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記

妹

尾
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──────────────────────────────────────────
○会議規則第１１６条の規定により指名された会議録署名議員
８番

長谷川

生

人

－ 2 －

９番

上

野

武

彦

午前１０時００分

開会

して、お手元に配付のとおりであります。

───────────────────

次に、閉会中の議会の動向については、議会動

開 会 ・ 開 議 宣 告

向報告として、お手元に配付のとおりでありま

───────────────────
○議長（木下

敏）

す。

ただいまから、令和２年第

４回七飯町議会定例会を開会いたします。

また、町政動向報告についても、お手元に配付
のとおりでありますので、以上、諸般の報告を終

直ちに本日の会議を開きます。

わります。

───────────────────

───────────────────

日程第１

日程第３

会議録署名議員の指名

各常任委員会報告

───────────────────

───────────────────

○議長（木下

敏）

日程第１

会議録署名議員

の指名を行います。

○議長（木下

敏）

日程第３

各常任委員会報

告を議題といたします。

本日の会議録署名議員として、

初めに、経済産業常任委員会の報告を求めま

８番

長谷川

生

人

議員

９番

上

武

彦

議員

野

す。
長谷川委員長。

以上２議員を指名いたします。

○８番（長谷川生人）

───────────────────

それでは、読み上げて報

告いたします。

日程第２

委員会報告第１１号経済産業常任委員会報告

会期の決定

書。

───────────────────
○議長（木下

敏）

日程第２

令和２年９月２４日第３回定例会における議決

会期の決定を議

題といたします。

に基づき、当委員会の所管について調査した結果
を下記のとおり報告する。

お諮りいたします。

令和２年１１月２５日。

本定例会の会期は、本日から１２月１０日まで

七飯町議会議長木下敏様。

の３日間といたしたいと思いますが、これに御異

経済産業常任委員会委員長長谷川生人。

議ございませんか。

記。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○議長（木下

敏）

所管事務調査事項。

御異議なしと認めます。

コロナ禍における農畜産物の生産状況と商工観

よって、本定例会の会期は、本日から１２月１
０日までの３日間と決定いたしました。

光の経済・雇用の実態とその見通し（前年比）に
ついて。

会期予定表は、お手元に配付のとおりでありま
す。

令和２年１０月５日、２７日、１１月２５日の
３日間、委員会を開催し、経済部長、農林水産課

───────────────────
諸

般

の

報

長、商工観光課長の出席を求め、提出資料に基づ

告

いた説明の聴取を行った。

───────────────────
○議長（木下

敏）

１、調査の目的。

この際、諸般の報告を行い

ます。

コロナ禍における農畜産物の生産状況、商工
業、観光業、経済、雇用の実態や今後の見通しを

本定例会に町長より提案された議件は、議案１

把握するため、調査を行った。

１件であります。

２、調査の方法。

次に、地方自治法第１２１条の規定により本会

９月末現在及び過去５年間の農畜産物の品目別

議に出席を求めた説明員は、その職、氏名を印刷

の生産高、観光入込客数に関する資料、新型コロ

－ 3 －

ナウイルス感染症に関する国、道、町独自の支援

給付金を支給している。

事業の状況に関する資料等の提出を求めたほか、

観光においては、国内において新型コロナウイ

経済部長、農林水産課長、商工観光課長への聴取

ルス感染症が確認された本年２月以降の観光入込

を行った。

客数は激減している。宿泊客においては、７月以

３、農畜産物の生産状況等について。

降、徐々に回復の兆しは見せているが、外国人の

野菜及び花卉については、花卉は２月から５月

宿泊客数は激減し、昨年度と本年度の速報値を比

にかけて出荷されているアルストロメリア、特殊

較すると、昨年度上半期は１万９,１２７人で

林産物は菌床シイタケ等を生産、出荷している農

あったのに対し、本年度は２人となっており、大

業者が、新型コロナウイルス感染症による影響を

変厳しい状況となっている。

受けたことが判明している。しかし、６月以降に

町としては、町内での宿泊や観光施設等を利用

ついては、町内で生産、市場出荷されている野

する団体旅行に対する助成を行うなど、町内に人

菜、花卉は、全般的に価格が高値で推移してお

を呼び込む施策を実施している

り、影響は少ないと考えられる。

（２）町内の雇用の状況について。

また、生乳については、新型コロナウイルス感

町内における有効求人倍率によると、新型コロ

染症による影響は受けていないが、牛肉について

ナウイルス感染症の発生した本年２月以降は０.

は、東京オリンピックでの消費を想定し、飼養頭

４前後で推移し、また、４月以降は有効求職者数

数を増やしていたことなども重なり、高級ランク

が５００人を超える月があるなど、町内における

の牛肉の消費が、東京オリンピック開催延期及び

雇用が新型コロナウイルス感染症の影響を受けて

外国人観光客の入国規制等により落ち込んでお

いることが推察される。

り、市場価格が全体的に下落しているとのことで
ある。

なお、有効求人倍率とは、雇用動向を示す指標
の一つとされ、景気とほぼ一致して動くことか

農畜産業については、全般的に新型コロナウイ

ら、景気動向指数の一致指数とされており、町内

ルス感染症の影響は少ないものの、町としては、

の景気に関しても、新型コロナウイルス感染症の

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により影響

影響を受けていることが推察される。

を受けた農業者に対して、町独自の給付金を設け
る予定である。

次に、令和２年２月以降に廃業または新規設立
した事業者については、廃業等の事業者数は、法

下の表１は、野菜、花卉における生産人口・耕
作面積、売上高等の状況でございます。御覧願い

人が５件、個人事業主が６件であり、新規設立し
た事業者数は、法人が１３件となっている。

ます。

また、商工業経営安定資金融資制度の拡充に

４、商工・観光、経済、雇用の状況について。

よって、事業者の資金繰りを支援し、事業継続や

（１）町内の経済、観光の状況について。

雇用の場の確保につなげている。

町内の経済においては、本年４月の北海道から

委員からは、有効求職者数に関する新型コロナ

の休業要請等に伴う北海道の支援金への上乗せな

ウイルス感染症による影響に関する質疑があり、

どによる休業要請等協力支援金を初めとして、国

町としては、調査時点において有効求職者数が増

や北海道が行う経済対策に加え、町独自の経済対

加傾向にあり、また、有効求人倍率についても下

策を実施している。

落傾向にあるので、新型コロナウイルス感染症に

新型コロナウイルス感染症の影響により、町内
の消費活動が低迷していることから、町民の協力

よる影響が出ているものと考えているとの回答で
あった。

のもと、消費を喚起、下支えするため、七飯町
クーポン券事業を実施し、また、今後の事業の継

下の表２は、有効求人数、有効求職者数、有効
求人倍率の状況でございます。御覧願います。

続に向けた支援を行うため、国の持続化給付金の

５、まとめ。

給付要件から外れた方に対して、町独自の持続化

コロナ禍における農畜産物の生産状況、商工、

－ 4 －

観光の経済、雇用の実態について、９月末現在の

記。

状況を調査したところ、野菜については全体的に

【所管事務調査事項】

価格が高値で推移しており、花卉については、春

地域公共交通について。

先に一部の農業者が影響を受けたものの、外国か

令和２年６月１７日、７月１日、２７日、８月

らの輸入が少ないことから、価格が高値で推移す

１８日、２７日、９月１日、１０月９日、１１月

るなど、新型コロナウイルス感染症の影響は少な

１７日、１２月１日の９日間、委員会を開催し、

いものと考えられる。

総務部長、政策推進課長の出席を求め、提出資料

町では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大

に基づいた説明の聴取を行った。

により影響を受けた農業者に対して、町独自の給
付金を設ける予定である。

また、令和２年１１月１０日に松前郡福島町及
び上磯郡知内町へ、事務調査のため、委員の派遣

雇用の状況については、有効求人倍率が下落傾

を行った。

向にあることから、新型コロナウイルス感染症の

１、調査の目的。

影響が出ているものと推察される。しかし、町内

地域公共交通のこれまでの経過や現在の取組状

の中島工業団地にマスク工場が稼働するなど、明

況、今後の予定等を把握するため、調査を行っ

るい兆しもある。

た。

また、経済、観光の状況については、持続化給

２、調査の方法。

付金などの国や道の施策に加え、クーポン券発行

地域公共交通に関する取組の経過、プロジェク

事業、団体旅行支援事業を初めとした町独自の施

トチーム事務局が作成した素案に関する資料等の

策が行われているが、基幹産業である観光業を初

提出を求めたほか、総務財政部長、政策推進課長

めとして、今後も継続した対策が必要と考えられ

への聴取を行った。

る。

また、既にデマンドバスを運行している松前郡

報告時点においては、道内の新型コロナウイル
スの感染状況は拡大傾向にあり、今後も情勢を十

福島町及び上磯町知内町を先進地として訪問し、
調査を行った。

分注視し、適時適切な対応を行っていただくよう

３、地域公共交通のこれまでの取組について。

申し添え、委員会報告とする。

（１）コミュニティバス導入の検討開始から導

以上でございます。
○議長（木下

敏）

入の見合わせを行った経過。
議会運営例規第５２項によ

高齢化に対応した活力のあるまちづくりの重点

り、本件に対する質疑を省略し、報告済みといた

施策の一つとして、平成１９年度にコミュニティ

します。

バス（町内循環バス）の導入を検討するため、コ

委員長、お疲れさまでした。

ミュニティバス検討委員会を立ち上げ、計４回の

次に、総務財政常任委員会の報告を求めます。

委員会を開催している。

池田委員長。
○４番（池田誠悦）

その後、平成１９年１０月に施行された「地域
それでは、朗読をもって説

明いたします。

公共交通の活性化及び再生に関する法律」の規定
に基づいて、国の支援を受けた検討を行うため、

委員会報告第１２号総務財政常任委員会報告
書。

平成２０年３月５日に法定協議会である七飯町地
域公共交通活性化協議会（以下「法定協議会」と

令和２年６月１１日第２回定例会における議決

いう。）に移行している。

に基づき、当委員会の所管について調査した結果

コミュニティバス検討委員会においては、各地

を下記のとおり報告する。

域の導入事例について検討、協議を行い、平成１

令和２年１２月１日。

９年に１回目の住民アンケート調査を実施してい

七飯町議会議長木下敏様。

る。

総務財政常任委員会委員長池田誠悦。

法定協議会においては、実際の運行にかかる費
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用やルートをシミュレーションするため、平成２

交通プロジェクトチーム」を設置し、これまで検

０年に２回目のアンケート調査を行い、平成２１

討を重ねてきている。

年３月３０日に法定協議会の承認を得て、翌３１

プロジェクトチームにおいて、ポイント・

日付けで「七飯町地域公共交通総合連携計画」を

ツー・ポイント、ドア・ツー・ドア、交通支援助

策定している。

成の三つの案を挙げている。このうち、ポイン

しかし、策定に至るまでの過程において、コ

ト・ツー・ポイントまたはドア・ツー・ドアとし

ミュニティバスは多額の運行費用がかかり、支出

た場合には、地域内フィーダー系統確保維持国庫

に対する収入の確保が非常に困難であることが想

補助金を活用する予定である。

定され、バス以外にも様々な地域公共交通確保の

プロジェクトチームで示した３案の詳細につい

手法があることから、コミュニティバス等の実証

ては別表のとおりであり、その他の取組について

運行については、法定協議会として早急に結論を

は表１のとおりである。

出すのではなく、住民の足を確保するための方策
については、町民、議会及び関係団体の合意の下

【表１】平成２２年度以降の主な取組状況で
す。御参照ください。

で慎重に検討し、進めていくこととしている。

また、並びに、一番最後のほうに別表としてつ

そのため、平成２１年度については、計画に基

いておりますが、それも参照してください。

づいてコミュニティバス、地域等による交通サー
ビス自主運行及び乗り合いタクシー等を含めた検

（３）地域公共交通を取り巻く現在の状況につ
いて。

討を進めるため、今までのアンケート結果等をも

令和２年通常国会において、地域公共交通の活

とに、地域住民や各関係団体と意見交換を実施し

性化及び再生に関する法律の一部改正が可決さ

ている。

れ、令和２年６月３日に公布された。この改正に

以上の経過を踏まえ、地域住民との意見交換を

より、これまで市町村が作成することができると

行ってきた結果、「コミュニティバス（町内循環

されていた「地域公共交通網形成計画」の名称が

バス）の導入」については、地域住民からの時期

「地域公共交通計画」に改められ、市町村は当該

尚早であるとの意見が多数であったことから、実

計画を作成するよう努めなければならないと規定

証運行については当面見合わせ、引き続き検討課

された。

題として慎重に検討することとした。

また、「地域公共交通計画」を作成した市町村

（２）平成２２年度以降の取組状況について。

は、毎年度、当該地域公共交通計画の区域におけ

コミュニティバス（町内循環バス）の導入を見

る地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保

合わせてからは、平成２５年２月に法定協議会を

に資する地域公共交通の活性化及び再生に関する

一時的に休止し、必要に応じて会議を招集する体

施策の実施の状況についての調査、分析及び評価

制で存続をしたが、平成２９年２月に法定協議会

を行うよう努めることとなった。

を廃止し、道路運送法の規定による「七飯町地域

４、事務調査のための委員の派遣を行った。

公共交通会議」を町内の２次交通の充実・活用に

派遣日、令和２年１１月１０日。

ついて地域で協議するための会議として設置し

派遣先、松前郡福島町、上磯郡知内町。

た。

（１）福島町の地域公共交通の取組について。

また、平成２５年と平成２７年に公立はこだて

①福島町のデマンドバス運行の経緯。

未来大学による知的バス停システムを利用したデ
マンド交通実験を実施している。

福島町は、平成２２年度に福島町地域公共交通
確保維持改善協議会を設立し、翌年度には全町民

平成３０年１０月からは、高齢化率が３０％を

を対象としたアンケート調査を実施している。

超え、もう一度地域公共交通を見直す必要性があ

実証運行については、平成２４年度に３９日

ると判断し、担当課内だけではない横断的な検討

間、平成２５年度に１３０日間実施し、あわせて

委員会を設置することとなり、「七飯町地域公共

利用者アンケート等を行うなどの取り組みを経
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て、平成２６年度には地域内フィーダー系統確保

施主体となり、運行業務を函館バスへ委託して実

維持計画認定申請を行い、平成２６年１０月１日

施し、１乗車当たりの運賃は２００円となってい

からデマンドバスを運行し、１乗車当たりの運賃

る。

は３００円となっている。

また、特徴的な取り組みとしては、交通系ＩＣ

福島町デマンドバスの運行については、地域公

カード（鉄道会社が発行している電子マネーの一

共交通確保維持改善事業費補助金（国庫補助金）

種で、公共交通機関の乗車券として使えるカー

を活用しながら実施しており、補助対象事業者

ド）であるイカすニモカの利用が可能であり、函

は、福島町内のハイヤー会社となっている。運行

館バスと乗り継ぐことによって乗り継ぎ割り引き

にかかる事業費の財源としては、運賃収入、国庫

が適用される。

補助金及び町補助金となっており、総事業費から

また、知内町においても、デマンドバスの運行

運賃収入及び国庫補助金を差し引いた残りを町が

には地域公共交通確保維持改善事業費補助金（国

全額補助しているが、この費用には過疎対策事業

庫補助金）を活用しており、実施主体である町が

債（過疎地域自立促進特別措置法により過疎地域

補助対象事業者となり、運行に係る事業費の財源

に指定された市町村が、過疎地域自立促進市町村

は、運賃収入、国庫補助金及び町単独事業費と

計画に基づいて行う事業の財源として特別に発行

なっている。

が認められた地方債）が充当されているため、７

②本格運行後の取組について。

割が地方交付税として措置されているとのことで

令和元年５月２８日の運行開始から令和２年３

ある。

月３１日までの利用状況は、計２６５人で、その

②本格運行後の取組について。

うちの８割の利用者が午前中に集中している。

本格運行を行った平成２６年１０月以降の利用
者数の推移については、表２のとおりである。

令和２年４月には、予約受付時間が前日の午後
５時までであったものを当日の午前８時までに変

平成３０年からは、購入額１,５００円に対し

更している。同年５月には、デマンドバス利用者

て１,８００円利用が可能となる回数券を導入

を初めとする対象者約１００名にアンケート調査

し、令和２年１０月からは、１日に２乗車以上利

を実施し、利用実績やアンケート調査を踏まえ

用した場合に、２乗車目以降の利用料金が１５０

て、同年８月１０日からダイヤ改正を実施してい

円となる往復割り引き制度を導入している。

る。

【表２】利用者数の推移でございます。参照く
ださい。

ダイヤ改正により、各方面週１回２往復から週
３回１往復の運行に変更、利用の少ない２系統を

（２）知内町の地域公共交通の取組について。

統合し、４系統を２系統に変更、アンケート調査

①知内町のデマンドバス運行の経緯。

で希望の多かった町内の歯科医院を目的地に加え

知内町は、平成２７年１１月に持続可能な交通

るなどの変更を行っている。

体系構築に向けた町民へのアンケート調査を実

【表３】知内町ダイヤ改正の効果です。参照くだ

施、翌年５月には知内町地域公共交通会議を設置

さい。

している。

【表４】福島町及び知内町の主な取組の比較表で

実証運行については、平成２８年１０月から２

ございます。御参照ください。

か月間、平成２９年２月から２か月間、平成２９

５、当町の今後の取組について。

年９月から６か月間実施している。当初は平成３

（１）法定協議会への移行について。

０年１０月から本格運行を予定していたが、令和

令和２年第４回定例会において、地域公共交通

元年７月に大型商業施設の進出が決定したことか

の活性化及び再生に関する法律に基づく協議会を

ら、本格運行の開始を令和元年５月に延期してい

設置するため、法定協議会への補助金の予算計上

る。

を予定している。

知内町デマンドバスの運行については、町が実
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今年度においては、法定協議会の委員の任命を

行い、来年度からは、本格的な議論を行うため、
年６回程度の会議の開催を予定している。

既にデマンドバスを運行している福島町及び知
内町においては、本格運行の開始までに利用者の

委員の構成としては、道路運送法に基づく地域

ニーズを十分に調査しており、当町でも実証運行

公共交通会議では、７団体、７名の委員を任命し

の際や、本格運行に至るまでには、きめ細やかな

てきたが、地域公共交通の活性化及び再生に関す

住民ニーズの把握に努めていただきたい。

る法律に基づく協議会においては、新たに６団体

昨今の厳しい財政状況を踏まえると、実証運

からの委員を加え、１５団体、１５名の委員を予

行、本格運行に向けては、国庫補助金などの特定

定している。新たに加える６団体には、地域の意

財源の確保を行った上で実施することを強く望む

見を反映させるという考えから、町内の七飯町社

ものである。

会福祉協議会、七飯町商工会、七飯町老人クラブ
連合会を予定している。

いずれにしても、委員会の中では今後の予定に
ついても示していたことから、法定協議会の設置

また、移行前の地域公共交通会議においては、

後は、本格運行に向けたスケジュールを明確に

七飯町町内会連合会の会長１名を任命していた

し、速やかに議論を重ねていき、来年の秋または

が、地域ごとの意見、ニーズを把握するため、本

冬には実証運行ができるよう、スピード感を持っ

町、大中山、大沼の各地区町内会連合会の会長を

て進めていただくことを望み、委員会報告といた

任命する予定である。

します。

なお、移行前の七飯町地域公共交通会議の委員

以上でございます。

名簿及び移行後の七飯町地域公共交通活性化協議

○議長（木下

会委員名簿（案）は表５のとおりである。

り、所管事務調査の報告に対しては質疑を省略す

【表５】七飯町地域公共交通活性化協議会委員名

ることを例とするが、行政視察研修における報告

簿（案）でございます。参照してください。

に限り、質疑を許します。

（２）今後のスケジュールについて。

敏）

議会運営例規第５２項によ

（「なし」と呼ぶ者あり）

現段階におけるスケジュールとして、町は、来

○議長（木下

敏）

質疑を終わります。

年の秋から冬の間に実証運行を行っていきたい考

以上で、本件は報告済みといたします。

えを示していた。実証運行の時期を来年の秋から

委員長、お疲れさまでした。

冬に実施することについては、当町は坂町である

以上で、各常任委員会報告を終わります。

ことから、冬期間に実証運行を行ったほうが、よ

───────────────────

り住民のニーズ把握ができることを理由として挙

日程第４

げていた。

特別委員会報告

今後、法定協議会において協議していくことと

───────────────────

なるが、現段階ではデマンド型での運行を念頭に

○議長（木下

検討を重ねている。

を議題といたします。

６、まとめ。

敏）

日程第４

特別委員会報告

議会活性化特別委員会より、会議規則第４６条

地域公共交通について調査を行った結果、法改
正によって、市町村は地域公共交通計画を策定す

第２項の規定により、中間報告をしたいとの申し
出があります。

るよう努めなければならないと規定された。当該

お諮りいたします。

計画の作成及び実施に向けて、法定協議会を設置

申し出のとおり、報告を受けることにしたいと

する必要があることから、令和２年第４回定例会

思いますが、御異議ございませんか。

に法定協議会への移行に必要な補正予算を計上す
ることとなり、本年度中には法定協議会を開催す

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○議長（木下

る予定などの今後の方針等についても示してい
た。

敏）

御異議なしと認めます。

よって、議会活性化特別委員会の中間報告を受
けることに決定いたしました。
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委員長の発言を許します。

関する資料の要求があった。

中島委員長。
○１２番（中島勝也）

（５）令和２年２月３日に第５回目の委員会を
委員会報告第１０号議会

活性化特別委員会報告書（中間報告）。

開催し、議員研修視察については、研修視察の推
移、旅費積算の推移等の資料をもとに協議を行っ

令和元年９月２５日第３回定例会において設置

た。

されました当特別委員会が、これまで調査した結

委員からは、研修視察を毎年実施するという意

果を下記のとおり報告する。

見と隔年で実施するという意見があったため、道

令和２年１１月２４日。

内の町村議会の研修視察の実施状況の資料がそろ

七飯町議会議長木下敏様。

い次第、改めて議論をすることと決定した。

議会活性化特別委員会委員長中島勝也。

正副議長の２年交代については、全国の市町村

記。

での正副議長の任期の状況に関する資料を提出し

１、調査の経過及び内容。

たが、資料の内容については検討を要することか

（１）令和元年９月２５日に第１回目の委員会

ら、各会派で内容を精査して、次回の委員会まで

を開催し、委員長に中島勝也委員、副委員長に上

に意見をまとめることとした。

野武彦委員をそれぞれ互選した。

（６）令和２年４月９日に第６回目の委員会を

（２）令和元年１１月１３日に第２回目の委員

開催し、正副議長の２年交代について、前回提出

会を開催し、前期からの申し送り事項について確

された資料をもとに検討された内容について協議

認を行った。

を行った。

今後の議会活性化に関する検討事項について
は、各会派で検討し、次回の委員会において報告

各会派において検討された意見は次のとおりで
ある。

することとした。

・首長が４年任期であるのに対し、議長が１年

（３）令和元年１２月１６日に第３回目の委員

あるいは２年で交代するということは余り好まし

会を開催し、今期の協議事項について各会派から

いものではない。地方自治法の規定のとおり４年

の意見を集約した。

でよい。

各会派の意見を集約した結果、今期の協議事項

・多くの議員に議長を経験する機会、能力があ

としては、①議員研修視察の見直し、②正副議長

れば、公平にチャンスを与えるということがで

の２年交代、③議会だよりの簡素化、④本会議の

き、議員活動、議会運営に十分生かすことができ

インターネット配信、⑤議員定数と議員報酬、こ

る。２年または１年で行っている議会もあり、４

の５点を協議することに決定した。

年に固執する必要がない。

（４）令和２年１月１５日に第４回目の委員会

・地方自治法で議長の任期は議員の任期による

を開催し、初めに、前回の委員会において決定し

となっている。議長職は、経験をさせる場ではな

た協議事項に関して優先的に取り組む事項の協議

く、議員の中で適格だという方がなるべき職であ

を行った。

る。

特別委員会としては、初めに、議員研修視察の

・法律で２年制について明確に禁じられてな

見直し、正副議長の２年交代について取り組むこ

く、他市町村での実施例もある。２年ごとの選挙

ととし、その後、議会だよりの簡素化、本会議の

で緊張感のある議会運営が期待できる。選挙方

インターネット配信、議員定数と議員報酬につい

法、立候補制、所信表明等の検討も十分意義があ

て取り組むこととした。

り、検討をしていきたい。

委員からは、議員研修が隔年となった経緯、全

・地方自治法上は、４年任期が基本になってい

道の町村の議員研修の実施状況、予算額等、全国

る。議事運営に習熟していることが求められてい

の市町村での正副議長の任期の状況、インター

る。執行部との関係においても対等な関係が求め

ネット配信に要する費用、議会だよりの決算額に

られるため、２年では難しい。
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・議事運営上で対応できる権限と識見、議事運営

（８）令和２年８月２０日に第８回目の委員会

の習熟、短期交代は議長職の形骸化、正常な議会

を開催し、議員研修視察の見直しについて、道内

運営の確保ができない、代表性と指導性を弱め

の町村議会の研修視察の実施状況に関する資料を

る、対執行機関での地位の低下、権威の失墜の点

もとに協議を行った。資料をもとに改めて各会派

が４年のメリットと考えたが、これらについて

において常任委員会、議会運営委員会、特別委員

は、２年だからできないということはない。

会、会派、議員全員と、それぞれのテーマごとの

・２年やって、その成果が公平・公正に行われ

視察のあり方について検討することとした。

ているか、そういう評価を下す場が必要。２年間

（９）令和２年１０月１９日に第９回目の委員

の活動の評価をし、信任されるのであれば４年務

会を開催し、議員研修視察の見直しについて協議

めてもらう。問題があれば２年でかえる仕組みが

を行った。

必要である。

初めに、議員研修視察のあり方について、各会

・２年の公約を出してもらって、その公約がど

派からは、議会運営委員会、特別委員会について

のくらい実施されているか、議長職としてどのよ

は現状どおりの意見が多数であり、会派等の視察

うな評価をされるかという２年ごとの評価をする

については難しいとの意見が多数であった。ま

べき。

た、常任委員会に関する意見については、次のと

以上の意見を踏まえ、議論が交わされました

おりである。

が、合意点を見出すことができないことから、次

・隔年実施とする。現行の予算額では、関東以

回までに再度、各会派において検討を重ねること

南への研修は困難であることから、上限を１８万

とした。

円から２０万円とする。

委員からは、正副議長が２年で交代している自
治体の運用方法、申し合わせ事項等に関する資料

・毎年実施し、道外２回で予算額は１５万円ま
で、道内２回で予算額は１０万円までとする。

の要求があった。

・現在の隔年実施で予算額１０万円でも、さら

（７）令和２年５月２２日に第７回目の委員会

に工夫をすれば充実した内容の研修が可能であ

を開催し、正副議長の２年交代について、委員会

る。今考えるべきことは、現在の予算の範囲内で

における協議事項に関する北海道町村議会議長会

さらに有意義な視察を目指すことであり、交通費

の見解、正副議長が２年で交代している自治体の

や滞在費などを極力かけない視察先の検討を先行

運用方法、申し合わせ事項等の資料をもとに協議

させることが肝要である。

を行った。

・現行どおり隔年実施。全国的な範囲で先進地

委員会における協議事項の正副議長の任期は、

視察を考えていくことが必要であり、予算額は１

地方自治法第１０３条第２項により「議長及び副

５万円から２０万円程度に引き上げるべきであ

議長の任期は、議員の任期による。」と定められ

る。

ており、これに関する条例、規則の制定は法律に
反する条例、規則となる。したがって、そのよう

・毎年実施し、予算額については１３万円を上
限とする。令和３年度から実施する。

な内容の審議、審査を本会議、委員会で行うこと

・視察は必要な範囲で、時期的にも的確にタイ

はできないとの北海道町村議会議長会の見解が示

ムリーに行われるべき。予算枠は現状を維持した

された。

中で行き先や回数を決めるのではなく、その都

このことを踏まえ、委員会で協議をした結果、

度、各常任委員会で検討する。

当特別委員会において正副議長の２年交代につい

・毎年実施する。

ては、調査は可能であるものの、審議、審査はで

以上のとおり、回数や金額に様々な意見があっ

きないものと判断し、今後は議員全員協議会また

たが、回数については、現状どおり隔年での実施

は会派代表者会議において議論することと決定し

と決定した。しかし、予算額については合意点を

た。

見出すことができなかったことから、予算額１０
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万円、１５万円、２０万円のいずれにするかを採

告とする。

決した結果、賛成多数で２０万円とすることに決
定した。

以上です。
○議長（木下

敏）

議会活性化特別委員会は、

（１０）令和２年１１月９日に第１０回目の委

議長を除く全員で構成された特別委員会でありま

員会を開催し、副町長に出席を求め、これまで検

すので、議会運営例規第５２項の規定により、質

討してきた議員研修視察の見直しに関して情報提

疑を省略いたします。

供を行った。

以上で、本件は報告済みといたします。

副町長からは、１人当たり１０万円の予算で、

委員長、お疲れさまでした。

隔年での実施となってから１５年が経過し、その

以上で、特別委員会報告を終わります。

間の人件費、宿泊費、交通費などの上昇を踏まえ

───────────────────

ると、現状の予算額では議員研修の所期の目的を

日程第５

達成することは難しいことは認識しているもの

出納検査報告

の、来年度の税収減や地方交付税の減少が見込ま

───────────────────

れる中、一度に１０万円から２０万円に増額する

○議長（木下

敏）

のではなく、段階的に増額してはどうかとの提案

議題といたします。

日程第５

もされた。しかし、委員会の総意として上限を２

監査委員の報告を求めます。

０万円とすることを改めて確認した。

神﨑監査委員。

また、令和２年第４回定例会において中間報告

○監査委員（神﨑和枝）

出納検査報告を

１２月定例会に報告い

を行うことを確認し、報告書へ記載する事項の確

たします例月出納検査につきましては、８月、９

認を行った。

月、１０月分の３か月分です。

（１１）令和２年１１月２４日に第１１回目の

８月分につきましては、９月２５日、２８日、

委員会を開催し、令和２年第４回定例会で報告す

２９日、３０日、９月分につきましては、１０月

る中間報告書の確認を行った。また、今後の協議

２６日、２７日、２８日、２９日、１０月分につ

事項についての確認を行い、本会議のインター

きましては、１１月２５日、２６日、２７日に

ネット配信については、実施することに決定し

行っております。

た。

会計課長及び上下水道課長より提出されました

２、まとめ。

諸帳簿類の額と現金及び預金等の金額がつり銭を

以上がこれまでの調査活動である。

除いた額と一致しており、計数上の誤りがなかっ

初めに、議員研修視察については、実施回数は

たことを御報告いたします。

現状のまま隔年での実施となるが、令和３年度か

○議長（木下

らの予算額については上限を２０万円とすること

す。

に決定した。

敏）

これより、質疑を許しま

（「なし」と呼ぶ者あり）

次に、正副議長の２年交代については、調査を

○議長（木下

敏）

質疑を終わります。

重ねてきたが、特別委員会での調査は可能である

以上で、本件は報告済みといたします。

ものの、審議、審査を行うことができないため、

監査委員、お疲れさまでした。

今後は議員全員協議会または会派代表者会議にお

以上で、出納検査報告を終わります。

いて議論することと決定し、現在、会派代表者会

次、一般質問ですので、ちょっと早いですけれ

議で議論を進めているところであります。

ども、暫時休憩いたします。

今後の委員会活動は、本会議のインターネット
配信の実施に向けた内容の検討を行い、また、議
会だよりの簡素化、議員定数と議員報酬などを検
討するため、調査を継続することとして、中間報
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１１時１０分、再開いたします。
午前１０時５７分

休憩

──────────────
午前１１時１０分

再開

○議長（木下

敏）

休憩前に引き続き、再開い

１点目、現段階で決定している内容について。

たします。

２点目、実証実験を行うことについて。

───────────────────

３点目、今後の進め方、工程について。

日程第６

４点目、最終的にどのような形態を目指すのか

一般質問

についてであります。

───────────────────
○議長（木下

敏）

日程第６

よろしくお願いいたします。

一般質問を行い

ます。

○議長（木下

敏）

政策推進課長。

○政策推進課長（中村雄司）

１問目の、庁内で

通告順に発言を許します。

実施計画している地域公共交通についてお答えし

平松俊一議員。

てまいります。

○３番（平松俊一）

通告に従いまして、大綱３

問、質問を行いたいと思います。

１点目についてですが、平成３０年１０月に発
足したプロジェクトチームでは、これまでに全体

１問目であります。町内で実施計画している地
域公共交通についての質問であります。

会議と福祉部会を開催し、七飯町の特性に合った
地域公共交通について検討を重ねてきたところで

これは先ほど総務財政常任委員会の報告の中に

ございます。

かなり詳細なものが報告されておりました。答弁

このプロジェクトチームは、何らかの決定を行

いただくときには、簡単な答弁で構いませんの

う機関ではなく、七飯町の地域公共交通の課題解

で、とりあえず私が議長に通告書を出したときに

消に向けて、庁舎内で横断的に検討することを目

は報告書がまだできていませんでしたので、

的としていることから、現段階の検討経過につい

ちょっとかぶってしまいますけれども、その点、

てお答えさせていただきます。

よろしくお願いしたいと思います。

現在は、他の自治体の事例や七飯町の地域特性

昨年４月１９日、東京都豊島区池袋の路上で高

をかんがみ、事務局が大枠として作成した３パ

齢者の運転する乗用車が暴走し、自転車の母子を

ターンの実施案について、かかる費用や実施方法

死亡させたほか、９人もの方々に重軽傷を負わせ

なども比較しながら検討を進めているところでご

る事故は、まさに現代社会の状況を象徴するよう

ざいます。

な事故でありました。この事故の発生以降、免許

ちなみに、この３パターンとは、事前予約が必

返納者の数が随分と増えたとの報道があり、影響

要なデマンド型のワゴン車を利用して、自宅近く

の大きさを実感したところであります。

のバス停等から目的地まで運行するポイント・

しかし、その後の多発する交通事故報道には、

ツー・ポイントのパターン、同じくデマンド型の

高齢者に起因する交通事故が減るどころか、逆に

ワゴン車を利用して、自宅から直接町内の目的地

増えていると感じられる日々が続いております。

まで運行するドア・ツー・ドアのパターン、そし

当町にあっては、幸いなことに高齢者が関係し

て、町内のタクシー事業者を利用する場合に、利

たこのような重大事故は今のところ発生していま

用料金の一定額を助成する交通支援助成のパター

せんけれども、いつ発生してもおかしくないこと

ンでございます。

は万人が認めているところであると思います。

２点目についてですが、去る令和２年１１月２

町長の施政方針では、高齢者や障害者などの交

７日に、地域公共交通の活性化及び再生に関する

通手段として、乗り合いタクシー、いわゆるデマ

法律の一部改正が施行され、地域公共交通計画を

ンド交通に言及したことは何度もありました。よ

策定することが市町村の努力義務とされたところ

うやく一昨年、庁内にプロジェクトチームを立ち

でございます。

上げたところではありますが、その進捗状況につ
いて伺いたいと思います。
４点あります。

七飯町といたしましても、法律の規定に沿っ
て、地域公共交通計画を作成していく必要がある
と認識しておりますが、実現可能性のある町の実
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態に合った計画とするため、何らかの実証運行を

また、計画の作成及び作成された計画の実行に

行い、詳細なデータの収集が必要と考えておりま

当たりましては、福島町や知内町のように国庫補

す。特に坂道が多く、雪国でもある七飯町の特性

助や交付税の活用など、町の財政が少しでも有利

を考えますと、実証運行は、より条件の厳しくな

になるような方法を模索しながら進めてまいりま

る冬期間に実施するのがよいと考え、今年度途中

す。

に補正予算を御提案の上で、この冬にも開始を目

４点目についてですが、プロジェクトチームで

指しておりました。しかし、新型コロナウイルス

考えられる七飯町に適した方法や検討案につい

感染症の感染拡大の影響によって、多くの公共交

て、路線バスやＪＲ、タクシーなど、町全体の交

通事業者において、利用者が通常に比べて大きく

通体系の充実を図りつつ、デマンド型交通の運行

減少するなど、この状況下で実証運行を実施して

を検討しております。

も正確なデータを収集することは難しいと言わざ
るを得ません。

しかし、昨今では、コロナ禍での合い乗りは敬
遠されがちでありますので、ウイルスの影響下で

また、実証運行は、デマンド型、循環型、いず

も安全に運行できる方法についても、合い乗りに

れの方法によっても、複数の利用者が乗り合う形

限らず検討するなど、費用対効果や町の財政負担

となるため、ここ道南におきましても、感染拡大

も考慮しながら、法定協議会での議論を着実に進

の様相を呈している現在の情勢では、当面の間、

めてまいりたいと考えております。

実証することは難しいと考え、町の財政状況や、

以上です。

新型コロナウイルス感染症の影響などを考慮しな

○議長（木下

がら、最適な実施時期を見きわめているところで

○３番（平松俊一）

ございます。

のが出てきたものですから、非常に公共交通とい

３点目についてですが、先ほども申し上げまし

敏）

平松俊一議員。
コロナというややこしいも

うのはやりづらいというのはよく分かります。

たとおり、法律の一部改正により、計画を作成す

その中にあっても、高齢化率はどんどん上がっ

ることが市町村の努力義務とされ、計画を作成、

てくるわけですから、何としてもそういう時代に

実施するために、当該自治体、公共交通事業者、

対応するという仕組みづくりはできるだけ早くつ

道路管理者、利用者等で構成する地域公共交通活

くり上げていただければなと思うところでありま

性化協議会、いわゆる法定協議会を組織し、計画

す。

作成に向けた作業を進めることが必要となりま

これからやるいろいろなやり方が、他町の例を

す。また、設置した法定協議会が実施主体となる

見ますと、なかなかみんなに理解が行き届かない

ことで、計画作成にかかる軽費の一部に国の財政

という面が見られます。例えば循環型のバスを

措置を見込むことができるため、今年度中に法定

やってからデマンド交通に切りかえているところ

協議会を立ち上げ、計画作成に向けた議論を開始

というのは結構あるのですけれども、デマンド交

していきたいと考えており、かかる費用につきま

通の前、循環型のバスすら動いているのを知らな

しては、本定例会に補正予算案を提案させていた

いという方が多かったなどというのが後のアン

だいております。

ケートで分かっている実施例というのも多くあり

進め方といたしましては、法律の改正により、

ます。

庁舎内のプロジェクトチームで引き続き実施方法

そういうことを考えたときに、今、協議会を立

等、具体的な手法を検討し、七飯町に適した方法

ち上げて、今年度、この議会で予算ができる、こ

や検討案を法定協議会にお諮りして、既存の公共

れはいいのですけれども、入り方をもう少し具体

交通機関を最大限に生かすような内容になってい

例を持って入っていけないかなということで、再

るかなど、最終的な計画のあるべき方向としてふ

質問させていただきたいのですが、協議会移行後

さわしいかを議論してまいりたいと考えておりま

のメンバーが随分増える形になりますけれども、

す。

この人たちがみんながみんなどういうものを目指
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しているのかということが果たして具体的に分

はないかなと思いますので、この点についての考

かっているのかどうかですね。例えばこういう方

え方をお尋ねいたします。

たちのために、短時間でいいですから、簡単な実

このＢパターンを見ますと、町内を五つの地区

験をやると。例えばＢパターン、ドア・ツー・ド

に分けるという表示がありますが、これは最終決

アでやったとします。半日くらい、１台、２台の

定ではないと思うのですけれども、５地区に分け

タクシーをチャーターしておいて、それで私は７

て進んでいくというのが前提になるのかどうか、

年も前から同じことを言っているのですけれど

これをちょっと確認をさせていただきたい。

も、未来大学が開発した仕組みなどをちょっと借

あと、ほとんど協議会ができてから、法定協の

りてきて、タブレット端末をタクシーに乗せる

中での話になると思いますが、事業主体をどこに

と。それでアプリを搭乗予定の協力してくれる人

持っていくのかですね。民間ベースで町が補助を

たちにあらかじめ入れておいて、操作方法を教え

する、ここでもあちこちで出ていましたけれど

ておいて、それであちこちでリクエストをして、

も、総務財政で視察に行ったところ、失礼なので

実際に乗車体験するとか、そういうことをやった

すけれども、ちょっと人口規模が七飯町と大分違

上で進めていったほうが、みんな分かりやすいの

います。それで、このＢパターンは伊達市がモデ

ではないかなと思うのです。御説明では、とにか

ルだというふうに書いていますので、伊達市であ

く協議会を立ち上げて、それから計画をつくっ

ればうちより５,０００人くらい多いまちであり

て、そして予算づけをしてから進めると、それは

ますので、これはこれである程度目安になるのか

それで十分理解できるやり方だと思うのですが、

なと思います。今お答えできない話かもしれませ

単費で簡単に、何十万円かあればできる実験なの

んけれども、これからどこが中心になっていくの

ですよ。そういうこともぜひ考えられないのかと

かということだけ、現在のお考えをお聞かせ願い

いうことがまず再質問の１点目であります。

たいと思います。

それと、実証実験の中で、冬期間というのが一

以上です。

番七飯町にとって不利といいますか、やりづら

○議長（木下

い、条件としては厳しい中で、冬場にやると、そ

○政策推進課長（中村雄司）

れも分かるのですけれども、やはり予算がついて

点、御質問あったかと思いますので、１点ずつお

からになると思いますが、何回か、冬だけではな

答えさせていただきたいと思います。

敏）

政策推進課長。
それでは、今、３

くて、夏でも春でも秋でも、１日、２日でもいい

１点目の、具体的なものというところでござい

ですから、いろいろやってみて、こういうことを

ますけれども、こちらは、まだ内部の中で検討し

今町が目指しているのだというアピールを町民の

ているところですので、具体的なものというのは

方にする、これが非常に大事ではないかなと思い

お示しすることはできませんが、まずは実証運行

ます。最初に言いましたように、仕組みをつくっ

等をもってニーズですとか、そういったものを把

て運行を始めましたと言っても、結局マイカーに

握していくことがまず優先されていくのかなと思

乗っていて、何をやっているのか分からなかった

います。実証運行だけではなくて、法定協議会を

という人が多いのであれば、なかなか実施事業に

ベースにした計画をつくっていくこと、これが法

対する理解も進まないということになります。

律に定められておりますので、それもあわせた中

例えばＢパターン、Ｃパターン、どちらでもい

で計画づくり、そしてそれの運行の形をどうやっ

いのですけれども、これが実際に決まって運行に

てつくっていくのかというところは実証運行のほ

なったときに、利用率が低い状態であれば、やる

うで、あわせた取り組みが必要になってくるもの

意味がないと思います。やはり皆さんに知れ渡っ

というふうに思ってございます。

て、さあ、やっと始まったぞといって、どんどん

続いて、２点目でございますけれども、速やか

利用者が増える、そういう前提条件をつくってか

なものだとかを考えられないでしょうかと。ま

ら運行開始できるようなやり方というのが必要で

た、それにあわせた中で、仮に導入をしたとして
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も、利用者の方が使われなければなかなか難しい

県をまたいでいるバスの循環が非常にうまくいか

のではないのかなというようなお話だったかと思

なかったのですね。２年ちょっとぐらいでやめて

います。その他の状況、検討経過を見ましても、

しまって、そのやめるに当たって、役場のほう

導入した後に、利用者が少なくて、その利用率を

で、急にバス会社のほうからやめたいという意向

上げていくというようなところは、当然、どの自

が出てきたものですから、タクシー会社何社かと

治体も抱えている課題でございますので、こちら

いろいろ協議をし、それでデマンド型をタクシー

の部分は、利用者が増えるというようなことを目

で行っている。今年の４月から有料で行っていま

指すように、導入の際には町民の方々に御理解を

す。

していただけるようＰＲを加えていくといいます

この仕組みが、昨年も同じ質問をしたのです

か、重点的に行っていくということが有効かなと

が、未来大学が基本的に開発をしたサブシステム

いうふうに思ってございます。

というものがメインで動いております。タブレッ

３点目でございますけれども、総務財政常任委
員会におきます資料にありましたＢパターンにつ

ト端末を運転手なりオペレーターが見て、それで
運行しているということです。

いて、こちらは伊達市をベースにドア・ツー・ド

福島町、知内町は、タクシー会社のオペレー

アの例を示したものでございます。五つの地区で

ターさんが全部頭の中で運行するのですけれど

分けているのでございますけれども、こちらは大

も、紫波町でやっているのは、ＡＩがリクエスト

枠として事業規模を把握するためにやったもので

を受けて、現在いる車がどこで誰を乗せるのが一

ございますので、この五つの地区ということには

番優先的、合理的かという判断をして、ドライ

限らないということで、今後の検討というところ

バーに指示を出すという仕組みで今やっていま

でとらえていただければなというふうに思ってご

す。

ざいます。

ただ、これも、聞きに行きましたら、毎月、利

事業主体の関係でございますが、他の自治体を

用者の数は確かに増えているのですけれども、６

見ましても、町が主体的にやる事業主体、また、

月の議会のやりとりをインターネットでちょっと

法定協議会において実施するパターンとございま

見たときに、議員の質問は、利用率をどうやって

すが、今、七飯町の取り組みとして、恐らく法定

上げるのだという質問が６月時点で出されていま

協議会でやることが考えられるのかなというふう

した。バスから急にこういうデマンド、乗り合い

に現段階では考えているところでございます。

タクシーに移行したということで、宣伝する時間

以上でございます。
○議長（木下

敏）

がなかったのか、その辺のことはちょっとはっき
平松俊一議員。

りとお聞きはできませんでしたけれども、うち

ほとんど新たに法定協議会

は、やるのであれば、きちんとそういうことを町

というところで進めることなので、余り今時点で

民に知らしめた上で、スムーズにできるように、

はっきりとしたお答えを出せないというのは、総

例えばこういうことが始まるのであれば、車の買

務財政の報告書を見ても分かりますので、一応こ

い換えをやめようとか、そういうふうに早めに対

の件に関してはこれでおさめたいと思うのです

応できると、町民側から見れば。できるだけ、法

が、私は先月、盛岡市の衛星都市のような紫波町

定協議会でないと決定事項は出ないのでしょうけ

というところに個人的に視察に行ってまいりまし

れども、一応町の方向を逐一町民に知らせなが

た。ここは、最初は県をまたいで交通事業者、バ

ら、こういう仕組みがもうじき始まるのだという

スを運行している会社が循環バスの運行をしてい

宣伝をしていただきたいと思いますけれども、町

ました。この紫波町というのは、南北に鉄道と国

長にちょっとだけお聞きしたいのですけれども、

道が走っている。非常に七飯町と地形も似てい

前にコミュニティバスの運行を大分町民が期待を

る。人口規模も３万３,０００人くらい。議員の

しました。アンケート調査もあり、やれるものだ

数も１８人。そういうまちだったのですが、その

と思ったのですけれども、結果的にはできなかっ

○３番（平松俊一）
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たのです。今回は間違いなく、どういう形であ

以上でございます。

れ、やるのですよね。いろいろ検討した結果、う

○議長（木下

まくいかないからやめるということはないのかど

○３番（平松俊一）

うか、それだけ最後にお聞かせください。

く進んでいますね。オートドライブ機能の向上が

○議長（木下

かなり進んでいます。ですから、免許を持ってい

敏）

総務部長。

○総務部長（釣谷隆士）

敏）

平松俊一議員。
車の進化が思った以上に早

最後に町長ということ

る高齢の方がかなり、例えば３年後、５年後あた

ですが、私のほうから御答弁申し上げたいと思い

りに高性能の車を持ち続けて、近所の免許のない

ます。

お年寄りを一緒に乗せながら目的地に行くという

その前段のほうのお話でございますけれども、

ことも、もしかすると現実になってくるかもしれ

総務財政常任委員会で視察で行ったところ、私も

ません。ですから、そこまでの過渡期をできるだ

一緒に同行してございます。その中でも、今でも

け早く、大きな事故を起こさないために、こうい

運行の仕方だとか、そういうものについては、よ

う仕組みが必要だという認識でおりますので、何

りいいものというか、使いやすいものということ

とか早く始めて、確かに修正しながらやっていく

を検討を続けておりまして、報告書にも書いてあ

というのは、それは当たり前の話ですから、とに

りますとおり、改正を行っている、運行回数だっ

かく取り組みを早くすると、ここをできるだけ真

たりとか、そういうものですね。それをより使い

剣に早く進めてもらいたいなというのがあります

やすいものにということを、動いているものです

ので、その点についての御答弁だけ、もう一度お

らそういう形で検討しながら、より使いやすいも

願いします。

のにという改正を行っているということは現場で

○議長（木下

伺っております。報告書にも書かれております。

○総務部長（釣谷隆士）

それは、やっぱり利用者の意見を聞いてそういう

し訳ございませんでした。

敏）

総務部長。
ちょっと舌足らずで申

ふうに改正しているということでしたので、もう

当然、議員のおっしゃるとおり、この件につき

できたものが必ず全部が全てだということではな

ましては早急に進めてまいりたいと思っておりま

く、そこから、やっぱり町民のニーズだとかそう

すし、総務財政常任委員会の報告書にも、スピー

いうものも踏まえて育てていくものだと、私はそ

ド感を持ってやっていくようにという御指摘がご

のときに非常に強く感じたところでありますの

ざいますので、担当もそのつもりでございます。

で、うちも結果的にはそういうふうに育てていく

以上でございます。

ものだというふうになると理解していただきたい

○議長（木下

というふうに思います。

○３番（平松俊一）

それと、やることを約束できるのかということ
でございますけれども、いかんせん、法定協議会

敏）

平松俊一議員。
２問目に移ります。

太陽光発電施設を山間地に設置することについ
てであります。

の中で議論してまいっていくことでございますの

菅総理は、１０月に開かれました第２０３回臨

で、ここで確実にそれをやる、何をやるというよ

時国会の所信表明におきまして、２０５０年まで

うな形のものは、今ここでは答弁できないものと

にカーボンニュートラルの実現を目指し、再生可

いうふうに思っておりますし、ただ、高齢化率が

能エネルギーを最大限導入すると宣言されまし

上がっている、足の確保が必要だという、そうい

た。

う町民のニーズというものは、ほかのアンケート

このことにより、今後、各種発電施設が新設や

においても如実に出ておりますので、そこのとこ

改修へと進むことになると思われるので、今回は

ろは十分検討してまいらなければいけないという

太陽光発電に関した質問を行いたいと思います。

よりも、そこのところは早急にやっていかなけれ

太陽光発電のパネルの寿命というのは２０年か

ばならないものというふうに考えてございますの

ら３０年と言われております。２０３０年代に

で、御理解いただきたいと思います。

は、電力の買い取り制度で設置が始まった既設の
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施設が随時寿命を迎えることに備えまして、事業

次に、２点目になります。発電設備の撤去及び

者に対して、一定の関連費用を１０年間積み立て

廃棄は、廃棄物処理法における産業廃棄物処理に

ることを義務づけする方針を経済産業省の有識者

係る規定を遵守することとなっており、環境省が

会議が示し、大筋で了承されたというふうに報告

定める太陽光発電設備のリサイクル等の推進に向

されております。

けたガイドラインなどに沿って、適切な処理が見

太陽光パネルの廃棄処理は、ほかの事業と同じ

込まれるところでございます。

ように、発電事業者や解体事業者が責任を持つこ

このことから、七飯町では、産業廃棄物の適正

とが原則であり、再エネ買い取り価格には、廃棄

処理などに関しては国で定めておりますが、山間

に必要な費用を盛り込む形で設定をされており、

地における太陽光発電事業開発行為については、

２０１８年４月より廃棄費用の積み立てが義務化

平成３１年２月許可分から、発電事業の終了時に

されている。要は、電気を売ったお金の一部は廃

は、可能な限り速やかに撤去することなどの確約

棄に備えて積み立てるのだということが義務化さ

書を取り交わしているところであります。

れているというのが今の状況です。ただし、２０
１８年に決まった話です。

最後に４点目になります。国では適切な再生可
能エネルギー事業の実施の確保などを図るため、

また、太陽光パネルには、環境負荷の非常に大

２０１６年６月に再生可能エネルギー発電事業計

きい有害物資である鉛、カドミウム、セレンなど

画を認定する新たな認定制度が創設されておりま

が含まれているので、町内の森林、ひいては町民

す。この認定制度では、事業計画が再生可能エネ

の飲料水を守るためにも、維持管理や、特に最終

ルギー電気の利用の促進に資するものであり、円

的に放置されないよう、十分な管理・監督も必要

滑かつ確実に事業が実施されると見込まれ、安定

と思われます。

的かつ効率的な発電が可能であると見込まれる場

最近、町内の山林部を切り開いて設置された太

合には、経済産業大臣が認定を行います。

陽光発電施設もあり、今後、山間地でこのような

さらに、この事業計画に基づく事業実施中の保

施設が増えていくことも予想されますので、次の

守点検及び維持管理並びに事業終了後の設備撤去

点について伺いたいと思います。

及び処分等の適切な実施の厳守を求め、違反時に

山間地に設置された施設の現状について、１点
目。

は、改善命令や認定取り消しを行うこととされて
おります。

２点目は、山間地に設置されました施設の発電
事業が終了した後について。

そのほかにも、設置には、資源エネルギー庁で
定める事業計画策定ガイドラインのほか、環境省

３点目、今後、山間地に設置される施設の設置
に関して、森林環境譲与税との関連について。

で定める各種ガイドラインにより、十分に関係法
令を厳守することとなっております。

最後、４点目は、今後、山間地に設置される施

また、山間地では、造成行為となりますので、

設の設置に関する規制の条例制定についてであり

無秩序な開発行為を防止するための規制として、

ます。よろしくお願いします。

既に森林法に基づく林地開発行為や北海道自然環

○議長（木下

境保全条例及び七飯町環境保全条例に基づく開発

敏）

都市住宅課長。

○都市住宅課長（川島篤実）

都市住宅課に関連

行為の許認可等がございますので、改めて町独自

する１点目、２点目、４点目について答弁いたし

の規制の条例制定は考えてございませんので、御

ます。

理解のほどよろしくお願いします。

御質問の１点目になりますが、民間太陽光発電

○議長（木下

敏）

農林水産課長。

事業の開発行為実施分については、七飯町で９件

○農林水産課長（田中正彦）

ございます。そのうち、山間地では、横津岳に位

うから、１点目と３点目について答弁してまいり

置する大中山山間地において４社が設置し、現在

ます。

稼働している現状にあります。

それでは、私のほ

まず１点目について、農林水産課所管関係につ
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いてですが、上藤城地内において、森林法に規定

ということもありますものですから、いろいろ調

する地域森林計画対象民有林で、開発面積が１ヘ

べましたら、全国で１００以上の自治体が太陽光

クタール以上となっている場所が存じます。この

発電の設置に関する規制というのを設けていると

場所においては、開発面積が１ヘクタール以上で

いうことが報告されていましたので、当町、菅総

あることから、北海道が許可権者となる林地開発

理の肝いりでどんどんもし太陽光が山のほうに増

許可を受けた行為であります。目的は、太陽光発

えるのであれば、これはきちんと見きわめが必要

電施設に係る事業上の設置であり、工期について

だなということで今回の質問を出しております。

は、令和２年２月２１日から１２月２５日までと

基本的に規制は、私有林とかになると、町は考

なっております。

えないという御答弁だったのでしょうか。例えば

なお、この場所においては、林地開発行為の完

水源が近いとか、住宅地が下にあるだとか、その

了に伴い、地域森林計画対象民有林から除外地と

大きさですとか、山のコンディションにもよるの

なります。

でしょうけれども、集中豪雨的なものが降ったと

なお、七飯町においては、この許可基準の一つ

きに、多少の何か細工はするでしょうけれども、

であります残森林等の維持、管理に関する協定書

土砂が流れ出る、そういう危険性があったとすれ

が、当町と土地所有者、賃貸者ほか２名による３

ば、それは規制対象になるのではないかなと思う

者により締結されております。

のですけれども、七飯町は、危険な土砂崩れする

続きまして、３点目についてですが、森林環境

場所のことを何と言いましたっけ。河川に関する

譲与税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関す

規制というのがあるのですよね。ところが、山側

る法律施行規則において、各市町村に存ずる農林

に関する規制というのは多分ないと思うのですけ

業センサス規則により調査した私有林人工林の面

れども、ハザードマップを見ましたら、ほとんど

積、国勢調査令による林業に就業する者の数及び

河川域関係だけがそういう災害の可能性があると

市町村の人口に応じ算出と交付されるものであり

いうふうに指定をしているのですけれども、山の

ます。

ほうで、崩れるかもしれない、だから規制をしま

このことから、森林環境譲与税の交付基準の一

しょうというところは色塗りがされていないので

つであります農林業センサスの基準日において、

すが、本当にそういう見直ししないままでいいの

私有林人工林の面積が減じていた場合は減額さ

か、もう少しきちんと調べたらどうなのかなと思

れ、増えていた場合においては増額されることと

うのですが、まずこれが１点と、今まで９件、こ

なります。

れは全体ですか、山のほうで４社と言いました

したがいまして、山間地に設置される太陽光発

か、横津のほうで。もう既に事業を開始されてい

電施設の林分が天然林である場合においては、森

ると。こういったところが、万が一、発電事業を

林環境譲与税額の交付基準から除外されており、

終了した、そのときに、会社を畳む、もしくは倒

影響はありませんが、林地開発行為等により、私

産するとなったときに、今、これからやる分には

有林の人工林が該当する林分の場合は、私有林人

ある程度規制があって、報告を受けるのでしょう

工林面積が減ずることとなり、森林環境譲与税へ

けれども、その前にできてしまったものは、前に

の交付額に影響があります。

質問したときには、事業者にちゃんとやらせます

以上でございます。
○議長（木下

敏）

という答弁が出ていましたけれども、つぶれてし
平松俊一議員。

まったらどうもならないわけですよね。ですか

七飯町の６割以上が森林で

ら、会社の事業、終了するまでの間に、今からす

あるという、その森林部分にいつの間にか太陽光

ぐ何かそういう積み立てをしなさいだとか、もし

発電施設ができてきているということで、現在、

くはしていますかだとか、そういうことを町のほ

施工しているところで、ほんの小規模だというふ

うとして確かめるということが必要ではないかと

うに聞いていますけれども、土砂が流れ出たなど

私は思うのですけれども、そういうことに対して

○３番（平松俊一）
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町の考え方を質問したいと思います。

○経済部長（青山芳弘）

補足させていただきま

２０１８年の４月から廃棄費用の積み立ての義

すが、平松議員の１点目、規制する条例、七飯町

務化というのが出ていますから、ですから、それ

としてつくらないのかという再質問があったと思

以前に事業を開始している人たちに、こういうの

います。確かに全国で百数件ほど、規制する条例

が出ているのですけれども、それに対してちゃん

は確かにあります。この中には、やはりそれぞれ

と対応できませんかという話を聞くということで

の自治体によって、考え方によって定めているも

すよね。その再質問。

のなのですが、抑制をするとか、またはそこの規

それから、終了後は、現状回復等をするという
ことがどこかで決まっているのでしょうけれど

制をする地域を限定するとか、いろいろな規制の
仕方をしてございます。

も、これはどの発電事業者に対しても、引き続き

ただ、先ほど課長が答弁したとおり、現状で

やるのでしたら、それは話は別ですけれども、や

は、いろいろ開発の関係上、規制がございます。

めるときに現状回復するという、そういう確約書

先ほど課長が答弁いたしました、北海道において

みたいなものが交わされているのですか、今まで

もいろいろ手続上、森林法で林地開発等であれば

の９件の事業者、山は４社と言っていましたか

そういう部分も含めますし、北海道自然環境保全

ら、山のほうだけでいいですけれども、そういう

条例もございますし、町といたしましては環境保

ことが交わされているのかどうか、確認されてい

全条例もございます。それらのもとで対応してま

るのかどうか、それを再度お聞きをしたいと思い

いりたいということで考えておりますので、現状

ます。よろしくお願いします。

では、新しい規制ということでは今のところ考え

○議長（木下

ていないということで御理解をいただきたいと思

敏）

都市住宅課長。

○都市住宅課長（川島篤実）

それでは、私のほ

います。

うから、現状回復についてですけれども、先ほど

以上です。

答弁いたしましたが、以前、一般質問で、事業を

○議長（木下

終了した場合とか、そういう部分の質問がありま

○３番（平松俊一）

したので、それ以降の平成３１年の２月許可分か

なのですよね。結局、私有地、私有林で、それか

ら、それこそ横津４社については、３１年２月許

ら、森林計画にも何も該当していない、そういう

可分、２件ございまして、その分から、国では撤

山主さんが、持っていても大して金にもならない

去等については適正な処理ということで国で定め

と。これだったら太陽光発電、申請すればすぐで

ておりますけれども、改めて七飯町として、２社

きるというのが今多いですから、そういう形でど

については確約書を取り交わしているところでご

んどん進んだときに、確かに始めるに当たっての

ざいます。また、そのうち１社が、先行して２社

規制というのは、例えば積み立てするだとか、そ

やっているのですけれども、そことプロジェクト

ういうのはそういう条件でスタートすることにな

チームみたいなものがありまして、それで連携を

ると思うのですけれども、山肌を切る、それはど

とることになっておりますので、その辺は御理解

の程度どういう形になるかということはなかなか

をお願いします。

分からないですよね。だから、出だしは、木だけ

敏）

平松俊一議員。
そこのところが非常に心配

あと、仮に山間地における事業終了、急に撤去

切って、そこにパネルを立てるというところも、

するとなっても、国のほうで定めているのですけ

七飯町の話ではないですけれども、あったのです

れども、制度ができた積み立て分について、その

けれども、やはり今、後のメンテナンスを考える

以前の部分についても、規制が始まってから積み

と、ちゃんと切土して、そこにパネルを設置する

立てておくようにという規制が定められておりま

という、今、藤城でやられているような形が今後

すので、その辺は御理解を願います。

多くなってくると思うのです。そのときに、集中

以上です。
○議長（木下

豪雨みたいなのが当たって土砂が流れ出ると、こ
敏）

経済部長。

ういうことに対応できるものが果たして今ちゃん
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とあるのかどうか、そこだけ再度確認をさせてい

浚渫等の指導をしてまいりたいと思っています。

ただきたいと思います。

指導できます。

○議長（木下

敏）

農林水産課長。

○農林水産課長（田中正彦）

以上です。

ただいまの御質問

について御答弁いたします。

○議長（木下

敏）

○３番（平松俊一）

林地開発行為に係る行為の中で、調整池の設置

平松俊一議員。
２問目は一応これで終わり

ます。

が義務づけられておりまして、そこにおいて一気

○議長（木下

に降った雨が一旦調整池に集約されて、そこから

２時になりましたので、３問目は休憩後というこ

河川のほうに放流されるという形をとっておりま

とで、午後１時まで暫時休憩いたします。

す。

敏）

それでは、ちょうど今、１

午前１１時５９分

現在の林地開発行為の場所で、９月ころでした

休憩

──────────────

か、豪雨がありまして、泥水が流れてきたという

午後

苦情がありまして、現地調査をさせていただきま

○議長（木下

した。道の渡島総合振興局と同行させていただき

たします。

１時００分

敏）

再開

休憩前に引き続き、再開い

ました。そのときには、確かに泥水が河川のほう

一般質問を続けます。

に流入したような形が見られましたので、改めて

平松俊一議員の３問目の質問より入ります。

造成中の調整池については、工事が完了するま

平松俊一議員。

で、汚泥がたまり次第、浚渫することと、排水溝

○３番（平松俊一）

の排水口の切り上げを要望しております。それで

質問に移らせていただきます。

全てが対応できるかというふうになると、なかな
か難しいものはございますが、一応開発行為の許

それでは、最後の３問目の

本町地域センター建て替え計画と他施設との合
築についてという質問であります。

可基準の中では満たされた基準となっておりまし

本町地域センターの建て替えについては、現

たので、そこをさらに排水の出口の高さを切り上

在、明確な計画が立案されることなく、施設の危

げしていただくという形で私のほうから要請して

険性や利用者の不便な点ばかりが増進している状

おります。

況であります。

以上です。
○議長（木下

町の民間活力を利用して計画を実施したいとの
敏）

○３番（平松俊一）

平松俊一議員。

思いは理解できますが、現状では暗礁に乗り上げ

今、工事中だからそういう

ている状況かと思われます。

対応ができているということだと思うのですけれ

また、スポーツセンターや町民プールにあって

ども、仮にこれが設置されて５年、６年たってし

も、建て替える時期に至っており、これらに対す

まってから土砂が流れてきたと、例えばそういう

る具体案を示す時期に来ていると思います。

ときの対応というのは町はどうするのですか。そ

そこで、次の点について伺いたいと思います。

この業者にちゃんと始末しなさいというふうにで

１点目、これらの施設建設に関する基本的計画

きるのですか。それとも、ある程度瑕疵担保が済

そのものを民間主導で立案することについて。

んでしまったら町が後始末をするということにな
るのですか。この点だけ最後に質問させてくださ

２点目は、地域センターは現在の場所にこだわ
らず、ほかへ移動することについて。

い。
○議長（木下

３点目は、地域センターと同様に、経年劣化の
敏）

農林水産課長。

○農林水産課長（田中正彦）

著しいスポーツセンターや町民プール等を合築す

河川下流域には、

ることについて。

その用水を使っている農業者もたくさんおります

４点目、新施設は、保健センター隣接地を利用

ので、そちらの営農に支障が出るような形であれ

して建設し、エネルギー供給をまとめる。そし

ば、農林水産、町のほうから直接設置者に対して

て、役場庁舎、文化センター、歴史館、保健セン
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ターと図書館を含む新施設に熱供給をするなど、

在においては熱供給源をまとめる考えはございま

この地域のまちづくりをすることについて。

せん。

最後、５点目は、施設建設や運営を、いわゆる

５点目の、施設建設や運営をいわゆるＰＰＰで

ＰＰＰ、これは民間主導でということなのです

の問題解決を目指すことについてですが、確かに

が、での課題解決を目指すことについてでありま

官民が連携して公共サービスの提供を行うＰＰＰ

す。

は有効なスキームであると思いますが、国の補助

よろしくお願いします。
○議長（木下
○副町長（宮田

敏）

や交付金の対象は地方自治体となることから、現

副町長。

東）

段階においてはＰＰＰでの課題解決の利点は少な

それでは、お答えしてま

いと思われます。

いります。

以上でございます。

初めに、御質問の、本町地区にあります地域セ

○議長（木下

敏）

平松俊一議員。

ンター、図書室、スポーツセンター、町民プール

○３番（平松俊一）

この質問に関しては、昨

などの施設整備についてでございますが、これま

年、今年、同僚議員から何回も質問が出ていまし

で民間建造物を含めた複合施設や、民間活力の導

て、今回と似たようなお答えもあったし、少し変

入も含め、検討してまいりましたが、以前の一般

わっているのもあるのかなと思います。

質問にもお答えしましたとおり、財源難の中での

まず、１点目の件ですけれども、立地適正化計

施設整備を進めるためには、国の補助や交付金、

画、これできちんと考えていくというお話で、立

交付税算入が期待される事業を活用せざるを得な

地適正化計画というのはこれから立てられること

いとお答えしております。

なのですね。それで、素案に書いてあることなの

このことから、現在、もっとも有利な事業メ

ですけれども、基本コンセプト、これは地域の特

ニューの一つとして、国の補助や交付金の条件と

性を生かした居住、都市機能を誘導し、都市の活

なります市街化区域内での施設のコンパクト化を

力を創設すると、これは多分、素案であってもき

目指す立地適正化計画の策定を進めております。

ちんと原案になっても変わらない方針だと思うの

その上で、国の補助や交付の対象となる事業の活

で、まずこういう趣旨で今までの同僚議員に対し

用を前提として、現在、総合計画後期基本計画の

ても答弁があったように思います。

期間内の着手に向けて検討しているところでござ
います。

そこで、今まで大体副町長の答弁が多かったの
ですけれども、答弁を聞いていますと、結局は補

以上のことから、順にお答えしてまいります

助のメニューがメインになっているのですよね。

が、１点目の民間主導で立案することについて

町として財源がない。それで国のいろいろな補助

は、補助や交付金の対象外のため、難しいものと

メニューを利用してやっていきたい。それはそれ

判断しております。

で分かるのですけれども、地域の活性化を目指す

２点目の、地域センターをほかへ移動すること
については、図書室も含めて利便性のよい適地を

ときに、町民の意向というのがどの程度くみ取ら
れるかということが非常に大事かと思います。

検討しております。

１問目の質問のときに、私は紫波町に行ってき

３点目の、スポーツセンターと町民プールの合

たという報告をちょっとさせてもらいましたけれ

築については、効率的な運営や維持、管理の観点

ども、紫波町はＰＰＰでオガールプロジェクトと

からも、合築も含めて検討しております。

いうのを七、八年かけて実施をしました。これは

４点目の、図書館を含む新施設は、保健セン

いろいろな事業をやりたい人、民間の事業者、こ

ター隣接地へ建設し、役場庁舎、文化センター、

こにこういうものをつくったら、そこに私が入っ

歴史館、保健センターと熱供給をまとめることに

て商売をしたいという思いの人たちが集まって、

ついてですが、建設場所がまとまり次第、効率的

１００回ほど会合を重ねて、株式会社をつくっ

な熱供給のあり方を検討してまいりますので、現

て、建物をつくり、そこに公共施設も一部入っ
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て、町としてはそこに家賃を払いながら利用させ
てもらっているというやり方を今しています。

なぜこれを聞くかといったら、東北の震災の前
の年でしたか、何かのときに、私が町長に、図書

パブリックプライベートパートナーシップとい

館の件をちょっと質問しました。本会議だったか

うのがＰＰＰ。民間が主導でやることに対して、

覚えていませんけれども。そのときに、町長の答

国の補助金が来ないという理解を示されているよ

弁は、自分の任期中に図書館の着工をしたいとい

うに聞こえましたけれども、この施設に町が入る

う答弁があったのですが、その後、震災がありま

場合には、町は補助金を使えるのですよ。だか

して、その話は先延ばししますということで今ま

ら、そこら辺、一応立地適正化計画を進める場合

で来ているわけです。

には、パブリックコメント、こういったものを募

このとき、この文化の森構想の中で、一つ、す

集するというか実施をするということを前に副町

ぐそこの空き地が残っているのですけれども、私

長がおっしゃっていましたけれども、はっきり

が先輩議員に聞いたのは、ここに図書館ができる

言って、まちの活性化をつくるときに、町民の声

のだと、歴史館の横ですね、保健センターの上の

というのは確かに大事です。大事ですけれども、

土地、ここに図書館ができるのだというふうに先

事業計画とか事業的な感覚を持たないまま、あれ

輩から聞いていたのですが、一時期までは地域セ

がほしい、これがほしいと言っても、それは存続

ンターのところで図書館を建て直したいと。それ

ができないし、設立そのものが難しいかもしれま

で、ＰＰＰでやりたいのだけれども、募集しても

せん。

余りいい結果が出なかったので、今度はほかの場

そこでお聞きしたいのは、先ほども言いました

所も検討対象になるということを、今、副町長の

ように、事業をやりたい人というのを募集して、

答弁で理解しましたけれども、町で持っている土

その方たちに検討をしてもらうというほうが、す

地がある。これを有効に利用する。コロナを

ごく具体的なものができるのではないかなと。例

ちょっと抜かしての話になりますが、せっかく文

えばスポーツジムをやりたい、お店を経営した

化の森があり、歴史館があり、文化センターがあ

い、レストランをやりたい、コンビニをやりた

り、立派な庁舎があり、そして空き地がある。そ

い、本屋をやりたい、こういう声に応えながら、

このところに、例えばスポーツジムの温水プール

本町の地域センター、こういうものを核にした計

がついた建物、図書館があったり、子供たちが集

画を立案するということが考えられないのかとい

えるような場所があったり、そういった施設を民

うことが１点、再質問させてもらいます。

間につくってもらって、町の公共施設の分は借家

その中で、一応私は、現在の地域センターの場

というか、お金を払いながら入っていくと、そう

所にこだわらずという質問をしましたけれども、

いうときにこの補助金が使えるという解釈ではな

これは検討するということで、あの場所でなくて

くて、紫波町はそういうやり方をしている。全く

もいいという、今、答弁だったと思いますので、

今までと多分考え方が変わる話になるかなと思う

これに関して再質問させてもらいますけれども、

のですけれども、考えですから、今、そういうこ

１９９２年当時、これはいつできたのか分からな

とも含めて検討しますという答弁が出てくれれば

いですけれども、文化の森構想というのを七飯町

一番いいのですけれども、何か今までのやりとり

は持っていました。それに基づきまして、文化セ

を聞いていますと、補助金メニューが先にあっ

ンターも建てましたし、歴史館も建てましたし、

て、それに合った計画を立てるという、それでは

庁舎もそれに基づいて建てたのですかね、詳しい

活性化をつくり上げる、そういうまちはつくれな

ことは分からないのですけれども。今の都市計画

いのではないかというふうに私は考えます。この

のマスタープランという中には、この文化の森構

点について、もう一度答弁を願いたいなと思いま

想というのは全く盛られていないのですけれど

す。まずそれでお願いします。

も、この構想というのはもう既に破棄されている

○議長（木下

計画なのでしょうか。

○副町長（宮田

－ 22 －

敏）
東）

副町長。
それでは、全体の話とし

て答弁にかえさせていただきたいと思うのです

をやって、町の財源のほうについて、できるだけ

が、平松議員が言われるのは民間活用、支援し

使わないような努力、国の支援を受けてまいりた

て、民間で計画をして、町民の意見、皆さんの意

いという考え方です。

見をできるだけ取り入れた中で、いいものをとい

建てる場所について、先ほど図書館の部分が歴

いましょうか、つくったらというような形だと思

史館の向かいの空き地という話がございましたけ

います。それも中心的には文化の森構想の中での

れども、そこについては、あそこは調整区域とい

文化センターの周辺という形にまとめたほうがい

うような形で、市街化区域に入っていないで、建

いのではないかというような御意見かなと思って

物は多分建てられない形になろうかなと思いま

います。

す。そこの利用についても、空き地を利用しない

まず、前提の中で、私どもで補助だとか交付金

わけにいかないので、その部分については、また

にこだわっている部分については、立地適正化計

建物があの近辺にできたときには駐車場とか、そ

画、これをつくることによりまして、今現在、進

ういうものでいろいろな面で活用については考え

行中でございますけれども、それをやることに

ていくことになろうかなと思っています。あるも

よって国の補助を持ってこられるということで

のは利用するという考え方は同じような考え方に

す。違う事業メニューを入れられるということで

なろうかなと思ってございます。

す。それが最も有利な条件ということです。その

そういうことも含めてお話しさせていただいた

条件で、今現在のところですが、補助が５割、起

部分については、本町の地域センター、図書館に

債充当率が９０％で交付税算入が５０％と、いろ

関しても、移転まで視野に入れて広く考えている

いろな事業がございますが、これが一番、スポー

ということで御理解をしていただきたいなと思っ

ツセンターだとか図書館だとかをやる部分につい

てございます。それに、全く場所についてこだ

て一番高い国の支援ということで調べさせていた

わっているわけでございませんが、ある土地は有

だいています。これを生かしていきたいという前

効利用して、いろいろ他方面からも検討している

提でございます。

ということで御理解をお願いしたいなと思ってご

その中に、先ほど民間の部分で、盛岡のほうの

ざいます。

まちでしょうか、オガールプロジェクトですか、

全部細かい部分までお答えできたか分かりませ

そういうお話ございましたけれども、それはこの

んけれども、くどいのですが、今の段階では、町

立地適正化計画関係なくて別な事業というような

で考えている有利な補助部分については、民間の

形でやられている、国の補助をもらってというよ

部分についての補助といいましょうか、それより

うな形だと思います。その補助率は、そこまでは

も高いものを優先的に考えているということで御

分かりませんけれども、今現在ある部分の一番高

理解をお願いしたいなと思っております。

いもの、そういう財源を確保しようというような

以上です。

形で現在進んでいるということで御理解いただき

○議長（木下

たいと。

○３番（平松俊一）

敏）

平松俊一議員。
ちょっと調べ方が悪かった

平松議員が言われる、その事業を持ってこれた

のですけれども、図書館をつくると言っていた場

のは、確かに民間の形のもので、町がテナント料

所は、最初から調整区域だったということですよ

といいましょうか、そういうものを払ってという

ね。途中から調整区域になることはないですよ

こともございましょうけれども、ただ、それが

ね。ということは、一番最初につくった計画のと

今、今回の部分の補助、図書館が対象になるか、

きに、そもそもまずかった話なのですかね。てっ

例えばスポーツセンターが対象になるか、それは

きり図書館があそこにできるということをずっと

それぞれの対象の事業の中身によって変わります

うのみにしてきていたものですから、ああいうこ

ので、一概に今ここで議論というような形になら

とを含めて有効利用ができればということで、今

ないかと思います。私どもはとにかく有利な補助

回のこの質問に持ってきたのですけれども、都市
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計画のマスタープランの中にあの辺が使えない土

ラブハウスをつくるときに町はつくりました。こ

地だという表記が載っているのですか。どうも合

れは何を書いてあるかといったら、町の木材を利

点がいかない話だな。結局、これからいろいろな

用した公共施設をつくります。施設の暖房は木質

見直しをしていきますという話のときに、使える

系バイオマスボイラーを使いますということを

土地はどういうところを考えていくのですか。そ

はっきりうたった、こういう方針を立てて、道か

れは適正化計画を立てるメンバーの中で考えると

ら補助金をもらってクラブハウスを建てたと。大

いう話なのでしょうか。町が具体的に今この辺の

中山小学校だとか、そういうときに、私がこの方

土地でこういうことをしたいという素案みたいな

針はどうなっているのだというふうにお聞きしま

ものというのは全くできていない状態なのです

したら、はっきりこういう言い方をしたかどうか

か。

分かりませんけれども、あれはあのときに補助金

○議長（木下
○副町長（宮田

敏）

副町長。

東）

をもらうためにつくったのだみたいな説明だった

先ほどの調整区域の土地

と思うのですけれども、こういう方針で、例えば

に関しましては、今の図書館、昔の話なので、正

今、この役場庁舎のボイラー、文化センターのボ

直言って私もそこまでは存じ上げてございません

イラー、たしか相当いろいろ修理したり、これか

が、調べている部分は調整区域ということです。

ら入れかえなければだめだとか、何かそんなこと

そこが図書館の場所ですよという話の中では、私

が、もう入れたのかな、あったと思うのですけれ

はちょっと存じ上げていないということで御理解

ども、バイオマスボイラーをどこか１か所につ

をいただきたいなと。ただ、あそこに町有地があ

くって、その燃料を供給するのに、町内に６割以

るのは間違いないので、その辺を含めて有効利用

上ある森林を利用すると。大中山小学校で若干バ

を当然考えてまいりますよということです。

イオマスボイラーをやっていますけれども、非常

あと、申し上げられるのは、本町地区に限る
と、町有地、小さいところは別として、大きな土

に高上がりだみたいな声も多いですね。知内町か
ら買っていますから。

地があるところについては、当然、スポーツセン

ただ、これから先を考えたときに、町内で燃料

ター、プール、そういうものを含めて、そういう

を調達できるというのは、これは地元の雇用にも

ところについて、実際問題、建設できるかどうか

なりますし、町がその燃料を買うに当たって、そ

というものを検討してまいりますということで

れから、木を倒したり何なりするに当たって、お

す。今現在、ここの場所という部分について特定

金は全部町内に回る話になります。それでバイオ

しているものはございませんが、多角的に検討し

マスボイラーと随分私はこだわって、今までやり

ているというような形です。それは当然、立地適

とりを何回かさせてもらいましたけれども、この

正化計画の中で、道路や公園だとか、いろいろな

先、交付金なども減ってくる、それから、施設の

要素が、先ほどの地域交通の問題も出てくるで

老朽化にあわせていろいろ設備を交換していかな

しょうし、そういうものの要素を全部絡めた中

ければいけない、そういったときに、これだけの

で、適正な場所に建築してまいりたいという考え

施設があるところを熱供給１点に絞って効率よく

方ということで御理解をお願いしたいと思いま

やっていくというのは、町にとってプラスになる

す。

のではないかなと思うのですけれども、この点に

以上です。
○議長（木下

ついてはいかがでしょうか。
敏）

○３番（平松俊一）

平松俊一議員。

○議長（木下

ああいう土地が使えないと

○副町長（宮田

敏）
東）

副町長。
それでは、熱供給という

いうことであれば、本当に大変ですよね。ある程

ような形のバイオマスエネルギーといいましょう

度のまとまった施設をつくるということになる

か、木材チップでしょうけれども、それについて

と、ここから離れていくという話になるので、七

は、議員の皆さん御存じのとおり、大中山小学校

飯町地域材利用推進方針というのを前に大沼のク

で現在やっているというような形です。それにつ
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いては、ほかの自治体から買っているというのが

○副町長（宮田

東）

お答えしますけれども、

現実問題でございまして、町内の木材を利用して

稼げるという部分は、なかなか図書館単独という

いないというような形でございます。町内の木材

のはかなり厳しいのかなと思います。それこそ民

を利用して総合的にボイラーを１か所にまとめ

間の部分だとか、そういうふうにして、共同運営

て、そこから役場なり文化センターなり歴史館な

だとか、そういうふうにやっていくのであれば可

りと、いろいろなところにまとめるという考え方

能性はあるのかも分かりませんが、では七飯町に

については、全く否定するものではございませ

どのくらいの規模の図書館が必要なのかという場

ん。そういうふうにできるのであればそのほうが

合について、その辺の部分についても、なかなか

よろしいかなと思っていますが、ただ、今、１回

今の財政上からは厳しいのだろうなというような

目の答弁でも申し上げましたけれども、現在、建

感じがしてございます。

てる、この辺の役場周辺も含めて、公共施設の集

一つのアイデアとしては、そこにいろいろなテ

約化といいましょうか、そういうものを含めて考

ナントみたいな形で入っていただいて、活性化を

えていますので、それがある程度方向性が見えた

目指す。でも、一番最初に大事なのは、やはりあ

段階で、その部分についてのバイオマスボイラー

る程度お子さんだとか、小さなお子さんだとか、

のほうについても検討してまいりたいなと思って

小学生も高齢者の方でも、そこでゆっくり休める

ございます。今の段階では、考え方としては理解

といいましょうか、そういう場所をつくっていき

できるというような程度でお答えさせていただき

たい。図書館についても、お子さんが休めて、そ

たいと思います。よろしくお願いします。

こで遊べるとか、そういう形のものを、いろいろ

○議長（木下

平松俊一議員。

なものを含めた形のものを考えていきたいなと。

これで最後の質問にします

だから、稼げるというような形のものでなくて、

けれども、基本は、先ほども言いましたけれど

まず優先的には、町民の方の憩いの場を、できる

も、これだけの施設がある。こういうものを利用

だけ広い対象者の方が来ていただけるようなもの

して、七飯町民が憩える場所、みんなが集まって

をいろいろ考えてまいりたいと思いますので、そ

きて、例えば温水プールがあったり、図書館が

ういう形で御理解をお願いしたいと思います。

敏）

○３番（平松俊一）

あったり、佐世保の近所に武雄市という４万７,

以上です。

０００人くらいの市がありまして、ここの図書館

○議長（木下

は、ある本屋さんが経営をしています。市の図書

○３番（平松俊一）

館なのですけれども。惨たんたるものなのですけ

れども、稼げる公共施設という感覚というのは

れども、函館にもあるあの大型書店が入ってき

やっぱり大事だと思います。せっかく大きなお金

て、そこの図書館の運営をしましたら、今年は

を投資して、その維持費、相当な額をかけて、こ

ちょっと少ないでしょうけれども、昨年までは８

れから町が持っていこうと結果的になるはずです

０万人くらいの来場者が来ていると。ここでやっ

から、そのランニングコストが、少なくとも収益

たらそれだけ来るかどうか、それは分かりません

として上がってくる、そういう考え方を持ってや

けれども、稼げる公共施設にしていかないと、た

れば、町の財政負担だって大分減るはずですか

だただお金がかかってしまって、この先も財源が

ら、ぜひそういう民間の感覚というものを中心

なくて、自分の首を絞めるだけだ、そういう建物

に、コンサルなどは入れないで、地元の企業の人

をつくるのではなくて、それをつくることによっ

たちの意見を聞くということがまずあってもいい

て町民の利益にもなり、町にとっても活性化がう

のではないかなと。それで最終決定しろというこ

んと進むと、こういう考え方の立地適正化計画に

とはなかなか難しいかもしれませんけれども、そ

していただければと思うので今回質問しています

ういう手法をとるということも、これからの時代

が、最後にもう一言いただけますでしょうか。

に必要ではないかなということで、もう一度だけ

○議長（木下

質問します。御答弁お願いします。

敏）

副町長。
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敏）

平松俊一議員。
終わろうと思ったのですけ

○議長（木下

敏）

○副町長（宮田

副町長。

東）

○議長（木下

お答えしますけれども、

稼げるというか、収入の上がるものという部分に

敏）

選挙管理委員会書記長。

○選挙管理委員会書記長（俉楼

司）

それで

は、御答弁してまいります。

ついて、私の考え方になりますけれども、稼げる

まず、１点目の質問にお答えします。

施設になれば、ある程度相当な事業費といいま

現在の衆議院議員の任期が１０月２１日までと

しょうか、建設関係について、費用はかかるので

なっております。ただし、解散による総選挙の可

はないかなと思ってございます。ある程度皆さん

能性もあるため、いつ選挙が執行されるかは、現

来ていただいて満足できるような施設というよう

段階では不明でございますが、基本的には、今ま

な形になってくるかと思います。ですから、先ほ

でと同様に、町ホームページ、公報による周知を

どお答えしましたように、できるだけコンパクト

予定しております。また、スケジュールにより、

に、町民の方が憩えるような場所で、ほかの施設

広報誌への掲載が難しい場合は、七飯町選挙管理

も利用できるような形のもので、多方面からそう

委員会独自の選挙公報を作成し、北海道選挙管理

いうものを検討していきたいという考え方をして

委員会から移送される選挙公報とあわせて配布す

います。ちょっと私の考え方とするのであれば、

ることも検討しているところでございます。

稼げる施設はそれ相応の大きいものをつくってい

周知する内容としては、コロナウイルス対策を

かないと、やはり呼び込むことはなかなか難しい

行い、投票所を開設すること。また、来場者の皆

のではないかなと思ってございます。その辺は

様への協力依頼として、マスク着用、入場時及び

ちょっと考え方としては私のほうが古いのかも分

退場時の手指消毒、せきエチケット等の実施、さ

かりませんけれども、そういうふうに考えてござ

らに、積極的に期日前投票の活用を呼びかけるこ

います。

とを検討しております。

以上です。

２点目、３点目の、投票所、開票所の感染予防

○３番（平松俊一）

終わります。

対策については、あわせて回答させていただきま

○議長（木下

通告順に発言を許します。

す。

敏）

川村主税議員。
○１３番（川村主税）

選挙の管理執行におけるコロナ対策につきまし
それでは、通告に従い、

大きく２問、質問させていただきます。

ては、本年８月に、北海道選挙管理委員会におい
て感染防止対策の手引を作成しておりますので、

１問目、選挙の投開票に伴う新型コロナウイル

これに沿って適切に対応してまいります。

ス感染予防対策について。

具体的には、先ほどの１点目で御答弁いたしま

新型コロナウイルスの感染者数が１１月に入っ

したとおり、来場者にはマスク着用、入場時及び

てから増え続けている状況の中、当町でも感染予

退場時の手指消毒等の実施をお願いしますが、投

防対策を行っているところではあるが、衆議院の

票管理者、立会人、また、投開票事務に当たる町

任期が１年を切り、来年には必ず選挙が行われ

職員においても、投票者と同様に、マスク着用、

る。当然、いつ選挙が行われてもいいように、新

定期的な手指消毒、せきエチケット、手洗い、う

型コロナウイルス感染予防対策を含めた対応につ

がい等を実施いたします。また、投票所において

いて、当町の具体的な考えを伺いたい。

も、十分な換気、ソーシャルディスタンスを意識

１点目、新型コロナウイルス感染予防対策を考
えた上で、どのように周知等を行っていくのか。

し、距離を保つこと、記載所、筆記用具等を小ま
めな消毒を行うことを検討しております。

２点目、投票所の新型コロナウイルス感染予防
対策について。

り分類器と開票事務機器を最大限利用し、活用

３点目、開票所の新型コロナウイルス感染予防
対策について。

さらに、開票事務については、現有する読み取
し、職員数の減員、また、できる限り作業時間の
短縮を図り、感染予防対策を行ってまいります。

以上３点、お願いいたします。

以上でございます。
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○議長（木下

敏）

○１３番（川村主税）

川村主税議員。

入して投票するという、移動順位といいますか、

それでは、何点か質問を

させていただきます。

そういうのは決まっているでしょうから、なるべ
く来場者と来場者が接触するような機会が最低限

１点目の周知の関係なのですけれども、今、書

で済むような、そういった部分もやっぱり今のう

記長のほうから、消毒とかマスク着用ということ

ちに考えておかなければならないのかなと。当

で、非常に最低限の予防対策を来ていただく方に

然、中で作業する職員と、立会人、そういった方

は行ってほしいというのは、当然やらなければな

が、大体朝早くから夜遅くまでずっと待機してい

らないことだと思うのですけれども、その中に検

るような状態でしょうから、なるべく、会場の大

温をぜひ実施していただきたいなと。

きい、小さいはあるでしょうけれども、適正な間

今、コロナ、渡島管内でも函館市でも出ている

隔がとれないのであれば、フェイスシード、もし

のですけれども、今、コンビニ、また、スーパー

くは、今、議会でもあるように、こういったつい

とかお店の中でも、消毒液というのは置いている

たてみたいなものを用意して、やっぱり感染予防

のですよね。ただ、実際、見てみると、気づいた

対策に努めるということで、その点についても再

方はやるのですけれども、素通りしていく方がほ

度ちょっと御答弁をお願いしたいと。

とんどなのですよね。検温に関してやっていると

あと、今、介護施設、病院等で、投票に行ける

ころというのはほとんどない状態なのですよね。

方はいいのですけれども、行けない方、従来、そ

やっぱりそういった中で、今、重要な、あちこち

ういった方に関してはどういうふうに行っていた

でクラスターが出ています。また、介護施設とか

のか。さらには、今後、今、面会とか、そういっ

病院関係、やっぱりそこでは、今、消毒、当然マ

たものが、一切外部の方が入れない状況ですの

スクもそうですが、検温をしっかりやっている状

で、そういう場合にはどういうふうに行うのか、

況です。やっぱりそういった部分も、ただ、これ

ちょっとその点も。今ので３点目ですかね。

は投票してくれる方に強制はできませんので、あ

あと、どうしても十分配慮しながらやっていて

くまでもお願いという範囲の中で、ぜひ実施して

も、やっぱり発生してしまうときは発生してしま

ほしいなと。やっぱり職員に関しても同じく消毒

います。そうなったときの対応をどのように今考

及び検温に関しては、当日、体調がもし悪い方が

えているのか。当然、マニュアルとかもあるの

あれば、実際に休んでもらってもいいよというぐ

か、ちょっと分かりませんけれども、その辺につ

らいになるような部分で、その辺の周知する部分

いて、発生時の対応。例えば本町でいくと、本町

に関しても、なるべく丁寧に、こんな面倒くさい

会館でもし発生した場合は、そこを例えば閉鎖し

ことをやらなければならないなら選挙に行かない

て違うところでやるとか、そういった部分の準備

よみたいな、そういった形にならないように配慮

等はできるものなのか、ちょっとその辺について

していただきながら、ちょっとやっていただきた

お答えください。

いなと。その辺について、再度、御答弁をまず１
点。

もう１点、予算です。通常、選挙に伴う予算と
いうのは国から補助が出ますけれども、今回、コ

あと、投票所の感染対策ということで、先ほど

ロナ対策の部分、当然、消毒液、また、フェイス

何点かお教えいただきまして、やっぱり中の部分

シールドとかついたてみたいな、そういったもの

の対策、やっぱりマスク、消毒もそうですけれど

を用意する場合、当然お金がかかります。そう

も、当然、来場者が来たときに、いきなり２０人

いった部分も国のほうで用意できるものなのか、

も３０人も来るということはないとは思いますけ

その辺についてもちょっと教えていただければな

れども、そうなるような場合には、やっぱりある

と。

程度一定間隔あけてもらうとか、一時的にちょっ

以上、５点、それについてお願いいたします。

と待ってもらう。当然、何度も選挙をやっている

○議長（木下

でしょうから、会館ごとで当然券をもらって、記

○選挙管理委員会書記長（俉楼
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敏）

選挙管理委員会書記長。
司）

それで

は、順にお答えしてまいります。

病院等のそういう施設、老人ホーム等に入って

まず、検温の実施ということでございます。こ

いる方の投票ということで、ここについては、今

れについては、私どもでも、コロナ対策として、

もやっておりますけれども、指定投票所というと

安全・安心な選挙を町民の方に行っていただくと

ころの制度がございまして、そこで病院と施設等

いう上で、何が必要なのかということを中で検討

が指定投票所として指定されることになると、そ

をしているところでございます。

こで投票ができるということでございます。ま

まず１点目、先ほど答弁申し上げましたが、今

た、不在者投票も制度としてございますので、そ

年の８月に北海道の選挙管理委員会がつくってい

の中で今回も投票をやっていくということになる

る手引の中では、検温を実施するというような記

と思います。

載は、まずはその時点での手引ではございませ

続きまして、施設で、投票所でコロナが発生し

ん。国のほうで言っている、外に出る場合には家

た場合ということでございます。選挙自体は１日

庭の際でまずは検温だとか、体調が悪いときには

でやるものでございまして、その中で発生した場

家から出ないというようなところが原則となって

合というのは、考えられなくもないのですけれど

くると思います。その中でも、今もそうですけれ

も、その場合には、今検討しているのは、別な場

ども、今後、コロナが町内でも多く出てきたとい

所が設定できるのか、でもその日のうちに別な場

うことになると、そこの検温についても検討して

所に移すというのはなかなか難しい話でもござい

いかざるを得ないということで思ってございま

ますし、投票所の中を一旦投票をやめていただい

す。去年の８月につくった手引でございますけれ

て、消毒をして、また消毒後に投票所を開設でき

ども、今度、国政選挙、衆議院議員選挙になりま

るかどうか、そこももう少し検討が必要かもしれ

すので、国のほうからもそういう指導のようなも

ませんけれども、やっていけるとすればそういう

のがあれば、当然、それに沿ってやっていきたい

方法があるのかなと思ってございます。

と思ってございます。検温については、そういう

続きまして、コロナ対策の予算ということでご

ことで、今後の状況を見ながら、検討しておると

ざいます。国の選挙になると、国のほうから選挙

いうところで御理解いただきたいと思ってござい

に対する予算が来ているということは今までも同

ます。

じでございます。このたび、やはりコロナ対策、

また、投票所での人数が多くなったときという

選挙投票所についてのコロナ対策が必要というこ

ところの質問だったと思ってございます。当然、

ともありまして、国のほうでも交付金を上乗せす

投票所、大きい投票所、小さい投票所、ございま

るということの文書は来てございます。ただ、幾

すけれども、受付して投票券を渡すまで、そこは

ら来るかというのは、それは国のほうで積算の方

人が滞留するところにもなってきますので、そこ

法がありますので、幾ら来るかというのは今の段

は職員のほうから声をかけて、間隔をあけるとい

階では明言できませんけれども、その対策費を国

うところで、極力距離を守る、ソーシャルディス

のほうは支出するというようなことを考えている

タンスを踏まえた選挙にしていきたいと思ってご

ということでございます。

ざいます。

以上でございます。

あとは、職員、投票立会人、管理者含めて、会

○議長（木下

敏）

川村主税議員。

場に長時間おりますので、そこについても、当

○１３番（川村主税）

ちょっと質問の仕方があ

然、アクリル板なのか、もしくはフェイスシール

れだったのか、ちょっと中途半端な部分もあった

ド、当然、職員も会場内を動いてというか、確認

ので、３点ほど再質問させていただきます。

しに動く場合もありますし、代理投票などもござ

予防対策、今、書記長のほうからもいろいろな

いますので、そういう職員についてはフェイス

お話出たのですけれども、結局、行政側として、

シールドだとかアクリル板を設置することも検討

最大限、ここまできちっとやりましたよというの

しているところでございます。

を、やっぱり当然町民の方にも見せる必要がある
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と思うのですよね。結局、今、感染が出ていると

なウイルスですから、やっぱり七飯町としても

いうのも、今までなかなか北海道自体が出ていな

しっかりと対策をとって、万全だよというのを全

いというのがあって、一部の話では、人の移動で

面に押し出せるような対応をしていただきたいと

こういうふうになってしまったというのがあるの

いうことで、今の３点についてもう一度お願いい

ですけれども、やっぱり今までの私が見ていた感

たします。

覚では、ちょっと薄れていた時期にこういうふう

○議長（木下

になってしまったのかなというふうにも一瞬見え

○選挙管理委員会書記長（俉楼

たりもしますので、やっぱり七飯町としては、コ

は、再答弁ということでお答えしてまいります。

ロナの予防対策はきちっとやっていますよという

私どもとしましても、当然、川村議員おっしゃ

上でやっていても、結果的にこういうふうに出て

るとおり、コロナ対策は有効なものを最大限やっ

しまったのは、何もしないよりは、結局、七飯町

ていきたいという思いでございます。コロナの状

としてはきちっと対策をやっていたのだというの

況、これからどうなるのか、また、ワクチン等も

を全面に出せるような対応を準備していただきた

ございますので、その状況によって、何ができる

いなと、そういうふうに思っています。その点に

のか、何が有効なのかというのを、今後も選挙が

ついてもう一度ちょっと書記長のほうからお答え

あるまでには、逐一検証、検討していきたいなと

いただきたいというのが１点。

思ってございます。その中で、最大限、町民の安

先ほど介護施設、病院等で指定の何かやると
なっていますけれども、それというのは、職員が

選挙管理委員会書記長。
司）

それで

全・安心のためにやっていきたいということでご
ざいます。

その中に必要なものなのか、ちょっとその辺、詳
しく教えてください。それが２点目。

敏）

２点目として、選挙の指定投票所の関係でござ
いますが、これについては今までもやってござい

先ほどちょっと発生時はどうするのかという話

ます。そこについては、私どもの選管の職員がで

なのですけれども、結局、対応の仕方を聞きた

はなくて、指定された施設長なりが管理者となっ

かったのですよ。例えば、確かに１日の作業では

て選挙を行っているということでございます。

あるのですけれども、例えば朝来て、体調が悪く

３点目、熱が出た場合ということで、これは職

なって、熱が出たよと。もしかしたらコロナかも

員が熱が出た場合とか、職員とか管理者、立会人

しれないなとなった場合に、例えばＰＣＲ検査、

につきましては、当然、うちを出る前に、体調管

例えば、日曜日ですけれども、そういった場合、

理だとか、検温して、状況がどうかで、当然、選

検査ができるものなのか。例えば日曜日の日でも

挙事務に当たることが不可能な場合には休んでい

そういった検査ができるところがあるものなの

ただいて、ほかの職員だとか立会人、管理者を充

か。当然、その間に、もし疑わしさがあれば、当

てるということになります。

然、消毒、その日にできるのであればいいですけ

あとは、来場者の方で体の具合が悪い人が来た

れども、もしできない状態であれば、それこそ場

らということでございますが、ちょっとここも、

所を移動してでも、そういった対応ができるよう

先ほど申し上げましたとおり、基本的には厚生労

な体制はやっぱり考えておかなければならないと

働省で言っている、自分の家から出る前には、そ

思うのですよね。当然、次から次へと投票しに来

ういう体調を整えてということで考えておりま

る人はいるでしょうから、やっぱりその辺の人た

す。ただ、その中でも、やっぱり分からないで来

ちの誘導ですとか、やっぱりありとあらゆる場合

てしまうだとか、そういうこともあるとは思いま

を想定して対応しなければならないのではないか

す。その際には、コロナの可能性はなくて、熱だ

なと思います。逆にそういうことをきちっとやっ

けでということもあるでしょうけれども、体調不

ておけば、さすが七飯町だなというふうにもとら

良の方は、今の手引の中では、別室で投票をして

えられるのですよ。やっぱり特にお年寄りについ

いただくとか、そういうことを検討してください

ては、持病のある方は、本当に死に結びつくよう

というふうになっております。そういうことが各
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投票所の大きさ等で、それが可能なのかどうかと

平成２８年度は２件、小魚の一部と木片で、小

いうのを今のところ検証しているところでござい

魚の原因は不明、木片は製造工場の木製スロープ

ます。また、会場でコロナの方が出たということ

のささくれと思われます。

になると、別な方法、会場を変えるだとかのこと
も検討していかなければならないと、今、この質

平成２９年度は１件、米飯への着色で、原因は
不明。

問を受けてから、そういうことも今後ちょっと検

平成３０年度は１件、繊維片で、原因は工場内

討しなければならないというか、もう少し具体的

にあるパン製造設備のベルト交換に伴い、廃棄さ

に考えていかなければならないということで考え

れたベルトの一部が混入したものです。

ているところでございますので、その点、御了承

令和元年度は１件、毛髪で、原因は不明。

いただきたいと思っております。

令和２年度は、七飯町ではいまだ発生しており

以上でございます。
○議長（木下

敏）

○１３番（川村主税）

ません。
川村主税議員。

対策につきましては、従来よりＸ線探知機が設

次の質問に入ります。

置されているほか、混入事故発生の都度、目視確

それでは、２点目、学校給食の米飯の安全性に
ついて。

認や洗浄、清掃等の徹底を指導しておりますが、
平成３１年１月に七飯町外の学校に納入された米

１０月２８日（水）に、函館市内の小学校で提

飯に危険物である金属片が混入したことから、工

供された学校給食の米飯に異物が混入する事件が

場においては、平成３１年２月に、新たに監視カ

発生した。このときは、七飯町で発生したわけで

メラの設置と金属探知機の導入を行っておりま

はないが、同じ製造業者によることなので、１０

す。

月３０日、１１月２日の当町の学校給食の米飯に

また、危険物が混入したときには、工場内の機

ついては、違う製造業者で提供したというが、学

械設備の点検、分解、洗浄のほか、函館市保健所

校給食について、いま一度、安全・安心という点

による立ち入り検査が行われ、試験炊飯を実施

と、米飯の提供に関する考えを伺いたい。

し、安全性が確認された後に稼働を再開しており

１点目、新しく学校給食センターが完成した時
点から現時点まで、米飯の異物混入の件数と原

ますが、七飯町も立ち入り検査を含め、実地調査
に参加しております。

因、対策の時系列について。

これからも安全で安心な学校給食を提供するた

２点目、米飯を外部に委託することになった経
緯について。

め、引き続き指導を徹底してまいりますので、御
理解をお願いいたします。

３点目、学校給食について、定期的に保護者、
ＰＴＡと話す機会などを設けているのか。

公益財団法人北海道学校給食会の指定事業者とし

お願いいたします。
○議長（木下

敏）

２点目でございますが、現在の納入事業者は、
て、平成１２年１２月より継続して米飯を納入し

学校給食センター長。

○学校給食センター長（柴田

憲）

ております。

それでは、

答弁してまいります。

学校給食センターは平成２７年４月より稼働し
ておりますが、旧学校給食センターには炊飯設備

１点目でございますが、米飯は函館市内にある

がなく、新たに建てかえをするに当たっては、場

公益財団法人北海道学校給食会の指定工場で委託

所や規模など、様々な事項を検討し、七飯町立学

により製造されておりますが、平成２７年４月以

校給食センター整備計画を作成しております。

降の七飯町への納入分についてということでお答
えいたします。

学校給食センターの炊飯機能につきましては、
施設が大型化し、ライフサイクルコストの低減に

平成２７年度は２件、毛髪とテフロン被膜片
で、毛髪は原因不明、被膜片は米飯食缶内側のテ

つながらないことが懸念されたことから、引き続
き委託によって対応しております。

フロン加工のはがれと思われます。

なお、委託につきましては、公益財団法人北海
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道学校給食会によって、施設の設備や衛生状態な

あるのかなと思うのですけれども、その中で、再

ど、指定工場の要件を満たした指定事業者と契約

度、こういう単純に委託した部分が安いから決め

を行っております。

たというものなのか、実際、当然、おかずはセン

３点目でございますが、学校給食の実施運営に

ターでつくっているのでしょうから、当然、今、

当たっては、町内の小中学校及び義務教育学校長

地産地消含めて、野菜なりお肉なり使っているか

とＰＴＡ会長ほか有識者によって構成される七飯

と思うのですけれども、やはり当然、米だって七

町学校給食センター運営委員会を設置しており、

飯町でつくっているわけですから、センターでつ

年に２回の会議を開催しております。こちらの会

くれば、当然、地元のお米を毎日のように提供で

議には、学校給食センター職員のほかに、栄養教

きるのかなというのが、普通考えるのかなと思う

諭も参加し、異物混入を含めた情報提供を行い、

のですけれども、ちょっとその辺含めて、もう少

学校給食に対する意見、要望等を協議しておりま

し経緯を詳しく教えていただきたいなと。

す。また、ＰＴＡから学校給食の試食会の開催要

３点目は、今、コロナのこういった状況なの

望がございましたら、対応させていただきますの

で、なかなか給食に関して話す機会はないとは思

で、御理解をいただきたいと思います。

うのですけれども、今回、私もこの内容を知った

以上でございます。
○議長（木下

敏）

○１３番（川村主税）

というのが、今、保護者のほうに学校側からメー
川村主税議員。

ルで届くものですから、以前はコロナ対策の部分

それでは、また再質問の

ほうをさせていただきたいと思います。

とか、何かあればメールのほうに来るようになっ
ているのですが、今回、これを見て、これについ

今、２７年から元年までで、件数的にいくと７

ても、この後、どうなっているのかというのが分

件ですね。今回、七飯町で出なくて、函館市内の

からないのですよね。３０日、２日、違うところ

学校ということで、含まれていないですけれど

でご飯を提供したとなっているのですが、これ以

も、やっぱりこれ、いろいろな、髪の毛とかそう

降について、もとに戻ったものなのか、まだずっ

いうのはありますけれども、繊維が入ったり、金

と違うところでご飯を供給しているものなのか、

属片とか木片も入っているということで、毎年の

その検証も全部終わったものなのか、ちょっとそ

ように何かしら起きているということですよね。

の辺をもう少し具体的に教えていただきたいなと

当然、毎回、対策なり、やっぱり指導なり行って

思います。

はいると思うのですけれども、やっぱりこの５年

とりあえず３点、お願いいたします。

間で毎年のように出ているということは、改善が

○議長（木下

敏）

学校給食センター長。

なされていないのではないかなというふうにもと

○学校給食センター長（柴田

らえられるのですけれども、ちょっとその辺、も

お答えしてまいります。

憲）

それでは、

う少し具体的に、どのような指導の仕方をしてい

まず、事故が７件、多いのではないか、具体的

るのかを含めて、もう少し教えていただきたいな

にどのような指導を行っているのかということで

と思います。

ございますけれども、事故、実際に７件ございま

新しく２７年に、学校給食センターができてか

した。ただ、七飯町において、米飯の提供は週に

ら５年、その間、今まで委託していたという中

３回行っております。１年間に全小中学校で提供

で、今回もずっと委託ということになっているの

する米飯数は約２３万食となっております。平均

ですけれども、ライフサイクルコストがかかると

で２３万食となっておりますが、年間にもし異物

いうことなのですけれども、何かそういった比

混入が１回ございますと、割合は０.０００４％

較、自前でやった場合、このくらいかかったよ

になります。どうしても人の手が入る以上、この

と。委託でやったらこのぐらい。例えば他の市町

ような事故が発生する可能性はございます。こち

村では、ご飯自体を持参する学校もあるものです

らのほうを、異物混入が限りなくゼロとなるよう

から、大体ご飯の提供の仕方は３パターンぐらい

に指導しているところでございます。
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平成２７年度以降の米飯で発見された異物の
中、工場由来の混入が判明しているのは３件と

の使用している米飯のお米は七飯町産ということ
で御理解いただきたいと思います。

なっております。先ほどもお話ししましたが、混

最後に３点目、事故発生後の米飯の製造状況は

入原因につきましては、不明である場合が多いで

どうなったのかということでございますけれど

す。しかし、例えば毛髪につきましては、調理員

も、こちらのほうで２回、代替の米飯を提供させ

は帽子やマスクの着用、エアシャワー、粘着テー

ていただきました。その後、すぐ原因が、函館市

プの使用など、衛生管理が徹底されております。

保健所も入りまして、工場内の設備実地調査及び

製造中の混入の可能性もまれにありますが、混入

試験炊飯を実施しております。私のほうもそれに

物の一つ一つの発生原因を特定することはなかな

立会してございます。その結果、工場内で混入し

か困難だと考えてございます。

た可能性は極めて低いという結論が出ております

これら全て工場内で混入した可能性があるかど

ので、それをもって製造再開をしています。現在

うかというところがなかなかはっきり、例えば部

はその後は通常どおり、現在の納入事業者の米飯

品が壊れた場合には、それが壊れた箇所が判明す

が提供されているところでございます。

ればすぐ分かるのですけれども、実際、工場の部

以上でございます。

品が壊れていなかったり、毛髪が入る要素がない

○議長（木下

敏）

川村主税議員。

場合、どうしても不明とならざるを得ないのが現

○１３番（川村主税）

状でございます。

ん、今後も、今こういった年に１回、２回、いろ

今、納入している業者さ

米飯を外部に委託するに当たって、自前で炊飯

いろなものを起こしている業者ですけれども、七

するのか、外部委託するのか、比較したのかとい

飯町としては今後もここと提携してやっていくと

うことでございますけれども、当時、部内の内部

いうことでいいものなのか。逆に、こんなに過去

のほうで担当課含めて会議をしております。その

６年で、今年はないということですけれども、例

中で、当然、米飯の炊飯機能についても討論をし

えば組合の中でも、何者か多分入っているのです

た結果でございます。初期建設費として、施設の

よね。例えばどこか違うところに、例えば今回変

大型化に伴いまして建築費用がかかってまいりま

えた製造業者に変えてみるとか、そういった考え

す。そして、当然、炊飯設備というのがございま

はないものなのか、ちょっとその点について教え

す。七飯町ぐらいの規模になりますと、全自動の

ていただければなと。今後について、ずっと同じ

タイプの自動炊飯器を導入する可能性が高いと思

ところで、こういうふうに５年間のうちに７件も

いますが、こちらの購入費用もございます。ま

起こしているようなところにまた今後もお願いし

た、食缶の洗浄機、そういったものも発生いたし

ていくものなのか、また違うところに契約する気

ます。ほか、ランニングコストといたしまして、

があるものなのか、ちょっとその辺についても教

その機械を操作する調理員の人件費、そして機械

えていただきたいなと。

のメンテナンス等の維持費、また光熱費、そう

異物混入の確認も、今回、工場ですか、その中

いったものを含めて計算して、比較をしてござい

で発生したものではないよとなれば、運搬の途中

ます。

の中でそういったものが何かしら入ってしまった

米を炊飯設備を自前でやることによって、七飯

のかなというふうにとらえてしまうのですけれど

町内の米を使うことができるのではないかという

も、その辺も、やっぱり七飯町に当然運んでくる

ことでございますけれども、こちらのほうは、以

のでしょうから、その辺の確認をいま一度どう確

前より七飯町と北斗市産のブレンド米を使用して

認するものなのか、ちょっとその辺についても再

おりました。うちのほうから申し入れを行ってお

度お聞かせください。

りまして、平成３１年度より、七飯町内の、今、

２点ですね。お願いいたします。

１００％の米を使用しているところでございま

○議長（木下

す。現在、委託で米飯を製造しておりますが、そ

○学校給食センター長（柴田
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敏）

学校給食センター長。
憲）

それでは、

お答えしてまいります。

き安全・安心な学校給食の提供に務め、学校給食

今後、この製造事業者を利用していくのかとい

を実施してまいりたいと思っておりますので、御

うことでございますけれども、こちらの事業者に

理解をお願いいたします。

つきましては、公益財団法人北海道学校給食会の

○議長（木下

指定事業者でございます。指定事業者のメリット

○１３番（川村主税）

といいますか、どういうことが一番重要とされる

異物混入と、定義の違いで何かそういうのがあ

かというと、安定して米飯を製造、提供できると

る、解釈のとらえ方、ちょ っとその辺、もう

いうことがございます。その安定というのは、物

ちょっと詳しく教えてもらえますか。異物が入っ

理的なものもございますし、価格も当然でござい

ているのを異物でないみたいな、そんなようにも

ます。お米というのは、やはり天候に左右される

聞こえたものですから、ちょっとその辺、どうい

ものでございますけれども、北海道学校給食会の

うふうに考えているのか、そこだけちょっと教え

ほうでは、ホクレンのほうと協議を行って、米飯

てください。

の価格、玄米の価格が大きく変わらないような措

○議長（木下

置もとられております。そのように、急激に、例

○教育長（與田敏樹）

えばお米がとれなくなったようなときであって

す。

敏）

敏）

川村主税議員。
今、答弁の中で、７件、

教育長。
私から御答弁申し上げま

も、米飯の価格が高騰しないような取り扱いをし

まず、異物は異物です。それはガラスだろうと

ております。そういったことを含めまして、現時

木片だろうと、異物は異物です。それが入ってい

点では、七飯町は今、公益財団法人北海道学校給

た件数が７件なのですけれども、工場で確認され

食会の指定事業者のほうと委託をお願いしていこ

たもの以外については、原因不明という形になり

うと考えているところでございます。

ます。なぜかといえば、これは搬送中に入るとい

また、件数は、七飯町内で先ほど７件というお

うことはほとんど考えられません。工場で密閉し

話をいたしましたが、実際、七飯町におきまして

てしまいますから。学校であけます。学校で入る

は、いわゆる危険物、ガラスや金属片といったも

可能性は否定はできません。でも、それは確認が

のは混入してございませんので、そういったこと

できないので、全て製造元における不明という扱

で、入ってはございますが、安全であると。工場

いになってきます。学校で発見されれば、これは

のほうも、監視カメラ、金属探知機、こちらのよ

不明でありませんから、そういう考え方です。そ

うな設備の安全対策をとられている工場はかなり

ういう考え方からいくと、きちんと給食セン

少ないと聞いておりますので、そのようなことで

ター、委託先で異物が出たというのは３件です。

継続してまいりたいと思っております。

それを多いとするか少ないとするかというのは、

次に、輸送の件ですが、工場の中で入らなかっ

これは基本的には見方によって全然違います。子

たということもございますけれども、七飯町内の

供の安全を考えるときには、１件でもあっては、

米飯の輸送に関しましては、七飯町で委託をした

これは困る話です。これは私どもとしても同じ考

事業者が輸送しております。当然、こちらのほう

え方をとっています。だからこそ、はからずもそ

も安全確認、また、非常に気をつけて、細心の注

ういうものが出た段階では、機械の関係であれ

意を払って輸送しているところでございます。な

ば、これは製造業者を呼んで、機械メーカーで

かなか異物の混入原因、混入理由というのはなか

す。機械メーカーを呼んで、全部分解してもらっ

なか難しいところでございます。私どもも事故が

て、確認をしてもらって、なおかつ試験炊飯のと

発生する都度、指定事業者、北海道学校給食会の

きに、保健所にも来ていただいて、そこまで細心

ほうと協議をいたしまして、限りなく安全なもの

の注意をしてやっております。

を提供できるように指導または協議をしていると

そういう意味で、先ほど申し上げましたけれど

ころでございます。今後の再発防止に向けて、い

も、何十万食提供している中で、その中で３食分

ろいろそのような取り組みを行いながら、引き続

しかないということです。ただ、３食分でも、そ
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れが当たった子供がいるわけですから、これは決

田園通り、高台通りや、七飯高校前の七飯駅前

してあってはいけないということで、ないように

通りに植樹されている街路樹の根の伸長肥大によ

努力はしたいというふうに思います。

りまして、歩道のアスファルトに亀裂が発生して

学校教育で育まなければならないものが、知
育、徳育、体育というふうに言われています。こ

おります。通行にも支障を来している状況となっ
ております。

れをつなぐものが食育です。その食育の根本が給

田園通り、高台通りには、約２５０本ほどの桜

食でありますので、この給食の安全を保つという

が植栽されておりますが、約４５％が歩道に亀裂

ことは、学校教育そのものの安全・安心を保つと

を発生させております。これは桜が大きくなれば

いうことにつながるわけですから、これは今まで

さらに広がっていくというふうに考えられます。

も、議員から見れば非常に多いというとらえ方を

七飯駅前通りには若木が多いことから、歩道の亀

していると思いますが、まさしくそのことをしっ

裂は１３本程度となっております。今後、桜の木

かり心に押さえて、これからも発生しないよう

の成長に伴い、歩道の破壊が一層進むものと思わ

に、教育委員会もしっかりと指導していきたいと

れます。また、大中山小学校のグラウンド横にも

いうふうに思っています。そして、子供たちに安

桜の木が植えられておりますが、この場合は歩道

全・安心な給食を提供していきたいというふうに

にはそれほどの影響が出ておりません。

思いますので、何かあったらぜひ給食センターで

そこで、以下の点についてお伺いいたします。

一緒に給食を食べながら、いろいろな議論をして

１点目、前述の事態について、町は認識してい

いきたいと思いますので、よろしくお願いいたし

たのか。

ます。

２点目、町は、歩道の一部に桜の木を植栽する

以上でございます。

に当たって、専門家の意見や植栽例の調査などを

○１３番（川村主税）
○議長（木下

敏）

午後

終わります。

行って植栽を行ったのかどうか。

暫時休憩いたします。

２時１５分

３点目、桜の木の成長に伴って、一層歩道の破

休憩

壊が進むものと思われます。せっかくの景観を維

──────────────
午後
○議長（木下

２時３０分

敏）

持しながら、今後どのように対応していこうと考

再開

えておられるのか、お伺いいたします。

休憩前に引き続き、再開い

たします。

以上です。
○議長（木下

敏）

土木課長。

一般質問を続けます。

○土木課長（佐々木陵二）

通告順に発言を許します。

いたします。

上野武彦議員。
○９番（上野武彦）

１問目について答弁

田園通りに関しましては、平成９年度から平成
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。

１２年度までの４年間は七飯町が施工し、高台通
りに関しましては、平成１５年度に北海道で施工

最初の質問は、田園通り、高台通りなど、桜の
街路樹による歩道の亀裂問題であります。

しております。街路樹の本数と樹種でございます
が、田園通りに関しましては、全部で２１１本ご

これに関しましては、写真がありますので、理

ざいまして、ソメイヨシノが１２３本で５８％、

事者の方にちょっと見ていただければと。

エゾヤマザクラが８８本で４２％。高台通りに関

○議長（木下

上野議員、そういう勝手な

しましては、ソメイヨシノが５３本ございます。

行動はお慎みください。（「議事進行」と呼ぶ者

１点目につきましては、日ごろのパトロールも

敏）

あり）

週に１回は町内全体の町道をパトロールしており

どうぞ。
○９番（上野武彦）

ますし、桜の消毒も毎年行っておりますので、状
それでは、質問させていた

況は把握しております。

だきます。

２点目につきましては、建設当時の計画書や検
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討書につきましては、当時の書類は残っておりま

ふうに考えられますが、大中山の例を考えると、

せんが、当時、担当した方に経緯を伺ったとこ

ほかの可能性もまだあるような気もするのです

ろ、樹木医に成育に関する意見聴取は行ったそう

が、その辺についてどう考えるか、ちょっとお伺

ですが、街路の植樹桝に桜を植栽することにつき

いします。

ましては、当時としては植栽例も少なく、そのこ

○議長（木下

とについては意見は伺っていないということであ

○土木課長（佐々木陵二）

りました。

通りに関しましては、今、７０歳前後の方々が、

敏）

土木課長。
大中山の小学校の縦

施工後から現在までの状況をかんがみますと、

学校卒業、在学中に記念植樹をした樹木でござい

街路の植樹桝に桜を植栽することは不適当だった

ます。ですので、樹齢といたしましては５０年、

と思われます。

６０年というものが多いかと思いますけれども、

３点目につきましては、現在、道路の切土部、

あそこの道路に関しましては、縦の道路について

盛土部等に対しての樹種との因果関係や、それに

は平成頭くらいの施工です。そのころ、歩道はな

伴う樹木の発育や根の発育状況を経過観察中でご

い状態でして、平成１０年前後に歩道を整備して

ざいまして、今後、対処方法として考えられる例

おります。ですので、樹齢４０年、５０年のとき

といたしましては、伐採、剪定、間引き、街路樹

に歩道整備をしておりますので、根自体はもう発

の樹種の変更、移植等も考えられますが、本路線

育が終了して、木だけが発育しているような状態

につきましては、桜については道路の路肩の空き

と思われますので、歩道に関しては亀裂が発生し

地へ接ぎ木などで委嘱し、植樹桝の植栽につきま

ていない状況だと思われます。

しては、樹種の変更が妥当ではないかと思われま
す。

桜並木を廃止するとかという考えは特にござい
ませんけれども、北斗市の桜回廊ですとか、ほか

検討の中で、樹木医、地元の皆様などに意見を

の植栽例を見ますと、やはり路肩のほうに植栽し

聴取し、今後の対処方法につきまして、道路とし

ている例が多いです。その場合、歩道に関して亀

ての機能を確保することが第一前提でございます

裂が入らないということですので、今回につきま

が、景観の確保をどこまで維持できるかを十分検

しては、道路の植樹マスに桜を植えるということ

討の上、対処していきたいと考えております。

は不適切、不適当だったと思われますので、今

以上です。
○議長（木下

後、整備することがあるのであれば、ほかの植栽
敏）

○９番（上野武彦）

上野議員。

例も参考にしながら建設をしていきたいと考えて

町は把握していて、今後の

おります。

対応についても今お答えいただいておりますけれ

以上です。

ども、大中山の小学校横にも桜の木が植えられて

○議長（木下

おりまして、そちらのほうはもう五、六十年たっ

○９番（上野武彦）

た巨大な木になっているのですが、その場合は、

と、非常にどんどん大きくなっていくものなの

五、六十年たった木であるにもかかわらず、歩道

で、その点で言えば、今、答弁されたように、植

への亀裂というか、そういうものがそう大きく発

樹桝に植栽するのは不適当だったというような答

生していない状況にあるのです。そういうことを

弁だったと思うのですけれども、いろいろな木が

考えますと、それについて町はどう評価されてい

ありまして、根の張り方が樹種によりましていろ

るのか。今後、今お答えになった範囲では、基本

いろあるのですよね。真っすぐ下に伸びる樹種も

的にほかの樹種に切りかえていくというぐらいの

ありますし、横に張っていって大きくなっていく

ことも考えておられるというふうに答弁されてい

という樹種もあります。その中で、桜の木の場合

るのですが、それでいきますと、桜のこういった

は横に張るという性質がありまして、木が大きく

街路樹としての植栽は、今後、縮小ないしなくし

なると、横に張った根がだんだん太くなりまし

ていくというのが基本的な答弁内容だったという

て、持ち上がると、これは当然起こることなので
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敏）

上野武彦議員。
桜の木、５０年、６０年

すよね。そういう中でも、大中山の場合は、早め

公表するという方向で計画を進めているというこ

に植えた後に歩道を設置していると。それも、植

とでありますが、そういった状況の中で、立地適

えたときの木が道路と同じ高さで植えていたと。

正化計画に関する以下の点についてお伺いしたい

その後に歩道の分、十何センチくらい上に上がる

と思います。

形で歩道が設置されているというような形で、木

１点目、対象地域を町内２か所に計画しており

は大きくなっているけれども、余裕があったとい

ます。その中で、大沼地域が計画に入れられな

うことが、亀裂がほぼ問題ないくらいの状態に

かったわけですが、その理由についてお伺いいた

なっているわけですよね。ですから、そういった

します。

点を考えると、今後、この植樹桝ということの一

２点目、計画の住民への公表、それから、パブ

つ問題がありますけれども、植栽の方法をまた

リックコメントはどのように実施しようとしてい

ちょっと工夫すれば、まだ可能性が残っているか

るのかということであります。もう１２月に入り

なというふうな感じもしますし、それから、２０

まして、来年１月にパブリックコメントを実施す

年とか６０年とかというところまでいくのかどう

るということでありますので、そういった点での

か、３０年くらいで植えかえるとか、いろいろな

十分な時間的な余裕があるのかどうか、その辺に

方法があり得ると思いますので、この問題につい

ついてちょっとお伺いいたします。

てはさらに検討を進めて、全くなくするというの

それから、３点目、素案は１０月に策定されて

は寂しいことでもありますので、検討をお願いし

いるということでありますが、本町地域及び大中

たいなというふうに思いますけれども、答弁、お

山、大川地域で基本的に具体的な計画、どのよう

願いします。

な計画が策定されているのか。道との交渉も行

○議長（木下

敏）

土木課長。

○土木課長（佐々木陵二）

い、３月には実施を含めた具体的な提案がされる

樹木医自体がこの辺

ということですので、今段階でもう構想はでき上

はちょっと少ない状態ですので、意見を伺う方が

がっているというふうに思われますので、ぜひ答

少ないというのと、地元の方々と話をして進めて

弁をお願いします。

いきたいと。議員もそちらのほうはプロでござい

４点目、事業の実施に伴う財政支援については

ますので、議員の意見も参考にしながら検討して

どのようになっているのか。先ほど同僚議員への

いきたいと考えております。

答弁の中で、この立地適正化計画については、非

以上です。
○議長（木下

常に優遇された財政支援があるということですの
敏）

○９番（上野武彦）

上野武彦議員。

で、期待をして、答弁をお願いしたいと思いま

それでは、２問目にいきた

す。

いと思います。

以上です。

２問目、立地適正化計画についてであります。

○議長（木下

敏）

都市住宅課長。

町は、今後２０年間で約２０％の人口が減少す

○都市住宅課長（川島篤実）

御質問の１点目に

るとの予測がされている中で、少子高齢化などに

なりますが、本計画は、都市計画区域内の市街化

対応したまちづくりを進めるとしております。

区域の中で、居住誘導区域や特定機能誘導区域を

そういう中で、立地適正化計画を進めようとし

設定し、おおむね２０年先のコンパクトなまちづ

ているわけでありますが、しかし、立地適正化計

くりを目指す計画になりますので、大沼地域にお

画について、町民の理解は今のところ全く進んで

いては、都市計画区域外であるため、本計画には

おりません。

大沼地域について計画に盛り込めないものとなり

町の計画では、１０月に素案が策定され、道と

ますので、御理解願います。

の事前協議が実施されていると。また、来年１月

２点目については、先般、１０月に住民説明

にはパブリックコメントを実施し、３月には計画

会、１１月に七飯町都市計画審議会を実施したと

を決定して、道に提出するとともに、その計画を

ころであります。
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今後のスケジュールとしては、北海道と事前協
議を行い、年明け、令和３年２月前後からパブ

ことから、今年度、計画策定に向けて作業を行っ
ているところでございます。

リックコメントを行い、住民の意見を反映して、

以上でございます。

３月中旬には七飯町都市計画審議会を開催し、３

○議長（木下

敏）

上野武彦議員。

月下旬には七飯町立地適正化計画の決定、公表を

○９番（上野武彦）

していくスケジュールとなっております。

たという件に関しては、マスタープランの対象地

大沼地域を対象にしなかっ

次に、３点目についてですが、これに関して

域になっていないということですが、マスタープ

は、令和２年度予算特別委員会、また、第２回定

ランというのは町のそういった地域ごとの発展を

例会一般質問で説明させていただいたところです

考えた上での計画であるべきなのですが、今回、

が、改めて説明いたします。

大沼がこういったマスタープランに入っていない

本計画の制度創設の背景として、国では、全国

から対象にしていないというような言い方であり

の多くの自治体が人口の急激な減少と高齢化、ま

ましたけれども、この大沼地域も、七飯町の構造

た、非常に厳しい財政状況という共通の課題を抱

的なものから言いますと、基本的に３地域が生活

えている状況にあります。この共通課題に対応す

の環境ゾーンというふうに考えられますと、大中

るために、一定の人口密度や機能を有する生活圏

山、大川地域と本町地域、そして大沼と、基本的

の市街化区域内において、高齢化や子育て世帯に

にこの三つを対象にしたマスタープランが本来作

とって安心できる健康で快適な生活環境のまちづ

成されるべきではなかったのかというふうに思う

くりを求める一方で、今後も地方財政の厳しさが

ところなので、これはマスタープランにないか

増す中、公共施設の維持管理や施設更新コストが

ら、今後もこういった立地適正化計画の対象にし

増大していくことを踏まえ、医療、福祉、障害施

ないということになりますと、大沼地域は今後

設などの都市機能、そして、居住地域の集約、再

ずっとこうした人口減少の中で、何の対策も打た

編なども含めて見直しを行い、コンパクトな持続

ない地域、町は対策も打たない、対象外の地域と

可能なまちづくりを目指すための計画でありま

いうことで扱うことになるわけですよね。その辺

す。

についてどう考えておられるのか。基本的にそう

このことから、七飯町も同様であり、また、懸

いった一つのまとまった地域ですので、大沼地域

念される老朽化の著しい公共施設もあることか

の今後の発展というか、維持、住民生活の維持と

ら、１点目と重複いたしますが、居住誘導区域や

いうことで言えば、きちっと対応すべきものでは

特定機能誘導区域を設定し、おおむね２０年先の

ないかと思います。

コンパクトなまちづくりを目指すため、本計画の
策定を進めております。

特に今年になってからですけれども、大沼地域
で、大沼クリニックの閉業とかいう形で、医療関

４点目についても、第２回定例会一般質問で説
明したところですが、改めて説明いたします。

係で非常に不便な地域となってきている状況もあ
りますよね。そういう地域住民の生活環境のそれ

初めに、ソフト面の事業になりますが、本年度

なりの維持は、その地域ごとにやらなければなら

進めている計画策定業務に係る集約都市形成支援

ない問題だというふうに思いますので、答弁の中

事業補助金２分の１の支援がございます。

の、要するにマスタープランにないから対象にな

次に、ハード面になりますが、懸念事項であり

らないということはなり得ないのでないかと。そ

ます老朽化が著しいスポーツセンターや図書館等

の辺について、今後、きちっと対応する考えがあ

の整備が該当し、都市構造再編集中支援事業によ

るのかないのか、その辺について再度答弁をお願

る補助金の支援が期待できます。補助率について

いしたいなというふうに思います。

は２分の１、起債充当率９０％のうち、交付税算

それから、先ほどの答弁では、具体的に対象に

入が５０％が見込まれる予定となっており、現時

なった本町地域と大中山地域、もう既に具体的な

点で最も有利な補助メニューの一つとなっている

計画はあるはずなのに、何ら答弁をされておりま
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せん。これについて、もう少しはっきりした計画

○９番（上野武彦）

があるのであれば、ぜひ答弁お願いしたいなとい

な計画にまで至っていないというような答弁であ

うふうに思います。そういった点で、ぜひ再度答

りました。

弁をお願いします。

今の答弁では、まだ具体的

その中で、同僚議員のほうからも質問があっ

それから、具体的に先ほど国の助成の状況が非

た、地域センターとか、そういったところはもう

常に有利だということでお答えになっていました

既に令和３年で耐震性の耐用年数の限界に達する

けれども、今回のこの立地適正化計画で具体的な

と、そういう建物もある中で、いまだ具体的な計

計画があって、それに対する予算が、もう想定さ

画すらできていないという答弁なのですか。それ

れた予算が考えられていると思われますし、その

で本当に責任ある立場の町政執行がされていると

予算はどのような事業にどのような予算となって

いうふうに考えられないのですよね。そういった

いるのかお答えいただいて、それに対して国の助

点で言えば、例えば地域センター、令和３年、耐

成がどれだけ有利に対応されてきているのか、分

震性能の年数が到達すると。これに対して具体的

かるように答弁をお願いしたいなと。

にどういうふうに考えておられるのか。入ってい

２問目で、以上です。
○議長（木下

敏）

る、例えば施設を利用している団体に出ていって

都市住宅課長。

○都市住宅課長（川島篤実）

くださいとか、そういうことまで今考えておられ

初めに、１点目の

るのか、そういった点で、もう少し具体的に、問

大沼地域が該当しないという部分については、今

題が起こりそうなので、お答えいただきたい。

回の計画については、都市計画法の市街化区域に

○議長（木下

特化したものの計画で、その中でコンパクトにい

○経済部長（青山芳弘）

かにまちづくりを進めていくかという部分の計画

えいたします。

敏）

経済部長。
上野議員の質問にお答

でありますので、今回は大沼地域は該当しません

まず、この立地適正化計画と他の公共施設の整

が、今後、大沼地域が何らかの事業、また、施設

備計画、これを一緒に考えていただくのはちょっ

整備が出てくることがあるのであれば、改めてこ

と無理な話なのでございます。まず立地適正化計

のような計画を探したり、補助メニューを探して

画というのは、あくまで都市計画法に基づいて市

事業を進めていくことになると思います。

街化区域が定められている部分を、今後２０年、

また、２点目と３点目の具体的な計画について

現状の人口密度を保ちながら、それぞれの公共施

ですけれども、今回のこの計画については、この

設、医療施設、商業施設、そういうものを現状の

施設を整備するとか、この施設をこの場所に、場

人口密度で利用いただけるように、なぜかという

所を決めて計画をしていくのではなく、あくまで

と、人口密度が減ることによって商業活動が低下

もエリアを設定して、その中にこれから、今懸念

し、その商業活動をしている方々が営業ができな

されている老朽化しているスポーツセンターなり

いということで、結果的に廃業する。そうなる

地域センターの図書室なり、そういうものがこの

と、そこにお住まいの方々は買い物に不便を生ず

エリアの中にその候補地が、適当な場所があれ

ることになると。そういうことの観点から、今後

ば、この事業で進めていくのが、今最も有利な事

２０年、人口減少の中で、この市街化区域の中の

業というものでありますので、この計画を今策定

人口密度を維持するために、居住誘導区域を設定

しているところであります。その具体的な政策と

しましょうと。また、公共施設、医療施設、病院

か場所については、本計画を策定した後に、各担

施設、そういうものもございますが、そういうも

当、また、関係部署が集まって、適正な候補地な

のをある程度集約することによって、また居住用

りを皆様にお示ししていくものと思っておりま

区域の指定と同様に、利用の対象とする方々が減

す。

らないようにということで、そういう区域を設定

以上です。
○議長（木下

すると、これが大きな目的の立地適正化計画でご
敏）

上野武彦議員。

ざいます。
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この計画ができることによって、先ほど課長が

七飯町の道の駅は、基本的に観光客を対象にす

答弁いたしました、例えば公共施設を整備する場

るインバウンド型の道の駅となっております。町

合、立地適正化計画が定まっている自治体にとっ

は、集客による経済効果、波及効果を上げて建設

ては、都市構造再編集中支援事業というものを活

しておりますが、実感がわかないのが現状であり

用することができますよということでございま

ます。建設から約３年経過したわけですが、建設

す。当然、今御指摘ありました本町地域セン

による費用対効果について検証してみる必要があ

ター、経過がたっておりますので、整備をしてい

ると考えるところであります。

かなければならないということは重々行政として

そこで、道の駅建設以来、これまでと今後の見

も考えているところでございますけれども、もし

通しについて、以下の点についてお伺いいたしま

そういうものを整備するということであれば、こ

す。

の立地適正化計画が策定されていると、この優遇

１点目、土地代、土盛り等の工事費、道の駅本

された補助制度のもとに整備が可能になりますよ

体の建設費などの道の駅建設整備にかかった費用

ということでございます。だから、具体的なもの

について。

というのを立地適正化計画でお示しするのは、あ

２点目、土地の借用料、２０年間と、その後、

くまで誘導区域を指定しているということが立地

購入するとした場合、土地の見込みの費用につい

適正化の本来の目的でございますので、御理解い

て。

ただきたいと思います。

３点目、２０年間に支払う予定の指定管理料に

また、今現在、補助制度としては、国のほうも

ついて。

いろいろ探してみましたけれども、この制度が一
番財政的に負担が自治体に少ないのではないかと

４点目、道の駅開設による経済効果についてで
あります。

いうことで考えてございますけれども、今後、例

①道の駅本体の売り上げ状況と純利益につい

えば役場庁舎もそうでございますが、防災、減災

て。今後、これでいきますと、年によって売り上

ということで、以前は庁舎を建てるときは補助金

げの変化はあると思いますが、このぐらいという

はありませんでした。ただし、現在は、減災、防

ふうな想定をした場合、２０年間でどのような売

災の事業によって、役場の施設も一部補助の対象

り上げが想定されるのか。

となるということもございます。ただ、今後、そ

それから、２点目、町への財政効果、２０年

ういう制度がまた何かあるかというと、ちょっと

間、これは税収効果ですけれども、これも売り上

何とも言えませんけれども、現時点では、この立

げの増減によって変わるわけでありますけれど

地適正化計画を立てて、そのほかにまた公共施設

も、これぐらいでというのがありましたら、ぜ

を整備するのであれば、この事業に該当する補助

ひ、このぐらいは町に税収の収入があるというよ

メニューが使えるということでございますので、

うな見込み額を示していただきたいなと。

そういう有利な、財政に少しでも負担を負わせな

それから、３点目、道の駅への来客数と周辺、

いというような、そういうものがあれば、そうい

特に観光地大沼への来客数の影響。これは道の駅

う有利なものを選んで対応していくということに

オープン前と後のそういった道の駅効果としての

なりますので、そういうことで、具体的な計画と

来客数がどのように大沼で得られたのか、こう

いうのでなくて、立地適正化計画はあくまでそれ

いった波及効果についてちょっとお伺いしたいな

ぞれの範囲を指定するというのがお答えでござい

と。

ますので、御理解のほどお願い申し上げます。
○議長（木下

敏）

○９番（上野武彦）

４点目は、その他具体的に、道の駅の開設に

上野武彦議員。

よってどのような経済効果を上げたと考えている

３問目にいきます。

のか、できれば具体的にその内容と効果について

３問目、道の駅なないろ・ななえの費用対効果

お答えいただければなというふうに思います。

について。

以上です。
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○議長（木下

敏）

商工観光課長。

○商工観光課長（福川晃也）

型コロナウイルス感染症により、２２６万２,３

まず、御質問の１

１９人となっております。

点目になります。道の駅建設整備にかかった費用

大沼地区においては、数年来にわたる団体旅行

につきまして、総事業費といたしまして、約１０

の減少が続いており、個人旅行へのシフトが顕著

億６,７９０万円でございます。

になるなど、観光入込客数は減少傾向にございま

２点目になります。土地賃貸借契約期間満了ま

す。道の駅と大沼地区との観光入込客への影響で

での賃貸料は５,１０６万７,３７６円で、その

すが、それぞれの客層は異なりますが、道の駅で

後、購入時の見込み額につきましては、売買実例

は映像や配布物などを初めとして大沼国定公園の

や近傍の状況などにより大きく変動することか

魅力をＰＲしており、お互いの地理的条件から、

ら、お答えすることができませんので、御理解願

相互に誘客、送客できる高い交通利便性を大いに

います。

発揮しているものと考えてございます。

３点目になります。道の駅の指定管理につきま

④になります。道の駅がオープンし、施設自体

しては、３年間を単位期間として指定管理者を募

が新たな雇用の場となり、また、農産物の直売に

集し、実施しているところであり、その都度、指

よって農業者が消費者に直接アクセスできるよう

定管理料を定めており、見込みについてお答えす

になりました。その他の特産品等の販売も同様

ることができませんので、御理解をお願いいたし

で、道の駅を新たな販路とし、生産、消費を通じ

ます。

て、物産振興に寄与しております。経済効果額に

４点目になります。

つきましては、令和２年第３回定例会にて、令和

①、こちらは公表されている七飯町振興公社の

元年度の売上高決算額を参考に、６億７,２７５

令和元年度の決算報告書から、指定管理料を除く

万円と試算をしたところでございます。

売上高は約３億２,４５０万円で、純利益は約９
６０万円となっております。

道の駅では、いわゆるガラナソフトや王様椎茸
コロッケ、七飯町産のリンゴを用いたジュースを

②になります。税収効果につきましては、令和

飲み比べるききリンゴなど、特産品を生かしたメ

２年第３回定例会にて、北海道観光経済効果調査

ニューを大勢のお客様に提供し、七飯町の食を大

等を活用し、売上高の決算額から、税収効果を約

いにＰＲしております。道の駅なないろ・ななえ

１,２２０万円と試算いたしましたが、今後の経

は、主要な旅行雑誌での道内道の駅ランキングで

済状況の変化などの要因による影響が大きいこと

２年連続で上位となり、世界的な旅行情報サイト

から、お答えすることができませんので、御理解

においては、独自の利用者による評価に基づき、

願います。

昨年のランクインに引き続き、今年は全国の道の

③になります。道の駅の観光入込客数は、平成

駅の中で４位、道内では１位という結果となって

２９年度が７万９７人、平成３０年度が１０１万

おり、これらを初めとしたテレビ、新聞、雑誌

２,５７４人、令和元年度が９９万６,７２７人で

等、各種メディアによる七飯町の広告宣伝効果

あり、目標を大きく上回る結果となっており、交

は、費用に換算することは困難でございますが、

流人口の大幅な増加など、地域の活性化に大きく

非常に大きな経済効果であると考えてございま

貢献をいたしております。

す。

七飯町の観光入込客数におきまして、平成２８

以上でございます。

年度は、平成２８年３月の北海道新幹線の開業効

○議長（木下

果があり、１９９万８,２６０人、平成２９年度

○９番（上野武彦）

は、この開業効果の反動があり、１８３万８,１

すけれども、道の駅の開設による具体的な経済へ

７３人、平成３０年度は、平成３０年３月の道の

の波及効果ということに関しては、どうも実態と

駅開業効果と、９月の胆振東部地震により、２３

して実感がわかないというのが実態ではないかと

３万１,４２１人。令和元年度は、２月以降の新

いうふうに思われます。これまでの道の駅開設に
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敏）

上野武彦議員。
今、答弁いただいておりま

伴う町の負担は、指定管理料、現在の約２,３０

感じを受けるわけなので、そういった点では、そ

０万円が今後も続いたとしますと、指定管理料だ

れを進めてこられた町長に、どう考えておられる

けで４億円を超えますし、道の駅の建設本体の１

のか、答弁を伺いたいというふうに２問目で思い

０億６,７００万円というようなことを合わせま

ます。よろしくお願いします。

すと、町の今後の、それから土地の使用料、合わ

○議長（木下

せますと大体１５億６,０００万円ぐらい、予想

○商工観光課長（福川晃也）

的な数字ですけれども、町はこの道の駅に２０年

で、私のほうで御答弁できるものにつきまして御

間、負担がかかるという施設であるというふうに

答弁をさせていただきます。

考えられます。

敏）

商工観光課長。
まず、御質問の中

まず、直接的な道の駅に対する投資額というの

それで、実際に町への収入ということでいえ

でしょうか、これの運営にかかる費用、そういっ

ば、税収があります。それから、今回、２回ほど

たものを直接経費として今、御列挙なされてござ

指定管理者から寄附行為があったということであ

いましたが、この中でも、最初の答弁の際に、こ

りますので、税収は大体年間２００万円ぐらい

れからの状況が不透明であるので、ちょっとお答

の、そういう収入ではないかというふうに考えら

えは差し控えさせていただきますということで御

れます。これは直接町へのそういった税収なので

答弁をさせていただいてございます。例えば土地

すけれども、売り上げに対する消費税とか何とか

の代金、こちらにつきましても、２０年分の契約

というのはまた別の問題で考えますと、町の収入

をさせてもらっておりますが、当然、その間に、

としては、２０年間で約６,２００万円程度しか

相手のある話ですので、いつということまでは

考えられないというふうに考えております。それ

はっきりと申し上げることはできませんが、以

でいきますと、純粋にそういった町への税収とか

前、同僚議員からの御質問の際にも御答弁申し上

何かを引いても、１５億円くらいは町の負担の事

げましたとおり、できる限り早急に取得をしてい

業だというふうに考えられるわけですよね。そう

くという方針にかわりはございません。この費用

いう状況の中で、実感としてなかなかそういった

については、取得をしてしまえば、その後、継続

経済効果が感じられないような事業だというふう

的にかかる固定費というものはなくなりますの

に私は思っております。

で、費用負担という面ではこちらのほうは除外さ

今、この二つの事業、道の駅の事業と、それか

れていくというふうに考えてございます。

ら、この間、峠下地域に防災センターなどを建設

さらに、指定管理料につきましても、当初の答

されておりまして、合わせると１９億円近い事業

弁の際にも御説明いたしましたが、その都度、期

が行われてきているわけですけれども、そういっ

間を定めて、条件等を定めて指定管理料を積算し

た一方で、町民の日常生活に密着した事業の立ち

ているところであります。当然、公共施設でござ

おくれといいますか、先ほども出ておりました、

いますので、こちらの維持管理に係る経費という

老朽化した地域センターだとか図書館、スポーツ

ものは少なからず出てまいります。ただし、現在

センターの建設だとか、こういったものが置き去

やっております指定管理者から寄附をいただいた

りにされて、いまだ具体的な計画すら、今の質問

りだとか、そういった方法でこういった経費を圧

でもお答えになっておりませんけれども、今後取

縮していくという方法もとれますし、指定管理者

り組むだろうというふうには思いますけれども、

の募集要綱において、そういった取り組みができ

しかし、こういった経過を見ますと、町民生活に

るのではないかという検討の材料にはなってまい

密着したそういった事業が後回しにされてきた

りますので、これにつきましても、今後ずっとこ

と。一方で、道の駅のように、こういったところ

の費用が固定的にかかるというわけではないとい

に１９億円近い事業費がつぎ込まれてきたという

うことで御理解をお願いしたいと思います。

のは、一つは、町の事業としての優先順位、これ

道の駅につきましては、その他の公共投資にも

が間違った事業だったのではないかというふうな

当てはまりますが、直接的に町に入ってくる収益
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というのでしょうか、歳入というものよりも、費

しておりますけれども、道の駅の建設に関しまし

用のほうが大方多くなります。というのは、七飯

ては、ある程度非常に波及効果が大きいというよ

町全体を見ていただいた際に、七飯町に住まわれ

うな部分があるのではないかなと思っています。

ている方々にこういった経済効果が届く、それに

例えば、人口が減少は減少傾向ですが、かなり努

よって経済の規模が大きくなる、経済活動が大き

力をして、減少幅が少ない状況で推移してくると

くなる、これによって皆様方が潤っていく、住み

いうのも、一つは七飯町の魅力があるということ

たいまち、安全なまち、七飯町ということのため

で、転入者の方も多いのではないかというものも

に、こういった投資も必要不可欠なものであると

見受けられます。また、道の駅の中に入っている

考えてございますので、この道の駅につきまして

テナントの関係の方々についても、ものを納め

も、その存在自体で経済効果を生んでいると御理

て、それがある一定の安定した収入にもつながっ

解いただきたいと思います。

ているというふうな形もあろうかと思います。そ

以上でございます。（発言する者あり）
○議長（木下

敏）

ういう波及といいましょうか、安定的な収入が得

もう一度、再質問……。再

られる場所ができたということは、非常に経済的

度、もしよかったら、再度、質問の時間あります

な効果もいろいろな方面に広がっているのではな

ので、質問してもらえますか。

いかと。それが、一概に税が幾らだとかいうよう

上野武彦議員。

なことはできませんが、あることによってそれだ

○９番（上野武彦）

先ほども申し述べましたけ

け広がってきて、効果が出ているということにつ

れども、道の駅についても、課長も答弁しており

いては、見解としては、私どものほうでは持って

ますけれども、要するに町の財政状況は非常にこ

いますので、その辺は理解をしていただきたいな

れまでの事業でひっ迫しているというような状況

と。

が生まれておりますけれども、その中で、この道

また、道の駅があることによって、隣の男爵ラ

の駅とか、その時期に建設された防災センターだ

ウンジも建設に踏み切ったと。あれは道の駅がな

とか、こういったもので約１９億円を超える投資

ければ男爵ラウンジも、そういうものは参加しな

がされております。そういった一方で、町民生活

かったという部分。お互いにそういう相乗効果

上の、もうとっくに整備していなければならない

を、今後、道の駅を中心にいろいろなもの、波及

ような施設が、整備の遅れが目立っていると。先

的なものが広がっていくというものについて、大

ほどから出ている、図書館建設なんてもう２０年

いに期待できるのではないかなと思ってございま

近い前に建設寸前までいったものをやめて、これ

す。その部分について、活性化が図られていくの

までいまだに建設されないとか、地域センターな

ではないかというふうな形のものを考えておりま

どは令和３年度で、耐震の基準を超えてしまうと

すので、今の部分についての、ほかの公共施設に

いうような老朽化が起こっているとか、スポーツ

ついては、今の段階ではちょっと質問外というこ

センターも老朽化で雨漏りがすると、こんなよう

とで、お答えは差し控えさせていただきたいなと

な施設があるというような状況を考えると、事業

思ってございます。

の優先順位を、この道の駅とか防災センターの事

以上です。

業は間違ったのではないかというふうに思うけれ

○議長（木下

ども、そうでないという理由があるのであれば、

○町長（中宮安一）

町長の見解を伺いたいということでございます。

順位を間違ったのではないかという御質問であり

○議長（木下

ましたけれども、私は決してそんなふうには思っ

○副町長（宮田

敏）

副町長。

東）

ちょっと私のほうからお

答えさせていただきます。

敏）

町長。
事業の見きわめ方を、優先

ておりません。道の駅、今、副町長が答弁したと
おり、道の駅によって男爵ラウンジも来ています

今、少し質問が急に広がったかなという感じ

し、また、新たな施設も。ただ、大変残念なこと

で、ちょっと答えづらいなという感じはちょっと

に、昆布館は閉館になってしまいました。しか
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し、これは道の駅が来たから閉館になったのでは

いずれにしても、この道の駅をつくったことに

ないと私は思っております。ずっとこの間、道の

対しては、私は間違いではなかったというふうに

駅のおかげでお客様も増えてきているという中

思っておりますので、上野議員におかれまして

で、たまたま新型コロナウイルスの感染症によっ

も、いろいろな見方がありますから、それはそれ

て、インバウンドのお客様が全く来なくなってし

でやむを得ない、失敗したと思われのようであり

まったということでの閉館でありますので、私

ますけれども、その間に、道の駅のほかに、私は

は、そういう意味では、決して私が選んだ道は間

いろいろな安全・安心のためにお金を使わせてい

違っていなかったというふうに確信しておりま

ただいております。そのことも含めて、私は決し

す。

て間違った施策ではなかったというふうに思って

そしてまた、何回かこの議会の場でも、できる

おりますので、御理解を賜りたいと存じます。

前から、日本一の道の駅を目指す、そういうこと

以上でございます。

も私は言わせていただきました。おかげさまで全

○議長（木下

国第４位という数字が出てきました。私は日本一

○９番（上野武彦）

は目前だなというふうに思っています。ですか

ります。先ほど水防センターのことをちょっと間

ら、しっかり日本一の道の駅になるように、これ

違って言ってしまいましたけれども、道の駅の向

からも頑張り続けなければいけないなというふう

かいにあった昆布館が閉館したということで、こ

に思っております。

れは外国人の観光客などの減少ということがあり

それと、防災センターを峠下につくったという

敏）

上野武彦議員。
町長にも答弁いただいてお

ました。

お話ですが、あれは峠下ではございません。水防

今年度に至っては、このコロナ危機のもとで、

センターのお話だろうというふうに思います。違

そういった観光客が激減しております。そういう

う場所でありますので、一緒にして、それを足し

ような中で、

て１９億円を支出したとか、１９億円という額
も、これから２０年後の、今まだ３年目、４年目
ですけれども、２０年後の指定管理料も含めてそ

非常に周りの環境が厳しく

ういうお話をしていただけば、どうも勘違いし

なってきているというふうに思います。今年度は

て、もう既に１９億円もかけたのかみたいな勘違

特にコロナ危機が進行する中で、観光客は激減し

いもされる方もいらっしゃるかもしれませんの

ているということで言えば、今年度は特に道の駅

で、ぜひそこは言葉を選びながら言っていただき

の経営は非常に厳しい状況が予想されると思いま

たいものだなというふうに思います。

す。

そして、先ほどもちょっと同僚議員から、稼げ

こういった中で、指定管理者、３年契約という

る役場みたいな、地方自治体みたいなことを言っ

ことでありましたけれども、現在の指定管理者は

て、私どもは利潤追求をする、そういう職場では

継続の意向を示しているのかどうか。というの

ございませんので、副町長はそのことに対してき

は、テナントが撤退したり、そういったことがど

ちんと答弁しましたけれども、私は、道の駅の指

んどん起こると、非常に厳しい状況が考えられる

定管理者については、稼げる指定管理者になって

わけなのですけれども、そういった指定管理者の

いただきたいということを言っております。そし

意向がはっきりして、今後もやっていくという状

て、できれば指定管理料というのは入らないぞと

況なのかというのと、それから、町長はこの道の

いうぐらいまで、それくらい利益を上げていただ

駅が赤字になっても財政的な支援はしませんと。

いて、指定管理料を下げていただきたいというこ

指定管理料でやっているのでというような形のこ

とも公社のほうにしっかり言っておりますので、

とを表明してきております。しかし、先ほども言

そのことも目指してまいりたいなというふうに思

いましたように、昨年度の決算からいっても、も

います。

しこの２,３００万円近くの指定管理料がなかっ

－ 43 －

たら、道の駅は一千三、四百万円の赤字という経

営、そういったものにも積極的に意見等を出し

営状況になっているわけなのですよね。そういう

合って、よりよい方向に進むように努めてまいり

中で、今年度の客の激減が経営に大きな影響を与

たいと考えてございますので、御理解のほどよろ

える可能性もあるわけです。そういった点で、そ

しくお願いいたします。

ういった見通しについては、町はどのように考え

以上です。

ているのか。指定管理者は鋭意やっていきますと

○議長（木下

いう表明をしているのかどうか、その点について

発言の中で、

だけ最後にお答えいただきたい。
○議長（木下

敏）

ちょっと先ほど上野議員の

という発言があったのですけれども、

商工観光課長。

○商工観光課長（福川晃也）

敏）

そこの部分は私はちょっと不適切なのかなと思う

今の御質問にお答

えしてまいりたいと思います。

のですけれども、会議録からそこの部分だけ削除
したいと思うのですけれども、上野議員、よろし

まず、指定管理者との道の駅の指定管理制度の

いですか。

のところだけは、やは

利用ということなのですけれども、こちらにつき

り何をもって

ましては、御存じのとおり、協定に基づきまし

い、

て、３年間の指定管理者となっていただいている

も、

ということでございます。現在のところ、今お話

者側はそれを何も言っていないので、議員の発言

しされていたような、指定管理者を辞退するとい

は、了解をもらえれば、議長職権で会議録から削

うような意向というものは全く伺ってございませ

除できますので、

んので、御理解願います。

だけは取り消してもよろしいですか。

それから、道の駅につきましては、商業部門も

と、新聞に出ているわけでもな
だったらあれなのですけれど
でもないものが、

という、理事

という発言の部分

上野武彦議員。

非常に比率が大きい施設でございますので、御指

○９番（上野武彦）

摘のとおり、観光入込客数の激減というものは、

いう表現が適切かどうかという問題はありますけ

その経営に大きな影響を与えるのは間違いないと

れども、

考えてございます。しかしながら、七飯町議会の

現ぐらいに変えるというようなことでどうでしょ

決算特別委員会等でも委員の方々から御指摘がご

うか。

ざいましたが、こちらの指定管理者につきまして

○議長（木下

は、初年度、大変好調な結果を出してございま

先ほど議事進行もなく、自分からも言い換えるこ

す。その後、このような好決算ばかりではなく

ともなかったもので、最後に私からすれば、言い

て、今のコロナ禍のような大変経済上厳しい状況

換えるのを更正する、内容を更正するというので

になるということも想定してございますので、公

なくて、

表されております決算報告書を見る限り、現金、

の中では、七飯町議会としてはふさわしくないの

預金等も着実に蓄えておりまして、こういった不

かなと思うものだから、今、一応確認した上で、

測の事態にも対応できるようにという意向が確認

やりたいということなので、できたら了解しても

できるような状況でございますので、こういった

らえればありがたいなと。

ところも見ながら、状況に対応していると考えて

○９番（上野武彦）

ございます。

ります。

観光客の激減によりまして、例えば北海道昆布

その辺については、

と

になっているという表

敏）

もう質問も終わった時点、

と言ったことが、やっぱりこの議会

○議長（木下

敏）

わかりました。以上で終わ
それでは、先ほどの部分

館はコロナウイルス感染症の影響で撤退というこ

は、議長職権にて、後日、削除しておきます。わ

とになりましたが、このような体制にも、様々な

かりました。

民間の知恵とか、そういったものを活用して対応
していくということが必要だと思いますので、町
といたしましても、道の駅なないろ・ななえの運

－ 44 －

───────────────────
散

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、散会いたした
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、散会
することに決定いたしました。
───────────────────
散

会

宣

告

───────────────────
○議長（木下

敏）

本日は、これをもって散会

いたします。
お疲れさまでした。
午後

３時３４分

散会
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