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１１番

澤

出

明

宏

午前１０時００分

開会

はどうなっているか。

───────────────────
開

議

宣

以上です。

告

○議長（木下

───────────────────
○議長（木下

敏）

敏）

環境生活課長。

○環境生活課長（磯場嘉和）

１点目についてで

ただいまから、令和２年第

すが、今年度の目撃情報は８件で、場所は西大沼

４回七飯町議会定例会の本日の会議を開きます。

が３件、東大沼が２件、桜町、仁山、大沼町がそ

───────────────────

れぞれ１件となっています。

日程第１

また、農作物被害情報が１３件で、上軍川と軍

会議録署名議員の指名

川がそれぞれ４件、大川が３件、東大沼が２件で

───────────────────

す。被害の内容としては、ニンジンやデントコー

○議長（木下

敏）

日程第１

会議録署名議員

ンの食害となっております。

の指名を行います。

次に、２点目についてですが、平成３１年から

本日の会議録署名議員として、
１０番

坂

本

１１番

澤

出

明

令和３年度までの七飯町鳥獣被害防止計画を策定
繁

議員

しておりまして、その中で、食害被害防止や人身

宏

議員

被害防止について取組方針を定めております。

以上２議員を指名いたします。

具体的には、目撃情報が役場や警察等から目撃

───────────────────

者から通報があってから鳥獣被害対策実施隊員、

日程第２

警察、町内会、その他関係機関に連絡を取り、関

一般質問

係機関同士の連絡体制を共有しております。

───────────────────
○議長（木下

敏）

日程第２

また、一般住民への周知としては、町内会等へ

一般質問を行い

ます。

の回覧板や熊出没注意看板の設置、町ホームペー
ジ等での周知を行っております。さらに警察から

通告順に発言を許します。

は、新聞社など報道機関にも情報提供がされてい

若山雅行議員。

ます。

○１５番（若山雅行）

それでは、１問目から質

問させていただきます。

３点目についてですが、町境での目撃情報は互
いに役場へ連絡を入れることにしており、情報を

熊の目撃情報等について。

共有しています。

今年は、道内も本州も熊出没のニュースが頻繁

また、北海道立総合研究機構エネルギー環境地

に流れた年であったが、本町の状況及び対策等に

質研究所が運用している全道の熊出没情報・状況

ついて伺いたい。

を地図上に表示した「ひぐまっぷ」とリンクして

１点目、今年度の町内での熊の目撃情報や被害
情報は何件あったか。また、目撃された場所や被

おり、町ホームページの熊の出没情報と併せて閲
覧できるようになっております。

害を受けた場所はどこか。

また、北海道が主催する研修会に参加し、渡

２点目、そういった目撃情報等は通常どのよう
に伝達されるのか。また、そういった目撃情報が

島・檜山管内の担当者との情報交換も行っており
ます。

あった場合の役場の対応はどのように行われるの

４点目についてですが、町では七飯町鳥獣被害

か。町民への注意喚起はどのように行われるの

対策実施隊の運用に関する規則に基づき、現在２

か。マニュアルのようなものはあるのか。

６名を鳥獣被害対策実施隊として委嘱していま

３点目、近隣市町村での目撃情報については、

す。実施隊の事務局も自然環境係で所管してお

当町にも伝えられる仕組みになっているのか。情

り、年４回の会議を開催するなど、日頃から連携

報交換等は行われているのか。

を密に取っております。ヒグマ出没などの緊急時

最後４点目、いざというときの猟友会との連携

には緊急出動を要請して、現場への出動について

－ 3 －

も迅速に対応しておりますので御理解願います。

教えていただきたいと思います。

以上です。
○議長（木下

それと、ただいま答弁いただいた民生部環境生
敏）

若山雅行議員。

○１５番（若山雅行）

活課でよろしいのですか、自然環境係が連絡先と

ありがとうございます。

いうふうになっているのですけれども、ほかの課

軍川小学校の子どもたちが熊よけの鈴を鳴らし

との連携というか、農業関係だとか、そういうと

ながら通学しているのを見たり、また、軍川振興

ころとの連携だとか、そういうのはどうなってい

会の集まりで、町の職員から熊追いの爆竹を鳴ら

るのかというのもちょっと教えていただきたいな

す手伝いを求められたり、のどかな田舎に帰って

と思います。

きたのだなと思っていたのが懐かしい状況です。

それと、先ほど言いました七飯町鳥獣被害防止

本州はツキノワグマですが、北海道はヒグマです

計画、僕もこれを見ましたけれども、七飯町鳥獣

ので、のんきに構えていられません。

被害対策実施隊の運用に関する規則というのが

今回このテーマを取り上げたのは、近隣市町村

あって、初めて見ました。この中で緊急体制とし

との連携がうまくいっているのだろうかと思った

て書かれている内容として、実施隊による緊急の

のが、その一つです。

パトロール、出没場所への轟音玉実施、警察によ

それでは、一つずつ確認していきたいと思いま
す。

る緊急パトロール、町内会回覧板による住民への
注意喚起、報道関係者へ情報提供及び対応、教育

目撃情報は、先ほど件数を上げておりましたけ

委員会による学校等への注意喚起などが行動計画

れども、北海道なので、毎年珍しいことではない

として載っているわけですけれども、今年は、要

と思っております。七飯町の場合、例年と比べて

請というか実施というのはどのぐらいあったの

今回の先ほど答弁していただいた件数は、多いの

か。先ほどの件数が、そんなに多いあれではない

か少ないのか、その辺のところをちょっと見てい

と思うのですけれども、その中についてお願いし

ただきたいと思います。

たいなと思います。

それと、先ほど道で運用しているような「ひぐ

それと、今年の予算で、熊よけに特定できるの

まっぷ」でしたか、それについてあれですけれど

かどうか分からないのですけれども、ドローンを

も、広報ななえの１１月号に「ヒグマにご注意く

購入して注意するという、そういう予算を取って

ださい！！」ということで、ヒグマ出没情報マッ

いたと思うのですけれども、ドローンがどれだけ

プを掲載しています。ということで、クリックし

活躍したのか、その辺のところももし分かれば教

たら「ひぐまっぷ」と出ていたのですけれども、

えていただきたいなというふうに思います。

それは同じものかということと。

ホームページなんかを見ると「１２月１日に日

このマップの運用というか、どこで出たか、星

暮山にヒグマがいないことが確認されたので、日

がぽちっとあって、いろいろ情報があるのですけ

暮山の閉鎖は解除されました」とか、非常に小ま

れども、これについては、七飯町がアクセスして

めに載せてはいるのですけれども、ホームページ

直すのか、それとも情報を出した道のほうの運用

を見ない人については、どのように警告するの

しているところがそれを直すのかどうか、そこの

か。

ところを教えていただきたいというのと。

本州でよく山に登っていたところには、登山口

広報ななえを、ぺらぺら過去のものを見たら、

に熊出没注意とかと書いているのがあったりし

令和元年８月にも「ヒグマにご注意ください」と

て、よくよく聞くと、その出没は１０年前ですよ

いう記載が載ってて、そこに載っている注意事項

とかと、あまり当てにならない看板もあるのです

は、今年載っている注意事項と全く同じ文言なの

けれども、そういう看板の設置とか、そういう対

ですよね。熊との遭遇に対する注意事項について

策とか、そういうものも行われているのかどう

は、特に進化ないとか、工夫をしろとか、新しい

か、その辺について、併せて回答いただければと

変化がないのかどうかというところも、ちょっと

思います。
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○議長（木下

敏）

環境生活課長。

○環境生活課長（磯場嘉和）

のでしょうけれども、撃てる状況ではなくて、そ

それでは、順次、

答弁させていただきます。

のまま藪の中に隠れてしまったというような状況
で、その後、雪が降ったときに足跡を確認しよう

まず初めに、ひぐまっぷの関係でございますけ

ということで、そのときもドローンを飛ばして頂

れども、町のほうでそのポイントだとかは入れる

上から飛ばしたのですけれども、そのときはいな

ということで、ポイントですとかは町のほうで全

かったということで、封鎖も解除したという形

部やっているところでございます。

で、周知としては、ホームページのほかにも現地

ヒグマの出没状況というか目撃情報なのですけ

に規制線というのですか張って、入れないように

れども、過去５年ぐらいでいきますと、目撃情報

看板を設置したりだとか、来たときにすぐ分かる

でいくと令和２年度が８件、令和元年が５件、平

ような形では対応しています。

成３０年が９件、平成２９年が４件、平成２８年

それから、広報のほうですけれども、熊に対応

が２件とか。被害については、令和２年が１３

する対処方法というのですか、それは特段変わら

件、令和元年が５件、平成３０年が７件、平成２

ないというような形で、あと時期ですね、秋口と

９年が１５件、平成２８年が１７件とか。あと捕

か熊が出るときに、そのタイミングで広報に周知

獲の頭数ですけれども、令和２年が７頭、令和元

するような形を取っているところです。

年が８頭、平成３０年が５頭、平成２９年が４

それから、内容については、対応方法が変わら

頭、平成２８年が１頭ということで、過去５年を

ないということで特に内容は変えていませんけれ

比べると増加傾向にあるのかなというような感じ

ども、今後、何か新しいそういう対応方法があれ

では押さえております。

ば、そこはまた検討して、直していくのはもちろ

それから、他の関係機関との連携というところ

ん直していきたいと考えてございます。

なのですけれども、当然、農業被害とかあれば、

看板については、出没情報があったときに、そ

農水のほうと連携して情報共有というか情報提供

こには設置しますけれども、駆除が終わったとな

したりしてやっていますし、あと、先ほど子ども

れば、当然取り外して、保管して、またそのとき

たちが通学のときにとかという話も、通常は教育

に別なところにつけるというような形で対応して

委員会を通じて、ミルクロードのところを通ると

いるところでございます。

きは気をつけましょうとかというような形の情報
共有はさせていただいています。

以上でございます。何か答弁漏れありましたら
言ってください。

あと看板についても、入り口の辺りに熊出没注
意の看板を立てたりとかして、現地にはそういう

○議長（木下

敏）

○１５番（若山雅行）

看板を立てているところでございます。

若山雅行議員。
ありがとうございます。

ドローンも活躍しているのだなということであ

それから、ドローンの関係ですね。ドローンは

れですけれども、先ほど質問で言った実施計画に

今年は大体２０回ぐらい飛ばしました。デント

ある緊急時の連絡体制とか何とかで、今年は教育

コーンが伸びてくると、ちょっとうかつには入れ

委員会に注意喚起したとか、いろいろな項目があ

ない状況なものですから、そこは飛ばして、上か

るものが発令されていないということで、特にそ

ら見て、踏まれたような跡があるとか、そういう

ういうところまでは発令されていないということ

のをちょっと確認しながら、現地を見ているよう

かどうかというのをもう１点確認と。

な形です。

我々目撃した場合は、役場に連絡すればいいの

あと最近ですけれども、日暮山の目撃情報をた

か、警察に連絡すればいいのか、消防に連絡すれ

またま観光客の方が目撃したということで情報が

ばいいのか。まず、広報ななえを見ると、自然環

入りまして、すぐ入り口は封鎖、警察の本部でも

境係に何かあれば連絡というような形になってい

封鎖して、うちの実施隊も中に入って、実際に熊

るのですけれども、どう行動するのが一番良いや

も見たそうですけれども、いろいろな判断がある

り方なのか、ちょっとそこだけ最後に教えていた
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だければなと思います。
○議長（木下

敏）

温浴施設について。

環境生活課長。

○環境生活課長（磯場嘉和）

令和２年度七飯町施政方針に、本年度の企業立

発令については、

地として記載されている道の駅隣接地の温浴施設

今年度は大きいものはなかったので、学校の生徒

について、着工が遅れているようで非常に心配で

の通学だとかというものに関してどうのこうのと

あります。

いうのはなかったです。

そこで、以下の点について伺いたい。

あと、連絡については、役場のほうに一報いた

１点目として、企業誘致としての観光農園と宿

だけると非常に助かります。守衛のところにもそ

泊を兼ね備えた温浴施設のそもそもの話の発端

ういうマニュアルの連絡票というのを設置してい

は、町が勧誘して実現したものなのか、それとも

まして、何時何分に誰から連絡があってとかとい

民間企業のほうから立地がいいということで申出

う、引き継げるような形のものを設置しています

があったのかということです。

ので、夜間でも携帯を持っていまして、担当のほ

２点目として、当該温浴施設や観光農園等を計

うには連絡を取れるようになっていますので、そ

画している民間企業の正式名称は何というのか。

こからすぐに出動するというような形を取れます

関連企業があれば、その名称も伺いたいと思いま

ので、役場のほうに連絡いただけるのが一番かと

す。また、当該温浴施設を運営する法人も同じな

思ってございます。

のか。それとも現地法人にダンシャクラウンジの

以上です。
○議長（木下

ように、新たな法人を設立する予定なのか。
敏）

若山雅行議員。

○１５番（若山雅行）

３点目として、建設計画が遅れている理由及び

最後と言ったのですけれ

今後のスケジュール等について説明を受けている

ども、これから議案として上がってくる補正予算

か。受けているとすれば、その内容はどのような

なんかで、実施隊の経費で報償費とか若干出てい

ことか。

るので、場合によってはパトロールとか臨時に
あって、それがあるのかなと。そのときに聞けば

４点目として、道の駅との連携をどのように計
画しているか。

あれなのですけれども、それであれなのかなと

５点目として、大分以前ですけれども、新聞記

思ったので、緊急パトロールとか、そういうのが

事によりますと、町は、道の駅、ダンシャクラウ

特にあったのかなと思ったのですけれども、その

ンジと往来できるよう連絡通路や遊歩道を新設す

辺はどうなのでしょう。

るほか、交通量の増加を考慮して人気レストラン

○議長（木下

ラッキーピエロ峠下総本店沿いの町道峠下２号線

敏）

環境生活課長。

○環境生活課長（磯場嘉和）

今回補正させてい

の整備を行うとありました。峠下２号線の整備に

ただいたのは、今回、熊の出没情報が多かったも

ついては、本年度予算計上済でありますが、連絡

のですから、それで実施隊員が出て駆除に当たっ

通路や遊歩道の新設にかかる経費は、民間企業が

ていたという形で、そこの部分の予算が先に出て

負担するのか、町が負担するのか。

しまったので。今後、冬はもう熊は大体終わりな

以上でございます。

のですけれども、キツネだとかの駆除の対応が出

○議長（木下

るものですから、そういう意味で予算不足が生じ

○経済部長（青山芳弘）

るということから、補正させていただきたいとい

答弁してまいります。

うことで上程させていただいています。

経済部長。
それでは、順を追って

まず１点目についてですが、民間企業のほうか

以上です。
○議長（木下

敏）

ら、宿泊施設を建設したいので七飯町のどこかに
敏）

○１５番（若山雅行）

若山雅行議員。

用地はないだろうかとのお話をいただいたことが

１問目は、それで終わり

発端となってございます。

ます。次に入ります。

２点目についてですが、計画している民間企業

道の駅なないろ・ななえの隣接地に建設予定の

の正式名称については、農地保有適格法人であり
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ます合同会社ヱル・ファームでございます。ま

なる増加をするということから、車両の通行、安

た、関連企業につきましては、母体でありますヱ

全を確保することを目的として、本年度予算計上

ル電株式会社となってございます。

させていただいております。

現段階では、運営等については同じ法人と伺っ

この経費につきましては、町の負担となります

ており、近隣の農業者にも協力を依頼しながら、

が、国及び北海道の交付金などの特定財源の確保

合同会社ヱル・ファームの職員が在住し、対応す

に努め、事業を実施しているところであります。

ると伺ってございます。

以上であります。

３点目についてですが、遅れている理由といた

○議長（木下

敏）

若山雅行議員。

しましては、温泉ボーリング工事の経費に対し、

○１５番（若山雅行）

温浴施設の建設は、町の

北海道の補助金制度に新エネルギー導入支援事業

事業ではなくて、民間企業が営利等を目的に行

の地熱井掘削支援があり、５月に補助事業計画書

う、いわゆる企業誘致ということになるので、町

を提出いたしましたが、新型コロナウイルス感染

が把握している、開示しても差し支えない範囲で

症拡大の影響により、ヒアリングが通常時よりも

回答願いたいと思いますけれども、再質問としま

１か月半程度遅れ、８月下旬に事業承認を受け、

しては、先ほど言いました、合同会社ヱル・

その後９月に補助金交付申請書を提出、１０月中

ファームということなのですけれども、商業登記

旬に交付決定通知書の受領となり、その後着手と

簿謄本を取ろうとして法務局に行ったら、該当な

いうことから、当初の見込みより５か月ほど遅れ

しになっていたのですけれども、これはまだ法人

ることによるものであります。

登記されていないということなのでしょうか。そ

また、現在も新型コロナウイルス感染症拡大が

れとも、僕の取り方が悪かったのでしょうか。も

進行しており、その対策も必要となったことか

う既に謄本等を町で確認されているのかどうか。

ら、当初の予定されていた温浴施設内容について

合同会社という特殊な会社ですので、その内容を

再検討を行うとのお話もいただいております。

ちょっと知りたいなと思ったのですけれども、そ

また、今後のスケジュールについては、当初よ

このところを確認したいなということと。

り１年程度ずれ込むのではないかということで
伺ってございます。

あと、スケジュールは１年程度遅れるようなお
話ですけれども、間違いなく建設されるという町

４点目についてですが、道の駅エリアとして答

の、相手があることですから、確認というか把握

弁させていただきますが、既にダンシャクラウン

というか、間違いなくできそうだなとか、ちょっ

ジに、今年作付いたしました、そして収穫された

と問題が大きいなとか、そういうことでできるな

ジャガイモを購入いただき、利用されてございま

という感触を得ているということでいいのかどう

す。今後も、農園で収穫された農産物が道の駅エ

かですね。

リア内での利用が期待され、また、自然災害等発

それと、先ほど言った通路とか遊歩道の関係に

生時においては、一時避難施設として道の駅と連

ついては、そうするとこの間、峠下２号線改良舗

携し、協力していきたいとのお話もいただいてい

装工事として予算を上げた、その中には入ってお

るところでございます。

らず、温浴施設が完成した後に連携を図るという

５点目についてですが、連絡通路につきまして
は、道の駅エリアとして考えた場合に、新道川で

ことで、再度そういう提示があると考えてよろし
いのかどうか。

分断されることから、お客様の利便性向上と滞留

それと、この間現場を見て、立て看板を見てき

時間の増加、施設それぞれの相乗効果を上げるこ

たら、許可したものということで七飯町長の名前

とを目的とし、また、町道峠下２号線について

が載っておりました。工事完了年月日が令和３年

は、ラッキーピエロ峠下総本店、室内パークゴル

３月３１日という扱いでした。これは変更すれば

フ場、電源開発株式会社函館変換所などがあり、

いいだけなのですけれども、開発許可の変更の届

温浴施設が事業展開をした際には、交通量のさら

出というのですか、そういうものはまだ出ていな
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いのかどうか、そこのところをちょっと確認した

で伺っておりますので、そういうことで御理解を

いなと思います。

いただきたいと思います。

あと、道の駅なないろ・ななえとの連携、あの

それと、連絡通路の関係でございますが、町道

地区全体での経済活動というようなお話でしたけ

峠下２号線は道路のほうの予算ということで、連

れども、土産物を売るにしても何にしても同じよ

絡通路は河川費のほうで、当初予算として上げて

うなものになったり、競合こそすれ、連携してお

ございます。それで、そこの部分は河川費のほう

風呂に入って道の駅に寄って何かするとかという

に新道川の関係で計上してございますので、それ

のはあまり見えないので、その辺の展望というか

で御理解いただきたいと思います。

すみ分けとか、こういう経済効果が上がるのでは

あと、完成が令和３年３月３１日ということ

ないかというような見方がもしあれば教えていた

で、許認可の関係ということの御質問も含めてあ

だきたいと。

りましたけれども、これは町のほうで施工します

温浴施設を造るということなので、ほかのとこ

ので、許認可の関係でなくて、あくまで年度内の

ろでやっているような高齢者向けの入浴料の補助

施工ということで、３月３１日ということで御理

制度だとかというのは、検討される予定があるの

解をいただきたいと思います。

かどうか。そこのところをちょっと確認したいな
と思います。

それと、完成した後の物販というのでしょう
か、せっかくの温浴施設ができたら、そこの中で

それと併せて、最後に、このようにスケジュー

も物販はあるのではなかろうかという議員の考え

ルが１年遅れるということで、今年の予算審査の

だと思いますが、具体に、そこまでうちのほうと

中で、そんなに急いで峠下の道路をどうこうしな

しては承知してございませんので、道の駅、また

くてもいいのではないかという意見を委員として

ダンシャクラウンジ、それぞれ物を売ってござい

出させていただいたのですけれども、この遅れに

ますが、そういう部分と競合するかもわかりませ

ついて、道路が先行するということについて、全

んけれども、そこはそことして、やはり来ていた

く問題なかったと考えているのか、温浴施設の進

だいたお客様に長時間あの道の駅エリアにいてい

行を見てからやるべきだったと考えているのか、

ただくということによって、それぞれの施設の効

その辺のところを再度確認したいなと思います。

果が上がっていくということで、私どもは考えて

以上です。
○議長（木下

ございますので、その点を御理解いただきたいと
敏）

経済部長。

○経済部長（青山芳弘）

思います。

それでは、最後の再質

あと、１年間遅れた部分に関して、町道のほう

問は土木課長のほうから答えますけれども、先に

の施工に関してどうかということは、土木課長の

再質問ありました分から順次答えてまいります。

ほうから答弁させていただきますので、よろしく

まず、合同会社ヱル・ファームの登記という形

お願いします。

でございますが、これは登記済みでございますの

○議長（木下

敏）

土木課長。

で、私たちは目にしてございます。

○土木課長（佐々木陵二）

予算審査特別委員会

それと、スケジュールの遅れということで、こ

の中で、総事業費１億９,６００万円ということ

れは今後どうなのだということだと思いますけれ

でお話しさせていただいておりますけれども、補

ども、うちのほうといたしましては、あくまで当

助事業の申請額も１億９,６００万円なのです

初予定されていなかった新型コロナウイルス、ま

が、国から内示されている金額が、今現在で１億

たそれに伴って、補助金の許認可の関係が非常に

５,２４９万７,０００円の内示があります。補助

遅れているということで、現地を見ていただけれ

金としてはこれしかつかないということですの

ば分かりますけれども、今ボーリングをしている

で、残りの４,３００万円程度はまだ補助金がつ

最中でございます。ですから、現段階では、うち

いていないという状況でございます。

のほうとしては１年程度遅れる見込みということ
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今、道路工事のほうも発注も昨日終わりまし

て、用地ですとか補償とかという契約も今進めて

が変わってきているということがございます。先

いるところであります。

ほど答弁いたしましたが、施設内容についても、

不足分の４,３００万円プラス、単年度事業な

当初の御提示いただいた施設をそれぞれコロナ感

ので補償額が決定しておりませんということでお

染の予防対策ということもしなければならないと

話しさせていただいていたと思いますけれども、

いうことで、そこの部分についても今後見直しを

４,３００万円プラス不足分は、令和３年度に予

していかなければならないというお話はいただい

算計上させていただいて、道路の完成も令和３年

ております。

度に完成ということになります。

ただ、町として、それが絶対ということには、

以上でございます。
○議長（木下

敏）

○民生部長（杉原

今ここでは答弁できませんけれども、あくまで補
民生部長。

太）

助事業をきちっと申請して、それらの手続を踏ま

高齢者の入浴割引を考

えて、また、現在社会問題となっている新型コロ

えているのかということですけれども、まだその

ナウイルス感染症の対応もするということを伺っ

施設自体がどのようなタイプの入浴施設かどう

ておりますので、町としては見守っていきたいと

か、保健所のほうの手続だとかもございますの

思ってございますので、御理解のほどお願い申し

で、所管する民生部としては、今の段階ではまだ

上げます。

検討しておりません。

○議長（木下

以上です。
○議長（木下

敏）

土木課長。

○土木課長（佐々木陵二）
敏）

若山雅行議員。

○１５番（若山雅行）

道路に関しては、先

行投資という表現が正しいのかどうかというとこ

まだできていないものに

ついて、いろいろ聞いて申し訳ないのですけれど

ろで、同時進行しておりますので、先行ではない
かなとは思います。

も、決して温浴施設がけしからんと言っているわ

温浴施設ができてから、道路計画をして用地買

けではなくて、民間が自らの判断に基づいて当町

収をするとなると、あの地域一帯の土地の評価額

に投資を行うのは大変ありがたいことだと思っ

というのが上がってしまいますので、今用地を購

て、それが、ただ峠下２号線改良補修工事だと

入するのと、できてから用地を購入するのと、用

か、町の先行投資が気になるので、本当にできる

地購入費がちょっと増える形になります。

のかどうかと。

今の有利な状況で、少しでも安い金額で用地を

感触として、遅れているコロナの状況があって

購入し、道路を建設していくほうが町としては有

も、当初の計画どおりにできるのかどうかという

利な方法になりますので、今、用地買収してし

ことについては、町がきちっと感触を得て、大丈

まったほうがいいという考えで同時進行しており

夫だと。許可も、今言ったとおり、いろいろ補助

ます。

金だとか何とかのあれで遅れているけれども、進

以上です。

めるということで、そこのところをもう一度答弁

○議長（木下

いただければなと思います。

○１５番（若山雅行）

○議長（木下

う言葉の使い方が、正しいかどうか、これは

敏）

経済部長。

○経済部長（青山芳弘）

敏）

若山雅行議員。
僕が使った先行投資とい

民間活力というか、民

ちょっと、ごめんなさい、間違っているかもしれ

間の投資事業ということでございますけれども、

ないのですけれども、要は、我々が予算を審査し

先ほどの答弁と重複いたしますが、北海道の補助

たときに、コロナがこれだけ世界の経済活動だと

事業をいただいて、温泉を今ボーリングしている

かいろいろなものを、我々がふだん考えて当たり

ということを鑑み、また現状の情報の中では、１

前だと思っていたことが全然できなくなってきて

年ほど当初よりも遅れると。

いるわけですね。そのときに、温浴施設だとかと

これはあくまで、やっぱり当初予期しなかった

いう観光施設は、農園だとかいろいろな手法を使

新型コロナウイルス感染症の部分でかなり世の中

いながらやっているということで、大丈夫だとい
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うような判断があるのかもしれないのですけれど

なえの運営等について伺いたいと思います。

も、果たして本当にできるのかどうか。今聞いて

１点目、道の駅なないろ・ななえの今年度と昨

も、感触どうですかといって、大丈夫ですよと

年度の４月から１１月までの各月の来場者数はど

言ってもらえば、ああ、そうかなと思うのですけ

うなっているか。今期（令和２年４月から令和３

れども、ちょっと不安があるような話だったの

年３月まで）の来場者の目標だとか、見込みはど

で、それなのに道路だけ先に立派なものを造っ

うなっているか。

て、施設が１年遅れてでもできればいいのですけ

２点目、道の駅なないろ・ななえの税収効果の

れども、できなくなる可能性について、リスクと

試算が、前回の質問では約１,０００万円、若干

して。

端数ありますけれども、１,０００万円とのこと

確かに今、先行でその土地を買っておけば安い

であった。それに対して指定管理料を約２,００

かもしれません。だけれども、できなかったら。

０万円支払うというのは、経済原則に反しない

道路がよくなるので、社会資本として広い道路で

か。今後、税収効果の試算が増額する、あるいは

走れるので、それはそれでまたいいかもしれない

指定管理料が減少するというようなことが見込ま

のですけれども、そこのところについて、僕の思

れているのかどうか。

いとしては、先行して道路用地を投資しているの

３点目として、道の駅の指定管理料が年間２,

ではないかと言ったのですけれども。それについ

０００万円、２,３００万円とか２,１００万円と

て、再度御答弁いただきたいと思います。

かいろいろありますけれども、というのは、当初

○議長（木下

予定の、建てる前ですよ、建てる前の収益計画の

敏）

経済部長。

○経済部長（青山芳弘）

それでは、お答えして

まいります。

中で、当然そのぐらいの金額は見込まれていたの
かどうか、そこがどうかということです。

先行投資ということがどうかという部分はあり

それと４点目として、２期にわたり指定管理者

ますけれども、あくまで予算審査特別委員会のそ

から寄附金を受けているが、指定管理者任せの寄

れぞれのときに説明してございますが、町道峠下

附ではなくて、指定管理者との協定で収益の一定

２号線、先ほどの答弁と重複いたしますが、そこ

割合等を町へ納付する定めとすべきではないかと

にラッキーピエロ総本店がございます。また室内

考えるのですけれども、どうですかということで

パークゴルフ場、また電源開発株式会社函館変換

お願いします。

所、またその上にはピノキオの里という分譲地も

○議長（木下

ございまして、一般の方もお住まいです。

○商工観光課長（福川晃也）

当然、過去に事故もありまして、そういう車両

敏）

商工観光課長。
では、御質問に御

答弁をさせていただきます。

の通行の安全の確保ということの目的等もありま

まず１点目、今年度と昨年度の各月の来場者数

すので、そういうことで町としては整備をしてい

ということでございますが、今年度、令和２年度

くということでございますので、御理解のほどお

４月につきましては３万８１２人、５月が３万

願い申し上げます。

４,１１７人、６月が６万８３１人、７月が９万

以上です。
○議長（木下

２３１人、８月が１１万２,３７２人、９月が９
敏）

○１５番（若山雅行）

若山雅行議員。

万８,２０５人、１０月が１０万１,５９９人、１

先のことは互いに分から

１月が７万１,０４６人となってございます。

ないあれがありますので、またこれから見守って

次に、令和元年度につきましては、４月が８万

いきたいなと思います。今の２番目の質問につい

９,５５４人、５月が１２万１,８２８人、６月が

ては、これで終わります。次に進みます。

９万１,３３０人、７月が１１万１,８５２人、８

３問目、道の駅なないろ・ななえの運営等につ
いて。

月が１４万２,０４８人、９月が１０万４,８７０
人、１０月が９万７,８６２人、１１月が６万５,

９月の定例会に引き続き、道の駅なないろ・な

７４４人で、４月から１１月の期間の合計で、令
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和元年度に比べ令和２年度は２２万５,８７５人
の減少ということになってございます。

また、道の駅の指定管理につきましては、３年
間を単位期間として指定管理者を募集し実施して

道の駅の来場者数の目標につきましては、年間

いるところであり、その都度募集要項を定めてい

９０万人を基本として考えておりますが、今般の

ることから、指定管理料が減少する場合も大いに

新型コロナウイルス感染症の影響が大きいため、

想定されますが、現在のところ、具体的な見込み

この目標が未達になる場合はやむを得ないと考え

は行っておりませんので御理解願います。

てございます。

３点目につきましては、道の駅の指定管理につ

今期の来場者数の見込みですが、国や道をはじ

きましては、その都度募集要項を定めており、施

め、新型コロナウイルス感染症にどのように対応

設の維持、管理、運営に必要とされる費用を積算

していくのか予測が困難であり、今期の来場者数

し示しているものでありますので、御理解願いま

の見込みは立ててございません。しかしながら、

す。

このような状況下にあって、１０月以降は前年度

４点目ですが、このたびの寄附金につきまして

を上回る来場者数となっており、引き続き新型コ

は、道の駅の指定管理の募集時に指定管理者から

ロナウイルス感染症防止対策を徹底し、安心安全

提案のあったものでありますが、次回募集時には

を確保した上で、できる限り多くのお客様に御来

あらかじめ募集要項に規定するなど、指定管理者

場いただけるよう努めてまいります。

制度のよりよい活用のための参考とさせていただ

２点目になります。

きたいと考えております。

直接的な収入ではございませんが、試算いたし

以上でございます。

ました税収効果は約１,２２０万円以外に、道の

○議長（木下

駅がオープンし、施設自体が新たな雇用の場とな

○１５番（若山雅行）

り、また農産物の直売によって農業者が消費者に

一般社団法人七飯町振興公社は、指定管理者とし

直接アクセスできるようになりました。その他の

て非常によく頑張っていると思います。全国４位

特産品等の販売も同様で、道の駅を新たな販路と

の記事も確認しました。建設して既に４年目を迎

し、生産消費を通じて物産振興に寄与しておりま

え、よりよい公の施設とするべく指定管理者制度

す。このような経済効果につきましては、令和元

と業務委託との違いを踏まえて、再質問させてい

年度の売上高決算額を参考に６億７,２７５万円

ただきます。

と試算をしたところでございます。

敏）

若山雅行議員。
山川さんが代表を務める

全国４位ということなのですけれども、これは

道の駅では、いわゆるガラナソフトや王様しい

どこが評価されたのかと。誰に評価されたかと。

たけコロッケ、七飯町産のリンゴを用いたジュー

その辺のところの分析というのですか、全道で名

スを飲み比べる「ききりんご」など、特産品を生

前が挙がって１位なのですけれども、そこのとこ

かしたメニューを大勢のお客様に提供し、七飯町

ろをもし把握されていたらお願いしたいと。

の食を大いにＰＲしております。

先ほど、道内の情報誌でもどうのこうのとかと

道の駅なないろ・ななえは、主要な旅行雑誌で

おっしゃいましたけれども、じゃらんという道内

の道内道の駅ランキングで２年連続で上位とな

で出されている情報誌、道内の道の駅の評価につ

り、世界的な旅行情報サイトにおいては、独自の

いては、昨年と今年の評価、上位と言っていまし

利用者による評価に基づき、昨年のランクインに

たが何位になっているか把握されていたらお答え

引き続き、今年は全国の道の駅の中で４位、道内

いただきたいと思います。

では１位という結果となっており、これらを初め

昨日の同僚議員の答弁の中で、日本一の道の駅

としたテレビ、新聞、雑誌等、各種メディアによ

を目指すという高い目標を掲げて、これはこれで

る七飯町の広告宣伝効果は、費用に換算すること

立派なことだと思います。ですけれども、民間会

は困難でございますが、非常に大きな経済効果で

社であれば、高い目標とかノルマは不適切な運営

あると考えております。

につながるというケースもありますので、あまり

－ 11 －

大きな目標については、いかがなものかというふ

から、そういう中で、今指定管理者が利益を上げ

うに考えております。目標を立てるのであれば、

たら、それは内部留保でたまっていますよね。そ

日本一の住みよい町とか、日本一職員が働きやす

れについて、町が何もできないということについ

い町とか、そういうところでやっていただければ

て、ちょっと儲け過ぎではないかとか、そういう

なというふうに考えております。

批判に対してはどのように答えるのかというのを

１問目の質問の中で、コロナのダメージが１０

ちょっと教えていただきたいなと思います。

月は回復傾向にあるということで、これは今後や

それと、道の駅管理運営に係る経費等について

り方次第では十分回復していくというふうに考え

という文書の中で、必須項目の中で、町への納付

ているということでよろしいのかどうかというこ

ということ、場合によっては納付するとかという

とです。

こともありますよというようなニュアンスの文言

それと、一般社団法人七飯町振興公社の登記簿

があって、今現在は協定書にそれはないわけです

謄本を見ますと、主たる事務所の住所が、道の駅

ね。１,０００万円儲けたら半分納付するとか、

なないろ・ななえと同じ住所になっております。

２,０００万円の利益を超えたら何かするとか、

七飯町字峠下３０８番地２。これは、平成３０年

それはないわけですよね。なぜそういう項目があ

１月１日移転、１月１６日登記という記載事項に

るのに、今最後に言った、協定書の中に納付する

なっております。これについては、本店所在地を

とかということがうたわれないのか、そこのとこ

そこの公の施設の中に持っているということは、

ろを御回答いただければなと思います。

建物の賃貸契約とか、それとも、使っていいよと

以上です。

いうような指定管理者としての指定以外に、何か

○議長（木下

契約なしで勝手にやっているのか、町の意向を

○商工観光課長（福川晃也）

伺った上でそういう登記をしているのか。公の施

についてお答えをさせていただきます。

敏）

商工観光課長。
では、今の再質問

設の中に住所を持つというのは、事務所を持つの

まず、旅行情報サイトにおける４位になった要

はいいのですよ、出先としてそこで何かやると

因についてなのですが、こちらは旅行情報サイト

か、それで部屋を提供する。だけれども、登記事

独自の評価ということで、内容は開示されてござ

項ということは指定管理とはまた別な話ですの

いません。ただし、町といたしましては、道の駅

で、それについて問題でないのかどうか、その辺

の魅力、例えば特産品の紹介、食と文化、そう

の認識をお伺いしたいなというふうに思います。

いった情報の発信など、そういったことにこれか

それと、指定管理者の中で、こちらから委託す

らも努めてまいりまして、さらに上位に評価され

る管理業務、それと自主事業というのですか、本

るよう努めてまいりたいと考えてございます。

体として営業する、物を売ったり、いろいろ提供

また、道内の道の駅ランキング、旅行雑誌にお

する。それに対して収入については指定管理者が

けるものなのですが、こちら２年連続で３位とい

収納してもいいですよというあれになっているの

うことになってございます。

ですけれども、その割合というのですか、売上の

それと、民間の指定管理者ということになりま

中でその割合はどのぐらいの配分になるのか、そ

すので、ランキングで全国１位を目指すというよ

の辺のところをちょっと教えていただきたいなと

うな形を取った場合に、いわゆる利益追求型に

思います。

なってしまうのではないかというようなことでご

それと、昨日の同僚議員の答弁の中で、指定管

ざいますが、そういったことにならないように、

理者も利益がたまってきてどうのこうのとかとい

うちのほうで指定管理者の募集要項にこういった

うような話があったのですけれども、指定管理者

業務に努めていただくと。そして併せて、提案を

というのは３年ごとに公募で募集するので、３年

いただいた内容、そういったものに則しているか

後に今の指定管理者が続くかどうかというのは、

どうかといったところを確認させていただいて選

これは建前としてはわからないわけですよね。だ

考しておりますので、これに基づいて指定管理業
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務を行っていただくことによりまして、そういっ

用を指定管理料として積算をして示しているとこ

た弊害に陥らないように努めてまいりたいと考え

ろです。ですから、今後この３年間の期間が過

てございます。

ぎ、新たに指定管理を募集する際は、また改めて

それから、今後の入り込みの見込みなのです

今までの実績や、それから今後の経済の見込み等

が、国のほうの様々な、いわゆるＧｏＴｏキャン

を考慮した上で指定管理料等を設定していきたい

ペーンの類いで、非常にお客様の動きがまた活発

なと考えているところでございます。

化した時期がございました。これに基づきまし

それから、寄附の内容でございますが、これは

て、道の駅のほうも来客が増えたというような考

協定書に明記しているものではございませんで、

え方でおります。

いわゆる募集の選考の際に提出されております提

ただし現在、いわゆる世間で新型コロナウイル

案書に一定割合を寄附するというような提案がな

ス感染症の第３波というような話題が頻繁に叫ば

されているものでございますので、御理解を願い

れてございますので、そういった風評、そういっ

たいと思います。

た自粛ムードによりまして、今後の入込客数につ

以上でございます。

きましては、やはり厳しいものがあるかなと認識

○議長（木下

敏）

しているところでございます。

○１５番（若山雅行）

若山雅行議員。
本店の主たる事務所の住

それから、振興公社の主たる事務所が公の施設

所に関してですけれども、事務所として使うの

に置かれているというようなことについてなので

は、そこで管理しているわけですからいいわけで

すが、これにつきましては、振興公社自体は道の

す。実態としてその部屋を使う、そこに事務所と

駅の指定管理を受けていくという趣旨で設立され

しての看板を出すのは構わない。だけれども、登

てございますので、その業務のメインとなる場所

記するという行為は、指定管理者の行為とは全く

が道の駅であるということでございますので、こ

違うものであって、賃貸とか、特別に無料で使っ

ちらに事務所を置いているという登記内容になる

ていいよとかという特別な許可、やり取りがない

ことについては、特段問題ないと判断していると

とおかしいのではないかと思うのですよ。主たる

ころでございます。

事務所というのは本店ですからね。指定管理者と

それから、いわゆる施設の管理と自主事業の収

して自分が主たる事務所を設けるのに、公の施設

益の割合というのでしょうか、こういったものに

の中に住所を持つというのは、何か変なことでは

つきましては、ある程度の予算的なものは提案事

ないかなと思うのですけれども、もう一度そこの

項の中に明記されているところでございますが、

ところの考え方を答弁いただきたいということ

実際の部分と比べてみますと、これは現実コロナ

と。

ウイルスの影響を受けたりとか、いわゆる最初の

それと、今年の令和２年３月の七飯町振興公社

頃は開業効果で大変お客様が多くいらっしゃった

の決算を、これが正しいとすればですよ、正しい

とか、そういった諸般の事情がございますので、

とは思うのですけれども、ホームページで公表さ

割合というところでは、なかなかこういったもの

れている数字を見ると、純資産の部、いわゆる会

であるということはお話しできないだろうと考え

社の内部のお金、資産があって、負債があって、

てございます。

その残りということで。資本金として１１０万

それから、いわゆる収益がよすぎる、高過ぎる

円、それを引くと２,２００万円の利益剰余金に

のではないかと、儲け過ぎでないかいうようなお

なっているわけです、３年営業してですね。これ

話しでございますが、指定管理者制度につきまし

については、七飯町は全然、もっと頂戴とか、そ

ては３年間を一つの単位としてやってございます

んなこと言えない金なわけですよ、仕組み的に

ので、単年度単年度の収益というよりは、いわゆ

ね。そうすると、資本金を出資した方たちが３年

る安定的にこういった公共施設を運営していただ

後に指定管理外れてしまった場合に、その人たち

くためにも、施設の管理、運営、維持に必要な費

で解散したときに配分する金になるわけですよ
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ね。そういうような金額の多寡とか、そういうの

○議長（木下

をもう少し七飯町に納付するような仕組みを、今

たので、１１時１５分まで暫時休憩いたします。

はもう既に協定を結んでいるのでできないと思う

午前１１時０３分 休憩

のですけれども、そういう協定の仕方を考える必

─────────────

要があるのではないかということを、指定管理料

午前１１時１５分 再開

２,３００万円が正しいかどうかというのはなか

○議長（木下

なか難しいのです、予算のときに判断するのが

たします。

敏）

敏）

会議時間も１時間過ぎまし

休憩前に引き続き、再開い

ね、これだけかかるとかというのが。そのときに

一般質問を続けます。

これだけ出すけれども、利益が出たら戻ってくる

道の駅なないろ・ななえの運営等についての答

のですよという形を取れれば、指定管理者制度の

弁より入ります。

中でそういう協定書でそれを決めることは何らお

商工観光課長。

かしいことではないらしいのですね。向こうが了

○商工観光課長（福川晃也）

では、質問のほう

解すればいい話ですから。ですから、そういうこ

にお答えしてまいりたいと思います。

ともきちっと入れて、向こうの営業努力も実るよ

まず、事務所の関係でございますけれども、公

うな形で、向こうにも利益が行って、利益が多く

社につきましては、先ほど御答弁申し上げました

出たら町にも還元するというふうにしないと、町

とおり、各種事務、その他につきましては、道の

民は、いい施設を振興公社が使って利益を上げて

駅の事務室において実施されておりますので、こ

いるという見方をしてしまうのではないかと思う

ちらを主たる事務所として登記をしているという

わけです。非常に努力してイベントをやったり何

ことには何ら問題はございません。

かやっていて、工夫して収益を上げているのだと

それから、利益の還元等の関係でございます

いうふうに思います。もっともっと頑張っても

が、議員おっしゃるとおり、利益等出た場合に寄

らってやってもらいたいと思うのですけれども

附等という形で利益を町のほうに還元していただ

ね。そういうときに、町民の皆さんに理解しても

くというような内容で、現在、指定管理の協定を

らうためには、寄附という向こうの一方的な行為

しているところでございます。

ではなくて、きちっとそういう協定で結んでいま

冒頭の答弁にもございましたが、この寄附金に

すよという説明をしていかないといけないのでは

つきまして、例えば募集時にあらかじめ募集要項

ないかなと思うのですよ。その辺についても検討

で町のほうが定めていって指定管理者制度のより

できないかどうか。

よい活用をしていくというような考え方も当然ご

実際、経費に関する運営のところで、支払項目

ざいますので、利益等の還元、それから指定管理

だとか何とかで、１４項目として、納付の項目で

料の金額の在り方等につきましては、十分検討し

そのような表現を入れているのがあるわけです、

た上で最もよい形になるように取り組んでまいり

募集要項みたいな、そういうあれだと思うのです

たいと考えておりますので、御理解のほどよろし

けれどもね。それには「指定管理者は、会計年度

くお願いいたします。

ごとの経営状態により利益が生じた場合、指定管

○議長（木下

理料の一定額、または一定の割合を乗じて得た額

○１５番（若山雅行）

を町に納付することとします。なお、納付する額

については、見解の相違という形になるのかもし

については、指定管理者が提案するものとし、町

れないのですけれども、本来そこを登記するとい

と協議の上、年度ごとに協定書に定めることとし

うことは、そこに対して賃貸契約とか、無料で

ます」という文言があるわけですよ。だから、そ

使っていいよというか使用貸借のような何かない

れをはっきりうたって実行したらいかがなものか

と、勝手にその場所を登記するというのは会社の

と思うのですけれども、そこのところについても

行為ですから、指定管理の中で本店をそこにしな

う一度答弁お願いしたいなと思います。

ければいけないとかという定めをしているわけで
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敏）

若山雅行議員。
主たる事務所の住所の件

はないわけですよ。

そこで、町が入手した当該財務情報等を一定の

僕が言うのは、開いている部屋を事務所のよう
に公社の事務所として使って、そこを営業所のあ

条件の基に公表する用意はないか伺いたいと思い
ます。

れだとか、名刺に住所として書くとか、それは構

１点目、町が融資を行っている株式会社男爵倶

わないのですよ。登記として主たる事務所をそこ

楽部、株式会社ＤＡＮＳＨＡＫＵ ＬＯＵＮＧＥ

に置くというのは、その会社独自の行為ですか

の決算書を申し受けているか。売上や利益等の業

ら、それに対して賃貸契約をしているとか使って

況、従業員数、取扱商品等について公表する用意

いいよという許可を、指定管理を受けているとい

はないか。

うのと、本店の住所として主たる事務所として登

２点目として、既に撤退した昆布館や廃業を決

記していいという許可を取っているかどうかとい

めた留の湯などについて定期的な財務情報等を入

うのは、また別の話ではないかなと思うのです。

手するか、あるいは業況等について定期的にヒア

ただ、これについてはこれ以上議論してもしよ

リング等を行っていたか。

うがないと思いますのであれですけれども、１点

３点目として、今度新しく設置予定の温浴施設

だけ、先ほどじゃらんの道の駅、去年も今年も３

について、売上高や利益等の業況、従業員数、取

位だったという話でしたけれども、僕の記憶では

扱商品の推移等について公表する用意はないか。

一つランクを落としたと思って、えっと思ったの

４点目として、公表するしないを問わず、税務

ですよね。それは間違いないですか。去年も今年

署の受付印のある決算資料一式の写しを徴収する

も３位に間違いないですか。３位から４位になっ

用意はないか。

たとか、一つランクを落として、えっと思った記

以上です。

憶があるのです、立ち読みしたときに。それは間

○議長（木下

違いないでしょうかね。もう一回そこだけお願い

○政策推進課長（中村雄司）

します。

点目と４点目について御答弁申し上げます。

○議長（木下

敏）

商工観光課長。

○商工観光課長（福川晃也）

敏）

政策推進課長。
政策推進課から１

１点目のまず、株式会社男爵倶楽部と株式会社

大変申し訳ござい

ＤＡＮＳＨＡＫＵ ＬＯＵＮＧＥの決算書を申し

ません。同率の４位だったものですから、同率で

受けているかについてですが、地域総合整備資金

２か所ございまして、議員御指摘のとおり２年目

貸付制度、いわゆるふるさと融資によって、町は

は４位ということでございます。大変申し訳ござ

融資先である株式会社男爵倶楽部から融資を実行

いません。

する際に締結しました金銭消費貸借契約書中の一

○議長（木下

敏）

○１５番（若山雅行）

若山雅行議員。

般約款に基づき、決算書類の提出をいただいてお

これ以上、僕も材料があ

ります。

りませんので、この件については、また勉強して

また、融資の目的は、ＴＨＥ ＤＡＮＳＨＡＫ

質問させていただければと思います。３番目はこ

Ｕ ＬＯＵＮＧＥの建設に係る内容であることか

れで終わります。

ら、施設を運営する株式会社ＤＡＮＳＨＡＫＵ

次に、４番目、民間企業の財務情報等を公表す
ることについて。

ＬＯＵＮＧＥからも参考として決算書類の提出を
いただいているところでございます。

町が何らかの財政的な支援や便宜等を図り、町

次に、後段にありました売上高や利益等の業

内で経済活動を行っている民間企業について、町

況、従業員数、取扱商品等の公表についてです

は毎年財務情報等を確認する責務があるととも

が、決算の公表などは法人自らが報告するものと

に、民間企業としても町へ報告する義務があるの

認識しておりますので、たとえ町が事務資料とし

ではないかと考えています。

て入手した情報があったといたしましても、間接

また、町民としても、当該民間企業の業況等に
ついては関心があるところだろうと思われます。

的に町が公表するといったことは考えておりませ
んので御理解願います。
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４点目についてですが、ふるさと融資の事務手

ようなやり取りをするべきではないかなと思うの

続においては、決算書の提出時に併せて、決算書

ですけれども、そのことについてちょっとお聞き

の数値が確定申告と一致するかといった観点で確

したいと思います。

定申告書の写しの一部を参考までに提出していた

ここでいう１問目の男爵倶楽部については、金

だいております。確定申告、決算資料全てを提出

融機関の保証があり、最終的に当町が不利益を被

していただくことまでは考えておりませんので、

ることは一切ないので、決算書の内容がどうなの

御理解のほどよろしくお願いいたします。

かなということで見るのが甘くなってしまう可能

以上でございます。
○議長（木下

敏）

性もあると思うのですけれども、４問目にあるよ
商工観光課長。

○商工観光課長（福川晃也）

うに、税務署の受付印のある決算書一式を、これ

２点目につきまし

て、御答弁をさせていただきます。

はコピーを取らせてくださいということで全部
持っておく必要がいいのではないかと。金融機関

例示の施設をはじめとした事業者に関する定期

は融資するときに、相手があるので出さないとこ

的な財務情報の入手やヒアリング等は実施してお

ろもあるのですけれども、そういうものをもらっ

りませんが、定期的な調査である観光入込客数調

て、細かい細目もきちっと分析して、大丈夫かど

査では、観光客動向などに関する意見等、記載欄

うかということを融資審査の判断と融資した後の

にて動向把握に用いたり、業務において随時各事

経過観察で必ずやるような形を取っておりますの

業者と情報共有し、七飯大沼国際観光コンベン

で、そういうことも検討されたらどうかなと思う

ション協会などを通じて情報収集に当たっている

ので、再度お願いしたいなと思います。

ところであります。

あわせて、昆布館だとか留の湯だとか、我々は

以上でございます。
○議長（木下

敏）

新聞で、突然いなくなってしまったというよう
経済部長。

○経済部長（青山芳弘）

な、なくなってしまうということで非常にあれな

それでは、３点目につ

のだけれども、町のコメントとして、残念ですと

いてですが、企業のほうから具体にどういうふう

いうふうに載るだけなので、もっと早くからどう

な御相談があるかまだ分かりませんけれども、ま

いう状況になっているかとか、その辺を知ってお

たふるさと融資の関係も制度的にあることはお知

いていただきたいなと思うのですけれども、その

らせしていますけれども、それに対しての企業の

辺を踏まえて、もう一度その辺の把握というので

意向は、まだ明白でございません。

すか、民間企業なので、民間の利益になるかなら

それらを踏まえまして、１点目で政策推進課長

ないかで撤退してしまうわけです。だから、民間

が答弁した内容と同様になりますが、決算の公表

というのは、本当に合理的に簡単に行ったり来た

等法人自ら報告するものと認識しておりますの

りしてしまうところがありますので、そこのとこ

で、何らかの町の事務、資料として入手した情報

ろを町もしっかり、把握するまでいかないのです

があったとしても、間接的に町が公表するという

けれども、関わるような形を取るのは決算書をも

ことは考えておりませんので、御理解のほどお願

らっておくのがあれだと思うので、そこのところ

い申し上げます。

についてもう一度、似たような答えになるかもし

○議長（木下

敏）

○１５番（若山雅行）

若山雅行議員。

れませんけれども、お聞かせいただければと思い

相手があることですし、

ます。

民間企業ですので、ただ、これは個人情報とはま

○議長（木下

た違うので、公の企業として成績を出すというの

○政策推進課長（中村雄司）

はそんなに変な内容ではないので、町が勝手に出

うから、まず、公表する部分についてでございま

すのは非常にまずいのかなと思うのですけれど

すけれども、ふるさと融資の制度を活用する際に

も、相手といろいろな財政的な支援だとか便宜を

当たって、ふるさと財団の仕組みを使って活用し

図る話の中で、そういう公表することも想定した

てやっているところでございます。その中で公表
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敏）

政策推進課長。
それでは、私のほ

するということはございませんので、そういった

真っ黒黒にして出すのか、そこのところの見解を

手続にはなりません。

ちょっとお聞きしたいと思います。

ただ、議員おっしゃるとおり、相手方もいらっ

○議長（木下

敏）

政策推進課長。

しゃる話ですので、もし相手方が公表することが

○政策推進課長（中村雄司）

七飯町のために正しい道だということであれば、

づきましては、基本的には開示できる部分があり

七飯町ではなくて法人において公表すべきものか

ます。開示されない部分がほとんどになろうかと

なというふうに思ってございます。

思いますので、恐らく真っ黒というような状況に

あともう１点、ふるさと融資を実施する際に、

情報公開条例の基

なろうかなというふうに思ってございます。

またそれを実際に償還といいますか返済していた

以上でございます。

だく際には、連帯保証を組んでいるので大丈夫と

○議長（木下

敏）

若山雅行議員。

いうのは前提でございますけれども、返済してい

○１５番（若山雅行）

ただく際に、法人の業況といいますか、そういっ

という思いでちょっと確認したので、またあれし

たものについては報告をいただいております。そ

たいと思います。４問目については、これで終わ

の際に決算書ですとか確定申告書だとかという一

ります。

できれば公表してほしい

連の書類を頂いておりますが、一連の書類の中

では５問目、税金等の特別徴収制度について。

で、私どもが何か疑問を感じるような状況があれ

税金や介護保険料等の特別徴収制度、いわゆる

ば、深くまた資料を頂いた中で確認をしていけれ

老齢基礎年金等からの税金等の天引き制度は、納

ばなというふうに思ってございますので、御理解

付者及び徴収者ともに便利な制度と認識していま

願います。

す。しかし、徴収額に変更があった場合の対応に

以上です。
○議長（木下

ついて、徴収者としての町の見解を伺いたいと思
敏）

商工観光課長。

○商工観光課長（福川晃也）

います。

このたび、例えば

何らかの理由で徴収額が減少した場合、単純に

例示にございました北海道昆布館など、新型コロ

変更後の金額を引落するか、あるいは引落を中止

ナウイルスの影響により、それが引き金となりま

して納付書による一般徴収に切り替えればよいの

して、このような残念な結果になってしまいまし

ではないかと考えるが、現行は、変更前の多い金

た。

額をそのまま天引きし、後で超過する金額を還付

企業によりましては、事前に当町のほうに御相

していると承知している。このような対応は、町

談なり御連絡をいただいている件もあります。し

民に少し不親切ではないかと思うが、天引きシス

かしながら、いろいろそれぞれ企業の事情により

テム、還付までの日数、徴収額が減少するケース

まして、もはや撤退の直前に御連絡、公表となる

がどの程度あるのか等を踏まえて、徴収者として

ケースもございます。

の町の見解を伺いたい。

再度の御答弁になりますが、当町といたしまし

以上です。

ては、こういった関係事業者等々、情報交換を

○議長（木下

しっかり行っていきまして、でき得る限りの協力

○税務課長（広部美幸）

をしてまいりたいと考えてございますので、御理

税を年金から特別徴収する制度についてお答えい

解のほどよろしくお願いいたします。

たします。

○議長（木下

敏）

○１５番（若山雅行）

若山雅行議員。

敏）

税務課長。
税務課から個人町道民

当該年度の４月１日現在、６５歳以上の公的年

相手があることなのであ

金を受給されている方で個人町道民税の納税義務

れですけれども、今、男爵倶楽部についての決算

がある方については、公的年金からの引き落と

書があるというようなことを議会で話したの公に

し、いわゆる特別徴収制度により納めていただい

なってしまったのですけれども、それに対して情

ております。この制度は、地方税法第３２１条の

報公開法とか何とかで請求があった場合には、

７の２によって定められており、個人の選択に
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よって変更できるものではございません。

ます。各市町村から送致された情報を都道府県国

天引きのシステムについて説明いたします。

保連が集約し、国保中央会へ送致します。国保中

個人町道民税は、毎年６月に決定し、その後、

央会は全国分を集約し、日本年金機構に送致しま

国保連合会を経由して公的年金支払機関へ特別徴

す。日本年金機構は、その情報を基に全国の特別

収を依頼します。このため、新年度の４月、６

徴収される方の年金から介護保険料を天引きし、

月、８月の年金特別徴収分は、まだ税額が確定し

各市町村へ保険料を納入する介護保険法に定めら

ていないため、前年度の町道民税額の６分の１ず

れた全国統一のシステムでございます。

つを仮徴収として徴収し、税額が確定した後の１

介護保険料は、個人町道民税と同じく６月に新

０月、１２月、２月の徴収分については、仮徴集

年度の保険料を決定し、日本年金機構に依頼を行

された金額を差し引き、本徴集として年金より特

います。このことから、新年度の保険料決定前の

別徴収いたします。この仮徴収税額が確定税額を

４月分、保険料決定月の６月分、各関係機関を経

上回る場合は、多く徴収された税額を還付するこ

由し事務手続に日数を要する８月分の年金特別徴

とになります。

収分は、前年度の２月分と同額の保険料を仮徴収

町が直接金融機関に引き落とし金額を変更でき

します。新保険料が確定した後の１０月、１２

る制度ではないため、金額変更が反映されるには

月、２月分の各月の特別徴収については、各年度

日数が必要となります。例年８月分の年金より天

の介護保険料年間合計額から４月から８月までに

引きした町道民税が国税連携システムを経由して

仮徴収した合計額を差し引いた保険料の３分の１

町に入金される９月１０日過ぎに還付発生が確定

となりますが、仮徴収合計額が新保険料の年額を

いたします。その後、還付口座の調査に日数を要

上回る場合には、その差額を還付することになり

しますので、実際に還付となるのは、事務処理上

ます。

入金となってから１か月半から２か月ほどが必要
です。

介護保険料の事務処理を含めた還付までの日数
については、さきに税務課長が答弁した内容と同

令和２年度は、このようなケースが１１９名ご

様であり、七飯町から対象者が指定する口座へ入

ざいました。年金からの特別徴収制度は、国で定

金するまで１か月半から２か月ほどでございま

めた全国統一の制度でございますので、納付書で

す。

納める普通徴収に切り替えることはできません
が、七飯町としては、なるべく早く町民に還付で

なお、今年度このような保険料減少による還付
の件数については、３６７件でございます。

きるよう事務処理を進めておりますので、御理解
願います。

保険法に定められた全国統一のシステムとなって

以上でございます。
○議長（木下

徴収者の見解については、特別徴収制度は介護

敏）

おり、市町村が年金情報を直接変更する権限を有
福祉課長。

○福祉課長（村山德收）

していないことから、即時の金額変更、または普

福祉課からは介護保険

通徴収への切替えが行えず、年金を受給している

料を年金から特別徴収する制度についてお答えい

方への還付には日数を要するものと認識しており

たします。

ます。

特別徴収制度、天引きの流れについてでござい

しかしながら、保険料徴収事務の確実性、効率

ますが、国民健康保険中央会は、日本年金機構か

性の確保及び年金を受給されている方の保険料納

ら送致された全国の特別徴収対象者情報を都道府

付の利便性及び確実性の向上などのメリットがあ

県毎の情報に分類し、各都道府県国民健康保険連

るものと考えているものでございます。

合会に送致します。都道府県国保連がその情報を

以上でございます。

さらに市町村ごとに分類し、各市町村に送致しま

○議長（木下

す。市町村は、その情報に賦課決定した特別徴収

○１５番（若山雅行）

者の保険料情報を加え、都道府県国保連に送致し

で、町としていかんともしがたいという内容につ
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敏）

若山雅行議員。
特別徴収が国の制度なの

いては分かっているのです。

視野に入れるべき案件ではないかなというふうに

ただ、僕がこの件について１件だけ実例を知っ

考えています。

ているので、御報告したいと思います。

町のその後の検討状況及びその結論がどうなっ

８月１４日に年金引き落としされまして、還付
されたのが１０月２７日。１万２００円多く引い

たのかについて、現状のところを伺いたいと思い
ます。

て戻しているという感じです。少ない年金から引

以上です。

かれて、１万円も、２か月も待たされて払われる

○議長（木下

という内容について、町としてはいかんともしが

○福祉課長（村山德收）

いたいのでしょうけれども、デジタル化を進めよ

ちづくり条例の制定についてでございますが、そ

うとしている政府とかありますので、いろいろな

の後の検討状況といたしましては、国の認知症施

機会でそういうものを直していくということは必

策推進総合戦略（新オレンジプラン）の検討会議

要なのではないかなというふうに考えておりま

の今後の取組に注視し、併せて、企業で新たに開

す。

発した認知症賠償保険などを調査研究しておりま

僕は１件しか実例を知らないので、ちょっとど

敏）

福祉課長。
認知症の人に優しいま

す。

うなっているのだということで確認してみまし

第８期介護保険事業計画策定委員会について

た。僕も債権回収をしていた経験から、強い者の

は、第１回目を令和２年１１月１０日に開催して

立場でばっとやる、すぐ訴訟だ、差押えだ、強制

おり、現計画である第７期介護保険事業計画の進

執行だ、告訴だというような感じでやっていまし

捗状況の評価、第８期策定に向けての概要説明及

たけれども、丁寧な説明とか相当早くから多く引

び介護保険事業ニーズに関するアンケート調査結

き落としたのが分かっていて、通知を送って幾ら

果を報告しております。

多くなります、どこに振り込むか送り返してくだ

第１回目の策定委員の議事には、認知症に関す

さい、また、いつ振り込みますという余計な手間

るニーズ等も含まれており、各分野から参画いた

もかかっているわけですから、その辺については

だいている策定委員に協議いただいているところ

留め置いていただいて業務改善をいつの日かして

でございます。

いただきたいなというふうに思います。それで５
問目は終わります。

なお、介護保険サービス等具体な施策について
は、今後開催する策定委員会以降より協議を進め

あと時間がないので、６番目の最後の質問で

ることとしております。

す、すみません。

全国自治体の条例制定状況及びその内容の調査

認知症の人に優しいまちづくり条例の制定につ
いて。

についてでございますが、ほとんどの自治体の条
例は、行政、住民、事業者の責務と役割を規定し

令和元年第２回定例会における同僚議員の一般

た理念条例であり、具体な施策については地域福

質問「認知症の人に優しいまちづくりの条例をつ

祉計画や高齢者福祉計画、介護保険事業計画に掲

くりませんか」に対して、当町の高齢者人口の増

げ実行している状況にあります。

加状況、認知症に特化した条例を制定している市

七飯町の状況については、平成１９年１０月１

町村の取組内容等の事例等を紹介の上、「国の政

日施行の七飯町まちづくり基本条例で「私たち一

策を注視しながら町の第８期介護保険事業計画の

人一人が町政に関心を持ち、自らの意思によって

策定委員会の中で審議させていただく」と、その

まちづくりに参加する、あるいは自らがまちづく

研究・検討を答弁されていました。非常に高尚な

りの担い手となって活動する自主自立のまちづく

質問と答弁のやり取りであったと記憶していま

りを進めなければなりません。私たちはこのよう

す。

な認識の下、未来をつくる子どもたちの健やかな

町がそのことについて断念されたというのであ

成長を願い、誰もが安心して暮らせる住みやすい

れば、時間がかかっても議員提案での条例制定も

住んでみたい七飯町の実現を目指し、この条例を
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制定します」と理念が規定されており、また町住

そこのところで検討中なのか、それとももう既に

民、事業者など、まちづくりに関する責務及び役

そういう制度があるというものなのか、あるいは

割、そして第３３条には、高齢者や障害者の暮ら

もう必要であると考えるけれども財源がないので

しやすいまちづくりを規定しております。

やれないとかということなのか、そこのところ

七飯町介護保険事業計画は、その理念を施策と

を、もう時間がないので簡潔にお願いしたいと思

して具体化するものと考えており、３年前に住民

います。

ニーズを把握し、施策に反映しているものでござ

○議長（木下

います。

○福祉課長（村山德收）

敏）

福祉課長。
ただいま議員の御質問

七飯町における認知症の人に優しいまちづくり

にあったとおり、今まさに策定委員会については

条例の制定についてでございますが、七飯町まち

１１月に１回目やりまして、次回以降は今月と

づくり基本条例が制定されており、現段階では認

か、ずっと具体的な施策を検討してもらうという

知症に特化した条例によらなくても同様の効果が

形でございます。その中でいろいろな意見を徴し

得られると考えております。

ながらということでございます。

今後、さらなる高齢化の進展が見込まれる中、

また、国の施策についてなのですが、先ほど新

認知症の方やその家族の思いが尊重され、認知症

オレンジプランと、私、国の施策について注視し

の方を含む全ての方々が住み慣れた地域の中で暮

ていると答弁させていただきましたが、その新オ

らし続けることができるまちづくりを一層進めて

レンジプランについても、国のほうは令和２年末

いくためには、誰もが認知症を我がこととして受

までの目標でございますので、その後どのように

け止め、町、住民、事業者、支援組織などが相互

国のほうで動くのかというのを見極めながらとい

に連携しながら、共に支える取組を介護保険事業

うところでございます。

計画に登載し推進するとともに、今後も策定委員

また、この新オレンジプランについてなのです

会をはじめ、広く意見を聴取、また国の施策を注

が、平成２８年に国の各関係省庁の認知症高齢者

視しながら継続して検討してまいります。

の事故等の実態把握に関する検討会、以前、平成

以上でございます。
○議長（木下

敏）

１９年度に事故、高齢者が、神戸が条例をつくっ
若山雅行議員。

○１５番（若山雅行）

ていろいろな事業を始めたきっかけとなった事故

ということはあれです

を、平成２８年なのですが、当時の内閣総理大臣

か、現在検討中だと考えていいのか、それとも既

が補償についての研究も各省庁に命令していると

に似たような仕組みがあるので、当町については

いうところでございます。

特別に条例をつくる必要がないというふうに考え

その内容については、平成３０年度で審議は終

ているのかどうかということで、全国初の神戸モ

わっているので、その内容についても今後見極め

デルなどを見ると、介護保険法に規定する認知症

ながら、そういうもののまた制度ができてくれ

ということで「脳血管疾患、アルツハイマー病、

ば、私どもも、現在はまちづくり基本条例、既存

その他の要因に基づく脳の器質的な変化により日

の平成１９年度の部分でカバーできるとは思うの

常生活に支障が生じる程度にまで記憶機能及びそ

ですけれども、具体な施策についてはそこの部分

の他の認知機能が低下した状態をいう」という、

で載せながら、認知症に特化した条例については

これに対してのあれなのですけれども、いずれ

今後またそこも、理念条例というのは町の強い意

我々もそうなる可能性があるわけです。

思を示したり、方向性を示す条例でございますの

ということは、時間がかかってもいいので、そ

で、そちらがいいのか、基本条例の既存のもので

ういう人たちを町全体で支える。介護者だけが負

いいのかというのも、今後検討していきたいとい

担するのではなくて、みんなで支えるような仕組

う形でございます。よろしくお願いいたします。

みをというような趣旨だったような気がするの
で、いいなと思ったのであれなのですけれども、

以上でございます。
○議長（木下
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敏）

若山雅行議員。

○１５番（若山雅行）

最後の質問は、期待して

同時に工事を行うことができる建築承認申請が提

いるということを述べて終わらせていただきま

出され、令和２年６月１８日に承認している現状

す。どうもありがとうございました。

になっております。

○議長（木下

敏）

通告順に発言を許します。

田村敏郎議員。
○５番（田村敏郎）

工期におかれましては、令和３年３月末を予定
しておりますが、同僚議員の一般質問に対し、経

それでは、通告に従いまし

て一般質問を行いたいと思います。

済部長が答弁説明にありましたが、新型コロナウ
イルス感染症拡大に伴い、施設整備自体の見直し

まず、一つ目でございます峠下温浴施設につい
て。

を行っている状況で、工期が当初より１年程度ず
れ込むのではと伺っております。

コロナ禍での昆布館の撤退は、峠下地区はもと
より、七飯町にとっても大きな痛手となったが、

今後、変更許可等の手続が生じてくる現状にあ
りますので、御理解のほどお願いいたします。

一方では、峠下地区にラッキーピエロ、パークゴ

２点目についてですが、１点目と重複いたしま

ルフ場、道の駅、ザ・ダンシャクラウンジがあ

すが、建設予定地においては、準都市計画区域内

り、さらに峠下温浴施設が加わることになれば、

で、特定用途制限地域内の流通工業地区のエリア

地域振興のみならず、町の観光の目玉になり得る

に該当する地域であることから、現在予定されて

と期待が高まっており、令和３年４月開業を心待

いる宿泊温泉施設については問題ありませんの

ちしている町民もいる。

で、御理解のほどよろしくお願いいたします。

そこで、次の点について伺いたい。

以上です。

１、開業に向け、許認可等の現状はどうなって
いるのか。

○議長（木下

敏）

農業委員会事務局長。

○農業委員会事務局長（田中正彦）

２、立地場所は、七飯町準都市計画の特定用途
制限地域内であるが、問題ないか。

１点目につ

いて、農業委員会関係分としては、令和２年３月
１１日付により、農地法第４条第１項規定による

３、町は、２億円近い経費で取付道路をつける

農地転用に係る許可申請が農地所有適格法人であ

ようだが、その事業名と理由、そして財源内訳は

ります合同会社ヱル・ファームより当農業委員会

幾らか。

に提出され、３月２５日開催の農業委員会総会に

４、町からの開業に向けた補助金はあるのか。

おいて審議され、申請内容が許可相当であるこ

以上です。

と、申請案件の一般社団法人北海道農業会議への

○議長（木下

敏）

都市住宅課長。

○都市住宅課長（川島篤実）

意見聴取すること、北海道農業会議の判断が許可

それでは、都市住

宅課に関連する１点目、２点目について答弁いた

相当で一致した場合、会長専決による許可証を交
付することが議決されております。

します。

この総会の結果を踏まえ、令和２年４月３日

御質問の１点目になりますが、本施設建設予定

付、上部組織であります一般社団法人北海道農業

地においては、準都市計画区域内で流通工業地区

会議へ意見聴取をしております。令和２年４月２

のエリアに該当し、都市計画法第２９条第１項の

４日付、一般社団法人北海道農業会議において開

規定に基づく開発行為に該当いたします。

催された北海道農業会議常設審議委員会において

許可までの流れとしては、開発行為事前審査会
を令和２年４月６日に開催、開発行為の申請を令

意見の聴取がなされ、審議の結果、同日付により
農地転用行為が許可されております。

和２年４月２２日に提出され、許可日が令和２年

この結果に伴い、令和２年４月２８日付、当農

４月２８日。その後、令和２年５月１１日に着手

業委員会会長名により、農地法第４条許可指令奥

届が提出されております。

書を交付許可されております。

また、本案件は、都市計画法第３７条第１項の

なお、転用事業の工期につきましては、令和２

規定に基づき、令和２年６月１６日に開発行為と

年９月９日付、農地転用の工事進捗状況報告にお

－ 21 －

いて、建設計画完了日令和４年５月３１日に延期

完了後に確定いたしますが、現在の計画では用地

となっております。

買収は３,０００平方メートルで１,５００万円、

以上でございます。
○議長（木下

敏）

物件補償は６件で５,５００万円、測量設計調査
土木課長。

○土木課長（佐々木陵二）

で２,１００万円、本工事は工事延長３６０メー

３点目について答弁

いたします。

トル、幅員は８メートルの車道に、２.５メート
ルの歩道で１億５００万円、合計で１億９,６０

本事業は、令和２年度予算審査特別委員会にお
いて、同僚議員から追加資料要求があり、御説明

０万円を予定しておりますと回答させていただい
ております。

しており、繰り返しとなりますが、令和２年度単

財源内訳といたしましては、当事業は、国の社

年度で事業着手から完成まで行う単年度事業と

会資本整備総合交付金事業を活用しておりますの

なっております。事業名は、峠下２号線道路改良

で、国庫補助金として６割の１億１,７６０万

事業でございます。

円、残りの４割に対しまして、起債充当率が９割

理由といたしましては、峠下２号線の道路改良

で７,０５６万円、一般財源が７８４万円となっ

事業は、起点部には平成２４年９月に開業した

ております。

ラッキーピエロ峠下総本店、中間部にはパークゴ

以上です。

ルフ場、終点部の先には電源開発があります。終

○議長（木下

点部には、現在建設予定であります温浴施設の入

○環境生活課長（磯場嘉和）

り口が予定されております。

すが、施設の整備に当たって、峠下地区が下水道

平成２７年以降の５年間で約２０件程度の物損

敏）

環境生活課長。
４点目についてで

区域外であることから、合併処理浄化槽設置整備

事故があり、平成２８年２月には町のショベルが

補助金がございます。

損害賠償を伴う事故も発生しております。幸いに

以上でございます。

して人身事故は記録されておりませんが、温浴施

○議長（木下

敏）

政策推進課長。

設の開業によって大幅に交通量が増加することが

○政策推進課長（中村雄司）

懸念されることから、拡幅工事を行い、車両通行

課所管分ですが、建設に係る費用の無利子の融資

の安全確保と事故の未然防止に努めることを目的

として、新規総合整備資金貸付制度、いわゆるふ

とし、道路整備による利便性向上により、今後新

るさと融資がございますが、現段階では制度内容

たな企業の立地も期待されます。

を事業者へお伝えしておりますが、活用するかど

４点目の政策推進

道の駅エリアの発展と活性化のためには、いか

うか、また貸付希望額も不明であり、活用する場

にして利便性を高めて、交流人口及び滞留時間を

合にはふるさと財団を含め、今後の協議が必要に

増加させることが経済波及効果が得られる。道の

なってくるものと考えております。

駅ダンシャクラウンジは、新道川の南側にあり、

なお、ふるさと融資を活用する場合には、事業

現在計画されている温浴施設は北側を予定してい

者は民間金融機関等との連帯保証が必要となりま

る。新道川があることにより、道の駅エリアが南

すので、その費用について町が一部補助する制度

北で寸断されており、峠下２号線の改良事業と併

があるところでございます。

せ、新道川に連絡用通路を併せて整備することに

以上でございます。

より、道の駅エリアが一体利用されることとなる

○議長（木下

ことから、各施設の相乗効果を図ることを目的と

たので暫時休憩したいと思います。１時再開とい

し、温浴施設の残りの土地利用も併せて一体的な

うことで、田村議員の再質問から再開いたしたい

エリアの開発を期待するものでありますと回答さ

と思います。

せていただいております。

敏）

ちょうど１２時になりまし

１時まで暫時休憩いたします。

財源内訳につきましても、予算審査特別委員会
で説明した内容ですが、詳細な内容は設計業務の
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午後 ０時００分 休憩
─────────────

午後 １時００分 再開
○議長（木下

敏）

思います。

休憩前に引き続き、再開い

たします。

それから、４番目の補助金というか、町に来た
場合の優遇措置はどういうふうなものがあるのか

一般質問を続けます。

というところでふるさと融資、それから浄化槽と

田村敏郎議員の再質問より入ります。

いう話でございましたけれども、これが適用にな

田村敏郎議員。

れば浄化槽の補助金は幾ら出るのか、それを

○５番（田村敏郎）

それでは、何点か質問して

ちょっと教えていただきたい。

まいりたいと思います。

それから、それ以外に、ちょっと私も分かりま

まず、開発行為については令和２年６月に承認

せんけれども、例えば来て開業すると不均一課税

していると、それから、農地転用については令和

がかかるとか、あるいは設備投資の補助金が出る

２年４月に許可が出ているということで、そうい

よとか、あるいは雇用創出補助金が出るよとか、

う流れからすると、もう既に建物というのです

そういう話がなかったものですから、これらはい

か、そういうものはでき得る状況にあるのではな

ずれも対象外なのか、あるいはもし出るとすれば

いかと思うのですけれども、それがまだなかなか

どのぐらい出るのか、そこをもう一度教えていた

ついていないという話でございます。

だきたいと思います。

その中で、改良区であるとか、あるいは上磯の

○議長（木下

敏）

都市住宅課長。

漁協の同意であるとか、そこら辺がまずどういう

○都市住宅課長（川島篤実）

それでは、御質問

ふうな流れになっているか、そこら辺をちょっと

の開発行為に当たり同意関係についてですけれど

お聞きしたいと思いますし。

も、上磯の改良区、漁協については、あそこの場

それから、峠下については、準都市計画の特定

所については、もともと用水はありますけれど

用途制限地域内という網がかぶっているのですけ

も、今回施設を建てることによって、用水として

れども、これについて問題ないよという答弁をい

の機能が果たさなくなるということで、協議とし

ただきましたが、特定用途制限は中身をもう少

てはそれで終わって、許認可関係は必要ないとい

し、どういうものが制限を受けてくるのか、そう

うことで改良区なりから回答を得ております。

いう中身をちょっと教えていただきたい。

また、特定用途の制限の関係なのですけれど

というのは、施設概要の中ではレストラン、物

も、準都市計画の中の特定用途制限の中には、住

販、カフェ、それから浴場、それから客室という

環境地区、また沿道サービス地区、また流通工業

のは宿泊を伴うものだと思うのですけれども、そ

地区という３地区がありまして、今回の施設につ

ういうようなものが含まれている中で、どういう

いては、流通工業地区ということで、基本的には

ものであれば駄目なのかという、問題ないことは

ホテル、また公衆浴場というものは許可になる地

分かりましたけれども、どういうものが網をかぶ

域になります。

ることによって規制されているのかというのを、

御質問の、例えば駄目な施設についてになりま

もう少し詳しく教えていただきたいと思います。

すけれども、それについては個室付浴場、または

それから、３番目の道路でございますけれど

ナイトクラブ、また危険性が大きい、また環境悪

も、これについては峠下２号線の部分の道路計画

化のおそれがある施設について、制限がかかって

にいつ載せて、こうやって流れてきているのか。

建てられない場所というふうになっておりますの

まずそれを教えていただきたいというふうに思い

で御理解願います。

ます。

以上です。

それから、先ほど説明あったと思うのですけれ

○議長（木下

敏）

土木課長。

ども、現在何メーター道路を何ぼに拡幅するかと

○土木課長（佐々木陵二）

いうのをちょっと聞き漏らしたと思うので、そこ

いてお答えいたします。

ら辺をもう一度教えていただきたいというふうに
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３番の道路計画につ

こちらの道路計画につきましては、第１１次町

道整備５か年計画、こちらは令和２年から令和６

しれませんけれども、改良区と漁協の関係で、用

年までの５年間の計画となっておりますが、こち

水の機能を果たさないという答弁がありましたけ

らのほうに登載しております。

れども。ということは、どういうことに。新たに

道路幅員は、現道ちょっと拡幅入っております

放流の道を造るのか。どういうふうになるのか、

ので５メーターから６メーター程度の現道を、予

ちょっと理解できなかったので、そこら辺、どう

算審査特別委員会の段階では８メーターで計画し

いう意味なのかというのをもう一度お願いしま

ておりましたけれども、設計して、結果、８メー

す。

ターであれば補償物件がちょっと多くなってしま

それから、道路について、今のところ物件にか

いますので、今は７.５メートルで計画しており

からない程度の７.５メートルという話でしたけ

ます。

れども、結構曲がっていて、障害物というか、そ

以上です。
○議長（木下

れは全く触らないで、ある程度真っすぐのような
敏）

環境生活課長。

○環境生活課長（磯場嘉和）

形で拡幅工事ができるという考え方でいるという

浄化槽の設置の補

ことですか。

助金の金額についてでございますが、浄化槽の容

それから、４番目の関係ですけれども、商工観

量で５００人槽を設置ということで、人槽に掛け

光のほうからは、そういう部分の雇用創出だと

る１万円プラス１９２万円ということで６９２万

か、あるいは設備投資補助金というものには該当

円の支出予定となってございます。

しないよということですよね。

ただし、今年度中に浄化槽を設置しないという

それから税務のほうでは、旅館業に該当するか

ことなので、今回の定例会で減額補正を提案して

しないか。２１室ですかね、ホテルとして２５

いるところでございます。

室。これは分からないですけれども。施設の概要

以上でございます。
○議長（木下

敏）

として、こういうものをうたっているということ
商工観光課長。

○商工観光課長（福川晃也）

であれば、これは何室以上だとかというのは決

このたびの峠下の

まっているのか。旅館業というのはどういう定義

温浴施設につきましては、町の工場等設置補助金

という、あまり詳しいのは要らないのですけれど

の対象外の業種でございますので、御承知おき願

も、このまんまでいけば、該当するかもしれない

いたいと思います。

という考え方でいいのでしょうか。それとも、出

以上です。
○議長（木下

来上がらないと分からないというのも、また
敏）

税務課長。

○税務課長（広部美幸）

ちょっとおかしな話で、そこら辺もう一度お話を

固定資産税の不均一課

伺いたいと思います。

税について御答弁申し上げます。

それから、浄化槽については６９２万円。最後

地方税法と半島振興法に基づき、もし温浴施設

のほうがちょっと、出すとか出さないとかという

が旅館業に該当した場合は、要件を満たした場

話しで、今回の補正で落とす落とさないと、

合、３年間固定資産税の特例が受けられます。３

ちょっと聞き取れなかったものですから、これに

年間受けられた場合は、１年目は１０分の１、２

ついてもう一度説明をお願いします。

年目は４分の１、３年目は２分の１の固定資産税

○議長（木下

の特例が受けられます。

○土木課長（佐々木陵二）

敏）

土木課長。
放流先は普通河川の

ただし、この温浴施設が旅館業に当てはまるか

新道川となっておりまして、それに対して普通河

どうか、今現段階ではまだ分かっておりませんの

川管理条例第８条第１項の規定で、河川管理者以

で、御理解願います。

外の者が工事を行う場合というものの届出が出て

以上でございます。

きます。その中に、河川の放流同意というものも

○議長（木下

敏）

○５番（田村敏郎）

田村敏郎議員。

出てきまして、放流同意をもって土地改良区に対

ちょっと聞き漏らしたかも

して放流同意もいただくと。漁協に関しては、不
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確かではありますけれども、協議は要らないはず

弁にも経済部長が答弁しているとおり、温浴施設

でございます。土地改良区からも放流同意願いを

内容について再検討を行うとのお話もいただいて

いただいているということで伺っております。

おりまして、今後、スケジュールだとか施設の規

あと道路ですけれども、車が走るところにつき

模によって、浄化槽の規模も変わってくるものと

ましては、２.７５メーターと２.７５メーター、

思われますので、現時点では５００人槽を次の補

車道の白線の内々で５.５メーターになります。

正予算で落とさせていただいて、改めて新年度の

７.５メートルというのは、５.５メートルに１

予算で、令和３年度内でその部分の内容を精査し

メートルと１メートルの路肩をつけた状態。

た上で、何人槽になるかというのは提案していき

今、ほかのうちの道路であれば、道路構造令で
いけば８メーターという、路肩が１.２５、１.２

たいと思っておりますので御理解いただきたいと
いうふうに思います。

５なのですけれども、２５センチというのは除雪

また、旅館業法の部分につきましては、保健所

の、１回除雪したときの落ちこぼれ幅というもの

のほうに届出をして、何室の何人の部屋でやると

がございまして、それで２５センチ車道にくうか

いうことで、これは２５部屋あるということであ

もしれないということで、今規定で８メーターと

ればホテル・旅館等になるということですので、

なっておりますけれども、うちの除雪の入ってい

保健所に正式な手続だとかというものをしてくる

くタイミングですとか時間で調整がつきますの

段階で、税務のほうのそういう部分も関係してく

で、８メートルにこだわって補償物件でほかにウ

ると思われますので、併せて答弁させていただき

ン千万というお金が発生するのであれば、そこま

ます。

で必要ないのではないかと。交通量的にも１日何

以上です。

千台と走る道路ではないので、７.５メートルで

○議長（木下

いけるという判断で幅を決めております。

○５番（田村敏郎）

以上です。
○議長（木下

敏）

田村敏郎議員。
それでは、浄化槽の関係の

５００人槽については検討の余地があるのだとい
敏）

税務課長。

○税務課長（広部美幸）

うことは、多くなるか少なくなるか。少なくなる

この公衆浴場の温浴施

のではないのかなと思うのだけれども、やっぱり

設が現段階で旅館業かどうかも判断できかねます

そういう方向での情報が入っているという理解で

し、ホテルの部分がどの程度あるかもまだ見えて

よろしいのでしょうか。分かりました。

ございませんので、現段階ではうちのほうで該当

それから用水の関係ですけれども、今の説明で

になるかという答弁はできませんけれども、施設

すけれども、川に放流を、町がいいよという話で

ができまして、町のほうに申請などが上がってき

あれば、それをもってオーケーですよという、そ

た段階で該当になるかどうかを判断したいと思い

こら辺がよく分からないあれだったものですか

ます。

ら、もう一度ちょっとお願いしたいと思います。

以上でございます。
○議長（木下

敏）

○議長（木下
環境生活課長。

○環境生活課長（磯場嘉和）

敏）

土木課長。

○土木課長（佐々木陵二）

町には町に放流同意

浄化槽の予算の関

願いです。七飯町に対して放流同意願いと河川の

係でございますけれども、今定例会で減額補正を

改築の手続が必要です。それはそれなのですけれ

提案させていただいているところでございます。

ども、土地改良区はそれとは別に、また放流同意

以上でございます。
○議長（木下

敏）

○民生部長（杉原

というのを土地改良区から取るということです
民生部長。

太）

ね。そちらのほうを取っているというふうに伺っ

今の浄化槽の関係でご

ております。

ざいますけれども、当初は、令和２年度に浄化槽

以上です。

の設置予定ということで、先ほどの額を予算措置

○議長（木下

しておりましたが、しかし、先ほど同僚議員の答

○５番（田村敏郎）
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敏）

田村敏郎議員。
そうすると、業者から町に

対してと、それから業者から改良区に対して。こ

ことの報告を受けておりますので、それに対して

の改良区に対しては既に取っているということな

の進捗状況というのはまだ報告を受けていません

のですね。そして、町に対しても取っているとい

が、理由としてはあくまでもコロナによって、先

うことで、放流については問題ありませんという

行きについてちょっと検討しながら建物を見直し

ことですね。

ていくという報告を受けております。

そうしますと、一体何がこんなに。コロナだけ

ヱル・ファームについての、過去に温泉をやっ

の原因なのか。先ほど同僚議員の質問の中にも、

ているかどうかというのは、今回、農業生産法人

温泉の補助金の問題が出てきましたけれども、ほ

として温泉施設をやっていくというのは、今回初

かのものを見ますと、先ほども言いましたけれど

めての事例であります。ただ、関連会社であるヱ

も、ほぼこのまんまスタートできて、１５億円の

ル電のほうでは、函館、また札幌、岩見沢のほう

投資が可能だと。あと問題は温泉と、それから補

に２件温泉を建てて稼働している状況になってお

助金の問題と。

ります。

そう考えますと、こんなに１年も、町民の中に
は非常に期待感を持って待っているということ

以上であります。
○議長（木下

敏）

で、コロナ禍だからというだけの問題なのか、も

田村敏郎議員。

う少し温泉の補助金にまつわる課題みたいなもの

○５番（田村敏郎）

答弁漏れあれば。
大体分かりました。

があるのか、そこら辺知っている範囲でいいので

そうすると、ざっくばらんに言いますと、当初

すけれども、もしあれば、お願いしたいと思いま

の温浴施設の計画概要というか、そういうものか

す。

ら規模の見直しをしている、すると。していると

それから合同会社ヱル・ファーム、この会社は

言ったほうがいいかも分からないですけれども。

道内で初めて事業をするのか、道内で何か所事業

実際これだけ工事が遅れるということは、そうい

を展開しているのか、そこら辺の情報があれば、

うことを意味していると思うのですけれども。規

ちょっと教えていただきたいと思います。

模が小さくても、やる方向でやっているという考

それから、最終的には、町としては総体的に開

え方で、これについては、非常に観光の目玉にも

業に向けての進捗状況は、今のところどのぐらい

なるという意味からすれば、町としても最大限協

まで進んでいるという、ざっくばらんに。１年ぐ

力していかなければ駄目だとは思うのです、そう

らい遅れると話も先ほどされていましたけれど

いう意味ではですね。

も、実際の開業に向けての進捗状況はどのぐらい

ですから、そこら辺の考え方をもう一度、町と

なのか、そこら辺をちょっと説明をお願いしたい

しての支援の考え方をお聞かせ願いたいと思いま

と思います。

す。

○議長（木下

敏）

都市住宅課長。

○都市住宅課長（川島篤実）

○議長（木下

それでは私のほう

から、工期についてですけれども、進捗状況もそ

敏）

経済部長。

○経済部長（青山芳弘）

同僚議員からも先ほど

質問がありまして答弁してございます。

うなのですけれども、あくまでも温泉の許可が下

民間事業者のほうで、今回の新型コロナウイル

りるといった先月からやぐら組んで現場は動いて

ス感染の影響が大きいということで、都市住宅課

いますけれども、あちらいわくというか、相手側

長も答弁しておりますが、現在そういう中で温泉

からすると、やっぱりコロナがいつまで続くか

をボーリングしていると、遅れながらもそうです

と。収束についても不透明な中で、今着工して開

けれども、開始しているという中で、コロナ対策

業しても、人の入りというのですか、そういうの

をしなければならないということから、当初示し

がまだ見通せないので、改めて温泉の中の施設な

た施設内容も今検討していかなければならないと

り、ホテルの間仕切りというのですか、そういう

いうことで、それはどうなるかということの方向

施設自体の全体を改めて見直していきたいという

はまだ見えてございませんけれども、決定した段

－ 26 －

階で民間のほうから町のほうにも情報提供がある

ろであります。

と思いますので、町としてもバックアップできる

本町地域においては、国道５号とバス停留所七

ものはバックアップしていきますし、今後、情報

飯を中心に半径６００メートルを目安とし、本町

提供を受けれるようなときになりましたら、また

地域の都市機能誘導地域を約７３ヘクタールを設

こちらからも、どうなりましたでしょうかという

定しております。

ような聞き方というか、そういうものを確認しな

また、大中山・大川地域においても、国道５号

がら対応してまいりたいと思いますので、今後の

と町道大中山１号線の交差点を中心に半径６００

行方を、何とも今は明確には言えませんけれど

メートルを目安とし、都市機能誘導地域を約５８

も、御理解をいただきながら町としても対応して

ヘクタールを設定する予定であります。

いきますので、どうぞよろしくお願いします。
○議長（木下

敏）

○５番（田村敏郎）

御質問のこれからのまちづくりにどのように計

田村敏郎議員。

画を織り込んでいくのかになりますが、議員おっ

次に、２問目に参ります。

しゃるとおり、今後、人口減少や少子高齢化に伴

七飯町立地適正化計画について。

い現在の道路などの公共インフラの維持が難しく

町は先般、町民に対し、立地適正化計画の説明

なることであります。

会を開催し、令和３年３月には計画を決定し、公
表に向けて進めている。

また、町では懸念事項であります老朽化の著し
い公共施設もあることから、施設の集約を考慮し

これは、今後、人口減少や少子高齢化がさらに

た施設改築等も視野に入れ、一定エリアにおいて

進むと、生活を支える上下水道や道路などの公共

利便性のよいコンパクトなまちづくりを念頭に、

施設や生活サービス施設、公共交通の維持が困難

新しい規制をする計画ではなく、今後おおむね２

となることが予想されるため、コンパクトシティ

０年後を見据え、各誘導区域に長期的かつ緩やか

を推進し、長期的かつ緩やかに居住や施設を集約

に居住や公共施設を集約し誘導していくまちづく

等により誘導していくまちづくりとしているが、

り計画でありますので、御理解のほどよろしくお

対象となるのが本町地区、大中山地区の市街化区

願いいたします。

域で、都市機能誘導地域は居住誘導区域内のうち

○議長（木下

徒歩圏６００メーターを設定するなど、かなり踏

○５番（田村敏郎）

み込んでいるが、行政サービスの費用対効果を考

本町地区、大中山地区、それぞれ市街化区域を対

えると、分散化を防ぎ集約する必要があり、その

象にしているという話でございますけれども、そ

ために新たな規制をしなければならないなど、町

この人口密度がどのぐらいあるのか。

敏）

田村敏郎議員。
まず、お聞きしたいのは、

民生活に支障が生じるのではないかと危惧する

住民説明会で使った資料なんかを見ますと、令

が、これからのまちづくりにどのようにこの計画

和２年現在では、人口が２万７,２２８人いる。

を織り込んでいくのか、町長の所見を伺いたい。

そして１０年後では２万４,６９６人になりま

○議長（木下

す。２,５３２人が減って９.３％減という数字を

敏）

都市住宅課長。

○都市住宅課長（川島篤実）

それでは、初めに

出されております。

本計画において、都市機能誘導地域６００メート

そうなった場合、今の人口密度が、要は数では

ルと設定した七飯町の考え方でありますが、これ

なくて、私は総枠は人口の密度がどうなのかの、

は国土交通省が示す一般的に歩いて移動する範囲

恐らく国あたりも考えているのは、そこら辺に置

を半径８００メートルと設定しております。この

いているのではないかと思うのですよ。

ため、七飯町では北海道と協議を行い、七飯町に

ということになれば、当然本町地区の人口密

おいては市街地全体が坂が多い地域でありますの

度、あるいは大中山地区の人口密度、例えば何ぼ

で、徒歩や自転車で容易に施設間を移動できる範

に対して何人という密度が出れば、それをどう維

囲として生活文化交流拠点などと位置づけた地区

持していくのか。増やすということは、これから

を基本に半径６００メートルと設定しているとこ

なかなか難しいとすれば、人口密度をどのように

－ 27 －

維持して、あるいは堅持してまちづくりをしてい

考え方についてお話をお聞かせ願いたいと思いま

くかというのが私は実際のところ大きい課題にな

す。

るのではないかと思うのです。

○議長（木下

というのはなぜかというと、やはり今までも議

敏）

都市住宅課長。

○都市住宅課長（川島篤実）

ただいまの質問で

会でも議論してきましたけれども、問題になって

ありますが、現状も含め、どこの市町村もそうな

いるのは、大都市は昔はドーナツ化現象といっ

のですけれども、空き家の問題は必ずなっている

て、集中した中の真ん中が空洞化して周りに分散

のですけれども、七飯町においても、将来人口減

していってという話ですけれども、七飯町の場合

少、少子高齢化の進行や住宅、店舗についても郊

は、どっちかというと虫食い状態ですよね。空き

外立地により市街地に拡散されるということが見

家が増えてきているという中でどういうふうに、

られますので、今計画策定中でありますけれど

人口を増やすか、あるいは人口密度を維持するか

も、国とか道で定めている市街地区域内の人口密

という話になると、私はどっちかというと、密度

度については、おおむねヘクタール当たり４０人

を維持していかないと駄目でないかと。これが

ということが望ましいということになっておりま

やっぱり立地適性化の計画ではないのかなという

す。

私は思いがあるのです。

七飯町においては、平成２７年度の都市計画の

市街化区域の中で、本町なんかを見ますと、大

基礎調査については、本町地域、大中山・大川地

体６００メートルの中で国道を中心に真ん中に

域の二つに分けておりますけれども、本町地域に

なっている。大中山も、国道を中心に駅もすっぽ

ついては現在ヘクタール当たり３０人、大中山・

り入ってきている。ところが、本町地区の場合は

大川地域についてはヘクタール当たり４７人と

駅はちょっと外れてきている。

なっているのが平成２７年度の基礎調査で分かっ

そういう中で、地方公共交通の部分が軸になっ

ておりますので、これについては、議員おっしゃ

ていくのか、あるいは先般もいろいろデマンドだ

るとおり、今後少しでも人口密度を維持していく

とか地域公共交通の中で市街化区域の中を回って

ために、七飯町については本町地域、大中山地域

いくのか、そういうようないろいろな考え方があ

を６００メートルに設定しておりますが、今現実

ると思うのですけれども、まず３月に公表すると

押さえているものは押さえているのですけれど

いうことは、そういうまちづくりも含めてこうや

も、あくまでも２０年先を見据えながら、スー

りますと、２０年後に向けて緩やかにこういうよ

パーなり公共施設の部分を集約して人口密度を

うなことをします、こういうことをやることに

保っていきたいということでの計画でありますの

よって、この地区に人々が集まってくるというふ

で、御理解のほどお願いいたします。

うにして、行政の効率化を図るとともに集約され

○議長（木下

た施設を活用してもらうのだと。それによって、

○５番（田村敏郎）

いいまちづくりになるのだという考え方できてい

大中山地区については４７人というようなこと

るのではないかと思うのですけれども。

で、ほぼ道が示す基準に近いというのですか、国

敏）

田村敏郎議員。
本町は人口密度が３０人、

まず、そこら辺の考え方として、市街化区域の

の示す基準というのですか、ヘクタール当たり４

人が集まってくる、緩やかでも結構なのですけれ

０人というのを維持していくというのは必要だと

ども、集まってくる人口なのか、あるいは現在の

思うのですけれども。

人口密度を維持していくのか。人口でいけば、密

その中で、町の考え方をもう一度確認したいの

度もそうですけれども、減っていくのは目に見え

は、市街化区域がありますよね。その中に居住誘

ているのですね。したがって、にぎわいのある町

導区域、その中に都市機能誘導区域という考え方

にしよう、商店も来てもらいたい、そうして人を

で、中心に行けば行くほど充実した都市機能を集

集めながらまちづくりをしようというのがこの狙

積しながら周りに居住地域というか誘導地域を置

いだと思うのですけれども、そこら辺の基本的な

いて、その周りが市街化区域だよという話だと思
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うのですが、例えば本町にしても大中山しても、

たいのですけれどもどうですかと言ったら、そこ

今の話ですと一つになるのですけれども、例えば

は誘導区域に入っていますから、この中であれば

都市機能誘導区域については、分散といえばおか

どこでもいいですよということになりますから、

しいのですけれども、分けることができないの

こちらが分けるのではなくて、あくまで都市機能

か、今は大ざっぱに６００メーターという話の中

として集約する部分は、先ほど課長が言った、何

で円を描いて、そこに集積という考え方ですけれ

ヘクタールという数字を示しましたけれども、そ

ども、例えば七飯町は坂の道だということで国道

の中で誘導していくと。

の上のほうに１か所、それから国道の下のほうに

居住用については、計画では今のところ市街化

２か所だとかという、そういう都市機能誘導区域

区域を網羅して、そこを居住用誘導区域というふ

を分散化できるのかできないのか、そこら辺の考

うにしてございますので、先ほど課長の答弁もあ

え方をちょっと教えていただきたいと思います。

りましたが、やっぱりこの計画は人口密度という

○議長（木下

か、その密度を何とか維持していこうと。

敏）

都市住宅課長。

○都市住宅課長（川島篤実）

ただいまの分散化

昨日も同僚議員に説明いたしましたが、やはり

についてですけれども、立地適正化計画について

人口密度を確保しなければ、例えば空き家が増え

は、あくまでもコンパクトなまちづくりになって

てくれば、そこにいた商店の方々が今までの商売

おりまして、七飯町においては市街化区域を飛び

ができないということで撤退したりということも

地になって本町地域の市街化区域、また大中山・

ありますから、そういうことがないように何とか

大川地区の市街化区域の二つに分かれております

維持していこうという計画でございますので、そ

ので、基本的には立地適正化計画は集約というも

ういうことで御理解いただきたいと思います。

のがありますけれども、七飯町は二つに分かれて

以上です。

いるので、あくまでも本町地域、大中山地域とい

○議長（木下

うことで、１か所ずつにしております。

○５番（田村敏郎）

敏）

田村敏郎議員。
言わんとしていることは理

その中で、なおかつ分散化となりますと、それ

解できますし、恐らく国の考え方に沿った答弁だ

こそ今回の計画の目的は施設集約なり公共交通と

と思うのですけれども、やはり市町村それぞれの

いいますか、あと人が集まりやすいということ

独自性というか特異性があるわけですから、例え

で、あえて二つにするのではなくて、あくまでも

ば先ほど言いましたよね、国のほうは８００メー

町としての一つのまちづくりということで、立地

ターだけれども、町は６００メーターに坂だから

適正化計画自体にたまたま七飯町には飛び地があ

しますよと。

るだけで、基本的には１か所にまとめていくまち

だけれども、市街化区域の端から端までとする

づくりの計画になっておりますので、御理解のほ

と、そういう６００メーターで８００メーターで

どお願いいたします。

は済まないのですよ。やっぱりそういうものをき

○議長（木下

敏）

経済部長。

○経済部長（青山芳弘）

ちっと理解した上で６００メーターとするのであ

ちょっと補足ですが、

れば、都市機能誘導施設といったようなものの最

都市機能誘導地域というのを市街化区域の中に居

低限必要なものをここに配置する、ここにも配置

住区域と都市機能と区域を決めてございます。

するとか、そういうふうにやらないと町民そのも

今、田村議員が言ったのが、例えば国道より上

のが困るのではないですか。

に一つ、国道より下に何かの施設と分散できない
かというようなお話もあったかなと思います。

通常、徒歩圏であれば８００メーターですよと
いう議論は分かります。町は６００メーターにし

あくまで区域の中に、そういうものと合致する

ました。それはいいことですね。だけれども、市

施設が、希望しているその方々がそちらに行きた

街化区域から見ると端から端ですから、センター

いということであれば、そこはそことして施設を

に６００メーター置いても、それ以上かかるので

建てる人たち、病院であれば病院が、ここに建て

す、歩いていけば。
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ですから、そうであれば、中央に都市機能を集

はもちろん出てきております。あくまでも計画を

約して、あとはデマンドなり何なりで運びますよ

設定した中で、今おっしゃった各種事業は様々あ

というのなら分かりますけれども、それはそれな

りますので、この計画をまず設定した中で、地域

りの効果はあると思うのですけれども、そういう

公共交通で整備できるものとか、また、既存の建

ものも何も示さないで、とにかく集約しないと駄

物をどうしていこうかというものは、今後計画し

目だからという発想であれば、やはり町民不在の

て、設定でいかに集約していくかというものは今

まちづくりに私はなってしまうのではないかと思

後の課題になっておりますので、改めて決まり次

うのですよ。

第、お示ししていきたいなと思っております。

したがって、やっぱりそれには地域の公共交通

以上であります。

をきちっと回して、都市機能誘導区域に運びます

○議長（木下

という中でそういう一体化としてのまちづくりを

○５番（田村敏郎）

していくのだというのなら分かりますけれども、

域に対する誘導施設は、例えば子育て世代に対応

ただ何となく、そういう仕組みですよという話で

した子育て支援のための施設は、幼稚園、保育

あれば、もう来年の３月ですから、そこら辺を分

所、支援センターなど様々子どもに対する支援施

散化するのか、あるいは早急にそういう公共交通

策があります。それを１か所に集めるのか、分散

を使った運行というもので集約していくのだと。

しておくというのがやはり子育てにとって私は

これはどちらなのか、私分かりませんけれど

しっかりとしたサポートができるのではないか

も、町はそこら辺どういうふうに考えているの

と。そういう意味で分散化が必要でないかという

か、まずそこについてお話を伺いたいと思いま

話なのですよ。

す。

敏）

田村敏郎議員。
一つには、都市機能誘導区

ですから、そこら辺を引っくるめて、しっかり

それから、いろいろな施設を誘導すると言って

と町として立地適正化の計画については検討しな

いますけれども、これは全てが町が誘導するわけ

がら、これはちょっと分からないですけれども、

では僕はないと思うのですね。商店なんかは、町

２０年先を見据えてというのですけれども、途中

営でやるという話には……。具体的に商店なんか

で見直しとかあるのかどうかと。

を引っ張ってくる場合はどういうふうにやってい

それから、もう１点ちょっと気になるのは、こ

くのか、これは国のほうでもありますよね。コン

れは本町地区、大中山地区の市街化区域について

パクトシティに関する支援施策ということで。

のいろいろな施策でありますけれども、これにつ

支援措置が国ではいろいろ書いていますよね。

いて私たち七飯町というのは、峠下地区、藤城地

計画策定支援、あるいは都市機能誘導区域関連の

区、それから大沼地区、それぞれあるのですね。

支援、２１件ありますけれども、居住誘導区域関

こういう地区ごとに、本町、大中山の立地適正化

連の支援７件、立地計画区域内の支援４件、関連

計画、これはこれとしながらも、今言った峠下、

として地域公共交通１４件、都市再生、都市市街

藤城、大沼地区のまちづくりというものも並行し

化、中心市街地活性化２９件、医療福祉、子育て

てやっていかないと、私は七飯町として駄目では

支援、都市、農業、公共施設再編、住宅、学校、

ないかと思うのですよ。そこら辺の考え方もお聞

防災、広域連携、様々な形で国の支援策がある中

かせ願いたいと思いますし。

で、しっかり町のまちづくりを私のちょっとした

それから、１か所に集めるという話であれば、

例えの話ですけれども、そこら辺を十分に練った

当然規制が出てくるはずなのですね。分散化を防

上で道と協議してやっていくのか。そこら辺の考

ぐための規制が出てくる。そういった場合に、こ

え方をもう一度お聞かせ願いたいと思います。

こにも書きましたけれども、町民に対して不利益

○議長（木下

が出てくる、あるいは個人的な投資とは言わない

敏）

都市住宅課長。

○都市住宅課長（川島篤実）

御質問の地域公共

ですけれども、様々な分譲だとかいろいろなもの

交通についても、立地適正化計画での協議の中で

も出てくるのではないかと思いますけれども、そ

－ 30 －

こら辺の規制についても、もし考え方があれば、

づくりの関連でございますが、当然それは今の立

お聞かせ願いたいと思います。

地適正化計画に当てはまりませんけれども、別な

○議長（木下

形の中で十分に検討していかなければ駄目は話に

○副町長（宮田

敏）

副町長。

東）

それでは、全体の話とい

なってこようと思います。それについても、まだ

いましょうか、個々にも具体的に議員が聞かれて

今すぐという話になりませんが、当然考えていか

いるわけではなくて、それぞれの部分の大まかな

なければ駄目だということで認識しておりますの

考え方といいましょうか、その辺について言われ

で、その点については御理解をお願いしたいなと

ているのかなと思ってございます。

思ってございます。

一応都市機能分散化の部分については、議員

あと、規制の関係については、それぞれ個々に

おっしゃるとおり、地域交通の形を、今地域交通

出てこないと、そういう規制が実際検討できない

の関係で審議会をつくって具体的にやりましょう

と思いますので、その辺については個々に出たと

と。それと絡めたような形の中で、交通の利便性

きに慎重に対応したいなと思ってございますので

といいましょうか、そういうのを上げていきたい

御理解をお願いしたいなと思います。

というような考え方で、今現在の市街化区域であ

以上でございます。

る部分について、交通を確保するというような形

○議長（木下

敏）

田村敏郎議員。

で、ある程度は方向が見出せるのかなと感じはし

○５番（田村敏郎）

ています。

的には、今すぐ、どうのこうのではなくて、私が

分かりますけれども、基本

既存の施設、例えば病院でも幼稚園でも保育所

言いたいのは、立地適正化計画を来年の３月に出

でもスーパーでも、今現在あるものを壊してやれ

すのであれば、当然２０年先を見据えた中での計

るかといったら、現実問題ではないと思います。

画が出てくるのではないかと。そういう中では当

ある程度機能しているところについて、その地

然２０年先の、具体的に何をするということでは

域交通と絡めて、その周辺のところの部分的なも

ないけれども、規制も当然ありきだろうと。それ

のの人口密度を確保していくというのが現実的な

も集約するための計画ですから、当然規制をかけ

対応ではないかなという感じはしております。

ないと分散してしまうのです。地価の安いところ

それによって空き住宅の解消、また空き住宅が

だとか、何だとかという話になってしまう。

多いのであれば、そこに例えばお店屋がなければ

私はちょうどいい機会ではないかと思うのです

お店屋を持ってくるような仕掛けが必要だろう

よ。今すぐ、どうのこうのではなくて、２０年先

し、そこで不便なものがあるのなら、そこにも必

を見据えて、そして前回の９月定例会では町長

要だろうというような、これは市街化区域の中の

も、体育館だとか、あるいは地域センターだとか

話ですけれども、そのような取組も必要になって

プールだとか、ああいうところを着手したい。そ

くるのだろうなと。広い意味で、あるものは生か

うすると、当然立地計画の中にもどういうふう

して、人口密度をいかにして保ちながら、まちづ

に、改修になるのか何になるのか私は分かりませ

くりをしていくというのが課題になる。

んけれども、やっぱりそういうものが盛り込まれ

それが今すぐ、来年、計画に盛り込めるかとい

てくると思うのですよね。

うと、なかなか厳しいものがあるので、先々２０

ですからやっぱり、しっかりとそこら辺は３月

年で、いろいろな国の補助だとか交付金を利用し

にどういう形で上がってくるか分かりませんけれ

ながら定めていきたいという考え方で、すぐこう

ども、２０年後の私たちの町はどうなっているの

する、ああするというのはなかなか難しい問題だ

かという、あるいは総合計画が６次になるのか６

と思いますので、全体の考え方だけについて、

次を越えてその先を行っているか、ちょっと分か

今、立地適正化計画の分については御理解をお願

りませんけれども、そういうまちづくりがどうな

いしたいなと思ってございます。

るかというのは、やはりしっかりと見据えながら

それと、藤城だとか峠下だとか大沼地区のまち

立地計画を私は立てていただきたいということ。

－ 31 －

それから、先ほど言ったように、大沼地区はか

○議長（木下

敏）

町長

なり疲弊しています。峠下もそうです。藤城もそ

○町長（中宮安一）

これはある意味、私も、も

うです。このままでは本当に大変なことになって

しかしたら差別化みたいな、都市計画区域内の市

しまう。特に大沼なんかは商店も軒並み閉店して

街化区域に特化しての計画なのですね。ですか

いるというのですかね、閑散としている。そうい

ら、今おっしゃるとおり、藤城、峠下、大沼、あ

う中でこういう立地計画が出ると、それと呼応し

るいはもっと言えば、豊田、中島、そういった都

たように、そういう地区の疲弊感をどういうふう

市計画区域内の調整区域すらも抜けている。そう

に解消しながらバランスの取れたまちづくりをし

いうところでありますので、これはある意味片手

ていくか。そこら辺がやはり私は大きな課題では

落ちみたいな気がしております。

ないかと思いますけれども、最後に町長に、そこ

ですから、七飯町には都市計画区域もあります

ら辺のまちづくりの決意を聞きたいと思います。

けれども、自由区域もある、あるいは準都市区域

○議長（木下

もある。そういったところにも同じような、例え

○副町長（宮田

敏）

副町長。

東）

それでは、町長が最後に

ば農村活性化計画みたいな、あるいは観光地活性

もしかしたらいい答えが出ればお答えするかもわ

化計画みたいな、そういうものもぜひ私は国のほ

かりませんけれども、現実問題としてかなり大き

うがそういう制度をつくっていただいて、そう

な課題過ぎて、今の財政状況については相当時間

いった中で計画を立てると、いわゆる補助金なり

がかかるのではないかなと思ってございます。

交付金なり、そういったものを頂きながら、町の

特に市街化区域の分についても、かなり老朽化

活性化ができるぞという制度が私はぜひ必要だと

した建物も中心にございます。また、大沼に関し

いうふうに思っていますので、これから先の話に

て、藤城についても、同様です。それを一堂にこ

なりますけれども、しっかりそこは国のほうに訴

うやって、全体としてそれぞれの町を比べて構想

えていきたい、あるいは北海道のほうにもぜひ訴

を練りなさいといっても、本当に絵に描いた餅に

えながら、まちづくりを進めてまいりたいと考え

なるのが正直なところだと思います。

ておりますので、御理解を賜りたいと存じます。

財政の裏付けを持ったものの中で十分に検討し

以上でございます。

ていきたいなという考え方になろうかなと。それ

○議長（木下

についてはしばらく長期的に少し考えさせていた

ます。

だきたいなと思ってございます。今すぐ、どうす

敏）

以上で、一般質問を終わり

暫時休憩いたします。

るのだ、こうするのだと、今の立地適正にこうい

午後 １時５９分 休憩

うのを併せて、こうして考えるべきだという御指

─────────────

摘ですけれども、それについては、ちょっとなか

午後 ２時１０分 再開

なかすぐ検討が難しいのではないかなと。計画は

○議長（木下

幾らでもつくれるのでしょうけれども、その裏付

たします。

けとなるものがない以上、説得力もなくなります

敏）

休憩前に引き続き、再開い

───────────────────

し、変に期待感というような形も出てくるので、

日程第３

今すぐに３年とか、五、六年の部分の近い部分に

議案第５９号

ついて、できるだけ整備をしていきたい。

う関係条例の整理に関する条例の制定に

あと、その後も、また財政状況を見て、手をか

地方税法の一部改正に伴

ついて

けていきたいという考え方になろうかなと思いま

───────────────────

すので、今の段階についてはこれ以上のコメント

○議長（木下

はなかなかというか、答弁は私どもは控えさせて

方税法の一部改正に伴う関係条例の整理に関する

いただきたいなと思ってございます。

条例の制定についてを議題といたします。

以上でございます。

敏）

日程第３

提案説明を求めます。

－ 32 －

議案第５９号地

総務部長。
○総務部長（釣谷隆士）

ざいます。よろしく御審議賜りますようお願い申
それでは、議案第５９

し上げます。

号地方税法の一部改正に伴う関係条例の整理に関

○議長（木下

する条例の制定について御説明申し上げます。

敏）

これより質疑を許します。

（「なし」と呼ぶ者あり）

当該整理条例は、地方税法の改正という同一の

○議長（木下

改正理由によることから、三つの条例の一部改正

質疑を終わります。

これより討論を許します。

をそれぞれ条建ての構成とし、一つにまとめて提
案するものでございます。

敏）

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（木下

主な改正内容につきましては、議案関係資料で

敏）

討論を終わります。

これより採決を行います。

御説明申し上げますので、資料１ページ、地方税

議案第５９号地方税法の一部改正に伴う関係条

法の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例

例の整理に関する条例の制定について、原案のと

の概要をお開き願います。

おり可決することに御異議ございませんか。

まず、一つ目の１の制定理由でございます。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

令和２年３月３１日に公布されました地方税法

○議長（木下

等の一部を改正する法律(令和２年法律第５号)に
よる地方税法の改正に伴い、七飯町債権の管理に

敏）

御異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決されまし
た。

関する条例、七飯町後期高齢者医療に関する条例

───────────────────

及び七飯町介護保険条例の改正が必要なため、当

日程第４

該整理条例を制定するものでございます。

議案第６０号

七飯町国民健康保険税条

２の制定内容でございます。

例の一部改正について

七飯町債権の管理に関する条例附則第４項、七

───────────────────

飯町後期高齢者医療に関する条例附則第３条、七

○議長（木下

敏）

日程第４

飯町介護保険条例附則第６条、この三つの条例に

飯町国民健康保険税条例の一部改正についてを議

掲げる規定中の「特例基準割合」を「延滞金特例

題といたします。

基準割合」と改正し、そのほかの用語についても

提案説明を求めます。

規定の整理等により、併せて改正するものでござ

住民課長。

います。

○住民課長（清野真里）

３の施行期日として、この条例は、令和３年１
月１日から施行するものでございます。

議案第６０号七

それでは、議案第６０

号七飯町国民健康保険税条例の一部を改正する条
例について提案説明申し上げます。

４の経過措置として、この条例は、令和３年１

改正する内容については、お手元に配付されて

月１日以後の期間に対応する延滞金について適用

おります議案関係資料の５ページ、資料５の七飯

し、同日前の期間に対応する延滞金については、

町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の概

なお従前の例によるものでございます。

要を御覧願います。

なお、議案関係資料２ページの資料２は、第１

１の改正理由といたしまして、令和２年９月４

条に規定する七飯町債権の管理に関する条例新旧

日に公布された地方税法施行令の一部を改正する

対照表、３ページの資料３は、第２条に規定する

政令の施行に伴い、七飯町国民健康保険税条例の

七飯町後期高齢者医療に関する条例新旧対照表、

改正が必要なため、所要の一部改正を行うもので

４ページの資料４は第３条に規定する七飯町介護

す。

保険条例新旧対照表となっておりますので、御参
照願います。

次に、２の改正内容といたしまして、国民健康
保険税の軽減判定所得の基準について、基礎控除

地方税法の一部改正に伴う関係条例の整理に関
する条例の制定についての提案説明は、以上でご

額相当分の基準額を引き上げるなどの規定の整備
を行います。

－ 33 －

３の施行期日といたしまして、この条例は、令

ございます。

和３年１月１日から施行いたします。

１の指定管理者に管理を行わせる公の施設の名

次に、４の経過措置といたしまして、この条例

称及び位置は、２施設ありまして、施設の名称

による改正後の規定については、令和３年度以後

は、七飯町大沼国際セミナーハウスと七飯町大沼

の年度分の国民健康保険税について適用し、令和

森林公園でございます。

２年度分までの国民健康保険税については、なお
従前の例によるものとします。

施設の位置は、両施設が一体となっており、亀
田郡七飯町字大沼町１２７番地１でございます。

新旧対照表につきましては、次のページの資料

次に、指定管理者となるべき団体の住所、名称

６に添付してございますので、御参照願います。

及び代表者氏名ですが、住所は、亀田郡七飯町字

提案説明は以上でございます。御審議のほどよ

大沼町１２７番地１、名称は、一般財団法人北海

ろしくお願いいたします。

道大沼国際交流協会、代表者氏名、理事長、中宮

○議長（木下

安一でございます。

敏）

これより質疑を許します。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（木下

敏）

次に、管理を行わせる期間ですが、令和３年４

質疑を終わります。

月１日から令和６年３月３１日までの３年間でご

これより討論を許します。

ざいます。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（木下

敏）

続いて、議案関係資料の８ページ、資料７、指

討論を終わります。

定管理者選定経過概要を御覧ください。

これより採決を行います。

本年８月３日に公募を開始し、８月１７日に公

議案第６０号七飯町国民健康保険税条例の一部

募説明会を開催しました。説明会には、一般財団

改正について、原案のとおり可決することに御異

法人北海道大沼国際交流協会と株式会社羽衣運輸

議ございませんか。

の２団体が出席されました。その後、応募登録の

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○議長（木下

敏）

申し込み期限の８月２４日までに一般財団法人北

御異議なしと認めます。

海道大沼国際交流協会が登録し、９月２５日の提

よって、本案は、原案のとおり可決されまし
た。

出期限までに指定管理者指定申請書を提出してお
ります。

───────────────────

１０月８日に指定管理者選定委員会を開催し、

日程第５

提出書類及びヒアリングにより審査し、評価が行

議案第６１号

七飯町公の施設に係る指

われた結果、５００点満点中３９９.０点の評価

定管理者の指定について

となり、指定管理者の候補者として選定し、この

───────────────────

たび御提案させていただくものです。

○議長（木下

敏）

日程第５

議案第６１号七

また、本定例会に御提案しております議案第６

飯町公の施設に係る指定管理者の指定についてを

４号令和２年度七飯町一般会計補正予算（第８

議題といたします。

号）の第３表、債務負担行為補正に指定管理料３

提案説明を求めます。

年間分の総額９,４７１万３,０００円を計上させ

政策推進課長。

ていただいております。

○政策推進課長（中村雄司）

それでは、議案第

以上、提案説明とさせていただきます。よろし

６１号七飯町公の施設に係る指定管理者の指定に

く御審議のほどお願いいたします。

ついて御説明いたします。

○議長（木下

七飯町公の施設に係る指定管理者の指定手続等

敏）

これより質疑を許します。

若山雅行議員。

に関する条例第４条の規定により指定管理者の候

○１５番（若山雅行）

補者を選定したので、地方自治法第２４４条の２

い。

第６項の規定に基づき議会の議決を求めるもので
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何点か確認させてくださ

協定書を締結すると思うのですけれども、それ

の主な内容というか、前と全く同じ内容なのかと

ま合致されなかったという状況でございます。

いうところと、指定管理料の根拠というか、二つ

以前は、ほかにも町内のホテルだとかといった

の施設なのですけれども、分かれているのかどう

ことで紹介だとかあったことがございましたけれ

かというところと、説明会には２社来たのだけれ

ども、なかなかそこまで至らないというような状

ども、実質１社しかないということで、ここの指

況でございます。

定管理者となるべき団体が指定管理してもらうと

以上です。

いうのがもう決まっているというか、そうせざる

○議長（木下

を得ないような状況なのですけれども、公募制の

○１５番（若山雅行）

形骸化というか、当初スタートしたときはいいの

いうことで、これは一般会計の補正予算のほうで

かもしれないのですけれども、何年もたつとそれ

議論するような形になるのですけれども、ここに

で果たしていいのかなというようなところで、

載っている金額というのは、そのときにやればい

ちょっとその辺の町の考え方を教えていただけれ

いのかもしれないのですけれども、基本的には今

ばなと思うのですけれども。

までと同じ金額ですか。それとも若干増えている

○議長（木下

とか、この範囲内で決めるということなので、幾

敏）

政策推進課長。

○政策推進課長（中村雄司）

敏）

若山雅行議員。
３年間の債務負担行為と

まず指定管理の協

らになるかはその都度ということになるのかもし

定書の考え方でございますが、協定書には二つご

れないのですけれども、その決め方というのはど

ざいまして、基本協定と年度協定というのがござ

ういうあれなのですか。

います。

○議長（木下

まず、基本協定につきましては、指定管理の業

敏）

政策推進課長。

○政策推進課長（中村雄司）

指定管理の料金の

務の内容といいますか、３年間お願いしますよと

決め方ですけれども、まず公募要項を配布して、

いう内容でございます。その中には、通常の管理

公募する段階に町が定める指定管理料の上限額と

の内容の協定となっておりまして、基本的にはこ

いうことをお示しさせていただきます。それは、

ちらは前回３年分と変わってございません。

収支状況をこれまでの実績等を鑑みて指定管理料

そして、年度協定につきましては、金額につき

を作成しまして、それはあくまでも上限額という

まして毎年度協定を結ぶものとなってございま

ところです。その後、指定管理を行いたいという

す。こちらは金額の協定になりますので、毎年度

団体から提案があって、その金額等これから何々

協定を結んだ中で指定管理をお願いするといった

をやりたいというような提案をいただいた中で選

内容になってございます。

定してございます。そのときの金額が今回債務負

続いて、料金の関係でございますが、指定管理
料につきましては、１本で管理委託料としてとい

担行為というところで設定させていただいている
金額となっているところでございます。

うことでお支払いをさせていただいてございま

以上です。

す。ただ、その中でかかる経費につきましては、

○議長（木下

中で内訳をつくって整備しているというところで

か。

敏）

ございます。ただ、一体として管理しているとい

横田有一議員。

う部分もあって、除雪だとかといった部分は一体

○１番（横田有一）

となったというところがあるところでございま
す。

ほか、質疑ございません

各１点ずつお願いします。

今回落とした大沼国際交流協会と社会福祉法人
ななえ福祉会の本店所在地を教えてください。

公募の内容で、２社が説明会に来られたという

○議長（木下

敏）

ところで、実際、１社しか手上げができなかった

なっていないので。

というところでございますが、こちらは、公募の

政策推進課長。

ななえ福祉会はまだ議題に

募集要件の中で一定程度これまでの経験だとかと

○政策推進課長（中村雄司）

いったものが条件としてございますので、たまた

理の内容で、大沼国際セミナーハウスの指定管理
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まず今回の指定管

における指定管理者となるべき団体の名称が一般

にも縛りが多過ぎてなかなか新提案ができないよ

財団法人北海道大沼国際交流協会で、所在地は亀

うな状況になっているのではないかなということ

田郡七飯町字大沼町１２７番地１、本店所在地で

をちょっと危惧しているので、そういうことに対

すけれども、亀田郡七飯町字大沼町１２７番地１

して町は何か、もう三十何年もたっているので、

でございます。

今までと同じことではなくて、少し別な企画で維

以上です。

持管理もしながらやってくれるところを募集した

○議長（木下

敏）

ほか、質疑ございません

か。

いという意欲があったのかどうかですね。その辺
ちょっとお尋ねをしたいと思います。

平松俊一議員。
○３番（平松俊一）

○議長（木下
１点だけお尋ねをしたいの

敏）

政策推進課長。

○政策推進課長（中村雄司）

ただいまの御質問

ですけれども、セミナーハウスの使い方というの

で、これまでの取組だけではどうかというような

を指定して、それを受けれる公募をしているとい

話でもございますし、また新しい取組だとか、ま

う解釈でよろしいのでしょうか。例えば事業提案

た新しい取組をやることによって何か弊害があっ

みたいなものを受けれるという、そういう枠とい

たのかというような部分かと思います。

うのですか、その考え方はない公募なのでしょう
か。

まず基本的には、弊害といいますか、できるこ
とをやってくださいという話になりますので、既

質問の趣旨、分かりますでしょうか。こういう

存の中でやっていただくというような中身でござ

使い方しかできないので、それをやってくれとい

います。地理的にどうしても大沼国定公園という

う出し方なのか、もしくはこういう使い方をした

ことで制限はあるものの、逆に大沼というような

いという人たちにいろいろな提案をしてください

自然を生かすような提案だとか、そういったもの

という公募なのか、どちらだったのでしょうか。

も考えられるのかなと思ってございます。

○議長（木下

敏）

政策推進課長。

○政策推進課長（中村雄司）

そして、最近で申し上げますと、ワーキングだ

指定管理制度とい

とか新しい取組なんかも今回の自主事業の中で提

たしましては、施設の管理という観点でまず１点

案されてきているといった状況もございます。指

基本的にはございます。それ以外にも、施設の管

定管理を募集された方も、今回これまでのままと

理以外でも、例えばセミナーハウスで申し上げま

いうことだけではなく、新しい取組なんかも進め

すといろいろな講座もございますので、そういっ

ていっているというような状況ですので、そう

た講座の充実だとかといったこともございます。

いった部分も、町としても後押しをしていければ

そのほかにも、基本的には町が指定するもの以外

なというふうに思ってございます。

にも自主事業ということで、そちらのほうは事業

以上です。

を提案していただくというようなことも考えられ

○議長（木下

ますので、施設管理に特化したものだけの提案で

○３番（平松俊一）

はなくて、指定管理者がこういったものをやりた

場に使いたいとかという、お金を取ってやるとい

いといった思いも含めて提案できるようなことと

うことに、この施設は駄目なのでしょうか、そう

なっております。

いう状況は。お金を取るということは会費程度み

以上です。
○議長（木下

敏）

平松俊一議員。
例えばリモートワークの会

たいな形で、いわゆるセミナーだとか会社の出先
敏）

○３番（平松俊一）

平松俊一議員。

機関のような使い方をするということは、不可能

今回も含めてですけれど

な施設なのでしょうか。最後にそれだけ。

も、今まで何社かあったと言っていましたけれど

○議長（木下

も、そういう事業提案の中で、これは例えば物を

○政策推進課長（中村雄司）

売ることだから駄目だとか、何かそういう条件で

でございますけれども、会社が施設の部屋を、例

はねられることは多かったのでしょうか。あまり

えば借りるだとかといった目的で、貸し館として

－ 36 －

敏）

政策推進課長。
まず、料金の関係

提供する分にはお金を取ることができるのです

初めに、指定管理者に管理を行わせる公の施設

が、それ以外の部分については料金は取れませ

の名称及び位置でございますが、施設の名称は、

ん。ただ、今、実態としましては、例えばコー

精神障害者通所授産施設（ぽぽろ館）。施設の位

ヒーサービスですとかといった部分で使っていた

置は、亀田郡七飯町鳴川５丁目３４８番地３でご

だくというような中でお金を頂いているというよ

ざいます。

うな状況がございますので、ケース・バイ・ケー

次に、指定管理者となるべき団体の住所、名称

スによって考えられるのかなというふうに思って

及び代表者氏名でございますが、住所は、亀田郡

ございます。

七飯町字中野２１０番地２、名称は社会福祉法人

以上です。

ななえ福祉会、代表者氏名は、理事長、馬場修一

○議長（木下

敏）

ほか、質疑ございません

氏でございます。

か。

次に、管理を行わせる期間でございますが、令
（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（木下

敏）

和３年４月１日から令和６年３月３１日までの３

質疑を終わります。

年間でございます。

これより討論を許します。

続いて、議案関係資料８ページ、資料７、指定

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（木下

敏）

管理者選定経過概要を御覧ください。

討論を終わります。

選定経過でございますが、本年８月３日に公募

これより採決を行います。

を開始し、８月１７日に公募説明会を開催いたし

議案第６１号七飯町公の施設に係る指定管理者

ました。説明会には、社会福祉法人ななえ福祉会

の指定について、原案のとおり可決することに御

の１団体が出席されました。その後、応募登録の

異議ございませんか。

申し込み期限である８月２４日までに社会福祉法

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○議長（木下

敏）

人ななえ福祉会が登録し、９月２５日の申請提出

御異議なしと認めます。

期限までに社会福祉法人ななえ福祉会が指定管理

よって、本案は、原案のとおり可決されまし

者指定申請書を提出してございます。

た。

１０月４日に選定委員会を開催し、提出書類及
───────────────────

びヒアリングによる審査を行い、評価が行われた

日程第６

結果、５００点満点中４０７.６点の評価とな

議案第６２号

七飯町公の施設に係る指

り、指定管理者の候補として選定し、このたび御

定管理者の指定について

提案させていただいたものでございます。

───────────────────
○議長（木下

敏）

日程第６

また、本定例会に御提案させていただいている

議案第６２号七

議案第６４号令和２年度一般会計補正予算（第８

飯町公の施設に係る指定管理者の指定についてを

号）の第３表、債務負担行為補正に指定管理を３

議題といたします。

か年で総額１億２,４９２万９,０００円を計上さ

提案説明を求めます。

せていただいております。

福祉課長。
○福祉課長（村山德收）

提案説明は以上でございます。よろしく御審議
それでは、議案第６２

号七飯町公の施設に係る指定管理者の指定につい

のほどお願い申し上げます。
○議長（木下

て御説明申し上げます。

敏）

これより質疑を許します。

若山雅行議員。

七飯町公の施設に係る指定管理者の指定手続等

○１５番（若山雅行）

すみません、先ほどの議

に関する条例第４条の規定により指定管理者の候

案第６１号と同じように、協定書の内容と指定管

補者を選定したので、地方自治法第２４４条の２

理料の考え方です。単純に債務負担行為が今の予

第６項の規定に基づき議会の議決を求めるもので

算の３倍というような考え方なのか、その辺のと

ございます。

ころと。
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公募制度は、一応条例があって公募で求めてい

もともと、ぽぽろ館は最初は違う医療法人が

るのですけれども、基本的にはここにしかお願い

行っていて、今の法人がずっと行っているという

しないというような慣例のようなものの形がある

ところでございますが、途中で何社か申し込んだ

程度できて、しかも指定管理者の業務状況評価と

経緯もございますけれども、実際は、ずっとぽぽ

いうのを見ても、毎年同じような内容のコメント

ろ館のほうについては、ななえ福祉会のほうで指

が載る程度で、指定管理者には民間の力を使って

定管理を受けているという状況でございます。

公務員ではないあれでもっとやってほしいという

ただ、ずっと昔から１社ではないというところ

のがあるのですけれども、果たしてその目的に

でございますので、そういった意味では考え方的

沿った、これが別におかしいことをしているとか

にはいろいろな複数の法人が手挙げしていただけ

というようなことがあって、ここが反対だとかと

れば、議員のおっしゃるような競争原理等働いて

いうことではないのですけれども、そういうよう

くるという感覚では私どももいますので、御理解

な趣旨からいって、指定管理者の選定の説明に１

のほどよろしくお願いします。

社しか説明に来なくて、１社しか応募がなくて、

また、指定管理料についても、先ほどの議員の

それでもう１社決まって、ずっと繰り返している

御質問のとおり、年間の金額の３倍が今回定例会

流れとか何とかというのは問題ないと考えている

の補正予算で提案させていただいているところで

のかどうかで、そこのところをといって、なおか

ございますので、ここについても前年比、１年当

つ別なところが出てきてどうこうというとまた困

たり５１万５,０００円ほど増額しております

るのかなというのもあるのですけれども、そうい

が、前回は消費税１０％の時代ではない８％の時

うような考え方について、ちょっと説明をいただ

代のほうで指定管理を受けているところでござい

ければなというふうに思います。

ますので、この辺も考慮しながらこの金額になっ

○議長（木下

ているというところでございますので御理解のほ

敏）

福祉課長。

○福祉課長（村山德收）

ただいま御質問にあり

どよろしくお願いいたします。

ました説明会等行いまして、１社しか来ないと。

以上でございます。

それが毎回続いている状況についての見解という

○議長（木下

ところでよろしかったですよね。

○１５番（若山雅行）

実際、ぽぽろ館については、障害者の総合支援
法第８０条に規定する障害福祉施設、就労Ｂとい

○議長（木下

終わります。
ほか、質疑ございません

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（木下

件で企業等で雇用契約を結んで働くことができな

敏）

質疑を終わります。

これより討論を許します。

い方が福祉サービス施設で軽作業などの就労訓練
を行う。ここで軽作業を行いながら工賃を頂い

敏）

若山雅行議員。

か。

うところなのですが、こちらについては、障害者
の方で病気や難病、精神疾患とか、いろいろな条

敏）

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（木下

敏）

討論を終わります。

て、次の就労に向けて、ここから卒業して地域で

これより採決を行います。

の企業に就職するとか、そういう訓練とかしなが

議案第６２号七飯町公の施設に係る指定管理者

ら行う施設でございます。

の指定について、原案のとおり可決することに御

そういった意味では、こういう障害者福祉施設

異議ございませんか。

等のノウハウを持っている団体等が、町内等普通
の社会福祉法人とか株式会社でそういう施設を運

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○議長（木下

営しているところもございますが、こういう特殊
な施設なもので、なかなかこういう公募に対して

敏）

御異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決されまし
た。

選定する際、申し込みの際、件数が少ないのかな
という感覚でいるものでございます。

───────────────────
日程第７
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議案第６３号

防災行政無線整備等事業

ていただきたいと思います。

業務委託契約について

○議長（木下

───────────────────

○情報防災課長（若山みつる）

○議長（木下

敏）

日程第７

敏）

情報防災課長。
検討の段階から

議案第６３号防

ＮＴＴデータ製の防災行政無線であるということ

災行政無線整備等事業業務委託契約についてを議

を承知しながらいろいろ提案を受けてきた経緯で

題といたします。

はございましたが、いろいろホームページを見る

提案説明を求めます。

と、ほかの普通の株式会社でもこのシステムを

情報防災課長。

ホームページに載せていた業者がありましたの

○情報防災課長（若山みつる）

それでは、議案

で、全国的にもっとできるところがあるかもしれ

第６３号防災行政無線整備等事業業務委託契約に

ないということで、一般競争入札にして公募した

ついて提案説明申し上げます。

ところでございます。

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は

以上でございます。

処分に関する条例第２条の規定により、防災行政

○議長（木下

無線整備等事業業務委託契約を締結するため議会

○３番（平松俊一）

の議決を求めるものでございます。

はあるという説明なのですね、今。このＮＴＴの

契約の名称は、防災行政無線整備等事業業務委
託契約。

敏）

平松俊一議員。
システムとして使える会社

防災システムを使って商売をしようという会社は
あるから競争入札にしたと。

１、契約の目的は、防災行政無線整備等事業業

ただし、今までいろいろ調査ですとか何とか、

務、同報系防災行政無線システムの整備、親局、

全部ＮＴＴのこの会社でやってきたのですよね。

遠隔制御装置、屋外子局、戸別受信機、デジタル

ほかの会社が入札に参加できる余地というのは

サイネージの整備構築をするものでございます。

あったのですか、今までの調査業務だ何だで。私

契約の方法につきましては、一般競争入札でご

らはここしかないという解釈で捉えていたのです

ざいます。

けれども、それは違ったのでしょうかね。

３番の契約金額については、６億８,３３４万
２,０００円。

○議長（木下

敏）

情報防災課長。

○情報防災課長（若山みつる）

ただいま御質問

契約の相手方は、宮城県仙台市青葉区一番町１

にございました調査等につきましては、実施設計

丁目９番１号、株式会社エヌ・ティ・ティ・デー

をほかの業者、通電技術という業者に委託してお

タ東北、代表取締約社長、濱功明氏でございま

りまして、その業者で実施設計の中で調査等を全

す。

て行っておりますので、このＮＴＴデータが調査

議案関係資料９ページ、資料８に入札の経過と

等を行っているものではございません。

結果を添付しておりますので御参照ください。

以上です。

提案説明は以上となります。議決いただきます
よう御審議のほどよろしくお願い申し上げます。
○議長（木下

敏）

敏）

ほか、質疑ございません

か。

これより質疑を許します。

平松俊一議員。
○３番（平松俊一）

○議長（木下

上野武彦議員。
○９番（上野武彦）

今、同僚議員が質問しまし

１点だけ質問いたします。

たように、この事業は結構特殊な事業ではあるの

一般競争入札ということになっていますけれど

ですが、この入札に当たって、どのくらいの期間

も、これは普通に考えたら、今までここの業者し

公募の情報を流して、どのような対象にどういう

かない、受注できない事業をずっとやってきてい

ふうに流して努力したのかというのが一つです

るわけですから、随意契約とかそういう別の契約

ね。それから、入札率が今回これでいきますと約

方法のほうがよかったのではないかと思うのです

９７％というようなことになりますけれども、１

けれども、一般競争入札にしたという理由を教え

％変わるだけで、これでいきますと６２１万円も
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変わるという事業ですよね。そういった点でいえ

考えられたのか、ちょっとお伺いします。

ば、もう少し複数になるような努力が必要ではな

○議長（木下

かったのかというふうに思うわけですが、その辺

○情報防災課長（若山みつる）

について町の認識といいますか、その辺ちょっと

ますが、一般競争入札という方式を取らせていた

お伺いしたいなと思います。

だいたのは、公告の出した時点で競争の原理が働

○議長（木下

くという、先ほどの土木課長からの説明もありま

敏）

情報防災課長。

○情報防災課長（若山みつる）

初めに、公告の

敏）

情報防災課長。
繰り返しになり

したが、そのような捉えでございます。

期間でございますが、七飯町契約規則の第４条

当初から、参加できる業者が少ないような事業

に、一般競争入札の公告については１０日前まで

であるということはこちらも認識しておりますこ

ということで規定されておりますので、今回の公

とから、少しでも競争原理を働かせるために一般

募につきましても１０日間の期間を取って公募し

競争入札という方式を選択させていただきまし

てございます。

た。

また、公募の方法につきましては、ホームペー

以上でございます。

ジのほうに載せて、公募をかけている状態でござ

○議長（木下

います。できるだけ多くの業者が参加できるよう

か。

な条件ということでしたが、それを狙って一般競

敏）

若山雅行議員。

争入札というところにした経緯がございますので

○１５番（若山雅行）

御理解いただければと思います。

させていただきます。

以上でございます。
○議長（木下

敏）

ほか、質疑ございません

すみません、何点か確認

この予算については、３月の予算特別委員会で
上野武彦議員。

いろいろ議論して、どういう仕様でやるのか。詳

結局、１社だけということ

しい言葉というか、テクニカル忘れてしまったの

になったわけですけれども、例えば町は、競争入

であれですけれども、これでいくとＮＴＴ方式と

札にするために１社しか応募しなかった場合に再

かという理事者側が説明していた方式をそのまま

度公募するとか、そういう努力はこれまでしたこ

図って入札になっていて、その仕組みでやります

とがあるのか。この件に関して、１社だけになっ

よということでいいのかどうかということと。

○９番（上野武彦）

たときに、そういった判断といいますか、どのよ

予算特別委員会のときには、仮にＮＴＴ方式と

うに考えておられたのか、ちょっと伺いたいな

呼ばせていただきますけれども、それについては

と。

利用実績がなかったと。それで果たして防災無線

○議長（木下

敏）

土木課長。

○土木課長（佐々木陵二）

という、いざというときのためのものとして、果

指名競争入札であれ

たして大丈夫なのだろうかと。図面でいろいろ見

ば２社以上なければ競争原理が働きませんけれど

たりしたときに、こうやってやるので携帯電話と

も、一般競争入札は公告している時点で競争原理

同じような形でつながってきますよということで

が働いております。ですので、１社の応募で契約

あれはあったのですけれども、果たしていざとい

上、何ら問題はございません。

うときに大丈夫なのかどうか。

以上です。
○議長（木下

３月の時点では使っている実績のある自治体、
敏）

上野武彦議員。

導入している自治体はなかったというふうに覚え

１社のみで問題はないとい

ています。苫小牧が唯一この方式を導入して４月

うことはお互いだと思うのですけれども、要する

から運営するのだというような話の説明を聞いて

に町の財政状況を鑑みますと、できるだけ競争入

いたのですけれども、その後、うまく活用してい

札になって、より低額の価格でこういう事業がで

るという情報というか、その後のＮＴＴ方式の仕

きるように努力ということが必要なことではない

組みについて懸念がないよというようなことを追

かと思うのですが、その辺はどういうふうに今回

加するような情報が何かあれば、教えていただき

○９番（上野武彦）
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たいなと思います。

目だよということでございました。

それと、単純に言葉のあれとして、契約の目的

苫小牧につきましては、私の説明が悪かったか

の中にあるデジタルサイネージというのは、どの

もしれないのですが、今年度末で事業完了で、来

ような活用の仕方をするのかを教えてほしいの

年度から運用になりますので、今ちょうど整備し

と。

ている最中でございます。あと、苫小牧の状況

契約の相手方が仙台市ということで、メンテナ

は、今整備中なのですが、状況を聞いております

ンスとかいざというときに、何でいきなりＮＴＴ

けれども、今のところ問題なく整備は進んでおり

データ東北なのか、北海道でないのかというのを

まして、順調であるというようなこともいただい

ちょっと思ったのですけれども、東北の仙台との

ております。

契約というのは、何か問題になる点はないのかど

また、デジタルサイネージというところなので

うか、そこの点だけお願いします。

すが、全町に七つ設置する予定です。中身として

○議長（木下

は、このようなテレビのような大画面のもので、

敏）

情報防災課長。

○情報防災課長（若山みつる）

それでは、まず

防災無線が発生するような災害が起きたときに町

予算のときに説明した内容と同じなのかというこ

内の７か所の施設でこの情報を流すというような

となのですが、予算のときに防災行政無線の実施

内容になっております。具体的な施設といたしま

設計の追加設計を提案させていただきまして、そ

しては、役場庁舎、両出張所、それから七飯消

の中でこの方式で七飯町としては整備していきた

防、道の駅、大川のコミュニティセンター、あと

いと。ＮＴＴ方式といいますか、その方式で整備

大沼国際交流プラザとなっております。

させていただきたいので追加の実施設計を行いた

夜間でもテレビのディスプレイなので、外に向

いという予算を取らせていただきました。その予

けて設置することで道路を通る人とかでも少しで

算が御承認いただいているということで、この方

も情報が伝わるようなという考えでこの七つを設

針について私たちは自信を持って整備をしてきた

置させていただく計画でございます。

というところでございますので、予算の説明した

あと、メンテナンスについて、仙台市の会社と

ときの段階の方式で今回契約をしたいということ

契約ということで、メンテナンス等何かあったと

の提案でございます。

きという話なのですけれども、まず日頃のメンテ

また、利用実績がなかった件等、不安はないの

ナンスは、これから補修ということにもなってく

か、いざというとき大丈夫なのかというところな

るのですが、電柱というか鉄塔みたいなものの、

のですが、このたびの実施設計の中で、いろいろ

例えばさびていないかとか、ねじの緩みがないか

な調査をさせていただいて、また実績がないとい

という打診につきましては、ＮＴＴデータから地

うところに関しては、今回の防災行政無線の中の

元の業者にそこを発注するというような内容で聞

戸別受信機までに情報通信するための方式が実績

いてございます。なので、その辺の感じにつきま

がなく、携帯電話網を使う防災無線については全

しては、地元の業者に対応していただくというこ

国的にも実績があって稼働している状況でござい

とで何ら心配はないと考えております。

ます。

また、システム自体にコンピューターのサー

また、幾つかの災害も、そこは乗り越えて稼働

バー等が導入されますが、それにつきましても、

しているというような実績もございまして、携帯

インターネット等を通じて構築されるシステムで

電話網を使う部分については、今までも実績があ

ございますので、仙台からリモート操作で保守等

るので、そこは大丈夫だということで判断してお

もできるような内容になってございますので、そ

りますが、その実績がなかったというのは、戸別

の辺につきましても、遠いところにあるからと

受信機まで伝える電波網が、何度か説明しており

いって、いざというときというところについて

ますが、ＬＰＷＡという方式を使ってやるという

は、問題がないなということで感じてございま

ところが苫小牧が初だということで、うちが２番

す。
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以上です。
○議長（木下

と本当に言えるのかどうかをもう一度最後に回答
敏）

○１５番（若山雅行）

若山雅行議員。

いただきたいと思います。

僕の受けとめ方の間違い

○議長（木下

敏）

情報防災課長。

というか、予算特別委員会での説明を間違って聞

○情報防災課長（若山みつる）

いていて、今年の４月から苫小牧が運用するのだ

模等にもよりますけれども、例えば戸別受信機に

と思っていたので、その実績も見ながらと考えて

電波を発する鉄塔が、物理的に倒れてしまって、

いたのですけれども、そうすると、今回の最後ま

もう機械が物理的に壊れてしまったら、当然その

でいくような仕組み、本当の全てトータルの仕組

周りの家には情報は伝達できないというような状

みで実績はまだないという。来年、うちがいつ完

況になると思います。これはただ、この方式だか

成するのかあれですけれども、苫小牧が来年４月

らということではなくて、どの無線の方式につい

からそれを運用するということで、あくまでも実

ても電波を発する機械が倒れてしまったら、それ

績として、こういう事例で問題なく稼働していま

は情報は通信できないということになると思いま

すよというところを示すものは今のところ新しい

す。

追加情報としてはないということでよろしいので
しょうか。
○議長（木下

災害の種類、規

ただ、この方式は、戸別受信機ではないのです
が、屋外拡声子局、スピーカーですね。スピー

敏）

情報防災課長。

○情報防災課長（若山みつる）

カーについては、全国でも実績がございまして、

私たちについて

この携帯電話でやる方式ですね。実際に鉄塔が倒

も、やはりそこの方式については実績がないとい

れてしまっても、電源さえ取っていれば音だけ

う御心配をされていると同様に、やっぱり心配は

鳴っているというような実績もございまして、災

ありましたので、実施設計の中で本当に実機を

害の規模等によるのですけれども、絶対１００％

使ってアンテナを立てて、家の中に戸別受信機を

かと言われると、先ほど言ったように、物理的に

建物の中に置いて、受診できるかどうかという調

倒れて壊れてしまったりしたら、ちょっと厳しい

査をかなりさせていただきました。その中で、で

かもしれないですが、そのような状況であると考

は、ここにアンテナを立てればいいのだねという

えてございます。

ような設計をしながら、確実に情報伝達できるよ

また、サーバー等の機器についても、回線も二

うな仕組みを実施設計の中で十分やらせていただ

重化など、できるだけ災害に強いような仕組みを

きましたので、その通信については、うまくいく

考えながら構築してございますので、御理解いた

と考えてございます。

だければと思います。

以上です。
○議長（木下

以上でございます。
敏）

○１５番（若山雅行）

若山雅行議員。

○議長（木下

最後なのであれですけれ

ほか、質疑ございません

か。

ども、うまく説明できないのですけれども、いざ
というときというか、中継のそのものが何かあっ

敏）

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（木下

敏）

質疑を終わります。

たときに伝わらないという可能性について、リス

これより討論を許します。

クとして大丈夫なのかどうかという。

平松俊一議員。

これは何があるか分からないというのがあるの
ですけれども、そういうときにこの仕組みで問題

○３番（平松俊一）

反対の討論を行いたいと思

います。

ないのだというふうに本当に言えるか。言えるか

この方式に関してはいろいろとやってきました

らやるのでしょうけれども、本当にそこのところ

ので、今さら言ってもしようがないなという面が

大丈夫なのかどうかをもう一度。いろいろテスト

あって、賛成をしようと思っていたのですが、ど

したりヒアリングしたりしたものがあるのかもし

うも理事者側は、いつも競争入札が競争の原理が

れないのですけれども、そこのところで大丈夫だ

働かない方向を容認し過ぎているという気がいた
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します。

のでございます。

このＮＴＴの方式に関しましては、ほかにはな
いのだと思っていたのですけれども、今説明を聞

第３条、債務負担行為の追加及び変更は、第３
表によるものでございます。

きましたら、この方式を使って施工できる会社が
何社かあるということであれば、例えばこれだけ

第４条、地方債の追加は、第４表によるもので
ございます。

の大きい金額でありますので、１社しかエント
リーしなかったのであれば、再度、期日を改めて

それでは、１３ページの歳出から御説明申し上
げます。

もう一回募集をして、２社なり３社なりの競争原

１款議会費１項１目議会費は、旅費で、予定し

理が働く、本当の意味での競争原理の働く入札を

ていた会議が中止のため、議員費用弁償５３万

して、少しでも町民に還元できるような方式を取

８,０００円の減額、一般職旅費４万３,０００円

るべきだという思いで、私は反対をいたします。

の減額。委託費は、本会議場の最後列の席にマイ

○議長（木下

クユニットが設置されておらず、二、三列目の使

敏）

ほか、討論ございません

か。

用していない席のマイクユニットを移設するた
（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（木下

敏）

め、本会議場マイクユニット移設等委託料１２万

討論を終わります。

１,０００円の追加。備品購入費は、当初予算に

これより、起立により採決を行います。

おいて第３委員会室に設置するマイクユニットの

議案第６３号防災行政無線整備等事業業務委託

購入を予定しておりましたが、コロナウイルス感

契約について、原案のとおり可決することに賛成

染症の影響により会議室の使用が当面見込まれな

の議員の起立を求めます。

いことから、委員会室会議ユニット購入費１０４

（賛成者起立）
○議長（木下

敏）

万５,０００円の減額、事業合計１５０万５,００

起立多数であります。

０円の減額。

よって、本案は、原案のとおり可決されまし
た。

２款総務費１項１目一般管理費は、一般管理費
（人事行政）として、旅費から委託料まで執行見

───────────────────

込みにより合わせて１６万７,０００円の減額。

日程第８

６目電算管理費は、需用費で、これまで道南う

議案第６４号

令和２年度七飯町一般会

み街信用金庫とのデータの受渡しをフロッピー

計補正予算（第８号）

ディスクで行ってきましたが、今後はＵＳＢメモ

───────────────────

リーを使用するため、一般事務用消耗品費４２万

○議長（木下

敏）

日程第８

議案第６４号令

６,０００円の追加。委託料は、税制改正により

和２年度七飯町一般会計補正予算（第８号）を議

後期高齢者システム改修が必要なため、総合行政

題といたします。

情報システム改修委託料７４万３,０００円の追

提案説明を求めます。

加、備品購入費は、平成２６年度から使用してい

総務財政課長。

るファイルサーバーが故障したことから、電算用

○総務財政課長（俉楼

司）

それでは、議案第

６４号令和２年度七飯町一般会計補正予算（第８

備品購入費９６万４,０００円の追加、事業合計
２１３万３,０００円の追加。

号）について御説明申し上げます。

７目企画費は、交通対策事業費として、負担

このたびの補正は、第１条、既定予算の総額に

金、補助及び交付金は、七飯町地域公共交通活性

歳入歳出それぞれ１億８,３８３万８,０００円を

化協議会を設置するために必要な経費として、七

追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１６２億

飯町地域公共交通活性化協議会補助金１４万円の

５,７４２万２,０００円とするものでございま

追加。

す。

８目出張所費は、大中山出張所運営費として、

第２条、繰越明許費の追加は、第２表によるも

工事請負費は入札執行残として、国旗等掲揚ポー
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ル設置工事１９万８,０００円の減額。

付金で、北海道後期高齢者医療広域連合療養給付

１０目交通安全対策費は、交通安全対策費とし

費負担金変更決定に伴い、負担金１,６７８万９,

て、旅費は、予定していた会議、研修会が中止と

０００円の追加。繰出金は、北海道後期高齢者医

なったことから、一般職旅費８万７,０００円の

療広域連合事務費負担金変更決定及び保険基盤安

減額。交通安全指導車管理費として、使用料及び

定負担金の確定に伴い、繰出金３５１万１,００

賃借料は、会議の中止に伴い有料道路通行料２万

０円の追加、事業合計２,０３０万円の追加。

２,０００円の減額。

４目障がい者福祉費は、障がい者福祉費とし

１３目特別定額給付金費は、特別定額給付金事

て、負担金、補助及び交付金は、就労支援サービ

業費として、負担金、補助及び交付金は、特別定

ス利用の増加に伴い、障がい者社会復帰施設等通

額給付金事業の完了に伴い、特別定額給付金１,

所交通費補助金１０３万１,０００円の追加、扶

５００万円の減額。特別定額給付金事務費とし

助費は、生活介護の利用者数の増加、就労支援等

て、報酬から使用料及び賃借料までは、事業の完

の利用日数の増加により介護給付等費３,５１２

了により、合わせて７２７万８,０００円の減

万円の追加、児童発達支援放課後等デイサービス

額。

等の利用日数、利用者数の増加に伴い、障がい児

２項１目税務総務費は、税務総務費(課税）と

通所給付費６,８９９万６,０００円の追加、事業

して、償還金利子及び割引料は、過年度還付金の

合計１億５１４万７,０００円の追加。地域生活

今後の執行見込みにより１００万円の追加。

支援事業費として、備品購入費は、遠隔手話サー

３項１目戸籍住民基本台帳費は、備品購入費

ビス等を利用した聴覚障害者の意思疎通支援体制

で、取得費の額の確定により、戸籍総合システム

の強化事業によりタブレット、アクリルパーテー

機器等譲渡取得費１万９,０００円の減額。

ション購入のため、一般備品購入費５２万４,０

６項１目監査委員費は、旅費で、研修会が中止

００円の追加、負担金、補助及び交付金は、執行

となったことから、委員費用弁償６万９,０００

見込みにより、成年後見人制度利用支援事業補助

円の減額、一般職旅費３万２,０００円の減額、

金１９万５,０００円の追加、扶助費は、給付件

事業合計１０万１,０００円の減額。

数の増加による執行見込みにより、日常生活用具

３款民生費１項１目社会福祉総務費は、国民健
康保険特別会計繰出金として、職員の人事異動に

給付費１８８万６,０００円の追加、事業合計２
６０万５,０００円の追加。

伴う人件費増加により国民健康保険特別会計繰出
金１５７万８,０００円の追加。

６目社会福祉施設費は、社会福祉施設指定管理
費として、需用費は、ぽぽろ館マイクロバス燃料

２目高齢者福祉費は、高齢者支援事業費とし

ポンプの交換修繕が必要なため、自動車修繕料２

て、報償費は、今年度事業完了により百歳達成者

５万３,０００円の追加、負担金、補助及び交付

祝金３０万円の減額、８８歳への敬老祝品代５万

金は、ぽぽろ館職員処遇改善加算分負担金８４万

４,０００円の減額。扶助費は、好日園等施設入

円の追加、事業合計１０９万３,０００円の追

所者の増加及び介護サービス対象入所者の増加に

加。

伴い、高齢者施設入所措置費６７１万６,０００

２項１目児童福祉総務費は、児童福祉総務費と

円の追加、事業合計６３６万２,０００円の追

して、負担金、補助及び交付金は、国によるコロ

加。介護保険特別会計繰出金は、執行見込みによ

ナ対策補助金事業として、民間保育所及び認定こ

り、介護保険特別会計繰出金２１６万４,０００

ども園に対し１施設５０万円の補助金を給付する

円の減額。福祉介護車管理費として、需用費は、

ため、保育対策総合支援事業費補助金３００万円

福祉バスのリアタイヤ付近のフレーム腐食破損修

の追加、償還金、利子及び割引料は、令和元年度

理のため、自動車修繕料１０万９,０００円の追

の子ども・子育て支援交付金の実績による精算還

加。

付が必要なことから、子ども・子育て支援交付金

３目高齢者医療助成費は、負担金、補助及び交

前年度精算返還金２０２万２,０００円の追加、
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子どものための教育・保育給付費負担金前年度精

４款衛生費１項２目予防費は、疾病予防等保健

算返還金４,７７２万３,０００円の追加、子育て

対策費として、役務費、委託料は、執行見込みに

のための施設等利用給付費負担金前年度精算返還

より合わせて３６０万８,０００円の減額。母子

金２,３０８万８,０００円の追加、事業合計７,

保健対策費として、委託料は執行見込みにより、

５８３万３,０００円の追加。放課後児童対策費

妊婦健康診査委託料１０８万円の減額、扶助費

として、報酬から旅費までは学童保育クラブの人

は、受給者数が増加傾向にあるため、療育医療扶

件費の執行見込みにより、合わせて５３５万２,

助費５９万５,０００円の追加、償還金、利子及

０００円の減額。児童手当支給費として、扶助費

び割引料は、妊婦・出産包括支援事業補助金前年

は、決算見込みにより児童手当７８７万５,００

度精算返還金４４万３,０００円の追加、事業合

０円の追加、償還金、利子及び割引料は、児童手

計４万２,０００円の減額。成人保健対策費とし

当国庫負担金前年度精算に伴う返還金１７万９,

て、委託料は、執行見込みにより、胃がん検診委

０００円の追加、事業合計８０５万４,０００円

託料からピロリ菌検査委託料まで、合わせて１８

の追加。本町子育て支援センター運営費は、国に

４万３,０００円の減額。

よるコロナ対策補助事業として、需用費は、コロ

３目環境衛生費は、有害鳥獣対策費として、報

ナ対策消耗品費の購入のため３０万円の追加、備

酬は、ヒグマ対策に係るハンター出動増のため、

品購入費は、コロナ対策のため換気に必要な備品

鳥獣被害対策実施隊員報酬２２万５,０００円の

の購入のため５万円の追加、事業合計３５万円の

追加、報償費は、講習会の中止により、講習会講

追加。大中山子育て支援センター運営費は、同じ

師謝礼１万５,０００円の減額、執行見込みによ

く国によるコロナ対策補助事業として、需用費

り鳥獣被害対策実施隊員報償費６万８,０００円

は、コロナ対策消耗品費の購入のため２２万円の

の減額、旅費は、ヒグマ対策出動回数の増加によ

追加、備品購入費は、コロナ対策のため換気に必

り、鳥獣被害対策実施隊員費用弁償８万円の追

要な備品等の購入のため１３万円の追加、事業合

加、役務費は、執行見込みにより、電話料、ハン

計３５万円の追加。子育て世代包括支援センター

ター加入保険料、管理者賠償責任保険料、合わせ

運営費は、執行見込みにより、委託料、工事請負

て６万２,０００円の減額、委託料はヒグマ捕獲

費合わせて１万９,０００円の減額。

用箱檻の執行見込みにより、鳥獣捕獲用箱檻製作

２目児童措置費は、大中山保育所運営費とし

委託料２万２,０００円の減額、使用料及び賃借

て、需用費は、国によるコロナ対策補助事業によ

料は、執行見込みにより会場使用料２万６,００

る消耗品の購入のため５０万円の追加、国による

０円の減額、備品購入費は、入札執行残のため、

保育所のＩＣＴ化推進事業による総合保育業務シ

鳥獣対策用備品購入費１９万１,０００円の減

ステムの導入のため、役務費は、総合保育業務シ

額、負担金、補助及び交付金は、執行見込みによ

ステム通信料１万６,０００円の追加、手数料

り、講習会負担金１万７,０００円の減額、事業

は、通信回線設置手数料２万２,０００円の追

合計９万６,０００円の減額。有害鳥獣対策車管

加、使用料及び賃借料は、総合保育業務システム

理費として、需用費は、執行見込みにより、燃料

利用料２万１,０００円の追加、備品購入費はシ

費（軽油）５万５,０００円の減額。火葬場及び

ステム購入費７７万６,０００円の追加、事業合

墓地管理費として、工事請負費は執行見込みによ

計１３３万５,０００円の追加。子ども・子育て

り、火葬場設置改修工事１３万円の減額。

支援給付事業費として、委託料は、執行見込みに

４目環境保全対策費は、自然環境保全事業費と

より、保育所運営委託料２,０４０万５,０００円

して、報償費は、コロナ禍により学習会を開催し

の減額、施設型給付費委託料１,４８９万２,００

ないことから環境学習会講師謝礼７,０００円の

０円の減額、地域型保育給付費委託料５２９万

減額、旅費は、予定していた研修会が中止となっ

７,０００円の追加、事業合計３,０００万円の減

たことから会計年度任用職員費用弁償３万３,０

額。

００円の減額、委託料は、入札執行残により、河
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川水質検査委託料１０万５,０００円の減額、使

２項１目林業費は、負担金、補助及び交付金

用料及び賃借料は、執行見込みにより、大沼環境

で、植林施業地の増加に伴い、未来につなぐ森づ

保全推進事業用船借上料１万６,０００円の減

くり事業補助金５６万２,０００円の追加。

額、作業機械借上料９万８,０００円の減額、事

７款商工費１項１目商工費は、商工振興費とし

業合計２５万９,０００円の減額。生活環境対策

て、今年度、地域おこし協力隊員を新規で１名採

事業費として、今年度の事業の完了、また執行見

用予定でしたが、採用に至らず、報酬から使用料

込みにより、委託料は、空き地雑草刈取委託料４

及び賃借料まで、合わせて３６２万３,０００円

９万５,０００円の減額、負担金、補助及び交付

の減額。特産品ＰＲ事業費として、負担金、補助

金は、特定空家等解体事業補助金５０万円の減

及び交付金は、ななえ町物産グルメ発表会が中止

額、合併処理浄化槽設置整備補助金６９２万円の

となったことから、事業補助金２０万円の減額。

減額、事業合計７９１万５,０００円の減額。

ふるさと納税事業費は、今年度、地域おこし協力

５目保健センター管理費は、役務費は、コロナ

隊員１名の採用が年度途中となったことから、執

ウイルス関係などの業務の連絡相談が増加してお

行見込みにより、報酬、職員手当等、共済費及び

り、電話料４万８,０００円の追加。

使用料及び賃借料の会計年度任用職員住宅借上料

２項１目清掃総務費は、廃棄物対策費として、

まで、合わせて２１７万２,０００円の減額、需

旅費は、研修会の中止により一般職旅費１万５,

用費は今後の執行見込みにより、ふるさと納税消

０００円の減額。リサイクル推進対策費として、

耗品費３４８万８,０００円の追加、委託料は、

報償費は、執行見込みにより資源ごみ分別回収奨

ふるさと納税業務委託料１１２万２,０００円の

励報償金２０万円の減額。

追加、使用料及び賃借料は、ポータルサイト利用

２目塵芥処理費は、廃棄物対策費として、執行
見込みにより、合わせて１３万円の減額。

料９,０００円の追加、代理納付システム利用料
２７万６,０００円の追加、事業合計２７２万３,

６款農林水産業費１項１目農業委員会費は、旅

０００円の追加。

費で、今年度農業委員先進地視察を中止したこと

８款土木費２項１目道路橋りょう維持費は、需

から、農業委員費用弁償１００万円の減額、研修

用費で、道路等の修繕が必要なことから、道路付

視察随行職員旅費１０万円の減額、事業合計１１

属物修繕料２０万円の追加、使用料及び賃借料

０万円の減額。

は、道路河川の支障木伐採に高所作業車が必要な

２目農業総務費は、負担金、補助及び交付金

ことから、維持機械等借上料１５万円の追加、原

で、執行残により、道南肉用牛振興協議会負担金

材料費は、補修用コンクリート製品等の購入のた

５,０００円の減額、渡島地区家畜自営防疫組合

め、道路橋りょう補修用原材料費２０万円の追

推進協議会負担金２,０００円の減額、事業合計

加、事業合計５５万円の追加。

７,０００円の減額。農政公用車管理費として、

２目道路橋りょう新設改良費は、道路用地取得

役務費は、執行見込みにより自動車損害保険料

費として、公有財産購入費は、町道本町７９号線

２,０００円の減額。

用地購入費６２万円の追加。

４目農地費は、土地改良総務費として、負担

３項１目河川費は、河川改良費として、委託料

金、補助及び交付金は、事業の対象となる保全す

は、今後の町河川の浚渫に対応する計画の策定が

べき農地の増加により、多面的機能支払事業補助

必要なため、七飯町堆積土砂管理計画策定委託料

金１２７万９,０００円の追加。

５００万円の追加。

５目町営牧場運営費は、町営牧場運営費とし

５項１目住宅管理費は、社会資本整備総合交付

て、今年度の事業終了により、報酬から補償、補

金事業費（公住）として、令和３年度に着手予定

填及び賠償金まで、合わせて４７万９,０００円

であった本町上台団地７棟、桜Ｂ団地７棟の長寿

の減額。町営牧場作業車管理費として、事業終了

命化改修工事が令和２年度交付金の追加対象事業

により、備品購入費は２万２,０００円の減額。

となったことから、委託料は、本町上台団地長寿
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命化改修工事監理業務委託料１１１万７,０００

耗品費２万１,０００円の減額。

円の追加、桜Ｂ団地長寿命化改修工事監理業務委

３目社会教育施設振興費は、文化センター管理

託料９０万３,０００円の追加、工事請負費は、

費として、需用費は、執行見込みにより、施設修

本町上台団地長寿命化改修工事３,９２１万６,０

繕料３０万円の追加、使用料及び賃借料は、執行

００円の追加、桜Ｂ団地長寿命化改修工事３,５

見込みにより、事務用機器借上料３１万７,００

２７万２,０００円の追加、補償、補填及び賠償

０円の減額、事業合計１万７,０００円の減額。

金は、ＮＴＴ所有電話線の移転のため、本町上台

大中山コモン管理費として、需用費は、大ホール

団地長寿命化改修支障物件移転補償４０万円の追

のハロゲンランプ等購入のため、消耗品費１７万

加、桜Ｂ団地長寿命化改修支障物件移転補償４０

１,０００円の追加、執行見込みにより施設修繕

万円の追加、事業合計７,７３０万８,０００円の

料１５万円の追加、事業合計３２万１,０００円

追加。

の追加。社会教育施設管理費として、需用費は、

１０款１項２目事務局費は、事務局費（学校庶

緑町会館消火器の購入のため８万７,０００円の

務）として、大沼岳陽学校の開校を記念し、記念

追加、東大川、本町振興会館等の施設修繕のた

品、記念誌の配布のため、消耗品費１７万９,０

め、社会教育施設修繕料４７万７,０００円の追

００円の追加、印刷製本費１３万１,０００円の

加、使用料及び賃借料は、執行見込みにより、テ

追加、合計３１万円の追加。事務局費（学校教

レビ受信料３万２,０００円の減額、備品購入費

育）として、役務費は、ＧＩＧＡスクール事業の

は、東大川振興会館の石油暖房器の購入のため、

運営開始に伴うプロバイダー回線料のため３２万

備品購入費１２万１,０００円の追加、事業合計

２,０００円の追加。

６５万３,０００円の追加。

２項１目学校管理費は、学校管理費（小学校）

５項１目保健体育総務費は、スポーツ振興総務

として、需用費は、学校のコロナ感染予防対策の

費として、報償費から負担金、補助及び交付金ま

ための換気に伴い、暖房用プロパン、チップの使

では、執行見込みにより、合わせて２２８万５,

用料増加のため、燃料費（プロパン）１０２万

０００円の減額。スポーツ合宿事業費として、役

８,０００円の追加、燃料費（その他）１７８万

務費、使用料及び賃借料は、執行見込みにより、

２,０００円の追加、事業合計２８１万円の追

合わせて２７万５,０００円の減額。体育施設管

加。校舎等営繕費（小学校）は、需用費として、

理費として、委託料は、本町パークゴルフ場の樹

七重小学校男子トイレ、藤城小学校体育館トイレ

木の腐食が進んでおり、今後、倒木の危険がある

に不具合があり、修繕が必要なことから、校舎他

ことから、樹木伐採委託料３９万２,０００円の

修繕料７０万９,０００円の追加、委託料は、入

追加、使用料及び賃借料は、執行見込みにより、

札執行残により学校用務委託料２１０万円の減

施設整備用作業機械借上料１２万７,０００円の

額、事業合計１３９万１,０００円の減額。

減額、事業合計２６万５,０００円の追加。

３項１目学校管理費は、校舎等営繕費（中学

１２款１項１目元金は、一般会計町債償還費

校）として、委託料は、入札執行残により、学校

（元金）として、償還金、利子及び割引料は、１

用務委託料２１０万円の減額。

０年前に起債した物件の利率見直しに伴う償還金

４項１目社会教育総務費は、社会教育総務費と
して、旅費は、今年度事業中止により、委員費用

額の変更などにより、長期債元金償還金１１９万
４,０００円の追加。

弁償３万１,０００円の減額、一般職旅費２万８,

２目利子は、一般会計町債償還費（利子）とし

０００円の減額、事業合計５万９,０００円の減

て、利率見直し等に伴い、長期債利子返還金６８

額。生涯学習事業費として、報償費から使用料及

４万９,０００円の減額。

び賃借料までは、執行見込みにより、合わせて５

１３款１項１目職員給与費は、給料から共済費

８万５,０００円の減額。生涯教育公用車管理費

までは執行見込みにより、合わせて２,８３０万

として、需用費は、執行見込みにより、自動車消

４,０００円の減額。会計年度任用職員給与費

－ 47 －

は、職員手当等から旅費まで、執行見込みによ

育所のＩＣＴ化を進めるため、保育対策総合支援

り、合わせて１,１４５万４,０００円の減額。

事業費補助金３８８万７,０００円の追加。

２目職員諸費は、職員厚生費として、旅費から

３目衛生費国庫補助金は、特定空家等解体事業

負担金、補助及び交付金までは、執行見込みによ

の執行見込みにより、社会資本整備総合交付金２

り、合わせて１４２万６,０００円の減額でござ

５万円の減額、風しん追加的対策事業の執行見込

います。

みにより、感染症予防事業費等補助金（風しん追

次に、７ページの歳入に戻っていただきます。

加的対策）１５３万円の減額。

９款地方特例交付金１項１目地方特例交付金

４目土木費国庫補助金は、本町上台団地及び桜

は、交付額の確定のため１,６１９万８,０００円

Ｂ団地の長寿命化改修工事に伴い、社会資本整備

の追加。

総合交付金３,８２５万４,０００円の追加。

１２款分担金及び負担金２項１目民生費負担金

１５款道支出金１項１目民生費道負担金は、社

は、ぽぽろ館職員の特定処遇改善加算のため、福

会福祉費負担金として、介護給付費等の増額に伴

祉・介護職員処遇改善加算分負担金８４万円の追

い、北海道４分の１として、障がい者介護給付費

加。

等負担金８７７万９,０００円の追加、同じく障

１３款使用料及び手数料１項３目農林水産使用

がい児通所給付費等負担金１,７２４万８,０００

料は、実績に伴い、町営牧場使用料１２万２,０

円の追加、北海道後期高齢者医療広域連合保険基

００円の追加。

盤安定負担金確定に伴い、後期高齢者医療保険基

２項３目衛生手数料は、実績に伴い、空地雑草
刈取手数料５２万１,０００円の減額。

盤安定負担金１９７万４,０００円の減額。児童
福祉費負担金として、執行見込みにより、児童手

１４款国庫支出金１項１目民生費国庫負担金

当負担金１４２万２,０００円の追加、子どもの

は、社会福祉費負担金として、介護給付費等の増

ための教育・保育給付費負担金１,０１３万１,０

額に伴い、国２分の１として、障がい者介護給付

００円の減額。

費等負担金１,７５５万９,０００円の追加、同じ

２目衛生費道負担金は、受診者数の増加に伴

く障がい児通所給付費等負担金３,４４９万７,０

い、養育医療給付費負担金１２万５,０００円の

００円の追加。児童福祉費負担金として、児童手

追加。

当負担金は、執行見込みにより５０２万５,００

２項２目民生費道補助金は、遠隔手話サービス

０円の追加、子どものための教育・保育給付費負

提供に伴い、地域生活支援事業補助金５２万３,

担金は、執行見込みにより２４万７,０００円の

０００円の追加。

追加。

４目農林水産業費道補助金は、植栽事業地の増

２目衛生費国庫負担金は、受給者数の増加に伴

加により、未来につなぐ森づくり事業補助金３４

い、養育医療給付費負担金２５万１,０００円の

万６,０００円の追加。農業費補助金として、対

追加。

象農地の増加に伴い、北海道多面的機能支払事業

２項１目総務費国庫補助金は、後期高齢者シス

補助金９５万９,０００円の追加。

テムの改修に伴い、総合行政システム改修補助金

１７款寄附金１項１目総務費寄附金は、ふるさ

１４万８,０００円の追加、特別定額給付金事業

と納税の執行見込みにより、総務費寄附金１,０

の完了に伴う精算として、事業補助金１,５００

００万円の追加。

万円の減額、同じく事務補助金７２７万８,００
０円の減額。

１８款１項１目財政調整基金繰入金は、２,０
００万円の追加。

２目民生費国庫補助金は、子育て支援センター
で行うコロナ対策のため、新型コロナウイルス感

１９款１項１目繰越金は、前年度繰越金４０５
万円の追加。

染症緊急包括支援交付金２００万円の追加、保育

２０款諸収入５項４目雑入は、諸実費徴収金と

所、認定こども園でのコロナ対策のため、また保

して、受診者数の見込みにより、胃がん検診負担
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金から大腸がん検診負担金まで、合わせて６３万

─────────────

円の減額。雑入として執行見込みにより、城岱牧

午後 ３時５５分 再開

場放牧牛ダニ予防対策経費負担金１８万円の減

○議長（木下

額、同じく城岱牧場放牧牛飼料給餌費負担金６万

たします。

４,０００円の追加。

敏）

休憩前に引き続き、再開い

議案第６４号令和２年度七飯町一般会計補正予

２１款町債１項３目土木債は、町営住宅の長寿
命化工事に伴い、本町上台団地整備事業債２,０

算（第８号）の提案説明は終えておりますので、
これより質疑に入ります。

５０万円の追加、桜Ｂ団地整備事業債１,８４０

質疑を許します。

万円の追加。

上野武彦議員。

次に、３ページに戻っていただきます。

○９番（上野武彦）

第２表、繰越明許費補正でございます。

だきますが、説明が簡略だったのでよく分からな

このたび追加となるのは、町営住宅長寿命化改

い部分がありましたので、よろしくお願いしま

修事業となる８款土木費５項住宅費本町上台団地

それでは、質問させていた

す。

整備事業４,０７３万３,０００円、同じく桜Ｂ団

まず第１点目は、一般の８ページの一番下の３

地整備事業３,６５７万５,０００円を令和３年度

です。住宅補助金が３,８２５万４,０００円、社

への繰越明許事業として追加するものでございま

会資本整備総合交付金ということなのですが、具

す。

体的にどのような内容の計画があって、これを活

第３表、債務負担行為補正でございます。

用するのかというのが第１点です。

このたび追加となるのは、先ほど指定管理者の

２点目は、一般の１０ページです。財政調整基

指定につきまして議決をいただきました大沼国際

金繰入金が２,０００万円ということなのですけ

セミナーハウス及び大沼森林公園は、令和３年度

れども、これについてもう少し分かるように、中

から令和５年度までの期間で９,４７１万３,００

身を説明していただきたいと。

０円を、精神障害者通所授産施設は１億２,４９

３点目は、一般の１４ページの１４、工事請負

２万９,０００円を限度額として設定するもので

費で、大中山出張所運営費の１９万８,０００円

ございます。

の国旗掲揚ポール設置工事費１９万８,０００円

変更となるのは、戸籍総合システム機器等更新

が減額ということなのですが、これについてよく

事業で、事業費の確定により、限度額を１,７５

分かりませんでしたので、説明していただきたい

２万２,０００円から１,５８７万６,０００円に

なと。

変更するものでございます。

それから、一般の１８ページの下のほうの児童

第４表、地方債補正でございます。

福祉総務費、１８、負担金、補助及び交付金のと

追加としまして、本町上台団地整備事業２,０

ころの保育対策総合支援事業費補助金３００万

５０万円、桜Ｂ団地整備事業１,８４０万円を限

円。先ほどは１施設５０万円ということで、施設

度額として追加するものでございます。

への補助ということでありましたけれども、これ

起債の方法、利率、償還の方法につきまして
は、表示のとおりでございます。

は基本的にコロナ対策での支援事業なのか。また
この５０万円というのはどのような目的での補助

提案説明は以上でございます。

なのか。

よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
○議長（木下

敏）

この辺について何点か質問します。よろしくお

会議時間も長時間になって

願いします。

きましたので、質疑は暫時休憩後にしたいと思い

○議長（木下

ますがよろしいですか。

○都市住宅課長（川島篤実）

それでは、暫時休憩いたします。
午後 ３時４１分 休憩

敏）

都市住宅課長。
それでは、御質問

の一般の８ページ、社会資本整備総合交付金の
３,８２５万４,０００円の中身でありますけれど
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も、これについては、本町上台団地、また桜Ｂ団

ものとなってございます。

地の国の長寿命化計画にのっとった形で、今回追

この制度を活用しまして、直営の施設について

加の採択を得ましたので、この分についての歳入

は、感染症対策に関する必要備品及び消耗品等を

になります。

購入させていただき、民間施設については一律５

また、本町上台団地については、１０棟のうち

０万円、これについては、民間施設が６施設あり

今回７棟目になりますので、そのうちの１棟と。

ますので、この分の５０万円として間接補助とし

また桜Ｂ団地についても、１０棟のうち１棟の分

て交付するものでございます。

の歳入になります。

内容としましては、感染予防に活用されるマス

以上です。
○議長（木下

クですとか、あとは手指消毒等、あとは換気に必
敏）

○総務財政課長（俉楼

総務財政課長。
司）

要な備品関係等に活用していただくことを想定

それでは、私のほ

し、交付するものでございます。

うから一般の１０ページの財政調整基金の繰入金
について御説明いたします。

以上でございます。
○議長（木下

今回の補正では、約１億８,０００万円の歳出

敏）

○９番（上野武彦）

上野武彦議員。
それでは、再質問ですけれ

が必要であるということでございます。その支出

ども、一般の８ページの交付金の対象が、本町上

に対しまして、歳入それぞれございますけれど

台とＢ団地ということなのですけれども、これは

も、歳入を充てるのですけれども、足りない分に

交付金としては何％の補助で交付されるものなの

ついて財政調整基金２,０００万円を充てるとい

か。その点についてちょっと伺いたいなと思いま

うものでございます。

す。

以上でございます。
○議長（木下

敏）

それから、２点目は一般の１０ページで、先ほ
住民課長。

○住民課長（清野真里）

ど答弁いただいた補正の補助という形での予備費

私から、一般の１４

みたいな形で２,０００万円ということなのです

ページの大中山出張所、国旗掲揚ポールの工事に

けれども、２,０００万円という金額ということ

ついて答弁させていただきます。

でいえば、相当金額も高いので、基本的にどのよ

この工事に関しましては、契約が６月２３日に

うな事業が想定されていて、これだけの金額が出

執り行われ、工期が６月２４日から９月３０日、

てきているものというふうに思うのですが、その

完成がそれより早く８月３１日に完成され、工事

辺についてどうなのか、ちょっと伺いたい。

の受渡しが９月２日に完了されております。

以上です。

それに伴っての支出額が２７３万９,０００円

○議長（木下

敏）

都市住宅課長。

ということで、執行残として１９万８,０００円

○都市住宅課長（川島篤実）

の減額ということになっております。

します。

以上でございます。
○議長（木下

敏）

それでは答弁いた

今回の交付金事業については５０％の交付金の
子育て健康支援課長。

○子育て健康支援課長（岩上

剛）

事業になっております。

それでは、

以上です。

私のほうからは、一般の１８ページ、下の項目の

○議長（木下

児童福祉総務費の中の保育対策総合支援事業費補

○総務財政課長（俉楼

助金３００万円について御説明をさせていただき

般の１０ページの財政調整基金の繰入金について

ます。

お答えしてまいります。

敏）

総務財政課長。
司）

私のほうから、一

この内容につきましては、国による新型コロナ

議員おっしゃった予備費とかの支消ということ

ウイルス感染症対策事業としまして、保育所及び

ではなくて、財政調整基金ということで積んでい

認定こども園など、認可保育施設に対して１施設

る基金の中から今回２,０００万円を繰り入れし

当たり５０万円を上限に補助金として支給される

て事業を行うというものでございます。
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これについては、どの事業に充てるというよう

のですけれども、自分の入っているところに引い

な性質のものではなくて、歳入歳出で、先ほど申

ているＮＴＴの分ではなくて、電柱のみの話です

し上げましたとおり、今回１億８,０００円の歳

か。

出が必要であるということで、それぞれ歳入につ

○議長（木下

いては財源がある事業とそうでない事業がござい

○都市住宅課長（川島篤実）

ますので、それで足りない分を財政調整基金を

です。電柱の移設の部分になりますので御理解願

使って事業を行うというものでございます。

います。

以上でございます。
○議長（木下

敏）

○議長（木下
ほか、質疑ございません

敏）

都市住宅課長。

敏）

おっしゃるとおり

ほか、質疑ございません

か。

か。

若山雅行議員。

平松俊一議員。
○３番（平松俊一）

○１５番（若山雅行）
すみません、１点だけ。

済みません、何点か、

ページの順番に確認したいことを申し述べていき

土木費の中の３０ページですけれども、長寿命

ます。

化工事、上台と桜Ｂ、両方で移転補償費が４０万

まず、一般の１４で、法定協議会の設置で１４

円ずつ出されていますけれども、これは一体何な

万円あるのですけれども、これは国からの補助も

のですか、説明をお願いしたいと思います。

あるのかなと認識していたのですけれども、歳入

○議長（木下

のほうには特になかったのですけれども、このも

敏）

都市住宅課長。

○都市住宅課長（川島篤実）

ただいまの質問に

お答えいたします。

のについては補助はないのかどうか、その確認で
す。これにも補助があるのかなと考えていたの

これについては、今までは、電柱等の支障があ

で、ちょっとそこのところをお願いします。

れば工事請負費の中でやっておりましたが、この

それと、１６ページの一番上のところの特別定

たびＮＴＴ、従来は函館で契約をやっていたので

額給付金事業費１,５００万円ということで、歳

すけれども、今年度より札幌一括でこういう関係

入歳出ともに削られてあれなのであれですけれど

は取り扱うことになりましたので、そちらのほう

も、これはもともと多かったということになるの

から工事請負費ではなく、移転補償費で事務をお

でしょうか。定額給付金はほぼ１００％に近い九

願いしたいという依頼がありまして、今回新たに

十何％はいっているので、こんな余るあれはな

補償、補填及び賠償金の項目をつくったものであ

かったのかなと思っていたのですけれども、そこ

ります。

のところもちょっと説明を少しいただければなと

以上でございます。
○議長（木下

敏）

○３番（平松俊一）

思います。
平松俊一議員。

それと、一般の２８ページのところで、ふるさ

ＮＴＴだけですか。例えば

と納税事業で、需用費を計上していますけれど

ケーブルテレビだとか、何か、ほかのものに対し

も、今年度のふるさと事業の納税のあれは、歳入

てもこのお金というのは使えるのですか。

のところで１,０００万円追加して４,０００万円

○議長（木下

に落ち着く見込みだということでよろしいのかど

敏）

都市住宅課長。

○都市住宅課長（川島篤実）

今回については、

うかということですね。

基本的にはＮＴＴの電柱だけです。あと、ケーブ

それと、一般の３４のところで、公債費の利子

ルテレビについては、あくまでも入居者個人の管

のところで減額になっているので、特にどうこう

理になりますので、今回についてはＮＴＴだけの

あれはないのですけれども、説明で利率見直しに

電柱の分の移転補償になります。

よる減額とあったのですけれども、利率見直しの

以上です。
○議長（木下

からくりというか、やり方というか、仕組みのよ
敏）

○３番（平松俊一）

平松俊一議員。

うなものを、分からないのでちょっと教えていた

ちょっと状況が分からない

だければと思います。
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以上です。
○議長（木下

か。
敏）

政策推進課長。

○政策推進課長（中村雄司）

横田有一議員。

それではまず、１

○１番（横田有一）

１点だけ。３０ページの学

４ページの法定協議会に関する財源でございます

校管理費（小学校）の需用費の燃料費（プロパ

けれども、こちらは現段階では財源はないという

ン）が１０２万８,０００円、それから燃料費

ことで御理解願いたいと思います。先に進んで、

（その他）の１７８万２,０００円と出ていま

もし補助金を頂けるという形になれば、協議会の

す。その他というのは、どういうものが幾ら幾ら

部分に関する費用ではなくて、実質、運行させた

あったのかというのと。

場合の赤字補塡といいますか、そういった部分に
ついての補助だとかはありますが、こういった部

それからプロパンのほうは、大中山小学校でい
いということでよろしいのかということと。

分にはないというところでございます。

それから中学校のほうには、コロナで窓を開け

続いて１６ページの特別定額給付金の関係の費

たから使うよという話だったのですけれども、中

用でございます。端的に申し上げますと、スター

学校のほうでは予算を組んでいないのですけれど

ト時点では、町外の方も対象になる可能性がある

も、予算を組んでいないということは、それを

ということで、少し多く予算を計上しておりまし

やってもお金を多めに取っていたというか、その

たが、実態としましてはそこまでいなかったとい

点について聞いていきたいと思います。

うところで、本当に必要としなかった部分を全て

○議長（木下

減額させていただいたという内容でございます。

○学校教育課長（北村公志）

以上です。
○議長（木下

敏）

学校教育課長。
議員のおっしゃる

とおり、現在、学校では集団感染対策のためマ
敏）

商工観光課長。

○商工観光課長（福川晃也）

ニュアルに基づいた３０分に１回以上定期的な換

ふるさと納税の関

気を行っている状況でございます。

係ですが、こちら毎年、対前年度等の動きと比較

小学校のプロパンについては、おっしゃるとお

しまして見込みを立てているところでございます

り大中山小学校のプロパンであります。プロパン

が、それぞれの年度によりまして、いろいろな世

とその他ということで、大中山小学校のチップに

論とか社会情勢等にも大きく左右されるものです

ついて補正提案させていただいていました。ほか

から、このたびも対前年度で１１月末現在で１６

の暖房、中学校も含めて重油、灯油等につきまし

％の増で進捗してございますので、最低限必要と

ては、当初予算編成時より２０円程度単価が下

見込まれる歳入を１,０００万円追加、そして、

がっておりますので、既定予算の中で対応できる

必要な経費を補正させていただいたということで

ものと考え、補正計上しておりません。

ございます。

以上でございます。

以上でございます。
○議長（木下

敏）

○総務財政課長（俉楼

○議長（木下
総務財政課長。
司）

敏）

○１番（横田有一）

私からは、償還金

利子の件についてお答えしてまいります。

ということは、大中山小学

校の予算編成が違っていたということですか。
○議長（木下

この件につきましては、１０年前に借りた財政

横田有一議員。

敏）

学校教育課長。

○学校教育課長（北村公志）

違っていたという

融資資金につきまして、変動金利となってござい

表現はあれなのですけれども、大中山小学校につ

ます。当初借りたときには１.２％のものが、１

いて、予算の不足が生じたということでございま

０年後の今回見直しをした際には０.００３％の

す。

金利となることから、減額になるものでございま
す。

○議長（木下

以上でございます。
○議長（木下

以上でございます。

敏）

敏）

ほか、質疑ございません

か。
ほか、質疑ございません
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（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（木下

敏）

質疑を終わります。

これより討論を許します。
（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（木下

敏）

討論を終わります。

これより採決を行います。
議案第６４号令和２年度七飯町一般会計補正予
算（第８号）を、原案のとおり可決することに御
異議ございませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○議長（木下

敏）

御異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決されまし
た。
───────────────────
散

会

宣

告

───────────────────
○議長（木下

敏）

以上で、本日の日程は全て

終了いたしました。
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

４時１５分

散会
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