の周遊を促す、

れは関係ないかもしれないですけれども、商工会

そういったイベントにも一緒になって取り組んで

の建物も老朽化しています。いろいろ町がこれか

まいったところでございます。

らお金がかかる建物に関して、なおかつ必要な建

ただし、今回、北海道昆布館につきましては、

物に関してのそういう支出が多くなると思います

七飯町にとりましては撤退という形にはなってご

ので、そういったことも含めまして、あくまで昆

ざいますが、本社は敦賀市のほうにございます。

布館の利活用という中では、町からの働きかけと

当然、いろいろな今後の施設の在り方とか、いろ

しての、そういったところを伺っていただいて、

いろな情報につきましては相互に御連絡をさせて

できることであれば、図書館併設のそういった施

いただいて、速やかな利活用を通じて、地域をさ

設、複合施設として活用することができればと考

らに活性化させるような方向に持っていきたいと

えます。考えますし、そういう利活用の進め方を

いう考えではございます。

昆布館も含めてやっていくことによって、財政の

そのほか、御質問にございました撤退によりま

そういう足りない部分の一部についても、昆布館

す雇用を失われた方々への対応ということでござ

に限らずいろいろとやり方が出てくると思います

います。

ので、その辺についてのお考えについて、長々と

現在、実は、北海道昆布館の自体の営業自体は

なりましたが、もう一度御回答頂ければと思いま

８月の３１日をもって撤退ということになってご

す。

ざいますが、まだ、実は工場部門のほうが活動を

○議長（木下

敏）

商工観光課長。

○商工観光課長（福川晃也）

してございます。それで、まだ全てが全て解雇と

私のほうから、御

質問に御答弁をさせていただきます。

いうようなことにはなってございませんので、こ
れらにつきましては、順次ハローワークと連絡を

まず、このたびの北海道昆布館の撤退の周囲へ
の影響といたしましては、今、お話しがございま

取って、対応しているところと聞き及んでござい
ます。
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町といたしましても、こういったハローワーク

インのところをやっていかなければならないとい

との連絡で情報共有するほかにも、何かあれば当

うことは、よく認識頂いていることだと思いま

然、町のほうでお手伝いできることがございます

す。やはり、観光からの税収が上がらない限り、

ので、そういったところでぜひこういった雇用対

人も増えるのも余り考えられない、これからの少

策に対応してまいりたいと考えてございます。

子高齢化の時代でございます。やはり、もう少し

それから、施設の今後につきましては、先ほど

峠下、せっかく町長肝いりでやられて、峠下地区

御答弁申し上げましたとおり、はっきりとした方

都市再生整備計画ですか、それに基づいてああい

針が示されておらず、不動産管理となるというこ

う補助金を頂いたりとか、そうやって盛り上げよ

とで聞いております。民間企業の施設ということ

うと、町長がやはり肝いりでやられたところです

もありまして、町で云々ということはその次のお

から、そこから大沼に向けて観光がもっと勃興す

話になろうかと思いますが、当然こういった施設

るような形で進めていっていただきたいと思いま

をどのように活用していくかにつきましては、情

すので、今後の峠下の盛り上がり、にぎわいのこ

報等ありましたら町としても積極的に利活用に資

とについてと、あと大沼にももし触れていただけ

するように対応してまいりたいと考えてございま

ればと思うのですが、町長のお考えを、その辺の

すので、御理解のほどよろしくお願いいたしま

ところをお聞かせいただければと思うのですが、

す。

よろしくお願いできませんでしょうか。

○議長（木下

敏）

土木課長。

○土木課長（佐々木陵二）

○議長（木下

先ほど、令和２年度

○副町長（宮田

敏）

副町長。

東）

では、私のほうから、前

当初、議決を頂きました峠下２号線温浴関係の道

段として、町長は後でお答えするかも分かりませ

路になりますけれども、それについては、昆布館

んけれども。

の撤退ということに関しましては、計画交通量等

まず、認識していただきたいのが、昆布館に関

に影響はございませんので、建設計画には影響は

しては、先ほど担当課長からも少しちらっとお話

ないものと思われます。

しがありましたけれども、９月１５日から不動産

以上です。
○議長（木下

管理になるということで。これは、情報は確かな
敏）

澤出明宏議員。

○１１番（澤出明宏）

情報という形で、不動産業者のほうと十分な、本

るる質問を続けてまいり

社のほうの意向だとか、今後の方向だとか、不動

ましたが、いずれにしましても、今回、民間施設

産のほうに全て任せているという話をお聞きして

という御回答ですので、これ以上は追求できるこ

おりますので、そこから、町といたしましても、

とではないと思いますが、方法としましては、函

今後の方向として具体的なものを詰めて、また情

館市まちづくりセンターですとか、うまくやって

報収集に努めて、できるだけあれほどの建物、土

いるところもありますので、あれは丸井の再利用

地ですので、生かすというようなことを考えてま

ですよね、せっかくああいった形で道の両脇に道

いりたいと思いますので、今しばらく、なかなか

の駅もあって、男爵ラウンジもあって、今後、温

答えづらい状況にあるということだけ御理解頂き

浴施設もできるかもしれない。だけれども、函館

たいなと思ってございます。

から大沼に向かってきた片側のところは草がぼう

私からは以上でございます。

ぼうになっていくということがないように含めま

○議長（木下

して、というのは、やはり大沼観光にも影響が出

○町長（中宮安一）

てくることですし、先ほどから財源、財源とおっ

く同じであります。あそこは、ピーク時には７０

しゃっていて、危機感は大変感じますので、方法

万人のお客様が入られて、その中ではあそこに

論としては今後のところ、傍論になるかもしれま

寄ってから大沼に、あるいは大沼の帰りにまた昆

せんが、こういった昆布館の撤退のことも含めま

布館に寄って帰ろうと、そういうお客様がたくさ

して、大沼までを含めたところのああいう観光ラ

んいらしたというふうに思うのです。それが、閉
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敏）

町長。
私の思いも、澤出議員と全

館ということでありますので、大変極めて残念だ

たいと思いますが、これに御異議ございません

なということであります。

か。

それで、新聞報道になる２日ぐらい前だったと
いうふうに記憶してございますけれども、本社の

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○議長（木下

社長が見えられまして、この閉館の話をされたと
きも、私は本当に残念なものですから、確かにコ

することに決定いたしました。
───────────────────

けなくなったということでありましたので、コロ

散

ナの情勢というのは、そう簡単には戻ることがで

○議長（木下

に多かったということからすれば、そう簡単には

いたします。

戻らない。しかし、いろいろなことを考えると、
ワクチンであるとか、あるいは特効薬というもの
もいつ出てくるか分からないという状況でありま
すので、もしそういったことがあって、お客様が
戻られるといったときには、ぜひ北海道昆布館を
再開していただきたいという言葉も私は言わせて
いただきました。現実はかなり厳しいのだろうな
というふうに思っていましたけれども、でも、そ
こまで言うのが、そしてこの２７年間本当にあり
がとうございましたという言葉を出すのが、私の
精一杯の言葉であったというふうに、ぜひ御理解
を頂きたいなというふうに思います。
そういう意味で、ぜひ、９月１５日だったで
しょうか、先ほど答弁にあったとおり、不動産管
理のほうになって、そういうお話しが来たときに
は、ぜひいろいろな案を、これまた町ばかりでな
くて、議員の先生方もぜひ私どものほうにそんな
情報、あるいは私どものほうからも、もしかした
ら情報提供してまいりますので、いろいろなこと
に活用して、あのエリアが、道の駅エリアという
ふうに私は呼ばせていただいておりますけれど
も、今まで以上の活気に満ちたエリアになるよう
に進めてまいりたいというふうに思いますので、
ぜひ御理解を頂きたいと存じます。
以上でございます。
終わります。

───────────────────
会

の

議

決

───────────────────
○議長（木下

敏）

会

宣

告

───────────────────

きない、しかも観光バスで外国人のお客様が非常

散

御異議なしと認めます。

よって、本日の会議はこの程度にとどめ、散会

ロナで非常にお客様が激減してしまってやってい

○１１番（澤出明宏）

敏）

お諮りいたします。

本日の会議は、この程度にとどめ、散会いたし
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敏）

本日は、これをもって散会

お疲れさまでした。
午後

３時２３分

散会
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