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第５次七飯町総合計画に関する調査特別委員会（第３回） 

 
令和３年１月１４日（木曜日）午前１０時００分開会   

   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

○案件 

 １．要求資料の説明及び質疑について 

 ２．その他 

   ───────────────────────────────────────── 

○出席委員（１６名） 

   委 員 長   田 村 敏 郎      副委員長   稲 垣 明 美 

   委  員   横 田 有 一      委  員   神 﨑 和 枝 

   委  員   平 松 俊 一      委  員   池 田 誠 悦  

   委  員   畑 中 静 一      委  員   長谷川 生 人 

   委  員   上 野 武 彦      委  員   坂 本   繁 

   委  員   澤 出 明 宏      委  員   中 島 勝 也  

   委  員   川 村 主 税      委  員   中 川 友 規 

   委  員   若 山 雅 行      委  員   川 上 弘 一 

   ───────────────────────────────────────── 

○欠席委員（１名） 

   委  員   青 山 金 助 

   ───────────────────────────────────────── 

○委員外議員（０名） 

   ───────────────────────────────────────── 

○出席説明員（３名） 

   総 務 部 長           釣 谷 隆 士   総務部総務財政課長  俉 楼   司 

   総務部政策推進課長  中 村 雄 司 
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午前１０時００分 開会 

○田村委員長 ただいまから第５次七飯町総合計

画に関する調査特別委員会の第３回目の会議を開

催いたします。 

 その前に、青山委員より本日の会議を欠席する

旨の届け出がありました。 

 それでは、さっそく協議事項に入りたいと思い

ます。資料要求の説明及び質疑についてですが、

説明員として、総務部長、経済部長、政策推進課

長、総務財政課長、都市住宅課長に出席をお願い

しているところでございます。 

 本日の予定ですが、まず政策推進課長より要求

資料の説明を受け、質疑を行い、終了後、都市住

宅課長より説明を受け、また質疑を行いたいと

思っております。 

 お手元にございます要求資料でございますけ

ど、財政計画につきましては、総合計画後期計画

との整合性を図るため、令和３年度予算がかたま

り次第説明を改めていただくということにいたし

たいと思います。 

 また、七飯町立地適正化計画についてもスケ

ジュールの関係により次回、改めての提出となり

ますので、本日は先般住民説明会での資料で行わ

れたものについての説明となります。ご了承いた

だきたいと思います。 

 それでは、さっそく資料の説明に入りたいと思

いますけど、総務部長、政策推進課長、総務財政

課長ご苦労様でございます。 

それでは、資料の説明をお願いいたします。 

政策推進課長。 

○中村政策推進課長 それでは、私のほうから政

策推進課における総合計画の部分での資料の説明

をさせていただきたいと思います。 

 お手元の資料１－１からまずご覧いただきたい

と思います。第５次七飯町総合計画後期基本計画

の見直しについてございます。七飯町総合計画に

つきましては、この資料で示す通り緑色の枠でご

ざいますが、平成２８年から令和７年度までの１

０か年計画というところでございます。この総合

計画につきましては、水色で囲っているところ

で、序論と基本構想、そして基本計画という３つ

の構成になってございまして、まず序論につきま

しては８つ項目があります。 

１、 七飯町の位置と地勢 

２、 第５次七飯町総合計画策定の目的と役割 

３、 七飯町の特性（強み）と政策展開の視点 

４、 時代の潮流 

５、 人口・世帯などの推移 

６、 従業者・通学者 

７、 住民の意識と期待 

８、 まちづくりの課題 

となってございます。 

今回の総合計画の見直しにおきましては、この

５番ですとか、７番のあたり。５番ですと、人

口・世帯などの推移につきましては、当初策定し

ましてから５年経過しておりますので、最新の情

報に改めていくといった内容になってございま

す。 

また、７番目の住民の意識と期待につきまして

は、前回アンケート調査をしておりまして、この

度もアンケート調査をしておりますので、その結

果を反映させてまいりたいというところでござい

ます。 

 続きまして、基本構想の部分でございます。こ

ちらは、まちづくり理念として４つ掲げてござい

ます。福祉の充実と支え合い等々４つございます

が、これらを基本理念は変わらず将来像として、

「さらに優しく、たくましく、笑顔あふれる未来

を目指して」というスローガンのもとに取り組み

をこれまでもしてきたところでございます。 

 こちら、基本構想の内容で人口推計等が内容ご

ざいますが、こちらも新たな情報として、転記し

ていくというような内容でございます。 

 そして、施策の大綱でございますが、こちら６

つの施策でございますが、こちらは変わらずこの

まま同様な内容で進むべきものと思ってございま

す。 

 続きまして、基本計画のほうで平成２８年から

令和７年の１０年計画でございますが、こちらの

基本計画１から６まで分野ごとにございます。こ

ちらの見直しをかけていくのが今回のメインの内

容となっております。右側に記載がございます

が、今後取り組むべき主要な施策を各分野にわた

り定めたものでございます。計画期間は平成２８
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年度から令和７年度までの１０年間。そして中間

年である令和２年度に社会情勢や住民ニーズなど

により進捗状況を含めて計画を見直すということ

としており、今回見直しを進めるものでございま

す。そして、下に矢印いきまして、後期基本計

画、令和３年から令和７年の見直しでございます

が、まず社会情勢として新型コロナウイルス感染

拡大や新たな感染対応等への対応も必要ではない

かという部分。そして、住民ニーズとして、住民

アンケート調査結果、七飯町総合開発振興計画審

議会、そして部会の意見の計画への反映等も必要

と思ってございます。 

その他といたしまして、これまでの事業の見直

し、そして完了事業及び新規事業の整理が重要と

いうところでございます。 

２ページ目にいきまして、これまでの後期基本

計画策定にかかる経過と今後のスケジュールでご

ざいますが、経過といたしまして令和２年４月１

日から５月２９日までの間に後期基本計画の登載

事業調査を役場庁舎内で実施をし、基本計画の見

直しに関する事務をスタートさせたところでござ

います。 

 その後、令和２年５月中旬から７月６日まで住

民アンケート調査となってございます。こちら住

民アンケート調査につきましては、無作為で抽出

しました１０歳台から８０歳台の町民３千名に調

査票を郵送させていただき、９６５件の回答、回

答率は３２．２％でございました。 

また、今回アンケート期間につきましてはコロ

ナ禍ということもございまして、調査票自体がな

かなか難しいというのもあったものですから、回

収も若干増やしたいという思いもあって窓口に調

査票の回収箱を設置し、回収に努めたところでご

ざいます。こちらは４件回答があったというとこ

でございます。 

その回答結果でございますが、町への愛着度と

して、とても愛着を感じている、どちらかという

と愛着を感じているという調査内容では、令和２

年の今回の調査では７４．０％が愛着を感じてい

るという内容でございます。こちらは平成２６年

の前回の調査と比べましても若干微増という状況

です。 

（２）の定住意向調査といたしまして、住みた

い、どちらかといえば住みたいといった意向調査

もしてございます。令和２年の調査につきまして

は、７６．１％が定住意向があるという内容でご

ざいます。こちらも平成２６年度の調査結果と比

較しますと微増という結果となりました。 

続いて、令和２年９月２５日、９月２８日にこ

れらのアンケート結果等を踏まえまして、第１回

ワーキング、七飯町の係長職からなる事務を考え

るところでございますが、ワーキングを開催して

おります。そして、策定委員会は七飯町の役場の

管理職が組織する策定委員会で協議を開始したと

いうところでございます。 

そして、令和２年９月３０日ですが第１回総合

開発振興計画審議会、こちら民間の方からなる委

員で構成された審議会の第１回目を開催し、スケ

ジュール等を確認の上、今後の協議を進めていく

といった内容で進めております。 

続いて、令和２年１０月６日から１０月８日で

ございますが、この審議会の部会において３つ部

会がございまして、生活環境交通部会、そして福

祉文教部会、経済部会の３つで、それぞれの部会

において審議をしていただいたという内容でござ

います。 

続いて、令和２年１０月２９日、１１月４日に

つきましては、審議会の状況等も踏まえまして、

七飯町役場の内部で第２回ワーキング、そして策

定委員会を開催したところでございます。 

そして令和２年１０月２９日から１１月１６日

にかけてですが、後期基本計画の策定に係る調査

を役場内にし、修正作業をしたというところでご

ざいます。 

そして令和２年１２月７日、１２月１６日に第

３回のワーキング、そして策定委員会を開催し、

素案の作成をしたというところで、現在、第５次

七飯町総合計画の後期基本計画の素案が現段階で

取りまとまったというところでございます。 

今後のスケジュールにうつりますけど、令和３

年１月６日から２月５日までにかけまして、現

在、総合計画後期基本計画素案につきましてパブ

リックコメントを実施をしてございます。このパ

ブリックコメントを踏まえまして、次は令和３年
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２月中旬ですが、第４回ワーキング、そして策定

委員会、総合開発振興計画審議会を開催し調整の

上、第５次七飯町総合計画後期基本計画案として

最終的には取りまとめてまいりたいと思ってござ

います。こちら取りまとめができましたら、令和

３年３月ですが、令和３年第１回七飯町議会定例

会のほうへ提案をしてまいりたいといったところ

で現在、スケジュールを考えているところでござ

います。 

そして、資料１－２でございますが、こちらは

七飯町総合計画後期基本計画素案ということで今

回提出させていただいておりますが、こちら現在

パブリックコメントとして、町のホームページ、

また出張所でお知らせしている内容のものでござ

いますので、ご覧いただきたいと思います。内容

につきましては割愛をさせていただきたいと思い

ますので、ご覧いただきたいと思います。 

続きまして、資料２－１のほうの説明をさせて

いただきたいと思います。 

資料２－１、第５次七飯町総合計画事業のう

ち、達成事業、未達成事業、達成率に関する資

料、総括表の説明をさせていただきたいと思いま

す。 

資料２－２は、資料２－１の内訳ということで

まず資料２－１のほうを説明させていただきたい

と思います。 

達成事業につきましてですが、こちらは１５事

業ございます。まず事業費の整理といたしまして

は、決算額が確定しています令和元年度までの事

業費を（Ａ）としております。それは平成２８年

から令和元年度まで。そして（Ｂ）は総合計画の

１０年計画期間である平成２８年から令和７年度

までの事業費というところで整理をしてございま

す。 

達成事業につきましては、令和元年度までに終

了しているものでございますので、達成率１００

％になります。こちらは事業費べースの達成率と

いうところでございます。達成事業１５事業につ

きましては、８５億４，９６６万７千円が令和元

年度までの事業費。そして、令和７年度までの事

業費としては同額として達成率１００％。 

続いて、未達成事業でございますが、２９事業

ございます。こちらは３つの種類に分類されるの

かなというところで、まず赤の事業でございま

す。未着手事業ということで１０事業ございま

す。こちらは未着手事業といいますが、総合計画

の後期の中で計画を予定されているような内容も

多く占められるものでございます。 

現在までの令和元年までの事業費としては

（Ａ）ですが０。そして（Ｂ）令和７年までの１

０年事業では３３億６，４３３万２千円。達成率

は０％でございます。 

続いて、黄色の部分の事業ですが、継続事業と

して１５事業ございます。こちらはこれまでも

ずっと継続して事業を実施しておりますが、完了

までには至っていないといった性質のものでござ

います。（Ａ）の令和元年度までの事業費といた

しましては、４２億３，５３３万１千円。令和７

年度までの１０年事業としましては、１０２億

４，２４８万７千円、達成率４１．４％でござい

ます。 

続きまして、オレンジ色の廃止事業でございま

すが、こちらは４事業ございます。こちらが事業

の必要性等が薄れたとか、必要性がなくなったと

いった内容で廃止となったものでございます。

（Ａ）の令和元年度までの事業といたしましては

１，０１５万円。令和７年度までの事業費（Ｂ）

ですが、２６億８，３１１万７千円の０．４％で

ございます。 

未達成事業合計といたしましては、２９事業

で、（Ａ）が４２億４，５４８万１千円。（Ｂ）

が１６２億８，９９３万６千円の２６．１％。こ

れら達成事業、未達成事業合わせますと４４事業

ということでございます。（Ａ）の事業費は１２

７億９，５１４万８千円、令和７年までの１０年

事業費としては２４８億３，９６０万３千円、達

成率としては５１．５％でございます。令和元年

度までの１０年間のうちの４年間で５１．５％と

いった達成状況です。 

続きまして資料２－２について、説明をさせて

いただきます。まず２－２の１ページでございま

すが、まず総括表で説明させていただきます。達

成事業に関する部分でございます。緑色でござい

ます。こちらまず表の見方でございますけど、全



－ 5 － 

部で１５事業あります。左上に事業名がございま

すが、例えば幹線道路等整備事業（大中山９号

線）をベースに説明をさせていただきます。まず

計画期間として平成２３年から平成２９年、この

緑色の部分が計画期間として整備をしているとこ

ろでございます。そしてこちらが赤の実線、矢印

線がまだ継続して平成２９年度までで終了したと

いった内容でございます。右側にいきまして事業

費ですが、令和元年度までは５，１６２万２千円

の事業費、令和７年度までの事業費としても５，

１６２万２千円といった事業の内容でございま

す。 

続いて、機材搬送車更新事業につきましては、

平成２９年度の計画値で単年度の事業というとこ

ろで、令和元年度までの事業費としては７１２万

８千円の１００％といった内容です。 

湯出川準用河川事業等につきましては、平成２

６年から令和４年までの事業計画の中、平成２９

年度までに事業を完了し、９，９０２万５千円の

事業費となってございます。 

水防センターの事業費につきましては平成２７

年から平成２９年の計画期間中、平成２９年度ま

でに終了し、３億２，６４５万３千円の事業費と

なっております。 

続いて、社会資本整備総合交付金事業（都市公

園遊具更新）でございますが、平成２３年から平

成２９年の事業でございますが、平成２９年まで

に終了し、事業費は４，２２５万９千円となって

ございます。 

大中山複合施設整備事業につきましては、平成

２８年から令和元年までの事業計画中、令和元年

までに終了し３億５，８３３万１千円です。 

大中山小学校改築事業ですが、平成２５年から

平成３０年までの事業計画期間中、平成３０年ま

でに終了し、事業費は２２億９，９７８万１千円

の事業費でございます。 

大中山小学校プール棟改築事業につきまして

は、平成２９年から令和元年度までの事業計画

中、令和元年度で終了し２，２９８万６千円で

す。 

大中山小学校交流広場整備事業につきましても

同様の期間で、事業費につきましては２億２３８

万２千円でございます。 

七重小学校耐震補強及び大規模改造事業につき

ましては、平成２７年、２８年の事業となってお

りまして、平成２８年までに終了し３億９，８２

７万５千円です。 

国営農業用水再編対策事業につきましては平成

１８年から平成２８年の事業計画期間中、平成２

８年度で終了し、６億７，４５６万５千円でござ

います。 

道営農業農村整備事業（白川地区）につきまし

ては、平成２４年から令和２年までの事業期間中

令和元年度で終了し、５億４，３９０万円の事業

費でございます。 

農地整備事業（広域農道七飯地区）につきまし

ては平成２６年から令和２年までの事業計画期間

中、令和元年度で終了し、１億５，５６１万８千

円でございます。 

広域的真空予冷施設建設事業でございますが、

平成２８年から平成３０年の事業計画期間中、平

成３０年までに終了し、２３億９，３７０万円で

ございます。 

道の駅建設事業ですが、平成２７年から平成３

０年の事業期間中、実施が平成３０年までとなっ

ておりまして、９億７，３６４万２千円でござい

ます。 

続きまして２ページでございますが、未達成事

業というところの未着手事業でございます。 

まず赤の部分が計画期間中で、まず事業が実施

されていないといった内容でございます。 

事業名称のみ説明申し上げたいと思います。 

消防団救助能力向上資機材整備事業、こちらは

令和２年に予算措置がされておりますがまだ決算

額が出ていないというところで現在の段階では未

達成と整理をさせていただいております。 

以下、水槽付消防ポンプ自動車更新事業、油圧

救助器具更新事業、図書館建設事業、藤城公民館

建設事業、峠下公民館建設事業、町民プール新改

築事業、スポーツセンター新改築事業、運動公園

等整備事業、道営農業農村整備事業（藤城地区）

これらが未着手事業ということでなっておりま

す。事業費につきましては平成２８年から令和７

年度の事業費といたしまして、３３億６，４３３
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万２千円の事業費となってございます。 

続いて３ページ目、未達成事業（継続事業）で

ございます。こちらは１５事業ございまして、黄

色部分が計画期間、そして赤の実線が事業実施を

している期間となってございます。 

新幹線道路等整備事業（飯田町８号線）につき

まして、平成２８年から令和元年度の事業費とい

たしましては１億４６２万１千円。平成２８年か

ら令和７年までの事業費として１億７，４６２万

１千円ということで継続事業として現在もとらえ

ているところでございます。 

続いて、町道等維持管理事業につきましては平

成１７年から令和８年の事業期間中令和元年まで

の事業費として３億８，０３６万８千円。令和７

年度までの事業費としては８億３，０６６万８千

円、達成率は４５．８％と現在とらえておりま

す。 

橋梁長寿命化の事業でございますが平成２７年

から令和５年までの事業期間として、現在令和元

年度までの事業費２億３，３５０万円、そして令

和７年度までの事業費としては４億５，１８５万

９千円の５１．７％です。 

長寿命化改修事業（冬トピア団地）につきまし

ては、平成２４年から令和４年までの事業期間中

これまでの事業費として７億３，９９３万２千

円。１０年間の事業費としては１２億４，２８７

万１千円の５９．５％の達成率というところで

す。 

長寿命化改修事業（桜Ｂ団地、吉野山団地、本

町上台団地）ですけれども、事業期間平成３０年

から令和５年中、平成３０年から令和元年までの

事業費でございます。２億５，６３６万４千円。

トータルの１０年事業費としては７億７，１５９

万１千円の３３．２％でございます。 

続いて、街路灯（防犯灯）ＬＥＤ化事業でござ

います。こちらは平成２７年から令和８年までの

リース料となってございますが、整備自体は平成

２８年度までに完了しているというところでござ

います。今後も支払いが出るということで今回、

継続事業としてとらえてございますが、令和元年

度までの事業費として９，２６６万４千円。令和

７年度までの事業費としては２億６，３７３万６

千円の３５．１％です。 

高規格救急自動車更新事業につきましてです

が、平成２９年と令和５年に計画を予定しており

ますが平成２９年度のみ実施しておりまして、

２，２２４万８千円。トータルは５，８２４万８

千円で３８．２％です。 

小型動力ポンプ更新事業につきましても平成２

８年と令和７年に計画をしておりまして、平成２

８年度の部分で８４３万５千円。そして令和７年

度までが１，０４３万５千円の８０．８％ととら

えております。 

防災行政無線更新整備でございますが、令和元

年から令和４年までの事業費中、令和元年までの

事業費として１，１３１万８千円で、令和７年ま

での事業費としては８億３，７５２万６千円とい

うところで、１．４％で整理しております。 

水道施設整備事業ですが昭和５１年から令和８

年までの継続事業の中、令和元年度までの事業と

して７億５，０８４万４千円。平成２８年から令

和７年度の１０年間の事業といたしましては２９

億８，８６８万５千円の２５．１％でございま

す。 

下水道設備長寿命化事業につきまして平成２５

年から令和５年の計画期間中、令和元年までの事

業としては２億５，３４７万６千円。平成２８年

から令和７年の１０年事業では５億３，６４７万

６千円の４７．２％です。 

道営農業農村整備事業（渡島東部地区）ですが

平成２６年から令和２年までの計画期間中、令和

元年度までの事業費ですけども８億９，８１８万

３千円。１０年事業では９億７１８万３千円の９

９．０％です。 

 農地整備事業（広域農道城岱地区）ですが、平

成２９年から令和２年の計画期間中、令和元年ま

での事業費として１億４，５００万円。令和７年

度までの１０年期間中では２億円というところで

達成率７２．５％。 

多面的機能支払交付金事業ですが、平成２６年

から令和８年までの事業費中、令和元年度まで整

備をこれまで終えておりますが令和元年度までの

事業費として３億１０５万９千円。平成２８年か

ら令和７年度までの事業費としては７億５，８９
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９万７千円の３９．７％。 

続いて林業経営基盤整備事業につきましては平

成２８年から令和７年度までの計画期間中、令和

元年度までの事業費として３，７３１万９千円。

１０年間の事業費としては２億９５９万１千円の

１７．８％でございます。トータルで申し上げま

すと総括表のとおり令和元年度までの事業費とし

て４２億３，５３３万１千円。令和７年度までの

１０年事業としては１０２億４，２４８万７千円

の４１．４％でございます。 

 続きまして４ページ目で、未達成事業のうち廃

止事業としたものでございます。４事業ございま

して、消火栓の整備事業につきましては平成２８

年から令和７年度というところで計画をしており

ましたが、実際には水道管の関係が１５０ミリに

満たない箇所が多くて設置箇所がないということ

でその部分は消火栓の整備事業を廃止したという

経緯がございまして廃止事業として整理させてい

ただきました。 

続いてリサイクルセンター更新事業でございま

すが、平成２９年から令和６年の計画期間として

ございましたが、こちら平成２９年に一部実施を

してございますが、こちらもその下の最終処分場

の更新事業とあわせた経緯がございまして、最終

処分場の残容量調査を平成３０年に実施したとこ

ろ、２０３２年まで受け入れが可能と判明いたし

まして、更新事業につきましては令和５年までに

整備をする必要がなくなったということでこの時

点で廃止をしたという流れでございます。そして

合わせてリサイクルセンターも同時期にやること

が好ましいということでリサイクルセンター更新

事業につきましても廃止をしたといった経緯でご

ざいます。平成２８年から令和元年度につきまし

てのリサイクルセンター事業費としては３２５万

円。令和７年度までの事業費としては１９億２，

０２５万円の事業費を予定されておりました。最

終処分場の事業費につきましては平成２９年から

令和５年までの事業計画でございますけど、令和

元年の事業としては６９０万円。そして令和７年

度までの事業費としては７億１，９６６万７千円

というところでございます。 

 続いて教員住宅の整備事業でございますけど、

平成２８年から令和７年までの整備期間中でござ

いました。具体的には大中山小の教員住宅の改築

計画がございましたが、改築計画を取りやめたと

いった経緯がございます。その中で４，３２０万

円の事業費となってございます。これら事業費と

いたしましては合計で平成２８年から令和元年度

までの事業費１，０１５万円。令和７年度までの

事業費としては２６億８，３１１万７千円。達成

率０．４％ということで廃止事業として整理をし

ているところでございます。 

続きまして資料３－１でございます。第５次七

飯町総合計画に登載されてない事業で実施した事

業の決算額に関する資料の総括表でございます。

こちら総合計画に登載されてない事業の内容でご

ざいますが、その時々で必要となった事業という

ところでとらえていただきたいと思います。２

ページ目のほうに下段のほうにこの調書を作成し

た説明がございますけど、第５次七飯町総合計画

に登載されてない事業というのは平成２８年から

令和元年度までの決算参考資料における「附属調

書がございまして、一般会計決算・歳出（性質別

経費）の状況・投資的経費の状況」のうちから、

合計額が１千万円以上で総合計画の主要な施策ま

たは主要な事業として登載されてない事業や計画

上予定されていない災害復旧事業、修繕などを抽

出したものとなっており、今回整理をさせていた

だいております。結構細かな事業なんかもあるも

のですから相当な量になるもので一定程度一千万

円という区切りの中で資料を作成させていただき

ました。 

まず１ページ目でございます。総務部ですが情

報管理関係といたしまして平成２８年から令和元

年度では３，４２８万３千円。そして防災関係と

して１，２５６万円。その他ですが地域総合整備

資金貸付金（ふるさと融資）ですが２億５，２０

０万円。あわせまして２億９，８８４万３千円で

ございます。 

民生部に関係する部分で申し上げますと介護福

祉関係で３，４５９万円。合併処理浄化槽の補助

として５，８６３万４千円。その他の施設として

は健康センターの源泉ポンプの入替工事など１，

３１７万６千円。その他としては総合保健福祉計
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画策定委託で１，０２６万円。あわせまして民生

部合計１億１，６６６万円でございます。 

経済部でございますが、農道・農業排水関係で

１億３，９３５万４千円。道の駅関係で、１，７

５６万７千円。公営住宅関係で２，９１９万４千

円。車両センター関係で３，０７６万円。道路関

係で７，４７７万２千円。除雪車両購入で１億８

３６万７千円。河川整備関係で１億７，２９１万

９千円。経済部合計といたしましては５億７，２

９３万３千円でございます。 

続いて、教育委員会の関係でございますが、小

中学校の関係として１，９６１万３千円。大沼岳

陽学校の関係で４億１，８８９万６千円。給食運

搬車両購入で１，５６８万５千円。文化センター

の関係で６，２７６万１千円。教育委員会合計と

いたしまして５億１，６９５万５千円です。これ

ら全てを合計いたしますと１５億５３９万１千円

となるところでございます。 

資料３－２につきましては現在ご説明申し上げ

ました内容を年度別に深堀りさせていただいた資

料でございます。各年度の事業費につきましては

ご覧いただきたいというふうに思ってございます

ので説明は割愛させていただきたいと思います。 

続きまして資料４－１でございます。第５次七

飯町総合計画中間見直しの際に削除された事業、

そして新規登載された事業とその理由に関する資

料ということで、まず総括表において件数のみを

記載してございますが後程資料４－２の説明をさ

せていただきたいと思います。施策が６つござい

ましてそれを分野ごとに削除された事業、新規登

載された事業、その他とございますが、まず削除

された事業につきましては合計で１７事業ござい

ます。新規登載された事業につきましては１４事

業となってございます。そして、その他変更等で

ございますが、こちら記載内容の軽微な変更です

とか大きく変わらない文言の整理ですとかそう

いった部分が２０事業あるというところでござい

ます。 

続いて資料４－２のほうを細かく説明をさせて

いただきたいと思います。資料４－２の１ページ

目でございますが、こちらは削除された事業でご

ざいます。 

施策１－１道路・交通ネットワークの整備でご

ざいます。主要な事業として今回見直しとなるも

のでございますが事業名はノンステップバス導入

事業でございます。削除された理由としては函館

バス株式会社が実施するノンステップバス導入に

ついて、函館市、北斗市、七飯町が協調し、補助

してきておりましたが、ノンステップバスの導入

の目標率が７０％を達成しました。そのことに

よって協議した結果、当面の間補助金の交付を各

町での協調補助ですがそれを凍結するといった流

れとなったため、導入補助を削除したといった内

容でございます。続いて施策１－２住宅・市街地

の整備の項目につきましては主要な施策として沿

道景観の美化促進。主要な事業として街路修景事

業（サルビア植栽事業）がございましたが、総合

計画に登載する事業として適さないためというこ

とで削除しております。 

施策１－４です。消防・救急・防災体制の充実

でございますが、主要な事業として湯出川準用河

川事業がございました。また、主要な事業として

（仮称）水防センター整備事業がございました

が、こちらいずれも平成２９年度に事業が完了し

たため、削除したところでございます。施策１－

５ですが情報ネットワークの整備として通信事業

者への要望が項目建てされていますが、光イン

ターネット未整備地区であった豊田地区・鶴野地

区の整備が令和３年度に完了する見込みとなった

ため削除しているところでございます。施策２－

２です。循環型社会の構築。ごみの破砕機を導入

したリサイクルセンターの整備と主要な施策とし

て最終処分場の整備がございますが、平成３０年

度に実施した最終処分場の残余容量調査の結果、

２０３２年まで受入可能であることが判明。当面

の間、最終処分場の更新は不要であると判断し後

期基本計画から削除することとした。リサイクル

センターは最終処分場と同時に整備することが適

当であり、最終処分場と同様に後期基本計画から

削除したところでございます。 

 続いて、施策４－２幼児・学校教育の充実で

す。主要な事業として義務教育施設の耐震化及び

大規模改修事業ですが、七重小学校及び大中山小

学校の改修事業が完了したため削除としておりま
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す。 

続いて、施策４－７交流活動の推進ですが、三

木町交流事業を主要な施策と主要な事業にしてお

りましたが、本件施策の指す「交流活動」は人的

交流が主たるものである一方、現状の施策内容は

経済交流を主たる内容にしておりまして、施策の

趣旨と合致しないため今回削除したところでござ

います。 

開きまして２ページ、施策５－１ですけども、

農林水産業の振興として主要な施策、新野菜広域

流通施設（野菜真空予冷施設）建設への支援とい

うことでございましたが平成３０年度で事業を完

了したということになっております。 

続いて、主要な事業としてクリーン農業推進対

策事業ですがマリーゴールドの作付農家の減少に

伴い、平成２９年度以降は実施していないため削

除としております。主要な事業、振興作物定着促

進事業は、生産団体からの事業要望もなく、平成

２９年度以降は実施していないためとしておりま

す。主要な事業、国営農業用水再編対策事業です

が平成２８年度に事業が完了したためとしており

ます。 

続いて、施策５－３観光の振興ですが、主要な

事業として道の駅建設事業、こちらも平成３０年

度で事業完了でございます。 

施策５－４雇用・労働者対策の充実ですが、主

要な施策として労働者の健康増進、町が主体とな

り実施する具体的な事業がないということで削除

としております。 

続きまして、新規登載された事業でございま

す。 

施策１－１道路交通ネットワークの整備でござ

います。主要な事業は幹線道路等整備事業（峠下

２号線）です。道の駅エリアにおける幹線道路整

備として事業を計画。既に登載されております

「幹線道路等整備事業」として新たな事業として

取り扱うものでございます。 

続いて主要な施策地域公共交通の計画的な運用

というところでございます。地域公共交通に関す

る町民ニーズが高いことから、地域公共交通の活

性化及び再生に関する法律の規定に基づき協議会

を立ち上げ計画の策定に向けた議論を開始すると

しております。 

施策１－２住宅・市街地の整備ですが、主要な

事業として特定空家等解体補助事業。こちらは令

和元年度からすでに当該事業が開始しております

が、事業規模等を勘案しまして後期基本計画に登

載することが適当であるとしたところでございま

す。 

施策１－５情報ネットワークの整備です。主要

な施策として情報管理業務の安定化でございま

す。ＩＣＴに特化した人材確保、外部委託等の対

策により、安定的な行政運営を図る必要があるた

めとしております。 

施策２－１環境施策の総合的推進です。主要な

施策として河川環境整備事業ですが軍川下流にお

ける排水路整備事業及び浚渫事業を計画している

ことから、既に登載されている「大沼（湖）の環

境対策の積極的推進」の新たな事業として取り扱

うものでございます。施策２－２循環型社会の構

築です。主要な施策ですが南渡島衛生センター更

新の実施設計及び更新事業ということで、南渡島

衛生センター更新の実施設計、更新のために現在

既に登載されております「し尿処理施設の整備」

の新たな事業として取り扱うものでございます。 

続いて、主要な事業廃棄物処理施設長寿命化工

事でございます。クリーンセンター及びリサイク

ルセンターの設備改修のため、既に登載されてお

ります「廃棄物処理施設等整備事業」の新たな事

業として取り扱うものでございます。 

開きまして３ページです。施策２－３上下水道

の整備でございますが、主要な事業として合併処

理浄化槽設置整備補助事業として事業規模を勘案

し後期基本計画に登載することが適当としており

ます。 

施策４－２幼児・学校教育の充実です。主要な

事業は町立中学校の長寿命化改修事業として七重

中学校そして大中山中学校の長寿命化改修事業を

計画しており、新たに登載するものでございま

す。 

施策４－３生涯学習社会の確立です。主要な事

業文化センターの改修事業としておりますが、文

化センターの大ホール照明など設備等の老朽化が

著しいことから改修を計画しておりまして、既に
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登載されております「社会教育施設等整備事業」

の新たな事業として取り扱うものでございます。 

続いて、施策５－１農林水産業の振興です。事

業ですが道営農業農村整備事業東開発２地区そし

てその下、同じく事業名が同じで御上谷地地区の

この二つの地区ですが、すでに登載されておりま

す「道営農業農村整備事業」の実施区域に加えて

実施をしていくという計画でございます。 

その下、農地整備事業広域農道七飯第２地区で

ございますが、こちらも既に「農地整備事業」と

してございますので、実施区域を加えていくとい

うものでございます。 

施策６－３自立する自治体経営の推進の項目で

は、公共施設のＬＥＤ化事業がございます。公共

施設における電気料金削減のための照明のＬＥＤ

化を計画しており新たに登載をするものでござい

ます。 

その下、その他の変更等でございます。こちら

文言等の変更が主なものでございます。 

施策１－５情報ネットワークの整備であれば主

要な施策マイナンバーに対応したシステム構築。

主要な施策は証明書発行などのサービス拡充。こ

れらの文言として「制度改正等に対応したシステ

ム構築」に改めたり、「行政の電子化によるサー

ビス拡充」と改めたりといった内容なものがほと

んどでございまして、内容につきましてはご覧い

ただきたいというふうに思ってございます。大き

くは実施内容についてはあまり影響のない内容の

だと思いますので説明については割愛させていた

だきたいと思います。以上で私のほうからの今回

ご用意させていただきました資料につきましては

以上でございますのでよろしくお願いいたしま

す。 

○田村委員長 ありがとうございました。 

それでは、質疑に入る前に１１時まで休憩いた

しますのでよろしくお願いいたします。 

暫時休憩いたします。 

午前１０時４７分 休憩 

                     

午前１１時００分 再開 

○田村委員長 休憩前に引き続きまして、会議を

開きます。 

 中川議員より本日の会議を早退する旨の届け出

がありました。 

 それでは、ただ今の説明について質疑をしてま

いりたいと思います。この質疑についてはこれだ

けのボリュームでありますので、大まかな部分、

総論と言いますか、そういうものがあれば集約し

たい。この次、財政計画の説明、次回ですけどあ

りますので、そうなりますと財政計画プラス具体

的な細かい事業だとかそういうものとぶつけなが

ら議論をしていくという形になろうかと思います

ので、今回のこの説明については総論的な部分を

中心に質疑をしてまいりたいと思いますので、よ

ろしいでしょうか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○田村委員長 平松委員。 

○平松委員 総論的なと言われましたけど、いき

なり細い話から入ることになるかもしれませんけ

ど。事業の一覧、これでまず質問を何点か、させ

ていただきたいと思います。全部で４ページの 1

ページ目の表の１番下の道の駅の建設事業が１０

０％というふうになっていますけど、何度か一般

質問もしています。駐車場の中に民地が２口借地

のままになっていますが、当初の計画ではこれは

買い取るという町長の答弁が出ているわけですか

ら。１００％じゃないですよね。あれを公用地と

して買い取ってはじめて１００％の事業ができる

という解釈になるのではないかと思いますけど、

その見解をお知らせください。 

 ２ページ目。これは未着手の事業の表ですけれ

ど。項目がここにいくつか並んでいるわけですけ

ど。例えば図書館の建設事業、それから町民プー

ル、スポーツセンターと運動公園といろいろ書い

ていますけど。これは単独事業としてこれからい

くという現れなのですか。それとも総合的に見直

すということなのでしょうか。この表を見れば少

なくとも図書館は令和４年から令和８年ころまで

にでかしたいというふうにとれる表になりますけ

ど。そこの説明をもう一度お願いしたい。 

 ３ページ目。これは真ん中よりちょっと下です

けど。防災行政無線更新整備、令和元年から令和

４年となっていますけど、今年度で事業は終わら

ないで令和４年まで伸びていくということなので
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すか。たしか単年度で終わるような説明だったと

思うのですけど。そこの説明。 

それからもう少し下になります。下水道設備の

長寿命化事業ということで令和５年まで黄色のラ

インが引かれていますけど。いわゆる大沼の終末

処理場の長寿命化計画というふうに理解すれば終

わったのではなかったですか。まだ続いているの

ですかね。この説明をお願いしたいと思います。 

 それから最後４ページ目ですけど。消火栓の設

備事業。これは廃止をしたと。その理由は水道管

が１５０ミリ以上の管がほとんど町内にないので

できないという判断ですけれど。これ道の基準か

ら言って消防法では、消火栓というのは１００

ファイか１５０ファイの水道管に接続しなさいと

いうたしかルールがあると思うのですけど、これ

はそれでいいのですか。１５０の管を新たに入れ

て消火栓用に太くするというそういう計画はしな

いということでいいのでしょうか。 

それからもう一点。最終処分場の更新事業。こ

れは２０３２年まで使えるので考えませんという

考えなのですか。３２年度になったら別なものが

必要になりますから、それまでの準備をしとくと

いう考え方は捨てたということなのですか。以上

の説明をお願いします。 

○田村委員長 政策推進課長。 

○中村政策推進課長 それでは、お答えできる範

囲で順次回答をしてまいりたいというふうに思い

ます。 

 まず、道の駅の部分での事業が平成３０年度で

計画期間実施になっていて、土地の購入について

部分があるのであればまだ事業は伸びるのではな

いかというご質問かと思います。この部分につい

てでございますけど、まず道の駅の整備という観

点で計画期間として平成３０年度ととらえて事業

費もなっておりますが、それをもってとりあえず

は事業完了ということで今回は整理をさせていた

だいています。ただ用地の部分については引き続

き経済部のほうで対応するということになってお

りますので、その部分は引き続きの事業になろう

かなと思っております。総合計画のおさえとして

は一旦完了ということになっております。 

 続いて、未着手の部分で図書館の部分でござい

ますが、こちらの表の作りですけど、令和７年度

までの事業期間ということで、現段階でまず進ん

でないという内容でございます。今後やらないか

ということではなくて、それは現段階でも進めて

いきたいという考え方には変わりません。ただ事

業期間についてはこの表で見ますと令和４年から

図書館建設だとかありますが、今回見直しだとか

の対象というふうにはなっていきますのでご理解

いただきたいと思います。すべてがやらないとい

うことではなくて、引き続きそれを検討していく

という内容でございます。 

 あと、単独事業かどうかということでございま

すが、こちらは単独事業だということではなく

て、整備をするにあたっては当然財源だとかも必

要になりますので、特財を求めていくといいます

か、そういったものも含めて事業を進めていく内

容かと思っております。 

 続いて、３ページの継続事業で、防災行政無線

の更新でございますが、防災行政無線私どものほ

うの担当課のほうで伺っているものとしては、当

初から令和４年度までかかるということで伺って

おりましたので、令和４年ということで調書自体

はおさえているところでございます。実際にはも

しかしたら前倒して終わるかもしれませんが、令

和４年度までの計画期間というふうにとらえてい

るところでございます。 

 あと、下水のほうも担当課のほうから年度で実

施するということでの伺っているところでござい

ますので、ご理解いただければと思います。 

 続いて、４ページ目、消火栓の整備事業の廃止

の理由でございます。１５０ミリに満たない箇所

が多いということでの事業廃止でございまして、

こちらのほう私どものほうはそういった見解には

疎いものですからなかなか判断がつかないのです

けど、消防のほうとの調整の中でそこの部分は、

総合計画としての登載までには必要ないという判

断のもとに今回廃止をさせていただいているとい

うところでございます。 

 続いて、最終処分場の関係でございますが、今

出ているのは２０３２年までの受け入れが可能と

いう中長期的な要素が含んでおりまして、そう

いった意味では２０３２年ころまでしかもたない
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という考え方もございますので、それは適切な時

期にいつまでもつのだろうかといった判断が必要

になろうかなと思います。当面、令和７年度まで

の計画期間中においては、急いでやる事業という

ふうな捉えはないというところです。そのため継

続事業として計器の修繕ですとか、そういった物

の更新を行うといった内容で今回、総合計画の中

でも見込んでいるところでございます。今回この

部分から廃止されて終わりということではなく

て、もしかしたら新たな場所だとかという話も出

てくるかもしれませんし、そういった部分につい

ては将来的な課題として継続して検討していかな

ければならないものかなと思っております。 

以上です。 

○田村委員長 よろしいですか。ほかに。 

 平松委員。 

○平松委員 結局いま消火栓のことだとか、担当

課でないとわからないという答弁というのはどう

なのですか。そう聞いていましたというだけの説

明ですから。それどっかでまた説明してもらわな

いと。 

○田村委員長 総務部長。 

○釣谷総務部長 平松委員の質問総体の話なので

すけど、あくまでも政策推進課これを作る上で

は、当初作った１０年間の計画の今回中間見直し

ということですから、４年前と言いますか５年前

と言いますか、こういう期間でこの事業をやって

いく予定ですということでお示しした中を今回見

直しをしているという形なのですね。それで先ほ

どちょっと戻りますけど、例えば防災無線であっ

たりだとか、そういう部分っていうのはその時点

ではこういう期間で整備をしていく、もしくは着

手をしていくという予定をしていたというところ

の見直しですから。そこのところがまずは基本だ

ということをまず一つおさえていただきたい。特

に最終処分場に関しては、着手をしていこうとし

たらまだまだ１０何年ももつよという結果がでた

ので、そこのところはいま手をつけるのではなく

それに見合った時期に結果的には後ろでいいよと

いう。しかるべき期間になった時点で総合計画に

また再登載されてくるというそういう考えですの

でそこのところはご理解いただきたい。 

それから、消火栓の関係とかですけれど、私も

１５０ミリという話は伺ってございました。ただ

事業の事細かい内容につきまして政策推進課のほ

うではそこまではおさえきってございません。も

しも必要であれば担当のほうに、ここでいけばう

ちでいけば水道課になると思いますが、管の設置

状況だとかそういう水利状況、消防でいけば消防

水利というのですか。そういう状況が必要なもの

と管の付設状況だとかというものでは当課のほう

ではそこまでおさえての話ではございませんの

で、担当課のほうに伺っていかなきゃいけないの

かなというふうに思っておりますので、ご理解い

ただければなと。 

○田村委員長 平松委員。 

○平松委員 この資料１－１の１番最初のタイト

ルはですね、第５次七飯町総合計画後期基本計画

の見直しについてというタイトルですよね。今の

部長の説明であれば、５年間の成果報告ですよ

ね。それと５年前にできた計画の説明ですよ、残

りの事業の説明。見直しというのは５年間進んで

きて、例えば不具合があったら調整をし直します

とか、新たに追加しましたとかっていうのが見直

しになるかと思うのですよ。実際にそういうまと

め方をしているので聞いているのですよ。だから

そうなったときに修正項目の説明がなされていな

いというのは合点がいかないなと思って質問して

いるのですよね。 

例えば、水道管新しく造成したときに消火栓を

設置しなきゃいけないといったときに１５０の管

がどこにもないわけです。ほとんど七飯町は。メ

インの管は国道縁に走っているので最近ようやく

１５０の管が入ってきている。ですから造成して

いるところは何となくやっているのですよね。道

のほうではまずいはずなのですけど。どう処理し

ているのか私詳しいことは知りませんけれど。一

応調べたときには消火栓というのは１５０ファイ

に繋げるというルールがありますから。本来であ

れば七飯町が造成しているところに消火栓ついて

いるのは規格違反だというふうに解釈ができるの

かなと私個人は思っていますけど。そういったこ

とにきちんと説明されないと、例えば、水道管の

工事を今随時民地に引っかかったりしているのを
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入れ替えをしていますよね。耐震管に。だからそ

の計画そのものを見直すという話も出てくるので

はないのかなと思うのですけど。非常に大事な話

だと思うのですけれど。そういったことをもう

ちょっときちんと状況がどうで、それはそうじゃ

なくてこういうことでちゃんと正規の承認で進ん

でいますとかっていう説明がほしいなと思ってい

ます。それは水道管の話ですけど。 

防災無線って令和４年度まで当初の計画がそう

だったというご説明だったと思うのですけど。何

か令和３年度で終わらないって説明受けているの

ですか。本当に。 

○田村委員長 総務部長。 

○釣谷総務部長 先ほどの消火栓の関係のほうに

は逆に私から細かい説明が担当でないのでできな

い部分はまずはこの場はご了承いただきたいと思

います。 

あと防災無線に関しては当初の第５次の計画を

作った時点では令和４年度までにすべてを完了す

るという計画であったというので令和４年という

表示になっているけども、実際今進んでいて今年

度の予算、令和２年度の予算だとかは全部議員さ

んのほうにお示ししていますとおり、すでに契約

等済みまして、令和３年度繰り越し事業にはなっ

てはございますけど、基本的には令和３年の秋前

まで終わる予定をしていたのが、コロナの関係で

どうしても事業が進められなかったという事情が

あって、年末くらいまでに約３か月ほど結果的に

は伸びているという現状的にはそういう現状に

なっているのが実態でございますし、その旨議会

のほうにもそういう状態ですということは現状の

お示しをしている状況でございますので、実際に

は事業としては令和３年度中に一応終わる予定で

いるというそれが結果的には実際の計画に４年ま

での計画に対して３年までで終わり。結果的には

終わりましたというようなまだ３年度始まってい

ませんけど、そういう報告に結果はなるのではな

いかと今はそういう推察しかできないですけど、

そういう見方です。ですから前にはこの表の中に

おきましても、事業の達成したものっていう中に

は道営農業農村整備事業白川地区だとかっていう

のは、計画的には令和２年度まで予定はしていま

したけど、令和元年度で事業は終了いたしました

という結果的にはこういうような形になるだろう

というふうには思ってございます。それでご理解

いただきたいと思います。 

○田村委員長 よろしいですか。ほかに。 

 神﨑委員。 

○神﨑委員 この資料ありがとうございます。総

体的に今、住民のアンケートをとられて総体的に

作られたということですけど、特に何かアンケー

トの中で新たな事業をそのアンケートの中から生

み出たっていうようなものはあるのかどうなのか

ということと、今コロナ禍で大変感染症に対する

そういう対策も国と保健所なり、一生懸命やって

いますけど、ここで見ると保健医療体制の充実と

いうことで妊産婦検診事業っていうものが掲げら

れていますけど、こういった感染症に対するそう

いったものは考えられたのかどうなのかという。

今後いろんな、コロナばかりでなくてＳＡＲＳだ

とかいろんな感染症が蔓延して世界中回って歩い

ている状況下の中で、これに盛り込まなくていい

ものなのかどうなのか。そのあたりの考え方を教

えていただきたいと思います。 

○田村委員長 政策推進課長。 

○中村政策推進課長 まずアンケートの部分をど

のように反映させたかというところでございま

す。アンケートの結果でございますが、総論とし

てなのですけどまず第一に改善してほしいという

項目としては、交通移動のしやすさそういった部

分が、声が大きかったというのがアンケート結果

で出ております。特に、大中山地区の移動の部分

が、声が大きかったというのが現状でございま

す。町内全体としても移動の部分が多かったの

で、その部分については交通の部分で今回総合計

画の中では力強く記載をさせていただいたという

ことになっておりますので、後期の見直しの中で

は大きくそこの部分が見えてくるのかなと思って

ございます。ただ、具体的な事業までは現在のと

ころは書ききれないというところでございまし

て、少なくとも令和７年度を目指した計画として

進めていくというところでございます。 

 続いて、コロナにおける予防感染対策などでご

ざいますが、具体的な総合計画自体は比較的ハー
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ド的な要素が多い事業メニューになっておりま

す。具体的に細かい事業としてはございません

が、例えばですけど、まちづくり助成金の交付に

あたっては地域の活動の中でコロナだとか新たな

ウイルスだとかに対応しながら安全な事業実施を

努めていただきたいという思いもございますの

で、そういった部分では安全に配慮しながら事業

を進めてくださいといった内容のもので盛り込ん

でございます。また、国際交流の事業なんかも実

際には海外への渡航だとかもなかなか難しいこと

もありますので、その部分は安全が確保された中

で実施していくべきものということでとらえてい

るところでございます。いずれにいたしましても

コロナとの共生という部分では、コロナに限らず

ウイルスの対応につきましては、具体的な事業と

いうよりもそれぞれの事業を行う上で注意しなが

ら安全に努めながら、各種事業進めていく内容か

と思っておりますので、この事業、この事業とい

う考え方ではなくて全体的な町の取り組みとし

て、ウイルスとの共生と言いますか、そういった

部分を考えながら事業を進めていくべきものの計

画というふうにとらえております。 

以上です。 

○田村委員長 ほかにありませんか。 

 上野委員。 

○上野委員 まず資料２－２の２ページ目です

ね。２ページ目に未着手の事業ということで計画

が載っておりますけど。その中で特に欠落してい

るのではないかというのが一つあります。本町地

域センターの件なのですけど。これはもう老朽化

して耐用性、耐震性の問題も出てきていますし、

そろそろ使用に限界がきていると思われるのです

が、改築事業として位置づけられてないという点

について、説明をいただきたいというのが一つ。 

 それから、二つ目なのですけど、第５次総合基

本計画の中の３５ページに交通問題について触れ

られておりまして、その中で文章の下のほうでは

「今後は交通手段の選択肢が少ない高齢者や障害

者への対応、地域公共交通が運航されてない空白

地帯への対応が必要である。」というふうに文章

では表現されているのですが、この中間の見直し

の中でそれが具体化された提起がないということ

なので、これについて説明をいただきたいなと思

います。 

 それから３点目なのですけど、公営住宅の実態

ですね。公募の実態の中で高齢者や高齢者世帯や

障害者など母子家庭なども含めて低所得者などの

多くの住民からの公営住宅への申し込みがあるけ

ども、なかなか十分対応しきれてないという表現

があります。それに対して、今公営住宅はそう

いった需要に対する対応が十分できていないので

はないかというふうにも思うわけですけども。戸

数不足の実態があるのではないか、それについて

どう考えておられるのか。またそれに関連した形

で、空き家バンク制度での形で計画がされており

ます。この空き家バンク制度っていうのはこうい

う公営住宅の不足部分を補う形のものとして考え

ているのかどうか。そして、その計画は具体的に

どういうふうな計画になっているのか。具体的な

ものが出てないのでそれについて伺いたいと思い

ます。 

 それから、３点目ですけど公営施設の耐震化が

急がれているということで耐震の推進を図ること

になっておりますけど。町の施設としてのいつま

でに残った耐震性のない施設を耐震化するのか。

目標年度とか残数と言いますか、それがはっきり

示されていないので、できればそれは数字とし

て、それからいつまでに耐震化するのかという計

画を載せていただきたいなというふうに思うので

すけど。 

 それからもう一点は一般の住宅の耐震化も急が

れているわけですよね。特に函館平野西縁の活断

層の地震がありますので、それに対する備えが十

分されないと昭和５６年以前の建物の被害が大量

に発生する可能性があるわけなので、それに対す

る備えという形で具体的な計画をするべきではな

いかと思うのですよ。これに関しては無料の耐震

診断を簡易の耐震診断をやりますと言っています

けど、進まないというのが実態ですよね。これは

できれば無料でやるのであれば町が計画的に昭和

５６年以前の木造住宅については順次実施してま

いりますのでという形で耐震診断はやる必要があ

るのではないかと思いますので、その辺について

お答えいただきたいなと思います。 
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○田村委員長 政策推進課長。 

○中村政策推進課長 それではまず１点目の本町

地域センターの部分について漏れているのではな

いかというようなお話ではありましたが、総合計

画の当初の計画には本町地域センターの部分につ

いての記載はございませんので、漏れているとい

う認識は私どものほうとしては思っていないとこ

ろでございます。 

 続いて、２点目の交通の関連の部分で具体的な

記載がないというようなお話だったかと思いま

す。今回の総合計画の見直しにおきましては、お

配りをさせていただいておりますパブリックコメ

ントで実施する計画素案の中で４ページですが、

地域公共交通の計画的な運用という施策名を新た

に今回設けさせていただきました。地域公共交通

を確保し、持続的に提供するための地域公共交通

計画の策定に向けた議論を開始しますとございま

す。これまでここの部分については明言もなく進

めますという話でございましたが、この部分は加

えて今回記載させていただいたところでございま

すので、今後進めていく内容というところでござ

います。 

 続きまして３点目。公営住宅、また、空き家バ

ンク、公共施設の耐震化とございましたが、そう

いった部分、例えば公営住宅の建設ですとか、公

共施設の耐震化ですけれど、それぞれ各所管課に

おいて計画設定をしてございますので、私のほう

からはこうするものですということはなかなか難

しい、答弁することは難しいところでございま

す。公営住宅の足りないのではないかということ

であれば所管担当課のほうで長寿命化をして長く

使うですとか、そういった部分を分析し行ってい

くことでしょうし、また空き家バンクの部分につ

いて公営住宅の代わりになるのではないかという

考え方もあろうかと思いますが、私その部分はっ

きりは申し上げられませんが、おそらく空き家バ

ンクの性質としては、例えば移住するだとか定住

するだとかそういった部分の役割が多いのかなと

思いますので、公営住宅として活用できるかどう

かというような議論については私のほうでは回答

できかねるかなと思ってございます。 

公共施設の耐震化についても耐震化率等を引き

上げるといった計画も、都市住宅課のほうでお持

ちだったかと思いますのでそれをしっかり進めて

いくっていうことは基本的には個別計画の中でう

たわれているかと思いますので、それをしっかり

進めていく内容かというふうに思ってございま

す。 

以上でございます。 

○田村委員長 ほかにございませんか。 

 上野委員。 

○上野委員 まず、最初の地域センターの件につ

いては、もれてないというふうに考えていると言

われましたけど、この今回の未着手事業というこ

のリストの中に載ってないわけですよ。具体的に

いつまでに実施するのかという計画が載ってない

ということはちょっとまずいのでないかと思うの

で。それについてもう少しはっきりした、どこ

に、いつまでにという計画になっているのか答弁

いただきたいなというふうに思います。 

 それから、交通問題に関しては地域公共交通の

問題で着手していると言いますけど、地域公共交

通という形ではなくて、この問題は地域公共交通

で対応できない部分の交通問題について私は質問

したのです。例えば、コミュニティバスだとか、

オンデマンドバスだとか。こういったものを実施

しなければ実現できない交通問題の部分なので

す。それについて地域公共交通で対応できるとい

うふうに考えること自体が間違っているのではな

いかと思いますので。町長も議会の答弁の中でオ

ンデマンドバス的なものを計画していきますとい

うような答弁もしていましたし、それをいつどの

ように、いつまでに実施するのかという計画がな

いと、これはちょっとまずいのではないかという

ふうに思いますので、その２点再度答弁いただき

たい。 

○田村委員長 政策推進課長。 

○中村政策推進課長 まず地域センターの部分で

の漏れているのではないか、入っているのではな

いかといった内容かと思いますが、未着手事業は

あくまでも総合計画にやりますよというような事

業の中で現在取り組まれてない事業でございま

す。繰り返しになりますけど、総合計画を策定し

た際には地域センターを建設するといった目的で
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の事業はございません。その後、一つの案として

図書館の建設としてそれは地域センターの場所で

はないかと議論経過があったかもしれませんが、

その総合計画を計画する時点では地域センターを

作るといった建替といった事業は掲載がないとい

うところでございますのでご理解願いたいと思い

ます。 

もう一点ですけど、公共交通の関係でございま

す。今のご質問の中でデマンドのタクシー、バス

が地域公共交通ではないというような認識のもと

の発言かと思いますが、私共としてはデマンドバ

スでもタクシーであっても地域公共交通と認識し

ておりますので、この地域公共交通の計画を策定

し、将来に向けて進めていくという考え方にはデ

マンドの例えばバスなり、循環のバスをやるにし

てもそういったものは全て地域公共交通に包含さ

れるというふうに思ってございますのでその部分

は公共交通の計画的な運用という部分では、なん

らかの方策を今後検討し進めていくことが必要で

あることが住民アンケートに対する答えでもある

のかなと思っておりますので、継続的にそして少

しずつでも進められるように総合計画としては掲

載させていただいたというところでございますの

で、ご理解願いたいと思います。以上です。 

○田村委員長 ほかにございませんか。もしなけ

れば。 

 若山委員。 

○若山委員 総論的な内容ということであれだっ

たので何点か確認したいのですけど。計画審議会

委員というのは作った時の委員と今回見直しのと

きの委員とはメンバーは当然違うわけですよね。

そのメンバーの名簿のようなものを開示していた

だきたいなということと。これについては作った

時に作り終わったら一応解散。見直しも見直しす

るということで、新しい委員を町長が諮問してス

タートしてそれができたら定例会終わって可決さ

れたら終わりとそういうことでいいのかと。これ

を作るためにアンケートを取っているのですけ

ど、総体で３千人に出して３割しか回答なくて、

前回作った時も千人くらいの回答で作っているの

ですけど、今回ちょっと減って９百何人なのです

けど。その人数でこれから５年間の計画を立てる

というその人数の意見だけでいいのだろうかとい

うところで、それに対する政策推進課の考え方と

できればアンケートの用紙をどんなアンケートを

取ったのか、用紙の原本を見せていただきたいな

と思います。もし可能であれば。 

それとあと先ほどハードな面だけというような

形での説明があったのですけど、この当初の計画

を見るともちろん道路をどうするかということで

ハードもありますけど、単身の高齢者をどうする

かとかソフト的な繋がりをどうするかとかそうい

う計画的なものもたくさんあるんですけど。予算

で何億とかかけないで、そういう項目について達

成度合いはどうなのかというそういうような項目

全部で６項目の３０いくつありますよね。それに

対して進捗がどうなのかという選評のようなもの

を作ってないのかどうか、そこのところを確認し

たいと思います。なぜかというと道の駅を作りま

した、できましたとその大きな事業だけが達成し

た、しないとかっていうあれがあるのですけど。

それ以外の予算にあまり落ちないものについても

どのようにやるのか。ものによっては美化運動の

やつが削除されたりしているのですけど。そうい

うものを計画としてしっかり拾っていく必要があ

るのではないかというふうに思うので、その辺を

確認したいと思います。 

それと新しい後期の計画を見るとＳＤＧｓの項

目が取り上げられていて、最近出来ている事業計

画とかについてはこれを入れているのですけど、

これについては町としての積極的な関与とかそう

いうものがあるのかどうか。あとちらっとしか見

てないですけど成果指標の達成度のところで満足

度合いで例えば現状２９点いくらだったのが３０

何点何％になったとかっていうあれで、見ると微

妙に少しずつ上がっているのだけども、これ作為

とか誘導のようなものはないのか。本当にあがっ

てきたアンケートだけでこの数字ができているの

かどうかというのを、ちょっとそこの検証の仕方

というのをご説明いただければ。以上です。 

○田村委員長 政策推進課長。 

○中村政策推進課長 まず、１点目の審議会の委

員のメンバーでございますけど、基本的には５年

前の委員構成と同じ役職の部分のところにお願い
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をしているのが実情でございます。ただ、委員さ

んも高齢ですとか例えば委員さんが変わりました

とかございますので、一部調整をし、変わってい

る部分もございます。その委員の構成につきまし

ては必要であれば資料として後程提出することが

できますのでご覧いただきたいと思います。 

続いて、アンケートの人数でございますが、９

００件で効果といいますか、それは、全部計れる

のかというようなところでございますが、こちら

私共も数値に対して大丈夫なのかどうか当然気に

なるところで、今回このアンケートの協力をいた

だいた株式会社ぎょうせいでございます。そこの

部分でいわゆる統計学で言う必要数値というとこ

ろを最低でも３８４名が必要な数値となっており

ました。ただ、本当にその３８４名が正しいもの

なのかどうなのかというところで私共も他の自治

体なんかも見たところで、一般的には大体３０％

くらいの回答率があればいいよと。そしてただ、

最近の状況でいうと協力していただけないような

とこもあって２５％くらいまで落ちるところもあ

りましたので、今回の回答率で言いますとそう

いった部分もクリアされておりますので、一定程

度町民の方々の意見は反映されたアンケートなの

かなととらえているところでございます。 

続いて、総合計画のソフト事業なんかもあって

そういった部分の達成度合いといったところでご

ざいますけど。今回達成の状況、事業費ベースで

見たときにハード事業が特に多いところでそこの

部分をメインではかっているところでございま

す。現状としては事務レベルの中ではソフト事業

の部分の達成状況というのはなかなか判断しにく

いところもあって、数値化だとかできてないとい

う状況でございますので、資料等は示すのはなか

なか難しいというふうに思ってございます。 

続いて、５つ目数値等、達成度の状況で、微増

になっているものが何か作為的な何かがあったの

ではないかというようなお話がございましたが、

こちら特にそういったことはしておりません。本

当に生の数字としておさえたものを計上させてい

ただいておりますのでアンケート結果やそれぞれ

の数字を純粋に計上させていただいておりました

ので、ご理解いただければと思ってございます。

以上でございます。 

○田村委員長 ほかに。 

 若山委員。 

○若山委員 追加でちょっと確認なのですけど。

今言った通り、例えば道の駅、建物を作ったら事

業を終わりましたというようなそういうニュアン

スなのですけど。要は交流を深めるとかそういう

ものでいろいろやるとか。水防センターも作った

ら終わりとかじゃなくて、水防センターを作って

どういう効果があってどうなのかって。そういう

のが事業の成果としてもう少し数値で捉えられな

いというのもあるかもしれないですけど。１億の

事業で１億使ったので１００％達成しましたと

か。そういう単純な…。この後期の計画はまだ文

書で書いているのでこれ読んでみないとまだ何と

も言えない、どういうふうに変わったとか、どう

拾ってどう展開されたかわからないけども。今説

明された事業一覧表を見ると、道の駅を作って終

わり、水防センターを作って終わりというそれだ

けのような感じ。だからそれをやって何がよく

なったのか。それに対して計れないので、満足度

で計るとかって、ちょっと僕だったらよくわから

ないのだけど。道の駅作って満足度何％上がった

とかね。そういう数値があるのかどうか。そうい

う捉え方ってのは、しなかったのか、そこのとこ

ろをこの資料を作る上での確認としてちょっとも

う一度お願いしたいなと。 

○田村委員長 政策推進課長。 

○中村政策推進課長 その数値等例えば道の駅の

完了後のあとに何かしらの検証だとかっていう部

分のことで事例がございましたが、総合計画の策

定するに当たっての完了した事業については具体

的には事業としては評価とかはしていないことが

実情でございます。ただ七飯町の行政・政策だと

かを進めた検証と言いますか、そういった部分は

まちづくりの政策評価委員会っていうのが３年に

一度ございまして、その中で３年に一度大きな事

業については評価をしていくというような仕組み

がございます。道の駅の部分についてそこの部分

まで具体的に細かくは評価はされてはないのです

けど、具体的なメニューじゃなくて、例えば公園

の整備だとか、道路の環境はといった評価をしま
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すけど、個別の評価までにはいたっていないとい

うところでございます。具体的には個別の事業に

つきましては、担当課のほうでローリングをかけ

て次の年度にいいものにしていくというような形

でやっておりますのでご理解を願いたいと思いま

す。 

あと先ほどご質問あった中で答弁漏れがござい

ましたので一点目、アンケート用紙の開示の関係

ですけど、こちらのほうは開示することができま

す。後、ＳＤＧｓの基本的な方針ということでご

ざいますけども具体的にこういったもので進めて

いくといったＳＤＧｓに特化したものとしては町

としてはとらえておりません。国連の決めでござ

いますので全体的な国の流れが国際的な流れに

沿って事業を進めていくべきものだというふうに

思っているところでございますのでご理解願いた

いと思います。以上でございます。 

○田村委員長 よろしいですか。 

 若山委員。 

○若山委員 そうするとＳＤＧｓのここに入って

いるものについては、それほど大きな意味合いは

なくて参考程度だという今のところはそういうよ

うなことですか。ＳＤＧｓについて持続可能ない

ろんな項目として積極的にやるべきだというよう

なそういうことではなくてということなのです

か。 

○田村委員長 政策推進課長。 

○中村政策推進課長 この部分については世界標

準としてそれぞれがわかっていく必要があるとい

うふうに思ってございます。アイコン的な位置づ

けで設定しておりますので、ここの部分に特化し

て進めていくということは今のところ考えていな

いところでございます。 

 以上です。 

○田村委員長 よろしいですか。ほかにありませ

んか。 

 それでは、今回の質疑はこの程度にとどめて次

回さらに各論のほうに入りながら財政も併せて

やっていきたいということで、今日については、

質疑はこの程度にとどめておきます。よろしくお

願いします。 

 それでは、総務部長、政策推進課長、総務財政

課長ありがとうございました。次回、また質疑の

応答と言いますか、答弁のほうでまたお呼びする

ことになろうかと思いますけど、ひとつよろしく

お願いしたいと思います。本日はどうもご苦労様

でした。 

暫時休憩いたします。 

午前１１時４９分 休憩 

                     

午前１１時５１分 再開 

○田村委員長 それでは、休憩前に引き続き会議

を再開いたします。 

 皆様にお諮りいたしますけれども、今日はこの

程度にとどめ第３回の会議を終了したいと思いま

すけどよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○田村委員長 その前に申し訳ないですけど、先

ほどのやり取りの中で若山委員のほうから、名簿

の要求、アンケートの内容の要求、これは資料要

求という形で特別委員会として要求してよろしい

でしょうか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○田村委員長 では、そのようによろしくお願い

いたします。 

それでは、本日はこの程度にとどめ閉会いたし

ます。 

今日はどうもご苦労様でした。 

 

午前１１時５２分 閉会 
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