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午前１０時００分 開議 

  ─────────────────── 

開 議 宣 告           

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） ただいまから、令和２年第

３回七飯町議会定例会の本日の会議を開きます。 

  ─────────────────── 

 日程第１ 

  会議録署名議員の指名 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第１ 会議録署名議員

の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員として、 

１７番  青 山 金 助 議員   

 １番  横 田 有 一 議員   

 以上２議員を指名いたします。 

  ─────────────────── 

 日程第２ 

  一般質問 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第２ 一般質問を行い

ます。 

 通告順に発言を許します。 

 上野武彦議員。 

○９番（上野武彦） それでは、通告に従いまし

て、３問、質問させていただきます。 

 最初の質問は、新型コロナウイルス感染症の影

響対策についてであります。 

 新型コロナウイルス感染症の影響による町内事

業者等への町の対策としては、国による第一次、

第二次の地方創生臨時交付金を活用した支援事業

が実施されてきておりますが、以下の点につい

て、今後の対応をお伺いします。 

 １点目、今年５月１９日付で、七飯町花卉生産

出荷組合から支援を求める要望書が議長宛に提出

されているが、この間、町は支援の手を差し伸べ

てきていない。町のこれまでの対策は、飲食や観

光などの事業者や各種福祉施設、病院などへの支

援が中心で、第１次産業の水産業、林業、農業の

野菜、花卉、畜産など、影響を受けたと思われる

事業者への支援対策は実施しておりません。今

後、対策について考えているのかどうか、伺いま

す。 

 ２点目、国保税について、国は主たる生計維持

者の収入が前年比３割以上減った世帯について、

資格証明書所持の人の医療を保険証所持者と同様

の扱いにするとしている。 

 また、町は、国保の傷病手当については、被用

者について、条例改正により、手当を支給するこ

とにしたが、自治体独自の対策で、対象を自営業

やフリーランスに広げることが可能となっている

が、町の対応について。 

 ここで、２点目の質問に関してですけれども、

国保税についてと、それから、その後の資格証明

書の件、それから、国保の傷病手当、それから、

最後に自営業やフリーランス、三つの内容につい

て質問しておりますので、よろしくお願いしま

す。 

 ３点目、大学生への実態アンケート調査で、５

人に１人が退学を検討しているとの調査結果が出

ており、アルバイトもできず、親元からの仕送り

も滞るなど、深刻な実態が明らかとなっておりま

す。 

 町は、公立はこだて未来大学の学生について

は、２市１町の広域連合として、１人５万円を給

付する支援を実施しておりますが、その他の大学

等に通う学生への支援は実施しておりません。未

来大学並みにこうした学生の支援を実施する考え

はないか、お伺いします。 

 ４点目、新型コロナに関する町の支援事業は多

岐にわたり、本来、対象になる場合でも、知らず

に過ごしている住民もいるのではないかと思われ

ます。利用可能な各種の制度をわかりやすく紹介

する臨時の広報の発行を考えてみてはどうか。 

 以上です。よろしくお願いします。 

○議長（木下 敏） 農林水産課長。 

○農林水産課長（田中正彦） 農林水産業、第１

次産業の水産業、林業、農業、野菜、花卉、畜産

など、影響を受けたと思われる事業者への支援対

策は実施していない。今後、対策について考えて

いるのかについてお答えいたします。 

 前回の定例会において、１次産業における損害

関係について答弁しておりますとおり、水産業に

ついては、遊漁のワカサギ釣りが影響を受けてい
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ることに鑑み、水産業については、観光業として

の側面を有していることから、支援対策は実施さ

れております。 

 林業については、材種により用材価格が１００

円ないし２００円と価格は下げていますが、値下

がりは微減で、ほとんど影響がないと推察されま

す。 

 農業の野菜及び花卉については、６月以降、町

内で生産、市場出荷されている野菜、花卉は、全

般的に価格が高値で推移しており、影響は皆無と

推察されます。 

 畜酪につきましては、生乳については影響はな

いとのことでありますが、肉牛については、オリ

ンピック消費を想定し、飼養頭数をふやしていた

ことなども重なり、引き続きＡ４、Ａ５の高級ラ

ンクの牛肉の消費が、開催中止及び外国人観光客

の入国規制等により落ち込んでおり、これにあわ

せて、Ｆ１、ホル雄及び素牛等の市場価格が全体

的に下落しているとのことでありますが、牛肉バ

ブルが崩壊し、通常の取り引き価格に戻り、肥育

牛においては、肥育費用がそのまま赤字につなが

る状況となっているようです。 

 七飯町の畜酪農家においては、ほとんどが素牛

で市場出荷でありますので、価格の下落はあるも

のの、影響は少ないと、ＪＡ新はこだて南部畜産

センターより伺っております。 

 また、肥育牛については、肉用牛肥育経営安定

交付金制度により補塡されることとなっておりま

す。 

 第１次産業につきましては、新型コロナウイル

ス感染症の影響について、第２回定例会での横田

議員及び上野議員の一般質問で答弁しております

が、農業において、花卉農家及び特殊林産物、キ

ノコ農家で、おもに２月ないし５月に出荷されて

いるアルストロメリア、菌床シイタケ等を生産出

荷している農家が影響を受けたことが判明してお

ります。 

 このことから、町内における新型コロナウイル

ス感染症に対する施策として、国の示した次の給

付金及び補助事業等の周知徹底を、農業者に対

し、ＪＲ新はこだて七飯基幹支店と共同のもと、

実施してまいりました。 

 このことで、経済産業省持続化給付金の給付金

申請額について、ＪＡ新はこだて七飯基幹支店取

り扱い分として、８月末現在、６件、７００万

円、農林水産省経営継続補助金の補助申請額につ

いては、１次募集での申請をしており、機械設備

等については５７件、４,５９２万４,６５５円、

感染防止対策については１２件、５６６万７,４

０５円となっております。 

 なお、１次採択、不採択通知後の９月中旬以降

に２次募集の予定がございますので、不採択部分

についての再申請等について検討してまいりま

す。 

 同じく農林水産省高収益作物次期策支援交付金

第２回公募時、６月３０日ないし７月３１日にお

いて、交付金申請額については、申請が３７件、

１億４３０万２,２００円で、次期策に前向きに

取り組む生産者への支援として２７件、５,１５

８アールに対し、２,８３６万９,０００円、高集

約型経営施設園芸、施設花卉等については１６

件、９４１.３アールに対し、７,５３０万４,０

００円、厳選出荷に取り組む生産者への雇用対策

支援として９件、３６名、延べ日数２８６日に対

し、６２万９,２００円の交付金申請となってお

ります。 

 なお、第３回公募については未定であります

が、交付要件が５月以降の出荷物が対象となった

場合、改めて農業者に対し御案内することとなっ

ております。 

 以上、申し上げたとおり、町内における新型コ

ロナウイルス感染症に対する農林水産業への影響

の実態が把握されつつありますことから、現時点

での内容精査の結果、まずは経済産業省、持続化

給付金の給付金申請者への支援対策等を検討して

まいります。 

 なお、持続化給付金の給付金申請期間につきま

しては、本年１２月までが対象期間となり、さら

に個人申請となりますことから、町全体における

農林水産業者の給付申請者等の実態把握に努めて

まいりますので、御理解願います。 

○議長（木下 敏） 住民課長。 

○住民課長（清野真里） それでは、国は主たる

生計維持者の収入が前年度比３割以上減った世帯
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についてでございますが、こちらに関しまして

は、新型コロナウイルス感染症の影響により、主

たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯は国

保税を減免することとしているところでございま

す。規定に沿って現在対応しているところでござ

います。 

 次に、資格所持者の医療費の取り扱いについて

と、傷病手当の町の独自の対応についてでござい

ますけれども、資格証明書を交付された方は、受

診時、新型コロナウイルス感染症の疑いがある場

合は、当該資格証明書を被保険者証とみなして取

り扱うこととなっております。一般的な資格証明

書での受診は、医療費を全額自己負担し、後に役

場窓口で本来の自己負担額を除いた額の払い戻し

の申請を行うことになりますが、医療費の一部払

いが困難である場合、申し出により、現状に応じ

て、短期被保険者証を交付して対応しておりま

す。 

 また、傷病手当金の自治体独自の町の対応です

が、国では緊急的、特例的な措置として、被用者

の傷病手当金の支給に要した費用について財源支

援を行うこととし、それに伴い、国民健康保険に

おいて、傷病手当金を支給することとし、特に拡

充することは考えてございませんが、新型コロナ

ウイルス感染症に感染した被用者に対する傷病手

当金に関しては、今後も国の動向を踏まえて対応

してまいりますので、御理解願います。 

○議長（木下 敏） 政策推進課長。 

○政策推進課長（中村雄司） 私からは、３点目

と４点目について答弁させていただきたいと思い

ます。 

 ３点目の、公立はこだて未来大学の学生は給付

支援があるが、他の大学に通う学生の支援を町が

実施する考えはあるかについてお答えいたしま

す。 

 まず、調査で５人に１人が退学検討とのことで

ございますが、この調査は、学生団体である高等

教育無償化プロジェクトＦＲＥＥが、本年４月９

日から４月２７日までに３１９の学校、１,２０

０人の学生を対象とした調査結果によるもので、

２０.３％が退学検討としていることで把握して

おります。調査はほぼ休業要請等のあった時期の

調査結果と認識しております。その後、６月に

は、文部科学省において、生活に困っている学生

等に対する緊急支援制度を創設し、国立大学や私

立大学へ支援しているところでございます。しか

しながら、文部科学省の支援メニューでは、公立

大学は支援対象外であることから、公立大学であ

るはこだて未来大学を構成する市、町として、内

閣府の地方創生臨時交付金を活用し、学生支援を

行ったところでございます。 

 続いて、４点目の、利用可能な各種の制度をわ

かりやすく紹介する臨時の広報の発行についてお

答えいたします。 

 町の広報につきましては、毎月、具体的な支援

策のお知らせのほかに、８月号及び９月号におい

て、それぞれ七飯町における新型コロナウイルス

感染症対策支援情報といたしまして、町民の方

へ、事業者の方へ、町税料金関係、感染防止対

策、誘客促進対策といった五つの項目別に、支援

策に特化した一覧ページを設けて、相談窓口であ

る担当課もあわせてお知らせしているところでご

ざいます。この一覧ページでは、どのような支援

策があるのか検索できる有効なページと考えてお

ります。わかりやすく支援策をお知らせできるよ

う、引き続き町広報誌の編成に努めてまいります

ので、御理解いただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 上野武彦議員。 

○９番（上野武彦） 今、答弁いただきました。 

 まず、第１次産業関係については、大きな影響

がないというような答弁になっておりました。た

だ、この春に、質問でもありましたけれども、花

卉生産出荷組合のほうからの要望が出されており

まして、それに対してどのように評価されたの

か、その辺については答弁の中では余りはっきり

されておりませんでしたので、この要望書に対応

しなかった理由について、もう一度答弁をしてい

ただきたいなと思います。それが１点です。 

 それから、先ほど学校関係の答弁いただいてお

りますけれども、農業者もそうですけれども、他

のまちなどでは、農業者、林業者、漁業者、具体

的に町が支援策を実施したまちがあります。そう

いうようなところがある一方で、国がそれなりの
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事業としてやっているというようなことでしたけ

れども、こういった事業については、十分そう

いった事業者に周知がされているのかどうか、そ

の辺については広報でこれまである程度のことは

やってきたと言われておりますけれども、その効

果といいますか、対応、町民の反応といいます

か、それはどういうふうになっているのか、もう

一度ちょっとお伺いしたいなと思います。 

 例えば、農業者とか林業者への他町の支援の状

況を言ってみますと、例えば八雲町では、農業者

に対して、２５６件、１０万円、林業者に対して

は８法人に１０万円、漁業者に対しては４４０人

に対して１０万円と、そんな支援をしたり、乙部

町では、個人の小規模法人に関しては１５万円、

農業者ですけれども、中規模の法人に対しては５

０万円、それから、正組合員に対しては６万５,

０００円と、そういうような形で、一律農業関係

での支援が行われているまちがあります。 

 それからまた、大学生への問題なのですけれど

も、近隣のまちなのですけれども、例えば木古内

町は大学に通う学生に３万円、８０人に対して支

援をしているとか、乙部の場合には、高校生以上

の学生に図書カードという形で２４０人に３万円

支給をしているとか、こういう形で学生支援とい

うのはやっております。 

 そういった点で言えば、七飯町の場合は、未来

大学にはやりましたけれども、その他の大学や専

門学校、そういったところに通う学生が困窮して

いるという実態もあると思うのですが、その辺の

実態を把握した上でのお考えなのか、その辺につ

いて、ちょっと２問目にお伺いしたいなと思いま

す。 

 以上です。よろしくお願いします。 

○議長（木下 敏） 農林水産課長。 

○農林水産課長（田中正彦） 今年５月１９日付

で七飯町花卉生産出荷組合から支援を求める要望

書は届いております。ただ、まだその時期におい

ては、ちょっとまだ感染症もどのようになるの

か、農業の売り上げが今後どうなるのかという経

緯をちょっと見定めてから支援のほうを検討して

いきたいということで、ちょっと今までやってお

りませんでしたが、ただ、ＪＡ新はこだて七飯基

幹支店と協働のもと、国の講ずる補助金または交

付金制度の案内を全農業者のほうに御案内した次

第でございます。 

 その結果、経産省の持続化給付金については個

人申請となっておりますので、そこの実態把握が

なかなかできないということで、ＪＡ新はこだて

七飯基幹支店の取り扱う分としては、８月末現

在、６件、７００万円で、また、私、個人的に聞

いても、２件、３００万円という申請があります

ので、皆さん農業者の方、個人的に申請している

方、会計事務所だとかを通して申請している方が

いらっしゃると思いますので、そこの部分につい

ては、また農協のほうと協働で、農業者のほうに

持続化給付金を申請している人の積み上げをし

て、そこに対して支援を検討していきたいという

ことであります。 

 また、近隣市町村、農林水産業者に対して一律

１０万円とかという給付を行っておりますが、七

飯町の場合、基幹産業、１次産業、基幹産業で農

業とはいえども、たまたま今年の６月以降、九州

のほうの大雨の被害ですとか、そういう関係で農

作物の流通の部分が滞っている部分、七飯町の出

荷している野菜の値段が高騰を続けております

し、また、花卉につきましては、航空便が飛んで

こないということで、海外からの花卉の輸入がと

まっているため、国内生産されているものが全て

国内消費という形で回っておりますので、そこの

余剰の部分が全く出ない状況になっております。 

 そういうこともありまして、ちょっと被害の状

況を、一体どのくらい被害を受けている農家があ

るのかという実態を把握するために、今まで

ちょっと遅く対応しているという状況でありま

す。 

 近隣市町村の交付金の支給額、１０万円とか、

そういう内容は私のほうも近隣市町村の方から聞

いておりました。そこの部分については、ちょっ

と七飯町のほうは人口比率の面から見ても、主要

産業で農業とはいえども、ちょっとばらまきのよ

うな状態のことはちょっと避けていきたいなとい

うことで、今まで支給しておりませんでした。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 政策推進課長。 
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○政策推進課長（中村雄司） 私のほうから、大

学生の問題ということで答弁させていただきま

す。 

 議員おっしゃるとおり、木古内町ですとか乙部

町のほうで学生に対する支援策を講じているとい

うことは認識してございます。ただ、例えば乙部

町などで申し上げますと、学生への支援という直

接的な支援ではなくて、学生さんに仕送りをされ

ている保護者の方への支援というのが正確なとこ

ろというふうに認識してございます。地元にい

らっしゃらずして上京されている方だとか、そう

いった学生の支援というような意味合いが強いの

かなというふうに思ってございます。そのため、

もしかすると、七飯町の規模で言いますと、そう

いった方々の学生さんを把握するというのはなか

なか難しいというところもございまして、現状と

しては、七飯町の学生、大学生の状況ということ

は、私どものほうでは把握はしてございませんで

した。 

 ただ、未来大学のほうの取り扱いの状況といた

しますと、困窮している状況として、授業料減免

等の手続をしていた方が、前期４名を予定してい

たのですが、結果、１名になったというような状

況も聞いていますので、それほど状況が悪くなっ

ていったという認識は持ってございません。 

 大学生に関する支援でございますが、それぞれ

の大学が支援策を講じているということで、函館

等の大学でもそれぞれ講じております。そういっ

た意味で言いますと、まずは大学のほうで学生さ

んの状況を把握し、そしてその状況が困窮であれ

ば、大学のほうで支援策を講じていくというのが

まず第一義的な話なのかなというふうに思ってご

ざいます。 

 また、大学に限らず、学生を支援する団体がご

ざいまして、日本学生支援機構でございますが、

独立行政法人でございます。こちらは学生に対す

る奨学金事業だとかを実施してございまして、こ

ちらも国の補助金を活用しまして、大学等に対す

る授業料の延期、各大学独自の減免措置等の支援

対策を行っておりますが、経済対策、アルバイト

等がなかなか十分にできなくなったというところ

で、学びの継続という観点から、学生支援緊急給

付金というものが創設されました。 

 具体的に中身を申し上げますと、勉学に励むの

に経済的な負担があるという場合、住民税非課税

の方であれば２０万円の給付、そして、それ以外

の学生については１０万円の給付というものが、

大学ではなく、日本学生支援機構でもそういった

措置がされてございますので、まずはそういった

制度を活用していただければなというふうに思っ

てございます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 上野武彦議員。 

○９番（上野武彦） ２問目いきます。学校現場

における新型コロナウイルス感染症に対する対策

の取り組みについてであります。 

 新型コロナウイルス感染症に対する感染予防策

としては、３密を避けることが基本であります

が、政府が進めてきた４０人学級を基本とする学

級編成では対策も難しいのが実態であります。 

 七飯町の学校現場における現状と対策につい

て、以下の点についてお伺いいたします。 

 １点目、全国知事会、全国市長会、全国町村会

の３会長は、少人数学級を可能とする教員の確

保、約１０万人近くの人数だということですけれ

ども、また、全国小、中、高、特別支援学校の４

会長が、少人数学級を政府に要望しております

が、学校現場における学級人数と教員の配置の現

状の実態について、１点目、お伺いいたします。 

 ２点目、学校現場における新型コロナウイルス

感染に対する取り組みの実態について。 

 以上、お願いします。 

○議長（木下 敏） 学校教育課長。 

○学校教育課長（北村公志） それでは、１点目

の、学校現場における学級人数と教員配置につい

て答弁申し上げます。 

 学校現場における学級人数と教員配置の実態で

すが、小学校では、峠下小学校が３、４年生、

５、６年生が複式学級で３学級、クラス人員は２

人から９人。七重小学校は、特別支援級も含めて

２４学級、クラス人員は１人から３９人、藤城小

学校は特別支援級も含めて９学級、クラス人員は

１人から１６人。大中山小学校は、特別支援級も

含め２４学級、クラス人員は１人から４０人。中
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学校は、七飯中学校が特別支援級も含めて１１学

級、クラス人員は１人から３７人。大中山中学校

は、特別支援級も含めて１２学級、クラス人員は

１人から３６人。義務教育学校は、大沼岳陽学校

が特別支援級を含め１０学級、クラス人員が２人

から１６人でございます。 

 教員の配置は、各学級の担任に加え、校長、教

頭、主幹教諭、また、養護教諭のほか、教科担当

の教員や、町で実施しております学習支援員、特

別支援員が配置されております。 

 続きまして、２点目の、学校現場における新型

コロナウイルス感染症に対する取り組みの実態に

ついてでございますが、令和２年第２回定例会及

び第３回臨時会で御承認いただきましたコロナ対

策関連予算のとおり、換気促進用の扇風機の導

入、スクールバスの増便などの環境整備に加え、

文部科学省より示されております学校における新

型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュ

アルに基づいた、毎日の自宅での検温やマスクの

着用、手洗い、アルコール消毒の徹底など、感染

症予防対策を講じた上で学校活動を行っておりま

す。 

 また、万が一の休校に備え、国のＧＩＧＡス

クール構想にのっとり、１人１台のパソコンの整

備を進めているところでございます。 

 これまで子どもたち、保護者の皆様、また、教

職員の努力によりまして、現在、七飯町内の学校

での感染は発生しておらず、今後も継続して感染

症予防対策を講じていくところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 上野武彦議員。 

○９番（上野武彦） 答弁いただいたのですけれ

ども、非常に早口で、ちょっと把握しきれないと

ころもありましたけれども、もう一度ちょっと確

認したいところがあるのです。 

 まず、小学校関係ですけれども、人数の少ない

学校もありますけれども、最大、七重小学校など

は多いところで３９人の学級があるということで

した。 

 それで、３０人を超える学級があるのは、何年

生が何学級あるかとか、そういう形でちょっとも

う少し、４０人とか３６人とか、学級の人数の多

かったところについて、３０人以上の学級がどの

ぐらい発生しているのか、それについてもう少し

わかりやすく答弁いただきたいなと思います。 

○議長（木下 敏） 学校教育課長。 

○学校教育課長（北村公志） 早口で申し訳ござ

いません。 

 議員のおっしゃるとおり、大規模校と小規模校

とありますので、３０人を超える学級でございま

すが、七重小学校の４年生、５年生がちょうど３

０名でございます。６年生は３０人を超えませ

ん。それから、大中山小学校の３年生、４年生、

５年生、６年生が３０名を超えております。それ

から、七飯中学校の２年生、３年生が３０人を超

えてございます。大中山中学校の２年生、３年生

が３０名を超えております。七飯中学校が３０名

を超えるのは全学年でございます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 上野武彦議員。 

○９番（上野武彦） 今、答弁いただいておりま

すけれども、もう少しゆっくり話していただけれ

ばよかったのですけれども、要するに３０人を超

える学級は相当あるということはわかりました。 

 それで、今回のコロナ問題で、対策としては、

一つは、３密を避けるということで言えば、学級

人数がより少ない対応が必要だと思われるわけで

すけれども、今の制度ではなかなかそれが無理な

状況だということがわかりました。 

 それで、先ほどの質問の中でもありましたけれ

ども、今、少人数学級を求める運動は、コロナ問

題を契機に、非常に機運が高まっております。 

 日本の学級の人数に関しては、世界の中でも最

下位といいますか、最も多い国の一つになってお

ります。例えば小学校関係で言いますと、ＯＥＣ

Ｄ加盟、３２カ国あるわけですけれども、その中

での最下位の次、３１番目が日本なのですよ。少

ない国では１５.９人とか、そういう国もあるの

ですけれども、世界の中で学級の人数が最も多い

国の一つになっているということが、一つ、この

コロナ対策の問題でも起こってきていると思う。 

 それと、もう一つは、少人数学級がより子供の

教育にとっては優れた方法であるということは認

識されているとは思うのですが、非常に遅れてい
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る。中学校に関しても同じような感じで、遅れた

状況になっています。 

 今、小学校について言いましたけれども、中学

校に関しては、ＯＥＣＤの加盟国、２２カ国あり

ますけれども、その中で最下位の状況になってお

ります。最も多い学級の人数がいるのが日本だと

いうようなことで、少人数学級は課題になってき

ているのではないかと思いますけれども、現在の

そういう体制の中で、どれだけそういった過密な

状況を改善し、より教育の向上に資するために少

人数学級を目指せるのかどうか、対策として何か

考えておられるものがあるかどうか、それについ

てちょっとお伺いしたいなと、２点目に、まずお

願いいたしたいと思います。 

 今、最も求められているのは、２０人以下の学

級が望ましいというふうに言われておりますけれ

ども、国は今までなかなかそういった少人数学級

の実現についての動きを示しておりませんでし

た。 

 ２０１０年に文科省が学級人数についての計画

を立てております。その中では、２０１６年まで

に小中学校の学級人数を３５人以下にすると。２

０１６年までということですから、既にその期限

を過ぎているわけですけれども、七飯町の先ほど

答弁されました学級人数で、この３５人を超える

学級がどういうふうにあるのか、もう一度答弁し

ていただきたいなと思います。その辺、ひとつお

願いします。 

○議長（木下 敏） 学校教育課長。 

○学校教育課長（北村公志） 議員のおっしゃる

とおり、少人数学級は、今回のコロナ関連に対し

まして、ソーシャルディスタンスを確保しやす

い。また、コロナに関係なく、先生の目が行き届

きやすい、つまづきに気づきやすい等、メリット

があるのは十分承知しております。ただ、教職員

の配置については、議員のおっしゃるとおり、全

国で１０万人以上不足しているということが報道

等でも報じられております。教職員になるために

は、教員免許、国家資格を取得していただいて、

北海道教育委員会の採用試験に合格した上で教員

になっていただいて、七飯町、それら全国の各学

校へ配置していただいているのが現状でございま

す。 

 また、教職員が配置されたとしましても、現

状、４０人学級をもとにつくられている、七飯町

だけではございません、各学校の教室の数が不足

するという問題も出てくるかと思います。それを

どう取り組んでいくかというのは、また予算もも

ちろん絡んできますし、教職員、人の問題もかな

り大きな問題となると思います。七飯町の教育だ

けの問題ではなく、日本全体の教育の問題ととら

えておりますので、全国、日本の教育改革という

ことになると思いますので、その動きも注視しな

がら七飯町でも対応してまいりたいと思います。 

 それから、実際、密かどうか、文科省の示しま

すマニュアルによりますと、できるだけ１メート

ルに近づくような距離をとって教室の配置を行う

ということで、各学校におきましては１メートル

とれていない教室もございます。どうしても人数

の関係、教室の大きさの関係でとれていない教室

もございますが、体育は外でやるとか、全体で体

育館でスクリーンを使って授業をやるだとか、各

学校においてはソーシャルディスタンスを意識し

た授業を取り組んでおりますので、完全な状態と

いうのはないかもしれませんが、学校につきまし

てはソーシャルディスタンスを意識した授業を

行っているのが現状でございます。 

 それから、３５人以上の学級でございますが、

大中山小学校が３年生から６年生まで、１２クラ

ス、七飯中学校が１年生１クラスと３年生が３ク

ラス、大中山中学校の３年生３クラスがございま

す。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 上野武彦議員。 

○９番（上野武彦） 文科省の方針では、先ほど

も言いましたけれども、２０１６年までに小中学

校の学級人数を３５人以下にするという方針でき

ておりました。そういう中で、七飯町の学校現場

において、いまだに３５人を超える、そういう学

級が相当あるということなのですけれども、これ

はどういうことになるのか。文科省で方針を出し

ても、各自治体でそれに対応した予算づけとか、

いろいろな対策を打たない限り、３５人以下学級

が実現しないということなのですが、こういう七
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飯町の学級、人数の実態について、町はどういう

ふうに考えておられるのか。なぜそういう実現が

できなかったのか、それについてちょっとお伺い

したいと思います。 

○議長（木下 敏） 学校教育課長。 

○学校教育課長（北村公志） 議員のおっしゃる

とおり、文部科学省の目指すところとしては、そ

ういう３５人以下を目指すということで伺ってお

ります。ただ、実際のところ法改正はされておら

ず、小学校の１、２年生及び中学校の１年生は３

５人学級を実施、ほかの学年についてはいまだ実

施されておりません。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 上野武彦議員。 

○９番（上野武彦） ３問目いきます。 

 新型コロナウイルス感染症の新たな感染拡大へ

の対応を。 

 世界的に感染が拡大している新型コロナウイル

スについては、日本でも第２次感染拡大が続いて

いるが、この秋以降、インフルエンザと同時流行

という自体も考えられます。 

 改めて、今年秋以降に予想される新型コロナウ

イルス感染症に対する備えについて、以下の点に

ついてお伺いいたします。 

 １点目、町は、無料でインフルエンザワクチン

予防接種を実施することにしましたが、この秋以

降の同時流行への備えを考えると、全町民がワク

チン接種を受けるよう徹底することが必要と考え

ますが、町の対応についてお伺いいたします。 

 ２点目、全町民が予防接種を受けるのに十分な

ワクチンが町内の医療機関に準備されているのか

どうか、町の把握状況をお伺いします。 

 ３点目、インフルエンザと新型コロナは症状が

似ていることから、区別するのが難しいと言われ

ております。疑わしい場合には両方の検査が必要

というふうに考えるわけですが、どのような対応

が考えられるのか、お伺いします。 

 ４点目、町民が新型コロナウイルスの感染が疑

われた場合、どのような手順で検査を受けること

になるのか。また、感染が判明した場合などの受

け入れ医療機関などの受け入れ体制などがどのよ

うになっているのか、お伺いします。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 子育て健康支援課長。 

○子育て健康支援課長（岩上 剛） １点目につ

いてでございますが、全町民がインフルエンザ予

防接種を受けていただくよう、町広報誌に１０月

号から毎月連載するなどの周知徹底を図るととも

に、町ホームページにおいても同様のお知らせを

行うこととしております。また、保健センターで

の情報発信や問い合わせに丁寧に対応するなど、

周知、啓発の強化に努めてまいります。 

 ２点目の、ワクチンの準備についてでございま

すが、７月の補正予算で御承認いただいた後に、

渡島医師会等、医療機関に対して、町インフルエ

ンザ予防対策の趣旨を御説明させていただき、ワ

クチンの確保について要請を行っております。全

国的にインフルエンザワクチンの需要が高まって

いる傾向にあることで、医療機関もその確保に苦

慮されることが懸念されておりますが、政府が新

型コロナウイルスワクチンの開発とあわせて、イ

ンフルエンザの流行にも備える方針であることか

ら、その状況については、国や道、各医療機関と

連携をとりながら進めてまいります。 

 ３点目の対応についてでございますが、御質問

のとおり、症状が似ているということから、イン

フルエンザ予防のワクチンを接種することによっ

て、その区分を判断する上でのリスクが軽減され

る目的で、今回の対策を講じるということになり

ますので、両方の検査の必要性はないものと認識

をしております。 

 このことを前提に考えた場合、その発熱などの

症状が新型コロナウイルス感染の疑いが高いとみ

なされたときには、これまでどおり、帰国者接触

者相談センターを設置しております渡島保健所等

に御相談をいただき、その指示に従っていただく

ことになります。 

 ４点目についてですが、町民が新型コロナウイ

ルス感染が疑われた場合には、直ちに帰国者接触

者相談センターを設置しております渡島保健所へ

当事者自身が症状の報告と、どのような場所や環

境に携わったのかなどの説明を行っていただきま

す。その報告をもとに、渡島保健所等が指定医療

機関での受診指導を行い、ＰＣＲ検査必要性の有
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無を判断した上で、検査施設への誘導を行うこと

となります。 

 陽性判定が出た場合には、渡島保健所等の指示

のもとで、感染対策病棟を確保している指定医療

機関での受け入れが行われるものとなってござい

ます。渡島管内では、市立函館病院、国立病院機

構函館病院、八雲総合病院が感染症指定医療機関

となってございます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 上野武彦議員。 

○９番（上野武彦） 答弁の中で、ワクチンの確

保の状況といいますか、これはどこのまちでも確

保するために対応すると思いますので、なかなか

数を確認していくということは難しいかとは思い

ますけれども、現状で、七飯町内の医療機関、実

際はどのような状況なのかというのをもう少しわ

かるように答弁いただければと思います。 

○議長（木下 敏） 子育て健康支援課長。 

○子育て健康支援課長（岩上 剛） ワクチンの

確保についてでございますけれども、これは７月

の補正が通った段階で、早い段階で町内の医師の

先生方に、町としてはこういう全町民を対象とし

たインフルエンザ予防ワクチンの接種をやってい

きたいのだという思いを説明させていただいて、

それは本当にやっぱりリスクを一つ減らす上でも

大切な対策だと御賛同いただいているものでもご

ざいますので、先生方もその御理解は当然強く

持っていただいておりますし、確保となると、ま

た全国的な仕入れの問題とかもあるので、そこは

特別扱いとして七飯町にたくさん入ってくるかど

うかというのは、ちょっとなかなか定かではない

のですが、そのことについては強く要請を行っ

て、できれば多く確保して対応させていただくと

いうことでお願いをしておりますので、御理解い

ただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 上野武彦議員。 

○９番（上野武彦） ということは、現時点では

数量的に把握するのは難しいような状況だという

ことなのでしょうか。それだけちょっとお伺いし

ます。 

○議長（木下 敏） 子育て健康支援課長。 

○子育て健康支援課長（岩上 剛） おっしゃる

とおり、今の現在の状況では、町としては全町民

を対象としてということの目標を掲げております

けれども、その人数分が確実に入ってくるかどう

かというのは、現状、まだ見えていない状況でご

ざいますので、御理解いただければと思います。 

 以上でございます。 

○９番（上野武彦） 終わります。 

○議長（木下 敏） １１時５分まで、暫時休憩

いたします。 

午前１０時５３分 休憩 

────────────── 

午前１１時０４分 再開 

○議長（木下 敏） 休憩前に引き続き、再開い

たします。 

 一般質問を続けます。 

 通告順に発言を許します。 

 若山雅行議員。 

○１５番（若山雅行） それでは、通告に従いま

して、一般質問を始めます。 

 １番目、ななえクーポン券の使用可能店舗につ

いてでございます。 

 令和２年度七飯町一般会計補正予算（第４号）

により議決され、現在執行されている七飯町クー

ポン券発行事業のななえクーポン券が使用できる

使用可能店舗等一覧によると、事業の目的に、町

内に広く経済的な波及効果が期待されるとあると

おり、業種がバラエティに富んでいるが、登録申

請した店舗数が思ったより少ない印象を受けまし

た。 

 そこで、以下の点について伺いたいと思いま

す。 

 １、事前の説明では、対象業者は町内業者を公

募等で募集するとなっていましたが、登録申請は

どのような手続でなされたのか。 

 ２点目、登録店舗数は少なくないか。ちなみ

に、各地区、本町地区、大中山地区、大沼地区ご

との使用できる店舗数は何店舗か。アップル商品

券が使用可能な店舗数との比較ではどうか。この

店舗登録数について、どのような評価をしている

か。 

 ３点目、陳情書や要望書に署名した業者でも登
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録されていないものがあるが、登録申請しない理

由にどのようなものがあると考えるか。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 商工観光課長。 

○商工観光課長（福川晃也） 御質問に御答弁さ

せていただきます。 

 まず１番目、事前の説明では、対象業者は町内

業者を公募等で募集するとなっていたが、登録申

請はどのようになされたのか。この点につきまし

て、ななえクーポン券の使用可能店舗につきまし

ては、町ホームページに掲載し、公募したほか、

七飯町商工会、七飯大沼国際観光コンベンション

協会、渡島食品衛生協会の各会員へ案内を郵送

し、募集を行い、現在も使用可能店舗の登録を受

け付けているところでございます。 

 ２問目、登録店舗数は少なくないか、ちなみ

に、各地区ごとの使用できる店舗数は何店舗か、

アップル商品券が使用可能な店舗数との比較では

どうか、どのように評価しているかにつきまして

は、ななえクーポン券の使用可能店舗数ですが、

本町地区、７１店舗、大中山地区、３９店舗、大

沼地区、５８店舗の合計１６８店舗となってござ

います。 

 アップル商品券におきましては、令和２年７月

２０日現在で発行されている資料から集計いたし

ますと、本町地区が１３３店舗、大中山地区が７

３店舗、大沼地区が４５店舗の合計２５０店舗と

なってございます。 

 使用可能店舗数をアップル商品券に対して比較

しますと、本町及び大中山地区では約５３％程度

にとどまり、大沼地区では３割近く逆に増加をし

ております。業種を比較しますと、ななえクーポ

ン券では、建築関連業種の登録が非常に少なく、

一方で、飲食業での登録が進んでいると考えてご

ざいます。 

 ３問目、陳情書や要望書に署名した業者でも登

録されていないものがあるが、登録申請しない理

由にはどのようなものがあるかということでござ

いますが、登録しても利用がされない、クーポン

券利用期間中は休業をしている、換金に手間がか

かる、主要な利用料金が５００円未満であるとの

理由がございましたが、登録申請に関しまして

は、できる限り簡素化をしており、ななえクーポ

ン券を利用しやすい環境づくりのため、引き続き

登録申請を受け付けてまいりますので、御理解を

お願いいたします。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 若山雅行議員。 

○１５番（若山雅行） この本クーポン券事業に

ついては、当初、僕自身もその成果に非常に疑問

を持っていました。それは店舗がどこかに集中す

るのではないかということだとか、印刷費だとか

予算額に占める費用が多いのではないかというよ

うなことで、ちょっと政策としてどうなのかなと

いうことを考えていたのですけれども、自分の少

ない行動範囲の中でのあれですけれども、いろい

ろな人に聞きますと、結構好評を博していまし

て、ありがたいとか、あるいは全く今まで来てい

なかった新規のお客さんがクーポン券を持ってき

てくれて、そのクーポン券を話題として話がはず

むとか、そういうようなことも言われたりしてお

りました。近隣の市町村についてもそのような政

策は余りないような感じなので、なかなか、まだ

途中ではありますけれども、いいのかなという印

象を持っております。地域経済を地域の人で回す

というか、そういうことの重要性について考えま

したけれども、この事業について、問題はないの

かどうかという観点から、何点か追加で質問させ

ていただきたいと思います。 

 まず、準備の時間がない中での事業であったの

で、先ほど言ったとおり、ホームページだとか、

あるリストからの案内ということが中心になった

のかもしれないのですけれども、広く伝えるため

には、お店屋さん１件１件に連絡するとか、そう

いうことが行われているということを知る機会を

逸している方がいないのかどうか、そのことにつ

いてちょっと心配なので、その辺について、もう

少し、どのように勧誘したのかどうかということ

と、今現在も登録できるということでよろしいの

か、追加で登録できるのかどうかでいいのかとい

うことと、先ほども出ておりましたけれども、換

金の手続についてはどうなっているのかというこ

とで、利用しない理由の中には、現金商売してい

る人は、小切手だとかそういうものでの取り扱い
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だとかカードでの取り扱いを嫌うところがあるか

もしれないのですけれども、その換金の手続とい

うのはどのようになっていて、利用者に不便はな

いのかどうか。結局、指定された口座に振り込み

されるかと思うのですけれども、その振り込み手

数料の取り扱いについてはどのようになっている

のかということです。それと、加盟する店舗の負

担というか、ないのかどうか。ポスターを貼って

いる店舗もあれば貼っていない店舗もあって、あ

のポスターについては有料なのか、あるいは無料

で、欲しい人には配布しているのかどうか、その

ことについてちょっとお聞きしたいと思います。 

 あと、もう一つは、今回、１回こっきりの事業

だと思うのですけれども、わかりませんけれど

も、また追加で交付金が出てやるとなれば別です

けれども、その中で、配布された御使用可能店舗

等一覧は非常に立派な印刷で、店の名前をただ書

くだけでよくて、もっと経費削減できたのではな

いのだろうかというふうにちょっと思ったもので

すから、その一覧表をもっと簡素にして、予算削

減とかできなかったのかというようなことをお伺

いしたいと思います。 

 それと、クーポン券の偽造、変造等の可能性

で、その対策について、何か問題は起きていない

のかどうか、そこのところをちょっとお聞きした

いと思います。 

 あと、現在というか、８月２７日現在で進捗状

況をお示しいただいた中では、換金率が約２０％

ということで、これから、私のところに送られて

きたのは７月の２２日にクーポン券が送られてき

ました。ですから、約１か月で２０％の利用とい

うことで進捗しておりますけれども、今後、いた

だいた事業の中では、最終見込み、予算の執行見

込み、ほぼ９,４００万円の事業費に対して９,３

００万円見込まれているので、全額執行されると

いうことのようですけれども、その辺の見込みに

ついてどうなのか。 

 それと、進捗状況でいただいている資料の中で

は、郵送料が１４０万円ほど少なくなっているの

ですけれども、それについては、今後、残りの郵

便料として発生する見込みがあるのかどうか、そ

このところについてちょっとお聞きしたいと思い

ます。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 商工観光課長。 

○商工観光課長（福川晃也） では、再質問に御

答弁をさせていただきます。 

 まず、広く公募をするというような趣旨で事業

を実施させていただきました。この点につきまし

て、まず、既存の関係団体の御協力を賜りまし

て、それぞれの会員の方々に直接まず御登録のお

願いをさせていただきたいということで、郵便に

よる案内を行ったところでございます。当然、最

初に御答弁申し上げましたとおり、七飯町の主要

な広報ツールであります七飯町ホームページ、こ

ちらを活用させていただいて、さらに、報道機関

のほうにも紙面のほうに御案内をしていただけた

というような状況でございます。 

 しかしながら、今回、コロナウイルス感染症と

いう初めての状況下にありまして、各事業者にお

きましては、先ほど御答弁申し上げましたが、利

用がされないのではないか、それから、店をあけ

ること自体にちょっと不安があるというようなこ

とも言われてございました。そんな中で、多くの

方々が事業者登録をしていただきまして、本当に

ありがたいと思ってございます。 

 しかしながら、いまだ加盟されていない店舗も

ございます。これは確かなところでございます。

先ほど御質問の中でもお話がありましたが、この

クーポン券事業、非常に好評な部分がございま

す。それを聞いて、今、引き続き登録手続をされ

た事業者の方も、数件ではございますが、ござい

ます。これについては、引き続き町の広報誌でも

御案内をしているところでございますので、登録

店舗の増加につきまして取り組んでまいりたいと

考えてございます。今現在も登録の受け付けをし

てございますので、ぜひ未登録の店舗等ございま

したら、お知らせいただければ、私どもからも働

きかけてまいりたいと思いますので、御協力のほ

どよろしくお願いいたします。 

 次に、換金手続についてでございますが、ま

ず、換金につきましては、期日を定めまして、そ

れぞれの期間ごとに使用されたクーポン券を店舗

が、今回はうみ街信用金庫さんのほうにお持ちい
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ただいて、そこでクーポン券等の確認をさせてい

ただく、枚数とか金額、こちらのほうの確認をさ

せていただきます。その後、町によりまして七飯

町からの換金分の振り込みを行うというような形

でございまして、振り込み手数料につきまして

は、公金として無料という形でやらせていただい

てございます。 

 換金につきましては、当初、１か月程度の単位

でやらせていただく予定でございましたが、さま

ざまな御意見等もいただきまして、その後、改良

をいたしまして、現在では１週間ごとの単位で換

金事務をとり行ってございまして、速やかに事業

者の手元に現金が入りますように努めているとこ

ろでございます。 

 それから、使用可能店舗につきましては、ポス

ター等の掲示をして、広く皆様に使える店舗だよ

ということがわかるようにしているというスタイ

ルでございまして、一部、どうしても理由があり

まして貼り出せないとか、そういった店舗はある

かもしれませんけれども、こちらからは、ポス

ター等を配布して、皆さんに広く知っていただく

ということで取り組んでございます。 

 ポスター費用につきましては、これはこれまで

の議会で補正予算で議決をいただいた予算により

ポスターを作成させていただいてございます。 

 それから、使用可能店舗、一番最初にクーポン

券を配布する際に同封してございました使用可能

店舗一覧につきましては、実はこういったお店を

町民の方々に広く知っていただきたい、七飯町内

のふだん使うお店ではないところでも使用ができ

ますよと。そして、そういったお店も知っていた

だきたい、ぜひ利用をお願いしたいという趣旨で

一覧表を添付させていただいているところでござ

います。 

 当初は、これについては、写真とか一言コメン

トですとか、そういったものを載せて、もっと興

味を持っていただいて、七飯町民の皆様に御利用

を促すというような趣旨でございましたが、御質

問の中にもありましたとおり、期間が非常に短い

期間で実施しなければならないということで、あ

の形に簡素化させていただいてございます。これ

につきましては、現在のところ、当初予定した形

よりも、実は簡素なスタイルで作成をさせていた

だいておりますので、御理解のほどよろしくお願

いいたします。 

 それから、クーポン券につきましては、昨年

度、国で実施をいたしました補助事業のプレミア

ム付商品券事業、こちらについて、七飯町では同

時に商品券を作成して、お配りをして、実施をし

てまいりました。 

 その際に、商品券をつくるときの偽造防止とい

うのが国から示されてございまして、その一つで

ございますコピーガードの用紙を印刷に使用させ

ていただいて、偽造防止対策とさせていただいて

ございます。 

 それから、使用率につきましては、前回、既に

お知らせしているものから、現在、９月４日締め

切り分まで把握をしてございまして、換金額は、

予算額が８,４００万円ございましたが、現在の

ところ執行額といたしまして３,５８４万１,００

０円、使用率は約４３％ということになってござ

います。クーポン券につきましては、これまでの

プレミアム付商品券と異なりまして、当初、購入

に費用を要しない形でお配りをさせていただいて

ございます。ですから、当然、使用されない限り

は、町からの費用負担はゼロ円、換金の負担はゼ

ロ円ということになりますので、できる限りこれ

を使用していただいて、広く各事業者の手元に現

金が届くというような形で支援ができるように取

り組んでまいりたいと思いますので、御理解のほ

どよろしくお願いいたします。 

 それから、郵便料の発生の見込みなのですけれ

ども、こちらは、当然、クーポン券配布の際の郵

便料、それから、登録事業者の方々に登録完了の

通知だとか、それからポスター等の配布等に使わ

せていただいてございますので、今後は新規の登

録、それから、換金等業務の、例えば書類の不備

とか、そういった通信連絡に使っていくという予

定でございます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 若山雅行議員。 

○１５番（若山雅行） よくわかりましたという

か、いろいろ懸念されているところ、全部チェッ

クされているのだなというふうに思いました。 
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 それで、もう少しだけなのですけれども、そう

すると、僕が知っている店では、案内が届いた

と。ハガキかな、それが届いて、登録店舗の申請

についてしてくれたとあるのですけれども、全く

いろいろな加盟していない、新しく店を始めたと

ころだとか、商工会に入っていないとか、そうい

うリストアップされていないところについては全

く通知が届いていないということで、ホームペー

ジで見ないとわからないということがあるわけで

す。商売されているのだけれども、そういうとこ

ろに名前が登録されていないところについては案

内が届かないというようなことだということなの

ですね。 

 ということと、もう一つは、先ほど振り込み手

数料は公金でということなので、これについて

は、今回の事業の予算の中でのあれには入ってい

ないということでよろしいのでしょうか。事業の

中では、換金と、印刷製本代とか、郵便料だと

か、換金委託料として１％とか、そのぐらいしか

上がっていなかったのですけれども、振り込み手

数料については別な、補正予算ではないところの

あれから出ているということになるものなので

しょうか。それとも、トータルの９,３００万円

の中に入っているものなのでしょうかということ

です。それだけちょっとお願いします。 

○議長（木下 敏） 商工観光課長。 

○商工観光課長（福川晃也） ただいまの御質問

に御答弁をさせていただきます。 

 私どもも把握できる限りにおきまして、事業者

の皆様に御案内をさせていただいたというところ

でまず御理解をいただきたいと思います。 

 なお、この事業によりまして、多くの事業者の

方々に御案内を差し上げておりまして、さらに、

クーポン券につきましても、それ自体を全世帯に

配布をさせていただいております。この事業の存

在について、できる限りの周知をしてまいったと

考えてはございます。ただし、それでも登録をし

ていないだとか、万が一、この事業につきまして

御存じでないところがあるやもしれません。そこ

につきましては、できる手法といたしましては限

られているのですが、こういった事業の評価と

か、口コミと言ったらあれなのですけれども、そ

ういったものも通じて知っていただいて、ぜひ登

録につなげていければなと願っているところでご

ざいます。 

 それから、振り込み手数料の関係でございます

が、振り込み手数料につきましては、七飯町、公

の自治体につきましては、指定金融機関におきま

して、振り込み手数料というものはかからない、

公金扱いという形になっております。ですが、こ

のたびの事業の補正予算の中には振り込み手数料

分を計上させていただいております。なぜなら

ば、当初はこの振り込みも含めて業務の委託等で

対応してまいりたいと考えていたところだったの

ですが、その後、例えば振り込みの期間を短くす

べきだとか、先ほどもお話ししましたが、当初、

１か月程度のスパンで振り込みをしていくという

予定でございましたが、これでは事業者の皆様の

要望に応えられないという判断をいたしまして、

急遽、仕組みを切りかえました。そして、当課職

員によりましてその作業を随時行うというような

方法に切りかえたために、この振り込み手数料に

ついては削減が可能となったところでございま

す。ですので、今のところ毎週、振り込みの手続

をさせていただいて、できる限り事業者の方々に

現金が素早く行き渡るように努めているところで

ございますので、御理解のほどよろしくお願いい

たします。 

○議長（木下 敏） 若山雅行議員。 

○１５番（若山雅行） 自分は銀行員をやってい

ながら、公金の振り込みの手数料についてちょっ

と失念しておりまして、大変恥ずかしい思いで、

申し訳ございません。 

 あと１点だけ、うみ街信金でしたか、そこに換

金のために持っていくということなのですけれど

も、これが一定の日に集中して、何か事務が非常

に大変になっているという話をちょっと噂の噂で

聞いたこともあるのですけれども、これについ

て、何かその日に持っていくとか、説明とか、そ

の中でちょっと不備のようなものはないのか、あ

るいはもっと平準化するような、そういう対応の

ようなものは考えていないのか、その点だけ、こ

の質問についてちょっと回答をお願いします。 

○議長（木下 敏） 商工観光課長。 
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○商工観光課長（福川晃也） ただいまの御質問

でございます。実はこれにつきましては、私ども

もちょっと想定をしてございませんでした。登録

店舗の皆様方に、換金の手続の内容を書面でお渡

ししているのですが、それぞれの換金の受け付け

の締切日を表示をさせていただいていたところで

ございます。これにつきまして、締切日にお持ち

いただくというかと、とらえられている事業者が

いらっしゃるというのも私どもでも把握をしてご

ざいました。これについては、ちょっと配慮不足

だったかなとは思ってございます。御指摘のとお

り、この日に集中してお持ちになるというケース

が多少なりともあるというのも聞いてございま

す。これにつきましては、その都度、窓口、それ

から、私どもも事業者さんとお話する際に御説明

をさせていただいて、その期間の間で構いません

というような周知をさせていただいているところ

でございます。ぜひそういった点につきまして

も、事業者の方にもしお会いする機会等ございま

したら、そのあたりを御説明いただいて、周知に

御協力いただければなと考えてございます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 若山雅行議員。 

○１５番（若山雅行） １問目の質問は終わりま

す。 

 次にいきます。 

 ２３ページについては差しかえがございました

ので、一遍、ちょっと単位について間違ったとこ

ろがございましたので、新しいところで進めさせ

ていただきます。 

 ２番目、道の駅「なないろ・ななえ」の経済効

果等についてでございます。 

 開業１年１０か月で来場者が２００万人を超

え、極めて堅調に推移していると思われる道の駅

「なないろ・ななえ」の経済効果等について、以

下の点を伺いたいと思います。 

 １点目、今期（令和２年３月期）の一般社団法

人七飯町振興公社の売上高の内訳（商品別内

訳）、来場者１人当たりの購買額及び従業員数は

把握しているか。 

 また、決算上、町からの業務委託費及び町への

寄附金はどのように取り扱われているのかを把握

しているか。 

 ２点目、経済効果の試算方法について、昨年の

６月の定例会においては、実際の数字の把握は困

難としながら、次のように説明されていました。

経済効果については、北海道開発局が平成２５年

６月に発表した調査数字を参考として、１人当た

りの経済波及効果８７４円×年間入込客数約１０

１万人として、約８億８,０００万円と試算し、

そのうち税収については、北海道観光経済効果調

査を参考とし、経済波及効果約８億８,０００万

円×３.４５％として３,０００万円、うち町税は

約１,６００万円と試算していました。 

 考えてみると、試算方法にはいろいろな考え方

があり、七飯町道の駅基本計画（平成２８年３

月）ではちょっと違う結果となっておりました。

今でも経済効果としてこの算式を用いるのか。本

当に経済効果が上がっているか。把握方法はない

のか。仮に前記の試算方法をとるなら、他の道の

駅に比べて入込客数が多い道の駅「なないろ・な

なえ」の売上高は見劣りするということはない

か。あるいは、来場者数のとらえ方が多いという

ことか。 

 ３点目、売り上げのうち、出店手数料とあるの

は、本来、七飯町が収納すべき性格のものではな

いのか。 

 ４点目、令和元年度（平成３１年４月１日から

令和２年３月３１日）までの期間ですけれども、

公の施設の指定管理者における業務状況評価の内

容について、前年と全く同じ文言が書かれている

項目もありましたが、問題はないか。 

 それと、最後に５番目、コロナ禍以後の道の駅

「なないろ・ななえ」のあり方について、何か方

針、お考えはありますかということです。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 商工観光課長。 

○商工観光課長（福川晃也） では、御質問に御

答弁をさせていただきます。 

 まず１点目、今期の一般社団法人七飯町振興公

社の売上高の内訳、来場者１人当たりの購買額及

び従業員数は把握しているか、また、決算上、町

からの業務委託費及び町への寄附金はどのように

取り扱われているのかを把握しているかというこ
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とにつきまして、七飯町振興公社の令和元年度の

決算報告書から、商品別内訳は公表されておりま

せんが、指定管理料を除く売上高は約３億２,５

００万円で、年間来場者数９９万６,７２７人で

あったことから、１人当たりの購買額は約３２６

円で、令和２年３月の従業員数は１７名でありま

す。また、町からの指定管理料は売上高に、町へ

の寄附金は販売費及び一般管理費に計上されてご

ざいます。 

 ２点目、経済効果の把握方法と、他の道の駅に

比べ売上高は見劣りしていないかということでご

ざいますが、御質問にありますとおり、従前は経

済波及効果の試算につきまして、北海道開発局発

表の調査数値を参考とし、１人当たり効果額を８

７４円として、年間入込客数に基づき試算をして

まいりましたが、先ほど御答弁申し上げました１

人当たりの購買額は約３２６円で、開業間もない

平成３０年度につきましても約３５６円であり、

これらと比較して２.５倍以上の開きが認められ

ました。 

 道の駅「なないろ・ななえ」の入込客数には、

夜間のトイレ利用者が含まれており、また、近隣

飲食業との相乗効果を目指し、軽食を中心とした

メニュー提供であるなど、１人当たりの購買額は

低くなると考えられることから、年間入込客数を

乗じた試算によりますと、実際から大きく乖離す

る可能性が考慮されます。 

 このことから、経済効果のうち、直接消費額と

して、決算による売上高を当てはめ、従前と同様

に北海道開発局発表の調査数値から、経済波及の

大きさを示す数値である誘発倍率２.０７を乗じ

た６億７,２７５万円を直接間接効果を加えた経

済効果として試算をいたします。 

 あわせて、税収につきましては、北海道観光経

済効果調査から、観光産業の経済効果に対する税

収効果の割合である３.４５％を乗じ、税収効果

は約２,３２１万円、うち、町税に限定します

と、約１,２２０万円と試算いたします。 

 経済効果等の試算につきましては、国や道が実

施した各種調査を活用して試算を行いましたが、

それぞれの調査対象や調査手法の違いなどによ

り、結果に相違が出ること、実情を勘案し、試算

方法の変更を行うなど、その把握方法を随時検証

していく必要があると考えてございます。 

 また、他の道の駅の売上高に関する資料が公表

されておらず、その点につきましては比較ができ

ませんが、多くのお客様に御来場いただき、観光

や特産品、食や歴史など、七飯町の魅力を紹介

し、地域のさらなる活性化に取り組んでまいりた

いと考えてございます。 

 ３点目、売り上げのうち、出店手数料は、本

来、七飯町が収納すべき性格のものではないのか

につきまして、農産品等の直売に係る販売業務は

指定管理者が行っており、それに係る手数料でご

ざいますので、指定管理者の事業収入とすること

としてございます。 

 ４点目、令和元年度の公の施設の指定管理者に

おける業務状況評価の内容について、前年と全く

同じ文言が書かれている項目もあるが、問題ない

かにつきましては、適切な管理運営の確保や、利

用者のサービス等の維持、向上などにおきまし

て、新たな取り組みなどで特筆すべきものはあり

ませんでしたが、業務全般にわたり継続して取り

組んでいただいており、指定管理者の業務に関し

ましては、前年度に引き続き高く評価をいたして

いるところでございます。 

 ５点目、コロナ禍以後の道の駅、「なないろ・

ななえ」のあり方について、何か方針はあるかに

つきましては、新型コロナウイルス感染症の感染

拡大防止のため、咳エチケットや手洗い、換気の

奨励、三つの密を避けるなど、日常生活において

も新たな取り組みが実施されており、道の駅に関

しましても例外ではございません。全国よりお客

様が訪れることから、職員のマスク着用と検温、

消毒の徹底はもとより、来場者へのマスク着用の

お願いや、消毒液や空間除菌剤の配置、対面カウ

ンター等の飛沫感染防止スクリーンの設置、レジ

前などでは間隔をあけるための床面表示、座席間

の距離確保などに取り組み、各種イベントの実施

に関しても、屋外での実施とするなど、イベント

内容を含めて、いかに感染拡大防止対策を徹底で

きるのかを常に念頭に置いた上で、指定管理者と

しっかりと連携をし、新型コロナウイルス感染症

対策に取り組んでまいりたいと考えておりますの
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で、御協力のほどよろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 若山雅行議員。 

○１５番（若山雅行） ここでちょっと疑問とい

うかいろいろ思ったのは、道の駅の営業実績とい

うのは、業務委託している指定管理者である一般

社団法人七飯町振興公社の決算書の内容とほぼイ

コールで、そこの売り上げだとかそこの利益だと

かが道の駅の業績だよというふうに考えていいの

かどうか。何かほかに加えたり引いたりしなけれ

ばいけないものがないのかどうかということと、

先ほど業務委託費と寄附金について、経理の処理

というか、どの項目に入っているのかということ

で御説明がありましたけれども、実際、寄附金の

額について、最初の期のときにはほぼ業務委託費

と同額を戻して、一切援助をもらわないでやって

いますよというような形がとれたのですけれど

も、今期の決算についてもそれと同じなのか、寄

附金の額は幾らだったのか、業務委託費は幾ら

だったのかということを改めて確認させていただ

きたいと思います。 

 それと、再度、業務状況評価という、ホーム

ページに公表するような、その内容について、最

初のほうの利用者の意見等の反映とか、数字、何

％だとか、そのあれは変わっているのですけれど

も、ほかの項目、例えば利用者サービス等の維持

向上だとか、総合評価だとか、これについては全

く一言一句同じ内容が書かれるというのは、

ちょっと信じられないというか、ある項目があっ

て、それを丸して、大変よくできました、よくで

きましたというものであればいいのですけれど

も、どのようによかったのか、どのように改善点

が必要なのか、個々具体的な熱い言葉が必要なの

ではないかなと思うのですけれども、そこのとこ

ろについてもう一度お願いしたいなというふうに

思います。 

 それと、道の駅の入込数というのですか、その

数について、今期、直近の決算ではコロナ禍の影

響があって、２月、３月なので、その影響があっ

てちょっと数字が落ちたというふうに考えていい

のかどうかということと、最初の年が７万人、こ

れはちょっと短い期間でしたけれども、その次が

１０１万人ありました。今期が９９万人ありまし

たということなので、これが営業していない夜の

入場者のあれもカウントしていたというのは、

ちょっといただけないといいますか、そういうも

のも入った数字として１００万人達成だとか何と

かということであればいいのですけれども、そう

でなければ、ちょっと大目に、過大に掲示してい

るのではないかという印象を持ってしまうので、

それだけたくさん夜も昼も来ているということで

いいのかもしれないのですけれども、そこのとこ

ろについては、ちょっと数字の発表について、問

題がないのかどうか、ちょっと確認したいなとい

うふうに思います。 

 それと、もう１点、今後、道の駅の、既につ

くってしまったものなので、上手に活用してもら

わないと困るなと思うのですけれども、私が懸念

するのは、今、毎年道の駅の借金というか返済が

幾らあるのかと。それに対して、先ほど、前回の

質問に比べて金額が、税収試算額でも減っており

まして、これについて、返済財源が果たしてどこ

から出るのかと。私がちょっと考えたのは、先ほ

ど言ったとおり、出店手数料というか、本来決

まった手数料を指定管理者が町のかわりに受けて

いるので、手続をしているので、それについて町

が収入しても、１,０００万円程度ですけれど

も、それについていいのではないかなと思ってあ

れなのですけれども、もちろん条例で七飯町道の

駅設置及び管理に関する条例で、前項の規定によ

り指定管理者に納められた利用料金は指定管理者

の収入とすると文言があるので、これについては

全くおかしいことをしているわけでないのですけ

れども、本来、町が、公社が十分収益を上げてい

るわけですから、それについて、その手数料につ

いて収納する、建物の家賃収入みたいなものです

よね。それについて収納するということについ

て、おかしくないのかなと思っている。それでも

まだ財源は少ないわけです、返済する中で。だか

ら、そういうことでどうなのかなというふうに考

えたわけです。 

 それについてちょっと御答弁をいただきたいの

と、業務状況評価の中で、特に多かったアンケー

トというところの中で、農産物の直売における野
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菜等の価格、鮮度及び品ぞろえについてアンケー

トが多かったということで、価格について、アン

ケートの結果、どのような内容だったのかという

ことです。高いのか、安いのか、安くてよかった

のかということです。 

 それと、今後のあれとしては、今後は充実した

農産物の確保へ向け、提携先との綿密な調整を図

るということで、顧客への利便性だとか売り上げ

だとか、道の駅の魅力アップをしていくというよ

うなことが評価の中に書かれているわけですけれ

ども、その具体的な内容について、どうなのかな

と。売り上げを上げる、あるいはコロナ禍で、今

後、来場客というか入込客は、９０万人とか、

ちょっと見込めないのだろうなというふうに思い

ます。早くコロナが収束してたくさん人が動くよ

うになればいいなとは思いますけれども、その中

で少しでも魅力ある道の駅にするための具体策と

いうのですか、そこのところをもう少しお聞きし

たいなと思います。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 商工観光課長。 

○商工観光課長（福川晃也） では、御質問に御

答弁をさせていただきます。 

 まず、道の駅の指定管理者でございます七飯町

振興公社につきましては、事業の主体専らを道の

駅の運営のほうに充ててございますので、公社の

決算がほぼほぼイコールということになってござ

います。 

 それから、寄附の金額につきましては、今回の

元年度の決算上では１００万円の寄附をいただい

ているところでございます。 

 それから、業務評価の関係でございますが、冒

頭に御答弁申し上げましたとおり、業務の内容に

つきましては、前年度に引き続き積極的に取り組

んでいただいているところでございます。文言が

一致してしまっているところがございますが、こ

れにつきましては、非常に高い評価であることに

かわりはございません。今後、新たな取り組み

等、特筆すべきもの等が出てくれば、これについ

ても触れてまいりたいというように考えてござい

ます。 

 それから、入り込みの人数のカウントの方法で

ございます。道の駅「なないろ・ななえ」の入り

込みのカウントにつきましては、まず出入口のと

ころにカウンターを設置してございます。あわせ

て、このカウンターは２４時間トイレのほうの入

口のほうにも設置をしているところでございま

す。そして、入って、出て、１名というカウント

になりますので、２回で１名のカウントをさせて

いただいているところでございます。「なない

ろ・ななえ」につきましては、このようなカウン

ターによる計測によってございますが、例えばほ

かの地域の道の駅であれば、例えばレジカウント

の場合もございます。さらには、例えば七飯町の

道の駅の基本計画に出てございます富浦道の駅

等、あちらの地域に関しましては、購買額調査と

いうもので出てくる単価を売上高で除して、それ

をもって人数としているとか、例えば車両１台に

つき３名が乗車すると規定して台数×３名という

ような計上の仕方とか、実はそれぞれの道の駅に

よって多種多様なカウントの仕方があるというこ

とで御理解をいただきたいなと思います。 

 それから、道の駅建設にかかった費用等につき

まして、道の駅の売上高等が町に入って、それが

返済等に係る特定財源になったりというようなこ

とのお話でございましたが、当町の場合は、そう

いった返済等に係る特定財源としての収入は考え

てございません。道の駅につきましては、今お話

にも触れられてございましたが、道の駅の直接の

売り上げもございますし、道の駅の機能といたし

まして、まず、情報発信の機能だとか、それか

ら、休憩の機能を提供するだとか、そのほかに

も、近隣の店舗等との相乗効果を発揮するとか、

そのほかにも、道の駅「なないろ・ななえ」につ

きましては、七飯町であれば大沼国定公園に代表

されるような観光地間のハブの機能として、送

客、誘客をするというようなことも想定して運営

をされているところでございますので、目に見え

ない形での七飯町のＰＲとか、そういった波及し

ている効果もございます。こういったところも勘

案していただきまして、御理解のほどをよろしく

お願いしたいと思います。 

 それから、野菜価格等に対するアンケート等の

結果はどうなのかというようなお話だったところ
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でございますが、例えば、特にその日の朝に野菜

は補充をされてまいります。それから、不足等が

発生したときには、それぞれバーコードというの

でしょうか、そういったもので売り上げがどの程

度数量が出ているのかというのも納入されている

農家さんに情報としてメール等で情報が届きま

す。それに応じて補充をしたりだとか、そういっ

た対応をしているところでございます。 

 この野菜の販売に関しましては、農家さんの販

路の拡大、それから、みずからが値づけをすると

いうような形もありますので、これについては、

それぞれの納入の農家さんがそれぞれ独自の値づ

けをして、消費者の皆さんの期待に応えていると

ころでございます。価格等に関しましては、決し

て高いというものではございません。季節等の要

因、それから、成育状況等にもよりますけれど

も、その日、その日でそれぞれが適切に価格に反

映していると考えてございます。 

 特に野菜に関しましては、アンケート等につき

ましても、非常に野菜がおいしいとか、そういっ

たお話も受けてございます。ただ、アンケート等

でマイナスの意見もございます。もっと野菜をふ

やしてほしいとか、種類をふやしてほしいとか、

ちょっと午後に行ったらもう品切れだったので残

念だったとか、そういったアンケート結果はござ

いますので、こういったものにつきましては、農

家さんとこの情報を共有して、もっとよりよく楽

しんでいただけるように対応をしてまいりたいと

考えているところでございます。 

 それから、コロナ禍における集客と営業対策に

ついてですが、今、どこの観光地でもそうなので

すが、やはりコロナの影響で非常に入り込みが落

ちているというところがございます。最初の冒頭

の答弁でも申し上げましたが、コロナに関する感

染防止策を徹底すること、これがまず第一でござ

います。そして、これを実現するために、今まで

の既存のイベントのあり方、それから集客、接

客、そういった対応についても、また新たな取り

組みをして、構築をしていかなければならないと

考えてございます。 

 具体策といたしましては、先ほど御答弁申し上

げたとおりでございますが、これからもイベント

等につきまして実施をしてまいるところでござい

ますので、そこで、例えば距離を保つとか、ドラ

イブスルー方式であるとか、そういったものをい

ろいろ検証を実施していって、よりよい形になる

ように取り組んでまいりたいと思いますので、御

理解のほどよろしくお願いいたします。 

 道の駅の入込客数につきましては、基本計画上

で年間９０万人を想定していると。これがいわゆ

る目標というような形で取り組んでいるところで

ございます。 

 今般は、先ほど御質問の中にもございましたと

おり、新型コロナウイルスによる影響によりまし

て、年度後半につきましては、来客が激減したと

いうこともございまして、このような数字になっ

たと考えております。 

 今後につきましても、こういった逆風というこ

とは当然想定されますが、でき得る限りの対応を

して、皆さんに喜んでいただける道の駅であり続

けるという考えで取り組んでまいりますので、御

理解のほどよろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 若山雅行議員。 

○１５番（若山雅行） 先ほど経済効果の試算方

法について、大きく減額になりますけれども、見

直しをしたということもございまして、来店客数

とか入込客数の実数に近いというか、本当に来て

くれた人の数をとらえる工夫といいますか、ドア

があいて、出入りして２で割るという数字の仕方

については、僕も銀行にいたときに、冬になると

数字が、ぐっと来店客がふえたということで、ど

うしてかなと思ったら、寒いので、バスを待って

いる人が中に入ってきて待っているというよう

な、そういうこともございまして、要はこういう

件数については、前年とどう変わったか、前回と

どう変わったかということで、比較で見るという

ことで非常に重要なものはあると思うのですけれ

ども、２００万人とか１００万人とか、すごい数

字だけがどんと宣伝されて、外に向かっては非常

にいいのかもしれないですけれども、我々、実

際、財政的なというか経営的なものから見たとき

に、実質何人なのだろうという、そういうような

ところで、とらえ方について、難しいのかもしれ
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ないですけれども、見直しできないかどうか。実

際の、銀行などでは、受付票を引いた、その数が

来店客数というふうにとらえるというような形に

なったりしておりまして、ドアの開け閉めだけで

は見ていないのかなと思うのですけれども、そう

いうようなことをできないのかどうか、ちょっと

最後にお聞きして、質問です。 

○議長（木下 敏） 商工観光課長。 

○商工観光課長（福川晃也） 入込客数につきま

しては、先ほど御説明しましたとおり、その道の

駅によりましてさまざまなカウントの仕方がある

ということはまず御理解をいただきたいと思いま

す。そして、道の駅に関しましては、販売といっ

て、売上高に関係するもののほか、いわゆる休憩

機能、そういったものも提供をしていく。それか

ら、トイレも当然そうなのですけれども、そう

いったところのサービスも提供するという前提で

建てられたものでございますので、現在のとこ

ろ、そういった目的にも合致するということで、

出入口にカウンターを設置しているということで

御理解をいただきたいと思います。 

 さらに、売り上げ等に基づく方法につきまして

も、議員、御質問にありましたとおり、実際の売

上高を来場者数で割ることによって、客単価とい

うものが見えてまいります。これをしっかりと注

視して、実際の売上高、１人当たりの購買額とい

うものがどのような形になるのかということにつ

きましては、さまざまな各種調査等の数値等を活

用して、でき得る限り実態を把握できるように試

算等をしてまいりたいと思いますので、御理解の

ほどよろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○１５番（若山雅行） 終わります。 

○議長（木下 敏） 暫時休憩いたします。 

午後 ０時０１分 休憩 

────────────── 

午後 １時０１分 再開 

○議長（木下 敏） 休憩前に引き続き、再開い

たします。 

 一般質問を続けます。 

 通告順に発言を許します。 

 横田有一議員。 

○１番（横田有一） それでは、３問、させてい

ただきます。 

 同僚議員が一般質問でかなりの部分を答弁いた

だいているので、１問５分程度でいきたいと思う

ので、皆さん、本音のトークでお願いしたいと思

います。 

 では、１問目、新型コロナウイルスによる町の

経済対策の進捗状況について。 

 前回の定例会で一般質問した後に、国は第２次

補正予算が成立し、七飯町も新型コロナウイルス

に関する補正予算が成立した。２度の補正予算で

成立した様々な事業の進捗状況について、町長の

所見を伺いたい。 

 集計時期につきましては、令和２年８月末日現

在でお願いしたい。 

 一つ目、地場の企業及び個人事業者で、倒産及

び廃業したケースは。 

 ２、町内企業の政府系金融機関からの借り入れ

件数及び借り入れ金額は。 

 ３、持続化給付金及び雇用調整助成金の町内企

業の利用状況は。 

 ４、小規模事業者持続化補助金の町内企業の利

用状況は。 

 ５、地域の感染状況等を踏まえたきめ細かい医

療提供体制等構築事業（予防接種事業）は。 

 ６、前回の一般質問の際、町長は、国の第２次

補正予算が決定した際には、倒産企業を１件も出

さないためにも、国の制度の対象から外されたも

のに対しても対応していきたいと述べたが、それ

は何を指すのか。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（木下 敏） 商工観光課長。 

○商工観光課長（福川晃也） では、私のほうか

ら、１点目から４点目に関しまして御答弁を申し

上げたいと思います。 

 １点目、地場の企業及び個人事業者で倒産及び

廃業した件数についてでございますが、新型コロ

ナウイルス感染症によるものだけではなく、全体

としての件数になりますが、令和２年中に届け出

や関係機関からの情報提供により確認できた廃業

等の件数は、法人４件、個人５件となってござい

ます。 
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 ２点目、町内企業の政府系金融機関からの借り

入れ件数及び借り入れ金額につきまして、日本政

策金融公庫函館支店は、市町村単位での公表はし

ておりません。渡島・桧山管内合計となります

が、２,４５３件で、借り入れ金額は３３１億６,

５５０万円となっており、同様に、商工組合中央

金庫函館支店は４４件で、借り入れ金額が３２億

７,９００万円となっております。 

 ３点目、持続化給付金及び雇用調整助成金の町

内企業の利用状況についてですが、持続化給付金

及び雇用調整助成金につきましては、インター

ネットを介しての申請であったり、直接国への申

請となることから、町内企業の利用状況の把握が

困難であり、国においても、市町村ごとでの利用

状況等は公表していないとのことでありますの

で、御理解をお願いいたします。 

 ４点目、小規模事業者持続化補助金の町内企業

の利用状況についてですが、小規模事業者持続化

補助金につきましては、一般型３件で、補助申請

額１８４万６,０００円、コロナ特別対応型５件

で、補助申請額４０３万３,０００円となってお

ります。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 子育て健康支援課長。 

○子育て健康支援課長（岩上 剛） 私のほうか

ら、５点目について答弁をさせていただきます。 

 新型コロナウイルス感染症とインフルエンザの

症状が似ているということから、インフルエンザ

予防のワクチンを接種することで、医療機関にお

ける判断リスクが軽減されるものと考えます。 

 このことから、全町民を対象としたインフルエ

ンザワクチン予防接種無償化に係る補正予算を７

月に御承認いただいたところでございます。 

 １０月１日からの実施に向けて、現在、渡島医

師会等に、町インフルエンザ予防対策の趣旨を御

説明させていただきまして、ワクチンの確保につ

いても協力要請を行っている状況でございます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 経済部長。 

○経済部長（青山芳弘） ６点目についてです

が、私から答弁させていただきます。 

 国の２次補正に基づき、町独自の事業として、

７月１０日に開催されました令和２年第３回七飯

町議会臨時会において議決をいただきました令和

２年度七飯町一般会計補正予算（第５号）と、令

和２年度七飯町水道事業会計補正予算（第１号）

に計上させていただきました新型コロナウイルス

感染症対応地方創生臨時交付金２次交付実施事業

を指すものでございます。 

 町としても早急に対応するために、国の１次補

正への対応、そして、２次補正への対応について

は、議会の臨時会及び定例会において補正予算を

議決いただき、対応してまいりましたが、先ほど

商工観光課長から１点目の答弁にありました廃業

等の件数のうち、第２回定例会後においては、法

人所有の施設１件が閉館となってございます。非

常に残念でなりません。 

 新型コロナウイルス感染症はいまだ収束されて

おらず、今後も状況の推移を見ながら対応策を検

討しなければならないとも考えておりますし、国

の今後の動向、３次交付があるのか、状況を見き

わめながら対応してまいりたいと考えております

ので、御理解のほどお願い申し上げます。 

○議長（木下 敏） 横田有一議員。 

○１番（横田有一） それでは、倒産、廃業の件

数については、失礼な話かもしれないけれども、

思ったより少ないというふうに僕は思っているの

ですけれども、その中で、やはり政府系からの借

り入れ等については、かなりの件数の方々が借り

ているということは、何とかこの新型コロナに対

応して、会社なり個人事業なり、そういうのを残

していきたいというのが彼らが考えていること

で、大事な話だと思います。 

 ３番につきましては、データがないということ

ですが、この政府系からの借り入れの金額を見て

も、かなりの企業が、やはり何とか持ちこたえた

いということで借りているのでないかなというふ

うに思います。 

 その中で、ちょっとお聞きしたいのは、町のほ

うで雇用調整助成金については、七飯町の場合は

相談で受けるというような話が出ていましたので

すけれども、実際にはそれはどれぐらいの数の方

が相談に伺っているのか、その数を教えていただ

きたいなというふうに思います。 
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 それから、５番目の、七飯町民全員に対して予

防接種するということなのですけれども、先ほど

の同僚議員のときにも、その数はまだはっきりし

ないよというような話だったのですけれども、国

はもう既に、これから頼まれても、つくるといっ

たら、もう今年の１月、２月の時点で今年の数量

というのは大体決まっているよということで、厚

生労働省の数字では６５０万、ちょっとはっきり

した数字はちょっとわからないのですけれども、

そのぐらいの人数しか予防接種はできないよとい

うふうになっている。その中で、例えば全員がで

きないのだったら、これはどういうふうにして接

種というのを進めていくのかというところを教え

ていただきたいなというふうに思います。 

 それから、最後の、国の制度から外れたものと

いうことについては、どうも話を聞いていても、

予算の数字を見ていても、実際に出てこないです

よね。これは函館市とかは、例えば今まで国の１

０分の８でやったとかというやつを、ちょうど２

次補正で、道のやつでやると１０分の１０出るか

らと、それに振り替えたり何なりしてやっており

ますよね。そういうことで例えば財源をふやして

いこうとしてやっているのですけれども、町のほ

うはそういうような考え方というのはあるのかな

いのか。今の６問目からちょっと若干変わるかも

しれないですけれども、そうやってその財源をつ

くっていくことに対してどういうふうに考えてい

るのかというところをお聞きしたいと思います。

よろしくお願いします。 

○議長（木下 敏） 商工観光課長。 

○商工観光課長（福川晃也） では、再質問のほ

うに御答弁させていただきます。 

 国の雇用調整助成金等に関する相談件数という

ことでの御質問でございますが、大変申しわけご

ざいません、これの件数については押さえてござ

いません。ただし、現在、うちのほうで配置して

ございますコロナ関係の雇用関係、それから、こ

ういった給付金等の窓口対応を通しまして、そう

いった雇用調整助成金等の相談に対してもお話を

受けているというような形でございます。 

 例えば、この雇用調整助成金というわけではご

ざいませんが、御質問の中にもありましたとお

り、借り入れ等が、政府系金融機関からの借り入

れ等の件数が非常に多いと見ております。これに

伴いまして、セーフティネット保証については、

私どもの窓口が対応しているところでございまし

て、こちらの件数につきましては、セーフティ

ネット保証で直近で９５件程度、受け付けをして

いるところでありまして、こういった資金繰りの

ニーズは非常に高いものだという形でとらえてい

るところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 子育て健康支援課長。 

○子育て健康支援課長（岩上 剛） ５点目でご

ざいます。議員の先ほどの数字、国のほうでは、

今回、私の押さえの中では、インフルエンザの見

込み数量、この秋、冬にかけて供給される国のほ

うでの供給量については、約３,１７８万本用意

するということの方針でございます。成人１人当

たり６,３５６万人分、日本国内の人口の半分相

当を網羅できる対策を国のほうではとっていきた

いということでございます。町のほうでは、全町

民を対象にということで、１００％の予防接種を

目指すという形をとってございます。万が一、こ

れも一気にこのワクチンが医療機関に入るわけで

はなく、段階的に納品されていくだろうというこ

とでございますので、１０月１日からのスタート

にあわせて、やっぱり患者さんが一気に押し寄せ

ては、なかなかスムーズな予防接種ができないの

かなというふうに思っています。それで、２人に

１人が打てるような供給量、七飯町は１００％を

目指すということですけれども、函館市内の医療

機関にも、今、その対応が可能かどうかの問い合

わせをしていまして、大手の、大きい入院病床を

持っている病院などでは協力していただけるとい

うことなものですから、その中で、七飯町内と函

館市のエリアの中で調整できるように対策を講じ

てまいりたいと考えておりますので、よろしく御

理解のほどお願いいたします。 

 以上でございます。（発言する者あり） 

○議長（木下 敏） 時間制ですので、答弁漏れ

というのは再質問でお願いします。 

 ６番目、経済部長。 

○経済部長（青山芳弘） 事業の見直しとかの財
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源のつくり方の考え方とかということでございま

すけれども、所々、いろいろな事業を実施してご

ざいます。それらも執行状況を見ながら、やはり

予算を計上するときには、ある程度の満度の予算

を確保しながら対応してきてございますので、そ

れらの執行状況を鑑みながら、期限が来たものに

近いものについてはある程度整理をし、また新た

な事業のほうに展開するとか、そういう財源の運

用を図ってまいりたいと思ってございます。まだ

全てが終わってございませんので、一部一部とい

うふうな状況で進むと思いますが、その中で、や

はり困っている方、いわゆる企業であれば倒産を

しないように、何とか続けていただくような、望

みを持てるような対応を考えていかなければとい

うことは重々わかりますが、なかなかそこが全て

まで対応できるかというのが、ちょっと正直言っ

て、金額がどうかということもございますでしょ

うけれども、ある程度、各自治体の状況を見なが

ら、ある程度の金額についても検討させていただ

きながら対応していきたいと考えますので、御理

解のほどお願い申し上げます。 

 また、当然、そういうところに組み替えたりす

る場合に、当然、補正予算なり必要でございます

ので、議会のほうとも協議させていただきながら

対応していきたいと思いますので、御了承いただ

きながら対応していくということで御理解願いま

す。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 横田有一議員。 

○１番（横田有一） 雇用調整助成金の話で、相

談業務のやつの数字を押さえていないというので

すけれども、そうしたら、実際にそれを使ってい

る企業さんはあるのかないのかというのも押さえ

ていないということですよね。結局、ほかの地域

は、雇用調整助成金に対しては、地元の自治体が

２０％の上乗せするとか、そういうのが渡島管内

でも三つか四つありましたよね。そういうことを

やっていると、きちっと数字は押さえられる。ま

た、そうでなかったら、もっと、例えば実際にそ

の委託業務をやっているのは社労士会とか、北海

道の社労士会があるので、例えばそれの函館のほ

うの関係のところに聞けば、ある程度の数字とい

うのはわかると思うのですよね。そういうものを

きちっと調べていかないで、七飯のまち、みんな

それを受けているのか受けていないのか全然わか

らないと。ＰＲ不足なのかどうかもわからないと

いったって、ここでは困る話ではないですか。こ

れで助かるところもあるだろうし、助からないと

ころもあるかもしれないけれども、これで助かる

のだったら、それはフォローしてあげるというの

は、それが自治体の仕事ではないですか。違いま

すか。 

 それから、５番目の、さっき聞いていなかっ

た、日本国民の半分しかインフルエンザの予防接

種ができないというふうになっていますよという

ことをつかんでいながら、それで、例えば函館の

事業所さんにお願いしますねと言っても、今まで

入れていた、去年だって、去年の数字で１１.１

％か、伸びているのですよ。ふえていますよ。で

も、実際に去年受けている人たちは今年も受ける

という数字で皆さんもはじいた数字で、そのほか

に１０％ふえていっているということだと思うの

ですよね。それを七飯でだけでとれるということ

はあり得る話でないのでないですか。例えば、七

飯の町民の人が函館の病院でインフルエンザを受

けている人もいると思うのですよ。そういう数字

はどういうふうに出していくのかということだっ

てあるのだろうと思うのですよ。声高らかに、全

町民に対してインフルエンザの予防接種をさせま

すと言いながら、実際、今出てきた数字は半分し

かありません、函館に聞きます。中には、インフ

ルエンザワクチンに対してアレルギーのある人

だっているのですよ。そういう人たちは受けられ

ないのですよ。それから、生まれてきた、６か月

より前の人たちも受けられない。そういうような

いろいろ引いていったら、どの数字が正しいの

か。そういうものがあるにもかかわらず、こうい

う余りにも町民をばかにするような、全員受ける

と、そういうことを言う事態が僕はおかしいと思

うのですよね。これが半分しか受けられないです

よと、そういう数字になるのだったら、そうした

ら誰を優先順位にしてワクチンを打たせるのです

か。ここを聞きたいと思います。 

 ６問目につきましては、ほかの町村がやってい
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るから、うちもその状況を見ながら云々というふ

うに聞こえたのですけれども、それって、やはり

町は町の独自の形というのを出していって、どこ

のまちだって、七飯町は農業と観光のまちですよ

と言っていて、農業と観光を主力にしていくと

言っているのだったら、そういうところに厚くし

ていくということが大事な話ではないですか。そ

うやってまちを元気にしていくということは、

私、次に質問をしますけれども、税収の問題にか

かわってくる話だと思うのですよね。 

 だからそういうところを、何かまちとして本当

に真剣に来年度以降の税収というものを今年度並

みに守っていこうという、そういう何か姿勢とい

うのが見られないですよね。そこのところ、どう

なのですか。部長に聞いてもかわいそうだから、

副町長、どうですか。 

○議長（木下 敏） 商工観光課長。 

○商工観光課長（福川晃也） ただいまの御指摘

のとおり、こちらの把握にまだまだ至らない点が

ありまして、大変申しわけございません。引き続

き、国の制度も含めまして、こういったこのたび

の新型コロナウイルス感染症対策に充てられてい

る事業に、各町内の事業者等が確実にこれらの制

度の利用につながるように努めてまいりたいと考

えてございますので、御理解のほどよろしくお願

いいたします。 

○議長（木下 敏） 子育て健康支援課長。 

○子育て健康支援課長（岩上 剛） 先ほど全町

民に対してインフルエンザを実施していきたいと

いう旨の説明をさせていただきました。確かに議

員御指摘のとおり、供給量が日本国内で２人に１

人の割合ということで、その上で七飯町民が１０

０％それを接種できるのか、物理的な部分も確か

に御質問の内容は理解できるところでございま

す。 

 ただ、当町としましては、これは全国的にとい

う部分と、当町内での政策的な部分ということ

で、できるだけ多くの方に受診していただきたい

という思いで予算のほうも確保させていただいて

おります。 

 その中で、まず、高齢者ですとか子供さん、こ

ういう方々を、国のほうでもインフルエンザ予防

接種の重要性ということを最近、８月ぐらいから

呼びかけております。その中でも、国は、１０月

前半にかけては高齢者ですとか子供さん、医療従

事者、妊婦さん、そして基礎疾患のある方を優先

的に対象者として、それ以外の方については１０

月後半から行っていただくよう協力を呼びかけて

いくということで、そういう方針でございますの

で、当町においてもその方針に従うこととしてご

ざいます。これによりまして、ある程度前半部分

で優先的に高齢者、感染しやすい、例えば免疫が

少ない方、そういう方を対象に予防接種を受けて

いただいて、インフルエンザのピーク時に備えて

いただくというような対策をしてまいりたいと

思っています。 

 ただ、供給量については、先ほどちょっと答弁

もさせていただいたとおりでございますけれど

も、各関係機関に要請を呼びかけながら対応して

まいりたいと考えておりますので、よろしくお願

いいたします。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 経済部長。 

○経済部長（青山芳弘） 副町長という答弁の指

定もございましたけれども、まず私のほうから、

最初、答弁させてください。 

 国のほうも、今回、令和２年度、１次補正が４

月３０日ということで、そこに農業のほうが余り

含まれていなかったということもございます。農

業関係が６月１２日の２次補正で農林水産省関係

で補正がついているということでございますの

で、横田議員御発言のとおり、当町が観光と農業

のまちということで売ってございますので、まず

最初は国のほうの補正予算にありました観光業及

び飲食店の対策を重視してきたという中で、６月

１２日以降の補正に対して、農林水産関係の国の

制度でございますけれども、新たに制度ができて

いるものもございますので、それらをＪＡ農協さ

んとタイアップしながら、協働しながら、各農家

のほうにも周知し、新たな事業展開ということ

で、次期に向かって、機械整備の補助もございま

すので、継続した生産活動ができるような体制を

つくっていきたいという思いから、ＪＡさんとも

協議しながら進めさせていただいているところで



－ 26 －

ございますので、その点は御理解いただきたいと

思います。 

 また、七飯町独自ということでしたけれども、

他町の自治体のことも参考にしながら、やはり広

い知識の中で、農家に対して、また、いろいろな

人に、商工業及び観光業に対する知恵を出し合っ

ていきたいなという思いから、そういう部分も検

討の中に、よそはどうだったのだろうなというこ

とも含みながら検討したいということで申し上げ

ましたので、その点、御理解いただきたいと思い

ます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 横田有一議員。 

○１番（横田有一） 先ほどの、例えば持続化給

付金とか雇用調整助成金というのは、本当は９月

までだというやつが１２月まで今回延びましたよ

ね。ということは、やはりこれからでも、申し訳

ないですけれども、遅いかもしれないけれども、

やっぱりそういうことに対して、町内のそういう

業者の方なり、やっぱり受けて、忘れずに受けら

れるような、そういうシステムというのはやっぱ

りつくっていかなくてはいけないのではないかな

と思うのですよね。そうしていかなければ、やは

り町長も言ったように、倒産にならない、そうい

うふうにしていきますよというふうに言っている

のだから、やっぱりそこをちゃんとやっていただ

かないと、そういうお言葉があったから補正予算

も通っていったのかなというふうに思っています

ので、そこのところ、もう一度お願いしたいと思

います。 

 それから、インフルエンザの件ですけれども、

去年の七飯町内でインフルエンザの予防接種を受

けた人数を教えてください。 

○議長（木下 敏） 商工観光課長。 

○商工観光課長（福川晃也） 改めまして、こう

いった国の制度等の利用につながるように、私ど

も、努力してまいりたいと考えております。当

然、国のＰＲも含めて、私どもとしましても、商

工会、それからコンベンション協会等、関係団体

と情報共有しまして、こういった制度の活用につ

ながるように努力してまいりたいと考えておりま

すので、御理解のほどよろしくお願いいたしま

す。 

○議長（木下 敏） 子育て健康支援課長。 

○子育て健康支援課長（岩上 剛） 昨年度のイ

ンフルエンザの当町の受診者数でございますけれ

ども、当課で把握しているものについては、事業

として６５歳以上の方の助成ということでとらえ

ている人数、６５歳以上の方の接種人数でとらえ

ております。これについて御報告をさせていただ

きたいと思います。令和元年度の予防接種の数に

つきましては、４,２８３人が受診されていると

いうことでございます。自己負担は１,５００円

でこれまで行ってまいりました。今回につきまし

ては、全ての方を全額負担ということでございま

すので、御理解いただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 横田有一議員。 

○１番（横田有一） ６５歳以上で４,２８３人

ということは、それを除いた数字がということで

はないですよね。これは実際、６５歳以上の方と

いうのは、全員受けたという考え方でいいのです

か。 

○議長（木下 敏） 子育て健康支援課長。 

○子育て健康支援課長（岩上 剛） ６５歳以上

の方の割合でございますけれども、当課として把

握している割合としましては、全体の３割程度、

受診されていたと、令和元年度につきましてはそ

の人数程度受診されていたということでとらえて

ございます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 横田有一議員。 

○１番（横田有一） 少なくても町内で全員の方

にインフルエンザを打ってもらおうというふうな

政策を出したならば、当然、去年度打った数字と

いうのを把握しているということは当然だと思う

のですよね。そういう数字も把握しないで、それ

で実際には、今年、半分しか打てる人がないよ

と。だからほかのところで、残った人は、１０月

でなくて、残ったとわかった１２月とか１月に

なってから受けなさいよということになるのです

か。 

○議長（木下 敏） 子育て健康支援課長。 

○子育て健康支援課長（岩上 剛） 人数につき
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ましては、供給量、そして接種を希望される方と

のバランスもあろうかと思います。そして、受

診、接種したい時期だとか、そういうことも今後

検討課題にはなってくると思うのですが、できれ

ばこの予防接種につきましては、接種してから２

週間から５か月が有効期間、効果がある期間とい

うことでとらえております。できれば１１月に

入ってから接種していただくと、３月末までは効

果があるということでございますので、その辺は

ちょっと医療機関とも情報収集を密にとりなが

ら、ここが足りない、ここがある程度余裕がある

だとか、そういう情報を引き出しながら、利用者

の方に御助言をしてまいりたいと考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 横田有一議員。 

○１番（横田有一） これは予防接種をしている

人は、実際に効くのはどのぐらいなのですか。 

○議長（木下 敏） 子育て健康支援課長。 

○子育て健康支援課長（岩上 剛） 予防接種の

効果ですけれども、接種されてから２か月から５

か月までの間、これが有効な期間というふうにと

らえております。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 横田有一議員。 

○１番（横田有一） さっき言った答弁でいくな

らば、もう終わってしまうということなのですよ

ね。実際に打っても、効き始めてから、あと何か

月しか残っていないということでいいのですか。

そんなものに対して予防接種していくということ

なのですか。 

○議長（木下 敏） 子育て健康支援課長。 

○子育て健康支援課長（岩上 剛） ２か月から

５か月というのは、例えば１１月１日に住民の方

が接種されると、その２週間後から効果が出始め

ます。３月末まで、５か月程度、換算すると５か

月になりますので、その期間が有効期間として予

防対策が講じられる期間ということでございます

ので、約５か月が有効期間というふうにとらえて

いただければと思っています。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 横田有一議員。 

○１番（横田有一） 先ほど私はよそからもらっ

てきたものを、例えば打った場合というのも、年

明けですよねという話をしたのですよね。年明け

でやった場合には、それから打っても、実際は１

か月効かないのですよね。２月からでしょうとい

うことだと。その前にかかる可能性もあるだろう

し、そういうインフルエンザだったら、それにお

金をかけるというのはおかしくないですか。 

○議長（木下 敏） 子育て健康支援課長。 

○子育て健康支援課長（岩上 剛） 今現在、こ

ちらのほうで予定している期間なのですけれど

も、１０月１日から１月３１日までの間で打って

いただきたいという周知を今これからかけていき

たいと思ってございます。確かに１０月１日から

すぐ受診される方については、おおむね３月も中

ぐらいまでにかけてその効果が持続されるという

ふうに認識してございますけれども、御指摘のと

おり、例えば１月中ぐらいに接種された方につい

ては、４月から５月まで有効ということになりま

して、ピーク時をある程度とらえられない可能性

も出てくる可能性がございます。ですので、でき

れば早い時期に、１１月の頭から中ぐらいにかけ

て集中的に打っていただくと、その効果が反映さ

れるのかなということを期待しておりますけれど

も、何ゆえ供給量と接種者のバランスがあろうか

と思いますので、そのことについては、今後の皆

さんの接種の仕方の内容を注視しながら調整して

まいれればなと思ってございます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 横田有一議員。 

○１番（横田有一） 私の周りには、もう６５歳

過ぎたお年寄りがたくさんいるのですけれども、

無料でやってくれると言ったら、皆さん喜んでく

れたのですよね。でも、それって、初めて受ける

人とかといったら、そういういろいろなデータと

かが必要だし、そういうことをほかの病院で、例

えば前の病院でやっていたのを、書類を出してく

れるとか出してくれないとか、そういうのもある

だろうし、今まで受けたところにはちゃんと過去

のそういうカルテが残っているのだからできると

いうのもあるだろうし、そういう中でやっていく

ということは、先ほど言ったように、函館で受け
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る人は函館で受けたいなというのがあるだろう

し、そういう中で、七飯町だけが１００％持って

これるというものは、最初からそれというのは、

そういう話が出たとき、担当課長として、無理で

ないのかというのがあったのですか、それともで

きるというふうにとらえていたのですか。 

○議長（木下 敏） 子育て健康支援課長。 

○子育て健康支援課長（岩上 剛） 担当としま

しては、もともと全町民を対象にしたという部分

は、町内の医療機関の先生方の御助言をいただき

まして、今後、インフルエンザの時期にかける

と、コロナと見分けがつかなくなるので、七飯町

内の医療機関、管内の医療機関の混乱を避けるた

めに、一つのリスクでもつぶせるような、そうい

う対策を講じたほうがいいのではということで、

６月の中ぐらいからこういうことを七飯町内でも

呼びかけて、予防接種対策していきたいという思

いで七飯町として取り組ませていただくことにな

りました。これにつきましては、なかなか住民の

方の理解、そして、打たれる方は打たれるし、打

たれない方は打たれないという可能性の中で、で

きれば町としては、そういう医療機関の混乱を避

けるために、接種していただきたいということの

呼びかけを行っていきたいと思っていますので、

それについては可能であろうということで認識し

ておりました。これについては御理解いただけれ

ばと思います。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 横田有一議員。 

○１番（横田有一） 本人はわかっているのです

けれども、本音が言えないのかどうかわからない

ので、その前に、今回のインフルエンザの予防接

種の優先順位というのは、国はまずは医療従事者

にやって、次に高齢者、基礎疾患の人にやって、

妊婦さんもやるという話があったというのは聞い

ています。でも、リスクがあるからといって、こ

れは今、もう１回検討するよというような話に

なっていると思うのですよね。あとはそれに伴っ

て、高齢者及び基礎疾患を有する者が集団で居住

する施設で従事する者に対してもやってください

よと出ているのですよね。そういう順位でやって

くださいと。実際には新型コロナとのかかわりも

あるからということで、そういうふうにやってく

ださいよとなっている。 

 町長に最後に聞きたいと思うのですけれども、

これというのは、最初から町長はわかっていたか

といっても、わかっていましたとは言えない話だ

と思いますけれども、実際にはこういうふうに、

やっぱり町民のことを考えて、僕は少なくてもそ

ういうふうにやっていくということに対して、

やっぱり事務段階というのですか、担当者段階で

は、それに対してきちっとそういう話が出たとき

に、そういうのでないよというものに対して、も

う少し丁寧に調べて出すべきだったと思うのです

よ。何かお互いに早い者、早くうちでこういうの

を出したほうが町民受けするよというふうなもの

でなくて、やはり本当に町民のためになるものを

優先順位として、これとこれとこれとこれをやっ

ていく。お金をかけるというのが別にいいという

わけではない。国のお金はこれだけいただけるけ

れども、プラス自費があっても、自費を使わない

ようにしてなるべくやっていく。それでなくたっ

て、七飯町は今、緩くない、緩くないよと、何か

すると、いやいやこれはまだ優先順位が低いです

から、そっちは待ってくださいとよとかという話

がちらちら出ている。その中で、苦しい中でやっ

ているのですから、その辺はもう１回きちっと、

やっぱり理事者側として整理していただけるかど

うかというのをお伺いしたいと思います。 

○議長（木下 敏） 副町長。 

○副町長（宮田 東） それでは、お答えさせて

いただきます。 

 るるいろいろな形はあろうと思います。今、イ

ンフルエンザの関係については、６月の補正のと

きに、数字的な予算計上については、一応町民を

対象にというような形の中でとらせていただきま

したが、やはり個々で接種する人としない人とか

という形もあろうと思います。予算計上上は、七

飯町民のうちの約８割の方がやっていただけるの

だろうと、子供たちも対象になるというようなこ

とで、そういう形で予算を計上させていただきま

した。 

 その後、私ども、ちょっとそれが早いというよ

うな部分は確かにあろうかと思います。とにかく
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インフルエンザを打てば、そこで打った方が熱が

仮に出た場合については、ある程度コロナに近い

のだろうというような判断材料として、これを

やったことによって医療機関についての負担につ

いてもかなり負担が楽になるのだろうなと。コロ

ナの相談に行ってください、保健所のほうに相談

に行ってくださいというのもスムーズに進むので

はないかというような、そういうものがございま

す。町民に対して少しでも安心感を与えたいとい

うようなことの部分の先行でございました。 

 その後に、いろいろな各まちについても、七飯

町のインフルエンザのワクチンはいいねというよ

うな部分で、そういう声も聞こえてきましたし、

今、現実問題は、国のほうで、優先順位をつけて

やっていくというような形です。国がやるとする

のであれば、また広まって、今度、ワクチンの量

が足りなくなるというようなことも、今、議員、

指摘のとおりのものが現実問題、差し迫っている

のだろうなと思ってございます。その中でも、で

きるだけ私どもは渡島医師会だとかそちらのほう

に協力いただいて、ワクチンの確保についてはお

願いしているというような形でございます。結果

の部分については、特にやっていかないとちょっ

とわからないというのが正直なところであります

ので、その辺については、今後も少し状況を見て

いただきたいなというふうな気持ちがございま

す。 

 全体的な、先ほど経済の話がございましたけれ

ども、それについては重々、何が一番手を入れな

ければだめだ、何に力を入れなければだめだ、来

年の予算をどうするのだというようなことがる

る、これからの大きな課題として上がってこよう

と思ってございます。 

 当面の動きとして、私どもでちょっと進めてい

るのは、国の３次補正、今、コロナに関係して、

地方創生臨時対策交付金が３次補正があるという

ような前提の中でこれまで進んできました。今、

政府の関係について、皆さん御存じのとおり、動

きがございまして、少しその方向がまだ定まって

きていない。まだ金額についてもどのくらいにな

るかというのも定めがない。ただ、このような状

況の中で、全国知事会のほうから国に対して要望

して、全体として約５,０００億円ほど足りない

のだと。知事会として要望して、３次補正をして

ほしいと。予備費を取り崩してでも各自治体のほ

うに流してくれというふうな形の動きがあります

し、実際、動きがありました。そのような形、動

きを見ながら、今、インフルエンザの関係につい

ても、またいろいろな対策についても、また十分

に調査を重ねまして、今回の９月定例会には提案

してございませんけれども、私どもについては、

今後、臨時会なり１２月の補正なりというふうに

向けて、また第３弾というような形で対策をとっ

ていきたいと思ってございますので、その点、少

し様子を見ていただいて、御理解をいただきたい

なと思ってございます。 

 今、議員言われているのは、インフルエンザの

関係については、今の段階では、詳しい部分につ

いては、なかなか即答は難しいのだろうなと。先

般、インフルエンザの分については予算をいただ

きましたので、精一杯努力をしてまいりたいとい

うことで、御理解をお願いしたいなと思ってござ

います。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 横田有一議員。 

○１番（横田有一） では、２問目にいきます。 

 ２問目、新型コロナウイルス発出後の令和３年

度の財政運営について。 

 国は今年度予算で、新型コロナウイルスによる

追加補正額が５７.６兆円で、総額で１６０.３兆

円であり、日本の国債残高は２０年度末に９６４

兆円になる見込みで、来年度以降には１,０００

兆円の大台が目前に迫っている。 

 町は、国の財政が厳しくなる中で、今後どのよ

うな財政運営をしていくのか、町長の所見を伺い

たい。 

 １、新型コロナウイルスで町が徴収を猶予した

件数と金額について。 

 ２、国民健康保険税や介護保険料の減免の利用

状況は。 

 ３、来年度の個人及び法人町民税収額は、今年

度に比べてどの程度を見込んでいるのか。 

 ４、来年度の予算はどのような予算編成を考え

ているのか。 



－ 30 －

 ５、来年度は基金を取り崩す考えはあるのか。 

 ６、来年度は今年度に比べて新たな収入増を考

えているのか。 

 ７、支出減を何に求めているのか。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（木下 敏） 税務課長。 

○税務課長（広部美幸） 税務課からは、１点目

と３点目についてお答えいたします。 

 まず、１点目の、新型コロナウイルスで町が徴

収を猶予した件数と金額についてでございます

が、８月末での状況は、個人町民税７件、６７万

１,５００円、法人町民税２件、１５万１,０００

円、固定資産税１２件、１,７６５万３００円、

軽自動車税１件、１万２,９００円、合計で２２

件、１,８４８万５,７００円となっております。

なお、同じ納税義務者で複数の税目を申請してい

る方が３件おりますので、実際の件数は１９件と

なっております。 

 次に、３点目の、来年度の個人及び法人町民税

収額は、今年度に比べどの程度を見込んでいるか

でございますが、来年度の個人町民税や法人町民

税においては減収となると予測しております。し

かし、今回のコロナウイルスはまだ収束が見え

ず、今後の流行により、減少幅には変動がござい

ますので、今の段階で金額をお示しできない状況

でございます。令和３年度の予算編成時にはしっ

かり精査してまいりますので、御理解願います。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 住民課長。 

○住民課長（清野真里） ２点目の、国民健康保

険税の減免の利用状況についてですが、新型コロ

ナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の

減免利用世帯は、８月末現在で１７世帯、減免額

は４２１万２,１００円となっております。な

お、この減免による減収分につきましては、国が

費用全額を財政支援することとなってございま

す。 

○議長（木下 敏） 福祉課長。 

○福祉課長（村山德収） ２点目の、介護保険料

金の減免利用状況についてお答えいたします。 

 令和２年８月３１日現在の新型コロナウイルス

感染症の影響による介護保険料の減免の利用者実

人員は８名で、減免額合計が６１万６,６４０円

でございます。なお、当該措置による減収分は国

費で全額財政支援されるものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 総務財政課長。 

○総務財政課長（俉楼 司） 私からは、４点目

以降についてお答えしてまいります。 

 まず、４点目、５点目の、来年度の予算編成、

また、基金の取り崩しについてでございます。 

 新型コロナウイルス感染症の影響により、町民

の生活が一変するとともに、地域経済活動が停滞

している状況となっております。 

 このような中、町税の大幅な減収、また、消費

の落ち込みから、地方消費税交付金、ゴルフ場利

用税交付金など、歳入についても大幅に減収する

と想定しております。また、国の歳入自体が減る

ことから、地方交付金も減収することが考えられ

ます。町税が減収する分については、地方交付税

で措置されることになりますが、全額措置される

わけではなく、その他の歳入の減収に対する国の

救済措置がないため、まずは歳入に見合った歳出

の編成に努め、新型コロナウイルス感染症対策等

を除く事業については、極力基金を投入しないこ

とを方針としたいと考えております。 

 さらに、当町が行う事業については、新型コロ

ナウイルス感染症予防対策のため、新たな生活ス

タイルの中で事業を行うことが必須となります

が、イベントなどは町民などが集まる機会にもな

りますので、安全性に考慮し、どのように進める

べきか、縮小、廃止を含めた事業のあり方につい

て検討してまいります。 

 次に、６点目の、新たな収入増の検討について

でございます。 

 収入増についてはなかなか厳しいところではご

ざいますが、既存のふるさと納税の拡大、七飯町

を応援していただける方にクラウドファンディン

グ等による寄附を募ることなどを検討してまいり

ます。 

 また、手数料、使用料等を見直すことととも

に、遊休町有地の売却も引き続き積極的に進め、

財源の確保に努めてまいります。 

 ７点目の、支出減に何を求めるかについてでご
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ざいます。 

 先般の財政計画での質問の際にもお答えいたし

ましたが、町として、町民の生命と健康を守り、

経済の回復を第一に考えたとき、新型コロナウイ

ルス感染症の対策を講じながら行政運営すること

が最重要課題となりますので、現在行っている事

業、今後進めるべきとして検討されている事業に

おいても、大胆に凍結、先送りするなど、進めて

いかなければならないと考えているところでござ

います。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 横田有一議員。 

○１番（横田有一） ちょっと見てくださいよ、

この１番、３番、２番。町民は減免してください

という方は、みんな頑張っているのですよ。個人

町民税とか、こんなものですよ。みんな何とかこ

このところ、新型コロナウイルスを何とか自分の

力、そして町の力を借りて何とかしたいというの

がありありでないですか、これは。例えば来年度

の個人、法人の町民税ですけれども、まだそこま

でやっていませんよというけれども、今日の新聞

か何か見ると、国民総生産がＧＤＰですか、３

１.１％とか落ちたというふうに出ている。今の

段階で、この後、６月だかの速報値だから、この

後、今、いろいろなものが、経済的なものを一生

懸命やっている。それでも去年の数字になるかと

いえばならない。その辺の数字というのは、例え

ばそれなりに、これぐらいだったらこうですよと

いうものを、全然そういうシミュレーションはや

らなかったのですか。 

 来年度予算については、今回の監査報告書の中

にも出ているように、どこというのでなくて、こ

の中に、財源の構成という中にて、今後も引き続

き自主財源の確保が課題であり、使用料や手数料

の見直し、不要財産の処理など、増収に向け、可

能なものから積極的に取り組んでいただきたいと

いうふうに書いてある。 

 最後に、公共投資の長寿命化対策や老朽化問

題、人口減少や少子高齢化対策に伴う社会保障経

費の増加など、今後も多大な財政負担が見込ま

れ、さらに近年、勃発している自然災害への備え

も欠かせない状況である。現在、新型コロナウイ

ルス感染症の収束のめどが立っておらず、その影

響が長引き、大幅な歳入不足や歳出拡大となった

場合、基金の取り崩しによる調整が不可欠であ

り、財政を取り巻く状況はさらに厳しさが増すも

のとなっている。 

 最後に、将来にわたって健全な財政運営を維持

していくために、地方債残高の抑制や新たな自主

財源の確保、入札執行、契約方法や補助金交付方

法の見直し、企業の優先緊急度の精査による経費

節減など、十分に留意し、多様化する行政需要に

対応しながら、最小の経費で最大の効果を上げる

ように努めていただきたい。 

 まさに監査委員は本当にいい数字を見ていい監

査をやっているのではないかと僕は思うのですけ

れども、今言ったようなものをできるのかどう

か。この中に、例えば、町の財産の売却というの

があるのですけれども、具体的に何を考えて、ど

のぐらいの予算をとりたいのか。 

 それから、ふるさと納税だって、去年よりさら

に落ち込んでいますね。去年の半分近くなってい

るではないですか。今年の手取りなんて３,００

０万円ちょっとぐらいでなかったかと思うのです

けれども、そういうものに対してどういうふうな

取り組み方をしているのか。 

 それから、さっき言ったクラウドファンディン

グというのは、何をどういうふうにやりたいの

か、具体的にやることを考えているのか。そうい

う言葉が出てくるということは、考えているので

ないかと思うのですよね。 

 やはり今、町民も１２月まで休業補償の補助金

が出ているから頑張れているよと。これで本当に

１２月で切れてしまって、新型コロナのワクチン

とか出るのが、収束するのが遅くなった場合に

は、企業だっていつまでも我慢できなくなって切

りますよね。そういうふうになった場合、七飯町

民の所得だって、去年並みになかなかならなく

なってくる。 

 ならば、今ここで、余りそれを言ったら嫌われ

るよと言われるかもしれないけれども、当然、こ

こにいる役場の職員のお給料だってそれなりのこ

とを考えていかなければ、それをやらないという

のだったら、三役が、緩くないときだから、少し



－ 32 －

ぐらい削減しますかという話になったならば、そ

うしたら議会もやらなければだめだという話にな

るかもしれない。でも、それだけ今切羽詰まって

いるとき、我々だけ今までと同じだというのはお

かしい話になっていくと思うのですよね。そこの

ところをどういうふうに考えているのか。 

 ちょっとわからないので、最後にもう１点、固

定資産税の３年に１回の見直しの時期というのは

いつなのか、ちょっとわからないので教えていた

だきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 一般質問の途中ですが、１

時間たちましたので、２時１５分まで休憩いたし

ます。 

 暫時休憩いたします。 

午後 ２時０１分 休憩 

────────────── 

午後 ２時１３分 再開 

○議長（木下 敏） 休憩前に引き続き、再開い

たします。 

 一般質問を続けます。 

 横田有一議員の再質問に対する答弁より入りま

す。 

○議長（木下 敏） 税務課長。 

○税務課長（広部美幸） 私のほうから、固定資

産税の評価替えの年度についてお答えいたしま

す。 

 固定資産税の３年に１回の評価替えは、令和３

年度、来年度でございます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 総務財政課長。 

○総務財政課長（俉楼 司） それでは、私のほ

うから、財政に関する御質問がございましたの

で、答弁してまいります。 

 まず、来年度の予算編成の方針というところで

ございます。まだまだコロナ対策に関する国の情

報だとか、そこら辺も十分に分析ができていない

状況にあるところでございます。今後、予算編成

を迎えますが、まだ編成方針を決めたということ

ではございませんので、現段階でということで御

理解をいただきたいと思います。 

 まず、先ほど来、収入が落ち込むということで

ございます。それについては、私たちも収入が落

ち込むという想定をしているところでございま

す。ただ、どのぐらい落ち込むかという分析はこ

れからになりますけれども、現段階の予算編成の

方針としては、コロナ対策は除いて、現状行って

いる事業については、収入に合った歳出とする、

歳入歳出の均衡をとるということで、極力基金を

投入しないということを方針に掲げてまいりたい

と考えてございます。そのためには、当然、現状

でも歳出、いろいろ事業を行ってございますが、

大胆に事務事業見直しをして、それを優先順位を

つけながら事業を行っていくということが必要に

なってくるということで考えてございます。 

 続きまして、歳入、どのような歳入を見込んで

いるかという中で、ふるさと納税、クラウドファ

ンディングということで御答弁させていただきま

した。 

 ふるさと納税につきましては、令和元年度の決

算ベースで約４,０００万円ございまして、前年

度は５,０００万円ということなので、少し落ち

込んでいるところでございます。ただ、こちらに

ついては、やり方次第でまだ税収が上がるという

ことを考えてございます。全国、今回、コロナ対

策の際にも、七飯町、マスクが足りないというよ

うなことが新聞に出された際には、仙台のほうか

らだとか、札幌のほうからも、少しではございま

したが、マスクを届けてくださった方もいらっ

しゃいます。全国にはまだまだ七飯町を応援して

いただける方がたくさんいると思います。そうい

うようなところを拡充できないかということで、

検討してまいりたいと思います。 

 また、クラウドファンディングについても同様

でございます。全国、いろいろな自治体でも、こ

のクラウドファンディングを導入してやっている

のを私も少し勉強させていただいております。七

飯町として、クラウドファンディングにのせて応

援していただくものが何かということでございま

すけれども、比較的応援をしていただきやすいの

が、イベントとか、スポーツイベント、大会等の

応援とかは応援していただける率が高いのかなと

思ってございます。また、そのほかの事業につい

ても、こういうものを通じて応援をしていただ
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く、町の財源を少なくして、このようなもので

賄ってまいるというのは、今後、七飯町としても

課せられた課題であると思いますので、積極的に

検討していきたいというところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 横田有一議員。 

○１番（横田有一） 先ほど固定資産税が来年度

に見直しだということだったのですけれども、評

価額そのものは今期に比べて上がるのですか、下

がるのですか、その点をお聞きしたいと思いま

す。 

 それから、来年度予算について、いろいろな話

が今出たのですけれども、何も具体的なものは出

ていないで、思いを語っているだけですよね。応

援してくれるだろうとか。応援してくれるだろ

うって、こういうふうにしなければ応援してくれ

ないよとか、魅力あるものでなければできないよ

というのが普通でないですか。誰が自分の応援す

るものをより有効に使えられるかどうかというの

が大きな問題だと思うのですよね。そういうもの

に対して、ただこういうふうにして応援してくれ

るとやれますよねとかと言われても、何を言いた

いのかさっぱりわからない。こういうのはやはり

結果が出てこなくてはいけないようなものなのだ

から、これだっていつになったらできるのですか

ということですよ。来年の本当に予算に間に合う

のですかということではないですか。 

 それだったら、もっと手短に、確実にできるも

のというのを、何があるのかということをやって

いかなくてはいけないのでないですか。さっき私

が言ったように、それというのは余りいい話では

ないですけれども、給与の減額とか、何年間だけ

は緩くないから、町民の皆さん、よろしくお願い

しますというのだったらわかる。町民の皆さんで

なくて職員の皆さん、緩くないので協力してくだ

さいよというのだったらわかるけれども、そうで

もなかったら、今、七飯町の所得が来年度下がる

とわかっていて、ではここにいる人たちだけは今

までどおりもらうのですかということですよね。

やっぱり緩くないときにはみんなで緩くないなり

にやっていくというのが一つだと僕は思うので

す。考え方だと思うのですけどね。そういうふう

なことでもしていかなければ、来年度に間に合う

ものは僕はないのではないのかと。 

 例えば、前に僕、一般質問でも言ったのですけ

れども、職員の駐車場代とか、これだってほかの

町村で緩くないからとそういう財源化していると

ころ多々ありますよね。そういうことを、職員に

まであれするということを発言ばかりしているの

はちょっと心苦しいのですけれども、やはりこの

駐車場、例えば文化センターの前に三つあって、

本当にいいだけ自由に職員が使っているというと

ころがある。確定申告の時期になると、狭くなっ

てとめられないよとか、それから、文化センター

で催し物があると間に合わないよとかというの

が、実際にそういう声が聞こえているではないで

すか。そういうことをやはりきちっと、やはり町

民とともにある役場なのだから、やっぱりそこの

ところをお互いに、緩くないときにはこうしよう

ね、ああしようねというものをやっていかなけれ

ば、町民、離れていってしまいますよ、本当に。 

 今、例えば厚生年金なんてかける人が少なく

なってきている。健康保険には入るけれども、厚

生年金は嫌だと、払わないよと、そういう人だっ

て出てきていますよね。将来、自分たちがその年

になったら、本当にそういう年金がいただけるか

どうかというのがわからない。そんなものをかけ

るよりは、もっと効率のあるようなものに、例え

ば保険会社のほうにかけていくとかという人だっ

て、最近、結構そういう人間が、若い人たちがい

るというふうに私は聞いています。 

 だから、やはりそこのところをどうしていくか

ということを、やっぱり町民とともに考えていけ

る役場でなくてはいけないと思うので、そういう

ところ、ふるさと納税だって、減ったところもあ

るけれども、増やしたところも、昨年度、令和元

年度にはそういうところがあったというふうに聞

いていますよね。 

 それから、決算の数字の中を見ても、町単費の

補助金がふえていますよね。ああいうのだって、

町単費の補助金というのは、どれだけ有効なのか

という、そういうものに対する、庁内の課長さん

たちだけで、これは適正だとか有効だとかという

ふうに出すのでなくて、やはり町民を交えた中で
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そういうことをやっていくということが、町民が

入っている中でやるのだから、町民の中から、こ

れは適正だったよということだって入ってくるの

と、全然そういう人たちを入れないで、ただ庁内

の課長さんたちでやったものと、全然町民に伝わ

る流れが違うのでないかと思うのですよね。だか

ら、そういうもっと開かれたものでやっていかな

ければ、なかなか厳しいことになっていくと思い

ます。 

 それで、先ほど言ったように、もう少し具体的

なもの、何やるかにやると言っても、はい、やり

ますよと、そんな短時間のうちにできるものとい

うのは、今まで見てもあり得ませんでしたので、

そういうところを、すぐできるものとすぐできな

いものがあるのだから、そこのところをうまく組

み合わせてやっていくとかということについてど

う考えているのか。 

 それから、支出減、町単費の考え方、それか

ら、増収のほうの関係ですけれども、ふるさと納

税、もっとうまいやり方をしたらもっと伸びます

よとか、さっきそういうやり方次第ですよと言っ

ていた。どういうやり方なのですかというのをや

はり具体的に述べてください。 

 もう我々議員の中では、本当に皆さんは、今、

町は緩くないというのは頭の中にきちっと入って

います。その中でどういうふうな財政運営をする

のが大事なのかというのが、やはり大きな問題に

なっていますので、そこのところを、我々が考え

るから、あなたたちは黙って賛成しなさいよとい

うわけにはいかないと思うので、やはりそういう

ところをきちっとわかるようにしていただきたい

なということでありますので、大きく言うなら

ば、増収、増減をどういうふうにするのかという

のを教えてください。増収、増減、支出減。お願

いします。 

○議長（木下 敏） 税務課長。 

○税務課長（広部美幸） 固定資産税の来年の評

価額について御答弁いたします。 

 評価替えの作業は現在行っている最中でござい

ますが、土地につきましては大きな上昇は見られ

ませんので、同じもしくは若干下落すると思われ

ます。家屋につきましては、従前から買っており

ます家屋は３年に一度の評価替えで、評価額は落

ちます。償却資産におきましては、毎年減価償却

いたしますので、トータル的に見て、来年の評価

額は減少する見込みであります。 

○議長（木下 敏） 副町長。 

○副町長（宮田 東） それでは、私のほうから

財政的な話の歳入歳出の関係で、具体的なという

ような話でございましたけれども、具体的なもの

をこと細かく申し上げると、痛みを伴うものに

なってくるので、できるだけコンパクトに、もっ

と整理した中で議員の皆様にも情報提供を今後さ

せていただきたいなと思ってございます。 

 ただ、いずれにいたしましても、監査委員の監

査報告にもございますとおり、その部分には、先

ほど補助金の話もございましたけれども、その辺

についてはかなり精査をしながら、例えば具体的

に言うのであれば、前年度繰り越しがあるところ

については、実際問題、団体によっては減額した

ところもございます。そのような形で精査をし

て、吟味をして進めていきたいなと思ってござい

ます。 

 もう一つ、具体的に申し上げるのはふるさと納

税のほうで、総務財政課長のほうで、やり方に

よってはまだふえるというような表現がございま

した。私のほうで今現在考えているのは、これは

道の駅だとかコンベンション協会だとか大きな団

体、物産協議会だとか、いろいろあるのでしょう

けれども、七飯町はいろいろな多岐にわたる特産

物があると。ただ単体で売っているとなるとなか

なか魅力が伝わらない。それを、七飯町の特産物

というような形の中の詰め合わせ的なセットのも

の、例えば大沼なら大沼のほうのセットもの、こ

ちらの本町、大中山のセットものとか、そういう

バラエティに富むような形で、それも一律３,０

００円ではなくて、５,０００円のものもあれば

１万円のものもあると、そういうものを各それぞ

れの公の団体のほうでつくっていただきまして、

それをふるさと納税のほうにメニューとして上げ

ると。新たな商品開発をやっていきましょうとい

う形なのですが、それでどのくらいふえるかどう

かと確約することはできませんけれども、そうい

うやり方で、ちょっと見方を変えて、全国にＰＲ
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をしていけたらなというようなことで、少しそう

いう部分については検討をしているという、一つ

の具体例ですが、歳入についてはそのような形で

考えてございます。 

 まだまだ歳入、先ほど駐車場の問題もございま

したし、いろいろあろうかと思います。行政改革

の中で、私ども職員ですが、本部あり、また、民

間の方が入った推進会議もありますので、そのあ

たりで吟味して、方向性を定めていただきたい。

業務項目も、今、幾つということは言えません

が、かなりの項目が上がって、それの実現に向け

て、スピード感を持って進めてまいりたいという

ことを申し上げておきたいなと思ってございま

す。 

 それと、来年度の見通しはそういうものも反映

できるような形の中でとにかく進めていきたいと

思ってございますので、余り時間をあけないよう

な形の中で、議員のほうにも情報提供させてもら

いたいなと。どうしても行革をやって歳出減とな

ると痛みを伴う。町民の方についても痛みが伴う

案件ですので、少し慎重にやらせていただいて、

なおかつスピード感を持って、来年度の予算に反

映できるような形で努力してまいりたいと思いま

すので、御理解のほどお願いしたいと思ってござ

います。 

 私のほうからは以上です。 

○議長（木下 敏） 横田有一議員。 

○１番（横田有一） いつも押し問答で終わるの

かという感じで、これ以上言ってもよくわからな

いようなことを言われるので、次の質問にいきま

す。 

 最後、大中山複合施設の国旗掲揚ポールの設置

について。 

 広報ななえ８月号を見ていたら、大中山複合施

設の国旗掲揚ポール設置工事の入札結果について

公表された。大中山複合施設は、昨年４月に運営

開始された施設であるが、最初からなく、新たに

設置されたものなのか。工事費（消費税込み）が

２７３万９,０００円であり、高額な工事と考え

るが、当初工事に含まれていればこんな工事費に

ならなかったのではないか。町長の所見を伺いた

い。 

○議長（木下 敏） 副町長。 

○副町長（宮田 東） それでは、私のほうか

ら、大中山複合施設の国旗掲揚ポール設置の件に

ついてお答えいたします。 

 初めに、大中山複合施設建設の経過を申し上げ

ますと、旧七飯消防署大中山分遣所を改築し、平

成３年１月に改修した大中山出張所と、学童保育

で使用していた旧大中山公民館を、ともに経年劣

化が進んでいることから改築することとあわせ

て、効率的な機能を図るため、複合施設として建

設し、昨年４月から開始をしております。 

 このような経過の中で、国旗掲揚ポールの件に

ついては、施行前の現在地において国旗掲揚ポー

ルがなかったことから、計画から施工に至るまで

国旗掲揚ポールの設置に気づかず、見落としてお

りました。大中山地区の玄関口に当たる出張所に

国旗掲揚がないという事態を招き、深く反省をし

ているところでございます。 

 また、当初工事に含めて発注していれば工事費

も安く済んだのではということですが、議員の御

指摘のとおり、１０万５,０００円ほど安く済ん

だものと試算しております。１０万５,０００円

の内訳といたしましては、大中山小学校の国旗掲

揚ポール工事費との比較でございますが、それで

５万１,０００円、消費税８％と１０％、２％の

違いで５万４,０００円となっております。合わ

せて１０万５,０００円ということでございま

す。 

 今後、各種事業の実施に当たり、慎重に精査を

重ねてまいりますので、御理解のほどお願い申し

上げます。このたびは大変誠に申しわけございま

せんでした。 

○議長（木下 敏） 横田有一議員。 

○１番（横田有一） 副町長に深々と頭を下げら

れたのですけれども、やめなくてはいけないのか

なと思ったのですけれども、ちょっと気になった

のが、ほかと含めてやった場合と１０万円しか差

がないというふうな言い方ですけれども、私はそ

んなものでないのでないかなと思うし、ここにい

る議員の皆さんも、そんなものでないのでないか

というふうに僕は考えていると思うのですよね。

だから、１０万円しかないのだったら、後でやっ
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ても対して変わりないのでないかという話になる

けれども、そんなもので済む話でもないし、これ

というのは、本当に申し訳ないですけれども、職

員の、大変言いづらいのですけれども、やはり最

近、どう見ていても、職員の程度というのは、私

が二十何年前に議員になったときはもっと職員の

皆さんというのは元気ではつらつとして仕事をし

て、他の部署のことでも口出しして、こうだ、あ

あだとかと言ってくれていたけれども、今の職員

はよそのところに食いついてこない。それは僕は

関係ありませんよというような、職員のそういう

気質というのですか、そういうのが変わってきて

いる。変わってきたからといって、それを全部う

のみにするのでなくて、やはり職員としてあるべ

き姿というのはこうだよということは、やはりき

ちっと上司の方々がそういうのを教えていかなけ

れば、本当に職員の質というのは僕は下がると思

う。 

 今回、こんな問題だったからいいよというふう

な話だと思うのですけれども、たかが２７９万円

かもしれない、１０万円しか安くなりませんよと

言われて、ああそうですかと納得している人とい

うのはそんなにいないのでないかなというふうに

僕は思いますよね。こういうのは、事実としては

こういうのを、最初から入ってきたものをやらな

かったからこうなったのだよと。金額だけでなく

て、これというのは、やっぱり職員教育だと思う

のですよね。職員教育がきちっとなされて、こう

だよ、ああだよ、それから、先輩職員がこう言っ

たというものに対して、本当にちゃんと聞き耳立

ててくれればいい。 

 私、なぜこういうことを言うかというと、自分

のほうである課でこういう問題があったからと

言ったら、僕、そんなこと聞いていませんでした

と平気で言う。そういうことを言われてしまう

と、これが普通の民間の会社だったら、そことも

う二度と取り引きしませんよというふうになれば

それで終わりの話だけれども、ここは役場です

よ。そういうふうにならないので、やはり職員教

育というものをきちっとやっていただきたいと思

うのですけれども、これについてこれ以上質問し

ようがないので、最後にちょっと町長が御発言し

てくれるのだったら、ちょっとお願いしたいなと

思います。 

○議長（木下 敏） 町長。 

○町長（中宮安一） 金額的なものについては、

大中山小学校を建設したときの、大中山小学校に

国旗掲揚台をつくっています。それと同じものを

つくって、そちらの工事費との比較をした中で、

１０万５,０００円という差額が出たのだという

ことで、まずはそこは御理解いただきたいなとい

うふうに思っています。ですから、これももし複

合施設と一緒に発注していたらという、そこでの

入札の執行率とか、そういうものをかけ合わせた

中での数字ですので、まずは御理解をいただきた

いなというふうに存じます。 

 そして、何よりも職員の質でありますけれど

も、これは全て私の指導力不足であるというふう

に思い、心からお詫びを申し上げたい。そしてま

た、そういう大変嫌な言葉をお聞きしたというの

も事実ですから、これからは私のほうでしっかり

職員教育をしてまいりたい。 

 私も常に言っているのは、ある民間の経営者と

お話ししたときに、よく知っている方がリストラ

されてしまったのです。私はその社員というのは

とても優秀な社員だと思っていました。その経営

者に、どうしてあの方、リストラしたのですかと

聞いたのです。そうしたら、これをやりなさいと

いうことを、それだけをやっている社員であれば

使いものにならないと。それプラス、それと同じ

ような状況をしっかり見きわめて、そのことを生

かしていく社員でないと、これからはこの社員は

成長がないのだと。だからあの社員はリストラし

たというふうなことをお聞きしました。 

 そのことを、何回か部課長会議あるいは部長会

議の中でもお話をさせていただいているところで

ありますけれども、それだけが職員教育ではござ

いませんので、今度は、今、議員のほうから御指

摘をいただいた、そういったことをしっかり念頭

に入れて、より一層、職員の教育に邁進してまい

りますので、また、あわせて、研修会というので

しょうか、勉強会みたいなものもしっかりやって

いかなければならないだろうというふうに思って

います。 
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 私も北海道町村会の理事をやらせていただいて

いるところなのですけれども、以前に管理職の研

修というのがあったのです。それは、なりたての

ときの研修だったのです。実は私も受けておりま

す。非常に、当時は江別の研修所があったころで

したので、１週間、缶詰なのです。大変厳しい、

きつい研修でありましたけれども、後に考える

と、非常に勉強になった研修会でありましたの

で、これはぜひそのことを北海道町村会のほうで

もまた復活してほしいと。そのときには、今、も

う宿泊所がないものですから、ポールスターなり

そういったところを利用しながらということでお

話をしておりましたら、今、東京のほうで、１年

に２回ほど集めてやっているという、そういうこ

とをお聞きしましたので、ぜひそういったところ

も利用しながら、職員教育というものを真剣にこ

れからやってまいりますので、御理解を賜りたい

と存じます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 通告順に発言を許します。 

 中川友規議員。 

○１４番（中川友規） それでは、通告に従いま

して、２問質問いたします。 

 まず１問目から、新型コロナウイルスによる教

育への影響について。 

 新型コロナウイルスが大都市を中心にいまだに

猛威を振るっており、北海道においても、数は少

ないとはいえ、連日のように感染者が確認されて

いる。 

 第一波と言われる２月中旬から始まった感染拡

大は、学校の休校、卒業式、入学式の縮小、運動

会や遠足などの学校行事の中止など、子供たちに

も大きな影響を及ぼしました。 

 また、長期にわたる休校による授業時数の減少

を取り戻すため、夏休み期間も大幅に短縮されま

した。 

 このような状況の中で、子供たちは夏休みを満

喫する間もなく学校が再開し、外出の制限やマス

クの着用など、生活環境が大きく変化した中で、

子供たちは目に見えないストレスを感じているこ

とも想像されます。 

 そこで、過去の状況も踏まえ、次の点について

伺いたい。 

 １、本年度のいじめの状況について。 

 ２、本年度の不登校の状況について。 

 ３、本年度の授業の実態について。 

 ４、本年度の学校行事について。 

 ５、今後の対策について。 

○議長（木下 敏） 学校教育課長。 

○学校教育課長（北村公志） それでは、１点目

の、本年度のいじめの状況について答弁申し上げ

ます。 

 本年度のいじめの状況についてでございます

が、本年７月に全児童・生徒を対象に、いじめの

把握のためのアンケート調査を行いました。 

 アンケートでは、いじめを受けた件数ではな

く、学校で嫌な思いをしたことがある件数として

のとらえでございますが、件数は、小学校が１２

６件、中学校が８件で、昨年の同時期に比べ、小

学校２９１件、中学校２２件より大幅に減少し、

調査を開始して以来、最小となっております。４

月、５月の休校が影響していると考えられ、新型

コロナウイルスのせいでいじめがふえたと言えな

い状況でございます。このことから、今後も継続

した気配り、目配り、家庭や関係機関と連携した

学校の指導対応を継続してまいります。 

 なお、このアンケート調査の結果につきまして

は、従来、公表しておりませんでしたが、保護者

の皆様、地域の皆様にも関心を持っていただくた

め、町のホームページへ公表させていただいたと

ころでございます。 

 続きまして、２点目の、不登校の状況について

答弁申し上げます。 

 ７月末現在の数字でございますが、３７件の不

登校の児童・生徒がおり、昨年の同時期と比較し

て７件の増加となってございます。全ての事案で

はありませんが、コロナウイルスに係る休校期間

の長期化が要因となっている事案もございます。

不登校につきましても、各学校での家庭訪問や適

応指導教室を活用した指導対応を継続してまいり

ます。 

 続きまして、３点目の、授業の実態についてで

ございます。 

 学校では、文部科学省より示されております、
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学校における新型コロナウイルス感染症に関する

衛生管理マニュアルに基づき、感染症対策を実践

しながら授業を行っているところでございます。 

 続きまして、４点目の、本年度の学校行事につ

いてでございますが、１学期は、御質問のとお

り、運動会や授業参観を初め、ほとんどの学校行

事が中止または延期となっており、２学期以降の

学習発表会、学芸会や、秋の遠足など、随時見直

しを行ってまいります。 

 ５点目の、今後の対策についてでございます

が、マニュアルに基づいた感染症対策を継続しな

がら、子供たちのストレスをできるだけ取り除け

るよう、教職員一体となり取り組んでまいりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 中川友規議員。 

○１４番（中川友規） いじめの調査、７月の調

査ということでは減少傾向にあるということであ

りますけれども、休校もしていたというところも

大きく影響しているのかなと。実際、８月から学

校が動き出してきた中で、要は子供たちの生活環

境が変わって、８月から、これからが実際にどう

影響してくるのかなというところだと思うので、

今ほど７月のアンケート、これはこれで必要な数

字ですけれども、やはり常時、コロナの生活環

境、今の平時ではないときは、例えば１０月、１

１月だとか、要は２学期のところでも、やはり随

時調査をかけていって、今まで以上に常に子供た

ちを見守るといいますか、そういう注意をしなが

ら、注視していかなければいけないのかなという

ふうに感じておりますので、今後も、７月の調査

だけをもとにしないで、随時やっていくべきだと

思います。 

 不登校についても、やはり休みが続けば、学校

に行きづらくなるというところもあると思います

ので、当然、ここは増えているのかなというふう

には思いますけれども、この辺のケアとかも、や

はり毎年の通常時の対応ではなくて、先ほどと同

じですけれども、環境の変化、今のコロナ禍の中

での対応というのをしっかりやっていただきたい

なと。 

 そして、授業の実態についてということで、マ

ニュアルに沿ってやっていくということですけれ

ども、授業時数に関して、間に合うようにやって

いるとは思うのですけれども、実際にマスクをつ

けて、例えば体育などでも、どこまで本当にやれ

ているのかなと。通常、体育で、本当に子供たち

を走らせたり何なりとか、いろいろな体育授業も

できたと思うのですけれども、今回は多分、違っ

たやり方をしていると思うのですけれども、そう

いうような影響が、時数としてはクリアしている

とは思いますけれども、実際に子供たちには、も

うちょっと本当は教えるというか経験させられる

ものである部分が、少し少なくなってしまってい

るのかなというのが気になっておりますので、そ

の辺の、これは学校の先生たちが一生懸命やって

くれているとは思うのですけれども。 

 学校行事についてということで、これも随時見

直していくということですけれども、ただでさえ

コロナ禍で全て中止という状況の中ですので、

今、いろいろな対策が出てきて、国の基準も少し

変わったりとかしていますので、随時、情報収集

して、学校現場と、ここまでならできるとかとい

うものを、学校現場の声をしっかり聞いて、いろ

いろなやり方、通常でいけばだめではないかなと

いう部分もあると思いますけれども、それを

ちょっとしたやり方を変えるだけでやれることも

あると思いますので、その辺もしっかりやってい

ただきたいなと思います。 

 今後の対策についてということで、今後、でき

ることであれば今年中とかにおさまるとかという

ものがあれば本当はいいのですけれども、例えば

来年までまたいでしまったりとなったときに、学

校がどういう運営をしていくのか。今はよその学

校、町外の学校では、運動会も中止ではなくて延

期でやり始めているところもありますけれども、

七飯においては中止ということだったのですけれ

ども、来年も、この状況が残念ですけれども続く

ような雰囲気がありますので、そういう行事ごと

も中止でいくのか、それともやり方を、コロナの

状況にもよりますけれども、何とかできる方法で

やっていくものなのか、その辺についてお願いい

たします。 

○議長（木下 敏） 学校教育課長。 
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○学校教育課長（北村公志） それでは、１点目

の、本年度のいじめの状況についてでございま

す。 

 いじめの調査につきましては、コロナにかかわ

らず、例年、年２回、本来、５月と１０月に実施

をしております。また、今回の嫌な思いをした件

数につきましても、随時、学校のほうで追跡調査

を行って、結果、いじめにならないよう、いじめ

ではない件もありますけれども、嫌な思いが改善

するように努めております。今後も秋に、必ずま

た新たに、議員がおっしゃるとおり、２学期が始

まりまして、子供たちに間違いなくストレスがか

かってくる状態です。それがいじめにつながらな

いように、随時、調査を行ってまいります。 

 続きまして、２点目の不登校につきましても、

議員のおっしゃるとおり、休みが長期間続きまし

たので、今回、自宅での期間がかなり長かった

と。それで、家から出たくないというふうになっ

た件もございます。今回、前回の定例会で答弁し

ましたとおり、学校復帰が全てではございません

が、学校へ戻れる意思のある子につきましては、

十分な対応を行ってまいりたいと思います。 

 ３点目の、授業の時数でございますが、４月、

５月、ほとんど授業ができませんでした。６月の

再開時に、改めて学校のほうでカリキュラムを組

み直して、運動会の中止、中体連の中止、遠足等

の見直しなどを行い、学年によって違いますが、

標準時数、ほぼほぼ、おおむね１,０００時間程

度、年間でこなさなければなりません。今回、１

学期終了して、３００から３５０時間、学校にも

よりますが、３割程度の授業の取り返しができて

おります。これも再度の休校がなく、予定どおり

再開時から１学期を無事過ごせた結果だと思って

おります。今後も無理のないように標準時数をク

リアしながら、子供たちにストレスがかからない

ような授業を進めてまいります。 

 続きまして、学校行事の見直しでございます。

運動会につきましては中止を決定させていただき

ました。札幌等では９月、秋にやっているところ

もあると思います。議員のおっしゃるとおり、学

校でもできるだけ子供たちのために学校行事をや

りたいという思いがありまして、先日になります

けれども、中学校３年生、東北への修学旅行、

行ってまいりました。おかげで２週間経過した学

校もありますし、何事もなく感染症対策をばっち

りこなして、十分な対応をして、向こうでも歓迎

され、大きな成果を得られたことかと思います。 

 来年度以降の行事につきましても、今、校長会

と協議を始めたところでありまして、極力子供た

ちが、行事というのは各時期、各時期でめどにな

る、目当てになる大きな節々になりますので、万

が一中止、縮小になってもがっかりしない、スト

レスがかからないような見直しを図っていきたい

と思っております。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 中川友規議員。 

○１４番（中川友規） わかりました。 

 今後、これからいろいろな校長会だとか学校関

係と協議して、いろいろな対応を考えていくとい

うことだと思うのですけれども、いじめの状況と

いうか、いじめにかかわらずなのですけれども、

今、学校のほうでスクールロイヤーの導入といい

ますか、動き始めてきたと思うのですけれども、

いじめの関係に関しましても、いじめに限らずな

のですけれども、いじめの関係も、やはり法的側

面からのいじめの予防教育ということで、弁護士

さんが、要は判例を示しながら、いろいろやると

いうような流れもありますので、これも文科省で

出したやつですけれども、特に今回はどんなケー

スになるのかわからないというのもありますの

で、せっかくスクールロイヤー、今、やり始めて

いるので、いじめに限らずですけれども、コロナ

禍の中での対応を、やっぱりしっかり活用して

やっていただきたいなと思います。トラブルが

あったときだけ行くのではなくて、やはり事前に

弁護士の先生とやりとりして、要は予防ができる

ということにもなりますので、その辺もしっかり

やっていただきたいなと。その辺、ちょっとお願

いします。 

○議長（木下 敏） 学校教育課長。 

○学校教育課長（北村公志） スクールロイヤー

につきましては、昨年の１０月に学校の教職員対

象に研修を行わせていただき、今年度から事業を

実施させていただいたところでございます。幸
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い、いじめだとか家庭等のトラブルとか、現在の

ところは発生しておりませんので、当初想定して

いたトラブルが発生した際の法的解決ということ

で、スクールロイヤーのほうへはまだ、いいのか

悪いのかわかりませんけれども、活用していない

状況でございます。議員のおっしゃるとおり、未

然に防ぐという意味でも、今後もスクールロイ

ヤーと連携しながら、結果、利用しないというの

が一番いいと思うのですけれども、有効に利用さ

せていただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 中川友規議員。 

○１４番（中川友規） トラブルがなく、利用し

ないというのはいいと思うのですけれども、文科

省の制度の中でいくと、予防も含めたものでの活

用もできますので、トラブルが起こってからだけ

ではなくて、事前の防ぐ意味での活用もしていた

だきたいと思いますけれども、その辺について。 

○議長（木下 敏） 教育長。 

○教育長（與田敏樹） 私からお答えをいたしま

す。 

 ゼロ次対応というやつだと思うのです。物事が

起きる前に対応するということで、ちょっと声が

変なのですけれども、コロナではございませんの

で、ぜひ御理解をいただきたいと思います。 

 いじめの要因が、コロナ禍にあって非常に複雑

になってきているのが、今、子供たちが楽しみに

していた行事が、１学期、ことごとくできなく

なってしまった。その中で、子供たちはそれを納

得しようと努力しているのです、一生懸命に。そ

して、言葉として出てくるのが、「これやってい

いの」とか、「ここでマスク外していいの」と

か、「しなきゃいけないの」とか、本来、子供と

いうのは、感情が理性に勝るものなのです。だか

らだだをこねる。それに対して親がしつけをして

いくということになるのですけれども、今、子供

たちはすごくいい子になっているのです。そのこ

とが、結果として、自分が我慢しているのに、我

慢していない子がいたときに、ターゲットがそっ

ちに向いてみたり、これ、大人の世界でいうと、

自粛警察というのもそれの一つになると思いま

す。 

 それともう一つは、我慢することによってスト

レスがたまって、不登校という形になる子供もい

るらしいです。これは国立の研究所の調査では、

７割の子供たちがストレスを抱えているという状

態らしいです。そうすると、いつ、どこでも、い

じめが発生しても、あるいは不登校になってもお

かしくない状況にあるということだと思います。 

 そういう状況の中で、何かあったときに何かを

するという対処療法ではなくて、今、議員がおっ

しゃったように、物事が発生する前に対応すると

いうことが大事だというふうに思っています。 

 それで、今、子供たちに対して、大人が何がで

きるかというと、大人も暗中模索の状態なので

す。ただ、唯一やれることは、子供たちの思いを

受けとめてほしいということです。いろいろな考

えがあることを否定をしないでしっかりと受けと

めて、共感をすることによって、子供たちが自分

の気持ちを理解してくれたというところで、スト

レスが一部発散される可能性もあります。そうす

ることによっていじめの発生が未然に防がれるこ

ともある。そういうことの一つに、さっきおっ

しゃったスクールロイヤーの先生にもその辺のお

手伝いをしていただいて、子供たちの悩みを専門

家の立場から解除していただくような努力はしな

ければいけないというふうに思っていますので、

一般的に言われている、トラブルになったときの

スクールロイヤーの活用の仕方と、もう一つは、

ゼロ次対応の活用の仕方ということも含めて検討

していきたいというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 中川友規議員。 

○１４番（中川友規） それでは、２問目、新型

コロナウイルスの状況下でのＤＶ被害や児童虐待

対策について。 

 近年、とても残念なことではあるが、ＤＶ（ド

メスティックバイオレンス）の被害や、児童虐待

の件数が全国的にも増え続けている。 

 町は、国、北海道と連携を強化し、早期発見や

改善等の対策をとり、ＤＶや児童虐待防止に取り

組んできている。 

 しかし、そんな中、今年は新型コロナウイルス

の影響により、被害を受けている方がＳＯＳを出
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す機会が難しい状態である。 

 そこで、過去の状況も踏まえ、次の点について

伺いたい。 

 １、本年度のＤＶ被害や児童虐待の状況につい

て。 

 ２、新型コロナウイルスの状況での対策につい

て。 

 ３、今後の対策について。 

○議長（木下 敏） 政策推進課長。 

○政策推進課長（中村雄司） 政策推進課から

は、男女平等参画を所管していることから、ドメ

スティックバイオレンス、ＤＶ被害に関連してお

答えいたします。 

 初めに、１点目の、過去の状況も踏まえてとい

うことで、本年度のＤＶ被害の状況についてです

が、道内における配偶者からの暴力に関する状況

は、北海道が取りまとめ、公表していることか

ら、七飯町内の方の相談件数について、渡島総合

振興局を通じて北海道庁へも確認いたしました

が、平成３０年度以前の道内全体の件数が公表さ

れており、令和元年度以降は公表に至っておら

ず、把握が困難でございました。 

 このため、現在、七飯町役場の関係部局といた

しまして、子育て健康支援課、そして学校教育

課、福祉課等、それぞれの行政サービスに関連し

て、御相談や情報をお受けしている状況でござい

ますが、子育て健康支援課では、ＤＶについても

児童虐待の観点から対応しており、令和元年度は

７件でしたが、今年度はこれまで５件でございま

す。 

 また、学校教育課でも、児童虐待の観点から対

応させていただき、令和元年度と今年度のＤＶ案

件はございませんでした。 

 また、福祉課では、高齢者虐待の観点で、令和

元年度は３件でございましたが、今年度は１件で

ございます。 

 このほか、政策推進課では、今年度、国の特別

定額給付金事務の際に１件の相談があったところ

でございます。 

 次に、２点目の、新型コロナウイルスの状況で

の対策についてですが、これまでも被害者の方が

相談を行う窓口は、北海道渡島総合振興局にある

配偶者暴力相談支援センターや警察のほか、民間

シェルターのウイメンズネット函館、法務局、函

館市の婦人相談員となっており、さまざまな機関

で相談に対応できます。また、医療機関や福祉関

係者、学校、児童相談所、保健所、町民が万が一

ＤＶ被害の方を発見した際には、警察や配偶者暴

力相談支援センターへ通報する仕組みとなってお

ります。一時保護が必要となる際には、民間シェ

ルターであるウイメンズネット函館等での保護と

なります。 

 新型コロナウイルスの状況下で申し上げます

と、今年の４月には、新型コロナウイルスの感染

拡大に起因して、生活不安やストレスからＤＶ等

の増加、深刻化が懸念され、相談窓口の充実が全

国的に求められていたところでございます。 

 次に、３点目の、今後の対策についてですが、

子育て部門に限らず、福祉や学校といった部門で

の相談も現に行っております。また、その他のさ

まざまな行政サービス提供時にも、万が一ＤＶ被

害の方からの相談があっても、適切な相談窓口へ

つなげていくことが重要と考えております。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 子育て健康支援課長。 

○子育て健康支援課長（岩上 剛） 私のほうか

らは、児童虐待対策について答弁してまいりま

す。 

 １点目、本年度の児童虐待状況でございます

が、当町での虐待事案件数は、令和２年度上半期

で延べ５件、実件数としましては４件となってご

ざいます。いずれも函館児童相談所と連携し、対

応している状況でございます。 

 本年度の七飯町相談件数等については、函館児

童相談所として、現時点で公表しているものは、

数値はないということでございましたので、御理

解をお願いしたいと思ってございます。 

 ２点目の、新型コロナウイルス状況下での対策

についてでございますが、外出自粛、学校休校な

ど、生活面においてさまざまな制限が加わるな

ど、家庭にこもる機会も多くなり、ストレスも増

加傾向にあるものと思われます。 

 要支援家庭においては、保健師や担当係による

戸別訪問の機会や、電話連絡の回数をふやすなど
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の対策、また、その家庭を取り巻く関係機関との

情報共有や連携を密に図るなどの対策を行ってい

る状況でございます。 

 ３点目の、今後の対策についてでございます

が、新型コロナウイルス感染症の収束が見通せな

い中、引き続き家庭にこもる機会が多くなるもの

と思われます。虐待の被害を受け、ＳＯＳを出せ

ない可能性も想定されることから、今後も保健師

や担当係による戸別訪問や電話連絡による相談、

また、地域の民生児童委員や町内会、各小中学

校、教育委員会、函館児童相談所との連携を密に

行い、些細なＳＯＳサインを見逃さないよう努め

てまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 中川友規議員。 

○１４番（中川友規） まず、児童虐待の数値と

いいますか、これは何日か前に新聞報道にもなっ

ていましたけれども、やはり昨年度はふえている

のですね。２０１９年度ですね。昨年度はふえて

いて、今年はまだ途中ですけれども、現状では

減っているという数字になっておりますけれど

も、児童相談所のコメントだと思うのですけれど

も、実際、コロナの影響で家庭訪問などを行え

ず、実態調査をする機会が減ったことから、件数

が減っているというコメントを出しているのです

けれども、普通に考えればそういう結果になるの

かなと。非常事態宣言だとか、そういう外出自粛

があったとき、また、今でもやはり心配で、家か

らなるべく出ないようにしている方もいらっしゃ

いますので、そういう状況の方が、やはり人と接

する機会が減っていく。減っていっている状態

で、どうやってアクションを起こすか。こういう

方々というのは、こういう方というのは被害を受

けている方のほうですけれども、児童虐待という

ので、やはり子供は自分からなかなか言えないと

思うのですよね。本当にあざでもできていれば、

すぐ周りの方もわかるだろうけれどもということ

で、やはり町としての、これは実際、児童相談所

と近隣のそういう関係機関とやっていかなければ

ならないとは思うのですけれども、昨年、これま

で同様のやり方ではちょっとまずいのではないか

なと。 

 当然、やるということにはなると思うのですけ

れども、実際、そういう取り組み、例えば連携の

仕方にしても、例えばどこに、先ほど連絡する場

所、ここに問い合わせすればいいよということを

おっしゃいましたけれども、実際にそれを皆さん

がわかりますかといったら、多分、わからない方

が多いと思うのですよね。実態調査をする機会が

ないというのも明確にわかっていますので、こう

いうときこそ、やはり担当課だけでなくて、いろ

いろな、それこそ本当の関係機関、関係機関も、

言われたところだけでなくて、例えば学校なら学

校というのは、当然、学校は一番かかわりますか

ら、ありますけれども、学校は学校で、いるとき

しかわからない。その後のことは、基本、なかな

かそこを把握するのは難しいですけれども、やは

り民生委員なのか、地域の人たちだとか、そうい

う人たち、いろいろな団体さんの関係になるの

か、そういうところとの一歩踏み込んだ連携をし

ていかないと、コロナ禍での対策というのは少し

弱いのかなと思いますけれども、これはＤＶに関

しても同じことだと思うのですけれども、やはり

児童虐待も一緒ですけれども、特にＤＶの被害を

受けている方というのは、自分を被害者だと思っ

ていない方も多いといいますか、もしくは、被害

を受けているけれども、言ったらもっとやられる

とか、本当にひどいそういう関係性になってし

まっている。だから、やはりそこは周りの人がど

うやって発見してあげるか。逆に、発見しても、

いや、いいのです、いいのですという方も実際に

多くいらっしゃる。そういう取り組みをどうやっ

てやっていくのかというのを、七飯町というか、

これは警察だとかいろいろなところと連携しなけ

ればならないのですけれども、その辺の対応策と

いうのはどういうふうに考えていますか。 

○議長（木下 敏） 子育て健康支援課長。 

○子育て健康支援課長（岩上 剛） 現在、七飯

町では、先ほど答弁もしたとおりでございますけ

れども、令和２年度の上半期で５件、実質件数４

件ということで、この件数については、当町のほ

うで実際に児相と各関係機関と情報交換なる要対

協という会議を開催して対応した件数でございま

す。昨年に比べ、若干数値は落ちているのかとい
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う部分も、確かにコロナの影響であろうかと思い

ます。それが直接関係しているのかどうかという

のは、なかなか判断が難しいところではあるので

すが、現状、減っている状況でございます。 

 そして、確かにコロナの状況ですと、子供さん

は学校休校中ですと、学童に通われている方は、

学童の施設開放している状況だったものですか

ら、その辺のＳＯＳ、体の傷だとか、子供がどう

いう表情をとっているかだとか、そういうことは

些細なサインとしては把握できたのですが、通わ

れていない方については、なかなか情報に乏しい

というのは確かに状況としてございました。 

 今後、また長期化するような状況でございます

ので、これについては、町内の方のやっぱり協

力、連携、そういうもののほかに、保健師だとか

担当課、担当係の担当者も、これまでの積み上げ

た情報等もございますので、そういうものを

ちょっと把握した中で、戸別訪問の強化、そうい

うものを図っていって、虐待の対策をまた継続し

て行っていきたいということで考えてございま

す。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 政策推進課長。 

○政策推進課長（中村雄司） ＤＶの被害者の方

が相談をする際の、なかなか相談しにくいという

状況があろうかということかと思います。また、

相談窓口をどうやってお知らせするのかだとか、

相談を受ける際の七飯町としてどういうふうな相

談を受けていくのかというところでございます。 

 まず、今回、コロナ禍の部分で申し上げます

と、国のほうでも、やはりＤＶの部分というの

が、やはり相談をする環境にはなかなか、もう

ちょっと充実しなければならないというようなこ

ともございまして、ＤＶ相談体制が４月に実は拡

充されました。２４時間の電話での対応ですと

か、また、ＳＮＳ相談、メール相談だとか、そう

いった部分も拡充されたものですから、そういっ

た部分を、まずそういう窓口が設置されましたと

いうのがまずは発信していくということが大事な

のかなと思います。それを少しでも目に届くよう

な形でできればなと思ってございます。 

 今回、一般質問をいただきまして、その分、う

ちのほうの業務も精査いたしましたが、その部

分、ちょっとまで十分ではないのかなというとこ

ろもございますので、ホームページ等でお知らせ

するなど、ＤＶ被害者に対する支援体制といいま

すか、相談窓口の体制だとか、そういった部分を

少しでも充実して、目に届くような形にしてまい

りたいというふうに思ってございます。 

 また、町全体としての相談体制でございます

が、１担当課では到底無理な内容だと思ってござ

います。それぞれ子育て分野ですとか学校、福祉

ということでお伝えいたしましたが、もしかした

らスポーツの現場などでも、もしかしたら傷とい

いますか、打ち身だとか、そういうような形が見

えるようなところもありますし、町全体として、

町民の方々と接しられるような場面で、少しでも

些細なＳＯＳを見逃さないような、そういった体

制づくりを進めることで、ＤＶ被害から守ってい

くというような町の体制を作れればなというふう

に思ってございます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 中川友規議員。 

○１４番（中川友規） 児童虐待もＤＶも、そう

いう取り組みだとか、逆に足りない部分について

はいろいろ考えていくようなことですけれども、

今、たまたま答弁がこっちとこっちというふうに

なっていますけれども、ここのつながりというの

はあるのですか、ＤＶと虐待とのつながりという

のはどういった連携になっているのか。 

○議長（木下 敏） 政策推進課長。 

○政策推進課長（中村雄司） 政策推進課と児童

虐待とかという部分でのつながりでございます

が、政策推進課のほうでは、男女平等という観点

から、総括的なことでお話しさせていただいてお

りますが、実際の現場といたしまして、そこの部

分で動きますのは、実際は子育て健康支援課のほ

うがほぼというところでございます。 

 今年の例で申し上げますと、実は特別定額給付

金の中の事務の際にも、こっちのほうで御相談を

いただいたのですが、実際のところは、お母さん

がお父さんに虐待を受けているという状況があっ

て、私ども、男性職場の中では、実は女性の方に

相談したいのだというようなところもあって、な
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かなかそこの部署とは限らず、女性視点からの相

談というような部分も重要なのかなというふうに

思ってございます。そういった場合、もしかする

と相談に乗るといいますか、相談をさせていただ

くのに、道のほうに直接連絡させていただくとか

というようなこともございますが、基本的にはそ

れぞれの職場といいますか、福祉の部門であれば

福祉の部門から直接ＤＶ関係のところにお伝えを

するというような流れになってございます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 中川友規議員。 

○１４番（中川友規） それぞれ担当があります

ので、確かに実動といいますか、動くのはやっぱ

り担当のところになると思うのですけれども、結

局、今日だったかきのうだったかの新聞にも、目

黒区かどこかの虐待で、亡くなってしまった子供

の裁判の記事が載っていましたけれども、これは

結構多いみたいですけれども、結局、ＤＶを受け

ているお母さんがいて、子供は虐待を受けてい

る。虐待を受けているけれども、ＤＶを受けてい

るからとめられないという、そういう裁判の関係

の記事が載っていましたけれども、だからいいの

かという話にはなりませんけれども、結局、ＤＶ

を早く見つけてあげることによって、虐待も関連

で防いでいけるという、逆もあるかもしれません

けれども、そういうことを考えると、確かに部署

が違うというのでいくとなかなか難しいのかもし

れないですけれども、一緒にそこの情報共有をし

て、例えば虐待を発見しましたと。そうしたら、

そこはＤＶはないのかいというような調査、逆も

やっていかないとまずいのかなと。 

 一応第２次七飯町男女平等参画の基本計画の中

でも、やはり基本計画の基本理念で、その中で

も、配偶者間、その他の男女間における暴力行為

が根絶されることという基本理念も掲げて、七飯

町でもそうやってやってきていますし、基本的な

施策の中でも、女性に対する暴力をなくそうとい

うことでうたっていっていますよね。 

 現状と課題というので、これも町のほうでは基

本計画の中でそれをうたいながらやってきている

と思うので、これは２０１６年から２０２５年ま

でのやつということですけれども、女性に対する

暴力に関してというところでは、具体的施策とし

て、女性に対する暴力の発生を防ぐ環境づくり

と、被害者、加害者に対する相談、カウンセリン

グ等、救済するための関係機関との連携というこ

とになっていますけれども、この辺も具体的にど

ういう取り組みをしているのか。要は、さっきも

言ったとおり、例えばそういう多くの町民の方に

対して、怒鳴り声がよくある家だ、だったらすぐ

通報して教えてあげなければと、たくさんの人に

それが思っていただければ、防げる可能性は少し

でもアップするのかなということもあるのですけ

れども、その環境づくりでそういったことをやっ

てきているのか。 

○議長（木下 敏） 政策推進課長。 

○政策推進課長（中村雄司） ＤＶの支援のとこ

ろでの、なかなか町のほうに届かないところのＳ

ＯＳをいかに相談のところにつなげていくかとい

うところでの一例かと思いますが、なかなかそう

いった部分までというのが、町がまちの中を歩い

て、なかなか聞こえてこないというのもございま

す。なかなか把握というのは難しいのかもしれな

いのですが、例えば民生委員さんからそういった

情報があったとすれば、町の福祉課のほうで速や

かに対応して、その状況を把握をするですとか、

それがもしお子さんがいるような御家庭とかとい

うことであれば、子育て健康支援課のほうでも状

況把握をしていくというところでございます。な

かなか現状、把握するというのは難しいところも

ございますが、そこの部分はできるだけ担当部署

だけということではなくて、それぞれの職員が気

づいた範囲の中で対応しているというところが現

状でございます。 

 ただ、そのお困りの方というのが、先ほど議員

がおっしゃっていましたが、自分でなかなか声を

発せられないとかという声も状況としてはあると

思います。そういった意味では、町としてもでき

るだけ些細なＳＯＳでも拾えるような環境は何と

か充実できればなというふうに思ってございます

ので、御理解いただきたいというふうに思いま

す。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 中川友規議員。 
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○１４番（中川友規） 実際、簡単に口で言って

すぐやれるというような問題ではないというのも

重々わかってはいるのですけれども、何とかこれ

はしていかないとというのがありまして、一応男

女平等参画推進条例の中でも、町の責務として、

基本理念にのっとり施策を推進して、総合的かつ

計画的に策定し、実施しなければならないという

ことだったので、ここに載っていますのでと思っ

たのですけれども、これは男女平等ということな

ので、女性に特化したのかなと思うのですけれど

も、警視庁のやつだと、年々年々、男性の被害者

もふえていっているというので、ちょっとあれっ

と思ったところもあるのですけれども、このデー

タがふえていっているということで、ＤＶもいろ

いろなＤＶがありますので、暴力に限らず、精神

的なものだとかいろいろなものがありますので、

そういう意味では、男女問わずのそういう被害が

増えてきているのかなというのであります。 

 その状況の中で、児童虐待とＤＶを一緒にし

て、やはり例えばというか、今、２０１５年だっ

たかな、ＤＶの民間シェルターの声なのですけれ

ども、警察の統計によると、日本では今も３日に

１人ずつ、妻が夫によって殺されていると、私も

見てびっくりしたのが現状ですけれども、内閣府

の調査によると、成人女性の３人に１人がＤＶ被

害を体験している。２０人に１人は殺されそうな

目に遭っているという、こういう報告が出てきて

いる。これは全国の話ですけれども、七飯町には

こういうことはないことを願っていますけれど

も、ただ、やはりこういうことを考えれば、もう

人ごとではないなということで、やはり２０代か

ら４０代が被害が多いということもありますの

で、うちのまちは子育て世代をふやしていこうと

今まで町長がやってきて、こうやってやってきて

いますので、やはりそうなると、そういう世代の

方々がふえていくと、そういう可能性も、子供も

そうですけれども、ふえていくというのもありま

すので、よそのまちでは、児童虐待と配偶者に対

する暴力防止条例というのをつくっているところ

もありますので、今回、コロナ禍という非常時と

いうこともありますので、ぜひ虐待とＤＶを一緒

にした防止条例をつくったほうがいいのではない

かなと。その条例をもとに、各課が基づいて、

しっかり窓口設置なり周知できるような体制づく

りをつくるべきではないかと思いますけれども、

いかがでしょうか。 

○議長（木下 敏） 民生部長。 

○民生部長（杉原 太） これまで話し合われて

きたというか、このＤＶ被害とか児童虐待の件に

ついては、非常にデリケートな問題でして、これ

は公表して数字が上がるとか上がらないとかとい

う前に、それぞれの家庭の環境だとか課題がある

というふうに思うのです。私たちも、これまで御

相談したケースの中では、夫婦間のそういうＤＶ

などであれば、すぐに家を出て、夫婦を引き離さ

なければならない、あるいは子供さんの虐待であ

れば、子供さんを保護して児童相談所に泊めても

らうというか、そういうふうにして対応しなけれ

ばならない問題、例えば夫婦間で、旦那さんの暴

力によって奧さんが大変だという場合は、すぐ次

に住まわれる場所も探さなければならないし、そ

の住む場所も秘密にしなければならないというふ

うなこともありまして、そのこと自体は、今、政

策で、ＤＶは政策推進課だとか、現場対応は保健

センターだとかというふうに、これはたまたま担

当の枠での話をしているだけで、実際に御相談に

来られる場合は、先ほど政策推進課長が言ったよ

うに、定額給付金のたまたま手続のときにちょっ

と相談をしたとか、あるいはその前であれば、や

はり離婚の関係の手続がどうだとか、あるいは子

供さんがどうだとかで保健センターのほうに、そ

ういうあざとか何かがあるからどうだとかという

ふうな情報が入って、緊急的に職員を集めて、保

健師だとかで、健康の問題だとか、保育士だと

か、そういう部分だとか集めて、今時点で、職員

の横の連携というのは実際にはしているところで

して、これはやっぱり個人のプライバシーの問題

もありますし、そういうその家庭自体で、奧さん

が今どこに移って住んでいるのだとかという情報

も漏れれば困るというのもありますし、当然、住

民票のほうも、移動した後に親戚関係が来ても、

その方の住所は教えられませんよというふうな内

部の私たちの個人情報保護というような対応も、

今現在、既に行っていることでして、議員がおっ
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しゃるように、条例制定ということも、防ぐ部分

ではそういうことも考えられることだというふう

には思います。理念として、そういうふうにして

お互いに男女がともにお互いを尊重して、協働の

まちづくりというような形で進むような形のもの

も考えられますけれども、今はそれぞれの窓口

で、どこの窓口に行っても、例えば税務課に行っ

て、ちょっとそういう相談があっても、すぐに私

たち福祉担当とか、保健センター、子育て支援だ

とか、そういう部分ですぐに情報を共有して対応

する状況にありますし、これで、住まいの関係で

いくと、今後、公営住宅の係にも、実際、相談し

て、今すぐ入れるところはありませんかというの

も、私どものほう、民生部のほうで対応しており

ますので、今後の動向もございますけれども、今

現在、そういうふうな部分で、各関係機関、もち

ろん教育委員会とも連携しながら進めている状況

でございますので、今後、そういう理念条例的な

ものも、確かにコロナ社会の中で、ウィズコロナ

の中でどう生活を守っていくかということもあり

ますので、検討していきたいというふうには思い

ますので、御理解いただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 中川友規議員。 

○１４番（中川友規） 今も課をまたいでいろい

ろ連携はとれているということだと思うのですけ

れども、なぜこのタイミングで、いきなりですけ

れども、条例の話までしたかというと、逆にコロ

ナの状況で目に見えない状況になってしまってい

る。だからこそ、今、町としてこういう条例をつ

くれば、町民に対してももっともっと意識を持っ

ていただける、そういう意味で、今から進めてい

くべきでないかなと。今すぐではないですよ。当

然、いろいろな検討をしてやらなければならない

ですけれども、そういう意味で、やるべきではな

いのかなと。この男女平等参画の基本計画にも確

かに書いていますけれども、そうでなくて、しっ

かりと七飯町として、ＤＶ、虐待に対する防止条

例というものをやったほうがいいのではないかな

と思いますけれども。 

○議長（木下 敏） 子育て健康支援課長。 

○子育て健康支援課長（岩上 剛） 子育て健康

支援課では、虐待を扱う観点で、今年１０月１日

から開設を予定しております子育て世代包括支援

センターというものを新たに立ち上げを行おうと

しております。この内容としましては、保健予防

部門と子育て支援部門がこれまで以上に連携しや

すい体制を構築していくと。妊娠期間中から子育

て期間において、切れ目のない支援を行っていく

と。子育てに関する不安を軽減し、虐待のリスク

や課題が顕著化する前の予防策をみんなで支援し

ていこうという目的で立ち上げるものでございま

す。 

 また、２０２２年までに、また新たに設置が国

のほうから義務づけられております子供家庭総合

支援拠点、虐待をメインとしての拠点をまた新た

に保健センターの中に位置づけをしていかなけれ

ばならないということが今予定されている状況で

ございます。 

 こういうタイミングにあわせて、虐待というも

のも、今後、課題が大きく問われてくるという部

分もございますので、こういうタイミングを機

に、そういう検討を前向きに図っていければなと

いうふうに担当課としては思ってございます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 政策推進課長。 

○政策推進課長（中村雄司） 男女平等の部分で

ございますけれども、既存の男女平等の条例がご

ざいますので、そういった部分の整合性だとかと

いうのもちょっと確認しなければなりませんの

で、早急な答弁というのはなかなかできません

が、男女平等、また、ＤＶ被害、そして児童虐待

につながる部分というのは、関連性が強いところ

がございますので、今後の研究課題というふうに

させていただければなというふうに思います。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 中川友規議員。 

○１４番（中川友規） まず、ちょっと戻ってし

まうかもしれませんけれども、包括のセンターを

やるという話が今出ましたのであれですけれど

も、これは確かに子供が産まれてからずっととい

うか、いつまでの期間をかかわるのですか。 

○議長（木下 敏） 子育て健康支援課長。 

○子育て健康支援課長（岩上 剛） 子育て包括
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支援センターの扱う年齢についてですが、先ほど

答弁申し上げたとおり、妊娠期間中のお母様から

中学校３年生まで、卒業するまで、この期間を対

象として受け入れをしていこうということでござ

います。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 中川友規議員。 

○１４番（中川友規） それは確かに義務教育と

いうことの区切りだと思うのですけれども、児童

虐待に関しても、中３までの間というのは、逆に

幼稚園だとか保育園だとか小学校、中学校という

ので、わりかし児童虐待に関しては発見しやす

い。ただ、どこまでというふうになればあれです

けれども、たしか児童福祉法では１８歳までが児

童となっていますよね。要は１６歳以上、高校生

ですよね。そこを見るというのはどういうふうに

なっているのですか。 

○議長（木下 敏） 子育て健康支援課長。 

○子育て健康支援課長（岩上 剛） 先ほど

ちょっと私のほうで答弁間違っておりましたの

で、修正をさせていただきたいと思います。 

 先ほど中学校卒業までというふうに、児童相談

所の取り扱いということで答弁してまいりました

けれども、高校卒業するまで、１８歳までという

ことが正しい内容でございますので、修正をさせ

ていただきます。申し訳ございませんでした。 

○議長（木下 敏） 中川友規議員。 

○１４番（中川友規） そうしたら、児童福祉法

のとおり、１８歳までということでよろしいとい

うことですね。わかりました。 

 あと、男女平等等参画推進条例があるので、確

かに新たに条例をつくってまでというのは要らな

いという考えもわかりますけれども、ちょっと今

の警視庁のデータだとかを見ると、七飯町のやつ

に関しては、女性に対する暴力に限っていますの

で、やはりその辺も、新しい条例までは要らない

というのであれば、この条例を少し変えていかな

ければならないのかなと。要は、男性といいます

か、男の被害者、相談者も千何件、１,６６０件

というのも出ていますので、そういった意味で

は、本当は男女平等参画の、国も男女平等参画、

共同参画でしたっけ、そっちのほうで法律をつ

くってやって、それに基づいてやってきていると

いうのもわかりますけれども、本来であれば、こ

ういう状況になったらＤＶもしくは虐待全般にか

かわるものを踏まえた条例制定も、検討くらいし

てもいいのかなと思うのですけれども、その辺、

いかがでしょうか。 

○議長（木下 敏） 政策推進課長。 

○政策推進課長（中村雄司） 男女平等の条例と

の整合性でございますが、まず、男女平等という

ことで、男性、女性を隔てなく、そういった意味

での条例というふうにしてございますので、男性

が被害を受けているから適用できないだとか、そ

ういった考え方は毛頭ございません。そのため

に、最初、男女平等の理念としては、議員おっ

しゃるとおり、女性を守るというような意味合い

が強かったというふうに思いますが、そういった

部分では、男女平等、隔てなくというふうに思っ

てございます。また、男性の方が相談件数もふえ

ているというような状況もございますので、そう

いった部分、内容を把握しながら、本当に必要な

のかどうかというのは研究していく、検討して

いってもいいものなのかなというふうに思います

ので、関係機関と、町の内部、子育て健康支援課

とかと連携しながら勉強させていただければなと

いうふうに思います。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 以上で、一般質問を終わり

ます。 

 暫時休憩いたします。 

午後 ３時４７分 休憩 

────────────── 

午後 ３時５８分 再開 

○議長（木下 敏） 休憩前に引き続き、再開い

たします。 

  ─────────────────── 

 日程第３ 

同意第１６号 教育委員会委員の任命に

ついて 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第３ 同意第１６号教

育委員会委員の任命についてを議題といたしま

す。 
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 提案説明を求めます。 

 町長。 

○町長（中宮安一） 同意第１６号教育委員会委

員の任命についての提案説明を申し上げます。 

 次の者を教育委員会委員に任命したいので、地

方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第

２項の規定に基づき、議会の同意を求めるもので

ございます。 

 次の者とは、住所、亀田郡七飯町字大沼町８８

９番地。氏名、山川俊郎。生年月日、昭和２３年

７月４日。 

 提案理由。 

 教育委員会委員であります山川俊郎氏が、令和

２年９月３０日で任期満了となることから、引き

続き同氏を任命したく、提案するものです。 

 山川氏は、一般財団法人北海道国際交流セン

ター副代表理事及び一般財団法人北海道大沼国際

交流協会副理事長などの要職を務められ、周囲の

信望も厚く、人格高潔で、教育、学術及び文化に

関し、豊富な識見を有しており、教育委員会委員

として適任者であります。また、平成８年１０月

から６期２４年間にわたり、教育委員会委員とし

て御活躍されていることは御承知のことと存じま

す。 

 よって、地方教育行政の組織及び運営に関する

法律第４条第２項の規定に基づき、議会の同意を

求めるものであります。 

 御同意くださいますようよろしくお願い申し上

げ、提案説明といたします。 

○議長（木下 敏） これより、質疑を許しま

す。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 質疑を終わります。 

 お諮りいたします。 

 本件は、人事案件でありますので、議会運営例

規第５４項により討論を省略いたしたいと思いま

すが、御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件については、討論を省略すること

に決定いたしました。 

 これより、採決を行います。 

 同意第１６号教育委員会委員の任命について、

これに同意することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件については、これに同意すること

に決定いたしました。 

  ─────────────────── 

 日程第４ 

同意第１７号 監査委員の選任について 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第４ 同意第１７号監

査委員の選任についてを議題といたします。 

 提案説明を求めます。 

 町長。 

○町長（中宮安一） 同意第１７号監査委員の選

任についての提案説明を申し上げます。 

 次の者を監査委員に選任したいので、地方自治

法第１９６条第１項の規定に基づき、議会の同意

を求めるものでございます。 

 次の者とは、住所、亀田郡七飯町本町１丁目１

４番３号。氏名、永田英利。生年月日、昭和２５

年１月１０日。 

 提案理由。 

 監査委員であります永田英利氏が、令和２年１

０月８日で任期満了となることから、引き続き同

氏を選任したく提案するものです。 

 永田氏は、株式会社はこだてワインの代表取締

役社長就任中に七飯町企業誘致専門委員、七飯町

農水産物付加価値向上協議会委員、町内の企業で

構成される異業種交流組織ななえ倶楽部の会長な

どを歴任し、地域経済の活性化に御尽力されまし

た。また、人格高潔にして、財務管理及び行政運

営に優れた識見を有し、地方行政が求める監査委

員として適任者であります。なお、平成２０年１

０月から七飯町監査委員として御活躍されている

ことは御承知のことと存じます。 

 よって、地方自治法第１９６条第１項の規定に

基づき、議会の同意を求めるものでございます。 

 御同意くださいますようよろしくお願い申し上

げ、提案説明といたします。 

○議長（木下 敏） これより質疑を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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○議長（木下 敏） 質疑を終わります。 

 お諮りいたします。 

 本件は、人事案件でありますので、議会運営例

規第５４項により討論を省略いたしたいと思いま

すが、御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件については、討論を省略すること

に決定いたしました。 

 これより、採決を行います。 

 同意第１７号監査委員の選任について、これに

同意することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件については、これに同意すること

に決定いたしました。 

  ─────────────────── 

 日程第５ 

  議案第４６号 七飯町手数料条例の一部 

改正について 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第５ 議案第４６号七

飯町手数料条例の一部改正についてを議題といた

します。 

 提案説明を求めます。 

 住民課長。 

○住民課長（清野真里） それでは、議案第４６

号七飯町手数料条例の一部を改正する条例につい

て提案説明申し上げます。 

 改正する内容については、お手元に配付されて

おります議案関係資料の１ページ、資料１の七飯

町手数料条例の一部を改正する条例の概要をごら

ん願います。 

 １、改正理由といたしまして、行政手続におけ

る特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律の一部改正に伴い、七飯町手数料条例の

改正が必要となったため、所要の一部改正を行う

ものです。 

 ２、改正内容といたしまして、通知カードの廃

止による再交付手数料の規定を削除するものでご

ざいます。 

 ３、施行期日といたしまして、この条例は、公

布の日から施行する、でございます。 

 新旧対照表につきましては、次の２ページ、資

料２に添付してございますので、御参照願いま

す。 

 提案説明は以上でございます。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（木下 敏） これより質疑を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 質疑を終わります。 

 これより討論を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 討論を終わります。 

 これより採決を行います。 

 議案第４６号七飯町手数料条例の一部改正につ

いて、原案のとおり可決することに御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、本案は、原案のとおり可決されまし

た。 

  ─────────────────── 

 日程第６ 

  議案第４７号 北海道市町村職員退職手 

当組合規約の変更に関する協議について 

 日程第７ 

  議案第４８号 北海道町村議会議員公務 

災害補償等組合規約の変更に関する協議 

について 

 日程第８ 

  議案第４９号 北海道市町村総合事務組 

合規約の変更に関する協議について 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第６ 議案第４７号北

海道市町村職員退職手当組合規約の変更に関する

協議について、日程第７ 議案第４８号北海道町

村議会議員公務災害補償等組合規約の変更に関す

る協議について、日程第８ 議案第４９号北海道

市町村総合事務組合規約の変更に関する協議につ

いて、以上３件を一括して議題といたします。 

 一括して提案説明を求めます。 

 総務財政課長。 

○総務財政課長（俉楼 司） それでは、議案第
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４７号、議案第４８号、議案第４９号について、

一括して提案説明を申し上げます。 

 このたびの規約の変更は、それぞれの組合にお

いて、加入している団体のうち、札幌広域圏組

合、山越郡衛生処理組合、奈井江、浦臼町学校給

食組合の解散による脱退が生じたため、規約を改

正するものでございます。 

 まず最初に、議案第４７号北海道市町村職員退

職手当組合規約の変更に関する協議について、提

案説明申し上げます。 

 議案関係資料の３ページ、資料３の概要をごら

んいただきたいと思います。 

 １の変更理由として、北海道市町村職員退職手

当組合を組織する団体の解散、脱退に伴い、北海

道市町村職員退職手当組合規約の一部を変更する

必要が生じたことから、この変更の協議につい

て、議会の議決を求めるものでございます。 

 ２の変更内容として、別表（２）の一部事務組

合及び広域連合の表、渡島管内の項中「山越郡衛

生処理組合」を削り、同表、空知管内の項中「奈

井江、浦臼町学校給食組合」を削る。 

 ３の施行期日として、この規約は、地方自治法

第２８６条第１項の規定による総務大臣の許可の

日から施行するものでございます。 

 新旧対照表につきましては、４ページの資料４

として添付してございますので、御参照願いま

す。 

 次に、議案第４８号北海道町村議会議員公務災

害補償等組合規約の変更に関する協議について、

提案説明申し上げます。 

 議案関係資料５ページ、資料５の概要をごらん

願いたいと思います。 

 １の変更理由として、北海道町村議会議員公務

災害補償等組合を組織する団体の解散、脱退に伴

い、北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約

の一部を変更する必要が生じたことから、この変

更の協議について、議会の議決を求めるものでご

ざいます。 

 ２の変更内容として、別表第１中「山越郡衛生

処理組合」、「奈井江、浦臼町学校給食組合」及

び「札幌広域圏組合」を削る。 

 ３の施行期日として、この規約は、地方自治法

第２８６条第１項の規定による総務大臣の許可の

日から施行するものでございます。 

 新旧対照表については、６ページの資料６とし

て添付してございますので、御参照願いたいと思

います。 

 次に、議案第４９号北海道市町村総合事務組合

規約の変更に関する協議について、提案説明申し

上げます。 

 議案関係資料７ページ、資料７の概要をごらん

願いたいと思います。 

 １の変更理由として、北海道市町村総合事務組

合を組織する団体の解散、脱退に伴い、北海道市

町村総合事務組合規約の一部を変更する必要が生

じたことから、この変更の協議について、議会の

議決を求めるものでございます。 

 ２の変更内容として、（１）別表第１の石狩振

興局の項中「（１２）」を「（１１）」に改め、

「札幌広域圏組合」を削り、同表、渡島総合振興

局の項中「（１６）」を「（１５）」に改め、

「山越郡衛生処理組合」を削り、同表、空知振興

局の項中「（３２）」を「（３１）」に改め、

「奈井江、浦臼町学校給食組合」を削る。 

 （２）別表第２の９の項中「札幌広域圏組

合」、「山越郡衛生処理組合」及び「奈井江、浦

臼町学校給食組合」を削る。 

 ３の施行期日でございます。この規約は、地方

自治法第２８６条第１項の規定による北海道知事

の許可の日から施行する。 

 新旧対照表につきましては、８ページから１２

ページまでに資料８として添付してございますの

で、御参照願いたいと思います。 

 提案説明は以上でございます。 

 御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（木下 敏） これより、議案第４７号、

議案第４８号、議案第４９号、以上３件につい

て、一括して質疑を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 質疑を終わります。 

 討論、採決については、１件ごとに行います。 

 まず初めに、議案第４７号北海道市町村職員退

職手当組合規約の変更に関する協議について、討

論を許します。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 討論を終わります。 

 これより採決を行います。 

 議案第４７号北海道市町村職員退職手当組合規

約の変更に関する協議について、原案のとおり可

決することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、本案は、原案のとおり可決されまし

た。 

 次に、議案第４８号北海道町村議会議員公務災

害補償等組合規約の変更に関する協議について、

討論を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 討論を終わります。 

 これより採決を行います。 

 議案第４８号北海道町村議会議員公務災害補償

等組合規約の変更に関する協議について、原案の

とおり可決することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、本案は、原案のとおり可決されまし

た。 

 次に、議案第４９号北海道市町村総合事務組合

規約の変更に関する協議について、討論を許しま

す。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 討論を終わります。 

 これより採決を行います。 

 議案第４９号北海道市町村総合事務組合規約の

変更に関する協議について、原案のとおり可決す

ることに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、本案は、原案のとおり可決されまし

た。 

  ─────────────────── 

延 会 の 議 決           

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） この際、お諮りいたしま

す。 

 本日の会議はこの程度にとどめ、延会いたした

いと思いますが、これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、本日の会議はこの程度にとどめ、延会

することに決定いたしました。 

  ─────────────────── 

延 会 宣 告           

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 本日は、これをもって延会

いたします。 

 お疲れさまでした。 

午後 ４時１５分 延会 
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