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午前１０時００分 開会 

  ─────────────────── 

開 議 宣 告           

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） ただいまから、令和３年第

１回七飯町議会定例会の本日の会議を開きます。 

  ─────────────────── 

 日程第１ 

  会議録署名議員の指名 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第１ 会議録署名議員

の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員として、 

３番  平 松 俊 一 議員   

４番  池 田 誠 悦 議員   

以上２議員を指名いたします。 

  ─────────────────── 

 日程第２ 

  一般質問 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第２ 一般質問を行い

ます。 

 通告順に発言を許します。 

 平松俊一議員。 

○３番（平松俊一） それでは、通告に従いまし

て、大綱３問の質問を行わさせていただきます。

よろしくお願いします。 

 １問目であります。森林環境譲与税の使い方に

ついての質問です。 

 森林環境譲与税は法令で使途が定められてお

り、市町村は森林整備や担い手対策、木材利用の

促進や普及啓発などに関する費用に充てることが

できます。現時点では、森林の現況調査や森林経

営管理法に基づく森林所有者への意向調査などが

行われていると思われますが、森林には地球温暖

化防止、国土の保全や水源の涵養など国民に広く

恩恵を与える公益的機能があります。適切な森林

の整備等を進めていくことは、我が国の国土や国

民の生活生命を守るとことにつながるものであり

ます。 

 町内の森林をできるだけ早く利用するために

は、多くの人に現状を理解してもらい、対策に着

手する必要があると考えられますので、次の点に

ついて伺います。 

 ４点あります。１、森林整備や担い手対策につ

いて。 

 ２、木材利用の促進や普及啓発について。 

 ３、森林所有者への意向調査の現状について。 

 ４、災害・防災対策としての森林整備について

であります。 

 よろしくお願いします。 

○議長（木下 敏） 農林水産課長。 

○農林水産課長（田中正彦） １点目について、

森林環境譲与税を活用した森林整備対策として、

私有林整備の推進を目的として、令和３年度より

仮称七飯町森林整備推進補助金を創設したいと考

えており、令和３年度、当初予算に計上しており

ます。 

 また、担い手対策として、令和２年４月に開校

した道立林業大学校北の森づくり専門学校の官民

支援団体であります北海道林業木材産業人材育成

支援協議会に加入し、次世代の担い手育成に支援

を行っているところでございます。 

○議長（木下 敏） 農林水産課長に申し上げま

す。 

 感染予防のためにマスクの着用をお願いいたし

ます。 

○農林水産課長（田中正彦） また、町内に在住

する林業事業体の就労者への支援として、北海道

森林整備担い手支援センターが実施している森林

作業員就業条件整備事業に補助を行い、森林作業

員の就労の長期化や通年化を図っています。 

 ２点目について、森林環境譲与税を活用した木

材利用の促進や普及啓発についてですが、町有林

の間伐材を用いたベンチを公共施設へ設置して、

町民に木材と触れ合う機会の創設、木育活動団体

に対して活動補助金の交付により、町内の森林の

よさや木材利用の発信を、また道南地域材のブラ

ンド力向上、林業の活性化、森林資源の循環利用

を目指し、函館森林認証推進協議会に加入し、道

南スギ等の地域材を全国に向けＰＲ・ブランド化

が進むように取り組んでおります。 

 ３点目について、平成３１年４月に制定された

森林経営管理法に基づき実施しております。令和
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元年度に調査準備、令和２年度より調査を開始、

取り組んでいるところであります。調査方法とし

て、単年度に一斉に調査を行う方法、複数年度に

分けて調査を行う方法の二通りとされており、七

飯町においては複数年度に分けて調査を行う方法

を採用しております。調査期間は、林野庁から最

長１５年程度と示されており、現計画では全所有

者への調査を１０年ないし１５年で完了させたい

と考えております。 

 ４点目について、災害が発生すると推察される

箇所については制限林の指定がされており、北海

道の治山事業による整備・要望を行っておりま

す。その他の森林においての災害防災対策は、市

町村森林整備計画に基づく森林整備が行われるこ

とにより、森林の有する機能が十分発揮され、災

害防災対策につながるものと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 平松俊一議員。 

○３番（平松俊一） １点目の再質問ですが、い

ろいろなところに加入をして、そこに対する補助

金を出したり加盟をしたりとかしているというこ

となのですけれども、できれば七飯町単独ででも

例えば山に入って木を切りたい、いわゆる初心者

講習みたいなものを積極的に町が、もしくは町が

どこかに委託をして開催をするというお考えがな

いかということついての再質問させていただきま

す。 

 これは最近テレビでもやっていたのですけれど

も、私も自伐型林業というものちょっと普及を手

伝わさせていただいているのですが、そこで昨

年、講習会に二十三、四名参加があったのですけ

れども、その中に６名ほど女子が入っていまし

た。テレビのニュースも同じように若い方、女子

が、チェンソーを持って山に入って木を倒すとい

うことに非常にこの頃、目を向けていると。アウ

トドアの影響もあるのかもしれませんし、コロナ

のこともあるのかもしれません。 

 テレビのインタビューに答えていた女性は、い

ろいろな大きなレジャーランドとかそういうとこ

ろに行ったときに、アトラクションああいうもの

を体験するよりも山に入って木を倒したほうが

ずっと気持ちがいいというような、インタビュー

に答えられていることもありました。世の中が少

しずつ山に向かって、気持ちが向かってきている

ということですので、町単独でそういうものを企

画していくという構想、お考えないか、再質問さ

せていただきます。 

 ２点目、木材の利用ですが、間伐材でベンチを

造ったと、非常に何か寂しい話ですが、山を整備

するということは自然資本、そういう言葉がある

のですが、山の土壌の中の有機物をどんどんバク

テリアが分解をして養分が蓄えられると、そして

また水分も相当保てると。雨が降ったその水を浄

化して、また空気中の二酸化炭素をどんどん吸収

すると、こういう力が自然資本という言葉で森林

に対して働いています。 

 やっぱりもっともっと進める考えはないかとい

う再質問になるのですが、七飯町では森林整備計

画というのを昨年つくりまして、実施年度は令和

１２年の３月までということでこの計画を進めて

いるわけですけれども、この計画書の中に木材生

産林という場所が地図に表記してあります。それ

と合わせて水源涵養林、要は山にたっぷり水をた

めておくことを目的とする森林部分、これも地図

に表記されています。 

 ところが、この涵養部分というのは大沼、特に

蓴菜沼方面が主になっていまして、本町・大中山

方面はほとんどない。逆に人がたくさん住んでい

るところでは、木をどんどん生産するということ

ですから、切り倒していくと、こういう範囲に

なっていますので、できれば人がたくさん住んで

いるところに涵養林を持ってくるほうが、水源の

確保とか、そういうことにつながるのではないか

と思うのですけれども、この点についての御説明

をちょっとお願いしたいと思います。 

 それからもう１点あります。先ほど、１問目で

お聞きしました例えば初心者講習なんかで木を切

り倒す、そういうことはどうかと。例えば、切り

倒した木をどうするのかという話になるのです

が、いろいろ伐採を体験して木が出てくると。そ

の木を例えば、廃校になっている学校なんかを利

用しましてウッドチップをつくる。これはウッド

チッパーという機械を買わなければ駄目ですけれ

ども、インターネットを見ますと中古品なんかで
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もピンからキリまでいろいろあります。３０セン

チくらいまでの丸太でしたら、七、八百万円ぐら

いの機械でもチップにできるというものが出てい

ますが、例えばですけれども、廃校に機械を置い

ておいて、町民が持ち込んできた木をどんどん

チップにして保管をしておく、そして大中山小学

校のバイオマスボイラーの燃料にする。こういう

ことを年間通して行っていくと、町民の活動のプ

ラスにもなりますし、町内の材料が学校の有効な

資源にもなると、こういう考え方が持てるかどう

か、２点目の中の３問目として再質問を求めま

す。 

 ３問目の意向調査の現状ですけれども、これは

七飯町森林整備計画書の中の文にあるところなの

てすが、経済的に成り立たない森林については、

市町村が自ら経営管理が行うことができるという

ふうに計画書の中ではうたっています。これは意

向調査をしないと、どこがそういう範囲なのかと

いうことが確認はできないでしょうけれども、調

査が進んでいく中で市町村、我々が経営管理がで

きるとはっきりしたところから、逐一、手をつけ

ていくと、こういうお考えがないかというのが３

問目の再質問になります。 

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

   

（「議事進行」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 川上弘一議員。 

○１６番（川上弘一） 今、平松議員の発言の中

で軍川の河川改修事業、軍川の砂防事業、蒜沢川

の砂防事業、藤城川、水無沢川の砂防事業、   

                       

       防災・災害の特別委員会で練りに

練って道庁、あるいは開発のほうに要望書を出し

て、そしてどうかこの砂防事業が早期に完成する

ように委員会として出している案件なのですよ

ね。それを今のように、            

   言われると、非常に委員会としては傷つき

ました。削除をお願いします。 

○議長（木下 敏） 今、要は発言の取消しを求

めるということですか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 今、そのような議事進行が

かかりましたので、暫時休憩しまして議会運営委

員会を開催いたします。 

 暫時休憩をいたします。 

午前１０時１６分 休憩 

────────────── 

午前１０時４４分 再開 

○議長（木下 敏） 休憩前に引き続き、再開い

たします。 

 川上議員の議事進行に関わる議会運営委員会の

報告を求めます。 

 中川委員長。 

○１４番（中川友規） 川上議員からの議事進行

について、議会運営委員会において協議した結

果、平松議員の再質問の議事録精査のため、午後

１時まで休憩といたします。 

 以上、報告といたします。 

○議長（木下 敏） １時まで、暫時休憩いたし

ます。 

午前１０時４５分 休憩 

────────────── 
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午後 １時００分 再開 

○議長（木下 敏） 休憩前に引き続き、再開い

たします。 

 川上弘一議員の議事進行に関わる議会運営委員

会の報告を求めます。 

 中川委員長。 

○１４番（中川友規） 議会運営委員会で協議し

た結果、議事録精査をし協議した結果、平松議員

から一般質問の中で不適切と思われる発言があり

ましたので、発言取消の申出書の提出がありまし

た。 

 その結果、議会運営委員会では直ちに日程に追

加し、日程の変更を行い、この申出書について審

議することと決しました。 

 以上、報告といたします。 

  ─────────────────── 

追 加 日 程 の 議 決           

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） ただいま平松議員から発言

取消しの申出がありました。 

 お諮りいたします。 

 発言取消の申出の件を日程に追加し、追加日程

第１として日程の順序を変更し、直ちに発言取消

の申出の件を議題といたしたいと存じますが、こ

れに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、発言取消の申出の件を日程に追加し、

追加日程第１として日程の順序を変更し、直ちに

発言取消の申出の件を議題とすることに決定いた

しました。 

  ─────────────────── 

 追加日程第１ 

発言取消の申出の件 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 追加日程第１ 発言取消の

申出の件を議題といたします。 

 平松俊一議員から、一般質問の発言について、

会議規則第６３条の規定によりお手元に配付のと

おり、発言取消申出書に記載した部分を不適切な

発言であったとの理由から取消したいと申出があ

りました。 

 お諮りいたします。 

 この発言取消の申出を許可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） 若山雅行議員。 

○１５番（若山雅行） 反対ということで意見を

述べたいのですけれども。 

○議長（木下 敏） 異議があるということです

か。 

 要は反対ということは、異議があるという、討

論はないので、だから異議があるということです

か。 

 御異議があるということですので、起立により

採決を行います。 

 お諮りいたします。 

 平松俊一議員からの発言取消の申出を許可する

ことに賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（木下 敏） 起立多数であります。 

 よって、平松俊一議員からの発言取消の申出を

許可することに決定いたしました。 

 一般質問を続けます。 

 平松俊一議員の再質問より入ります。 

 平松俊一議員。 

○３番（平松俊一） いろいろ御迷惑をおかけし

まして申し訳ありません。 

 引き続き１問目の４点目に関する再質問を行わ

せていただきます。 

 災害と防災対策としての森林整備についての答

弁をいただきました。 

 これに対しまして、要望に合わせると同時に、

できることを同時進行ですべきではないかという

趣旨の再質問をしたいと思いますので、よろしく

お願いします。 

○議長（木下 敏） 農林水産課長。 

○農林水産課長（田中正彦） まず、１点目から

でございますが、初任者の研修という質問かに思

われましたけれども、そのとおりでしょうか。 

 チェンソーによる伐採作業等につきましては、

厚生労働省による労働安全衛生規則により、安全

対策に係る特別教育というのが必要になってまい

ります。この部分については、講習会に参加する
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という形になりまして、個人の技能取得という観

点から、そちらの方向では最終的には、そのなり

わいという形になりますので、そこの部分につい

ては譲与税の使用等については考えてございませ

ん。 

 また、２点目ですが、ウッドチッパーの購入の

質問があったかと思われますが、ウッドチッパー

の購入、また保管場所等の整備確保につきまして

は、需要と供給及び採算制も合わせて関係機関と

の協議を進めながら、検討してまいりたいと思っ

ております。 

 また、七飯町森林整備計画で大中山の大川地区

だと思われますが、木材等生産林で木が伐採され

るおそれがあってという形で言われておりました

が、実は七飯町の横津山系につきましては、頂上

付近から道有林、国有林という形で、道有林が

２,５７２ヘクタール、国有林は駒ヶ岳山麓も含

めまして３,４７７ヘクタールございます。 

 ここの部分については、ほぼほぼ水源涵養保安

林の機能を有する山林がございます。七飯町の民

有林の部分につきましては、大川地区におきまし

ては、土砂流出防備保安林という指定がされてお

ります。いずれにいたしましても、そこの部分は

木材等生産林という形で枠組みされております

が、そこの伐採、木を長伐期施業を導入すること

により、なるべく水源涵養機能を維持することに

努めるということとしております。 

 また、保安林においては、その地区その地区で

限度公表というのがなされます。その中において

最大伐採面積が水源涵養保安林ですと２０ヘク

タール以下なのですが、土砂流出防備保安林のほ

うは１０ヘクタール以下という形で、伐採される

面積も２分の１以下という形になりますので、水

源涵養機能の維持につきましては、そのまま保た

れるということになると思っております。 

 あと森林所有者への意向調査、ここの部分につ

いて町が施業する形のものがあるという形になり

ますが、この部分につきましては、下刈り、除

伐、間伐、間伐が必要な適切に管理されていない

人工林、これらの森林所有者に対して災害発生の

可能性のある場所を除き、森林施業に適している

と思われる部分についての人工林に対する所有者

の意向調査を行っております。 

 その中で町に経営管理等の移譲希望の有無を確

認させていただきまして、自分で施業等が行われ

る場合は特に問題ございませんが、移譲を希望す

るという場合、経営管理権集積計画案の提示・協

議をさせていただきます。ここの部分は道のほう

に、法に基づく調査勧告をしつつ、所有者が管理

できない部分で経営移譲というか、したいという

部分につきましては、町に経営管理権の移譲をし

ていただいて、民間経営者が施業して経済林に適

している部分については、そちらのほうに譲渡し

ていくという形で、それに適さない部分について

は町が施業を行うという仕組みになってございま

す。 

 ４点目につきましては、治山事業ですね、整備

予防を行っておりますが、町の市町村森林整備計

画に基づく森林整備計画を行うことにより、森林

の有する機能は十分に発揮されるということで、

災害防災対策につなげるものと考えておりますの

で、御理解のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（木下 敏） 平松俊一議員。 

○３番（平松俊一） １問目終わります。 

 続きまして、２問目に入ります。 

 町内小中学校における教育環境と運営について

の質問であります。 

 現在、町内の学校では、障害のある子どもと障

害のない子供が、可能な限り共に教育を受けられ

るように、条件整備を行っているところでありま

す。そして、児童生徒１人１人の教育的ニーズに

的確に応える指導が行えるよう、日々研さんを重

ねられており、その御努力には心より感謝を申し

上げたいところであります。 

 本年からは５歳児健診も開始され、学校現場職

員の方々にとっては、必要な情報がより多く提供

されることと期待されるところであります。 

 しかしながら、子どもたちは日々成長過程で、

様々な問題や苦悩と葛藤しながら学校生活を送っ

ております。昔から言われている「手塩にかけて

育てる」こういうことのためには、まだまだ多く

の支援が必要と思われます。そのためには、学校

経営資源をできるだけ子どもたちに集中するた

め、次の点について伺います。 



－ 8 － 

 １点目、教職員の負担軽減に向けてということ

が、教育長の所信表明にも出ておりましたけれど

も、この軽減負担に向けて学習支援員、特別支援

員の現状とその増員について伺います。 

 ２点目は、校舎内の環境測定と冷房の必要性に

ついて伺います。 

 ３点目、電気暖房の現状と今後について。 

 ４点目は、大中山小学校の暖房設備設計の見込

みと現状の差についてお尋ねをいたします。 

○議長（木下 敏） 教育次長。 

○教育次長（扇田 誠） それでは、１点目の学

習支援員と特別支援教育支援員の現状につきまし

ては、学習支援員が１１名、特別支援教育支援員

が１０名の配置となっております。増員の件につ

きましては、現体制の人員で支障はないと判断し

てございますので、財政上のことも含めまして、

現状維持での体制を考えているところでございま

す。 

 ２点目の校舎内の環境測定につきましては、学

校保健安全法による学校環境衛生基準が定められ

ており、学校薬剤師の指導・助言のもと、教職員

が日常点検を行っているところでございます。 

 また、冷房の必要性につきましては、現在の当

町小・中学校の設置状況は、コロナ感染対策によ

りまして全ての学校の保健室、また一部ではあり

ますが、特別支援級に設置させていただいており

ます。その他の普通教室の高温対策は、網戸や扇

風機による換気対策を行っているところでござい

ます。 

 ３点目の電気暖房の現状と今後につきまして

は、現在、電気暖房を行っている学校は、大中山

小学校と七飯中学校の２校でございまして、燃料

費については令和２年度決算見込みでは、約１,

６４０万円の推計をしてございます。 

 また、今後につきましては、第５次七飯町総合

計画後期基本計画で、七飯中学校長寿命化改修工

事の事業に着手する予定となってございますの

で、その際には暖房設備についても再検討してま

いります。 

 ４点目の大中山小学校の暖房設備設計時の見込

みと現状の差については、校舎棟ではプロパンガ

スと木質チップボイラーによる暖房、体育館は電

気暖房となっております。計画時の暖房料金見込

みは年間ベースで、校舎棟が５０４万円、体育館

が１３９万円、合計で６４３万円程度と見込んで

おりましたところ、令和元年度実績では校舎棟が

３２７万円、体育館が４６６万円、合計で７８２

万円でございました。令和２年度の決算見込みで

は、校舎棟が３５３万円、体育館が４５６万円、

合計で８０９万円でございます。 

 計画時と２年間の実績を比較しますと、校舎棟

が約３０％減で１６０万円ほど下回ったのに対し

まして、体育館では３２２万円ほど上回り、合計

では約２４％増の１５２万円増加する結果となっ

ております。 

 燃料費の使い方を分析してみますと、校舎棟は

木質チップボイラーを２４時間稼働させ、プロパ

ンガスによるバックアップボイラーを稼働させな

いことで、廊下やホールの床暖房で暖まった空気

を教室内に引き入れることにより、プロパンガス

による暖房を極力減らしたことで減額となったも

のと考えております。 

 一方、体育館については、計画時では電気暖房

機を２４時間フル稼働することなく室温・温度設

定を２０度として推計し、災害時には避難所とし

て活用することから、室温を一定期間維持できる

土壌を蓄熱し、床暖房の電気暖房としておりま

す。体育館は、学校開放事業でのサークル活動を

中心とした地域活動の拠点として、冬期間は平日

が午後３時から夜８時まで、休日は午前８時から

午後８時まで常時使用されており、また、暖房を

１度止めて冷えた後に室温を上げるためには長時

間かかってしまい、学校の授業にも支障を来すこ

となどから２４時間フル稼働にしたことが、電気

暖房料を押し上げた要因と考えております。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 平松俊一議員。 

○３番（平松俊一） それでは再質問を行いま

す。 

 １問目は、早い話現状維持ということなのです

けれども、昨年からコロナ禍という特殊な要因が

入りまして、非常に一般家庭内もそうでしょうけ

れども、子供たちにもただならぬムードといいま

すか、雰囲気みたいのが入ってきているというこ
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とで、孤立をしたり、極端な話自殺をすると。昨

年の文科省の調査では、高校・中学・小学、全部

合わせて４７９名、これは統計をとって最高の人

数だという経過が報告されております。 

 恐らくコロナによるいろいろなストレスだと

か、そういうことが家庭だとか学校で、こういう

ことにつながったのかなと推測をされます。こう

いうことに対応するためにも、少しでも支援員の

数を増やせないかという趣旨で今回質問を行いま

した。 

 再質問でお答え願いたいのは、この支援員、学

習支援員というのはどの程度経費がかかるのか、

それから特別支援員、どういった内容をするのに

どのぐらいのお金がかかるのかという説明をお願

いしたいと思います。 

 ２点目、冷房の必要性についてお尋ねをしまし

たけれども、職員の方が温度の計測をしていると

いうことなのですけれども、そういった記録デー

タというのは、きちんと保管をされているので

しょうか。それから、夏場は結構暑いと子供たち

も言っています。それで夏休み・冬休みで調整を

していくというようなことも考えておられるよう

ですけれども、基本になるのは、これだけ暑いか

ら寒いからこういうふうに持っていくという、そ

のための取りまとめたデータがあるかどうかを２

点目の再質問とさせていただきます。 

 ３点目は、大中山小学校と七中の決算見込みが

１,６４０万円、これちょっと山小が幾らで七中

が幾らかと分けて、再度、説明をお願いしたいと

思います。 

 ４点目は、小学校の大中山小学校ですね、暖

房。このことについて質問をしましたところ、校

舎棟のほうはほぼ問題ないのですが、体育館では

相当見込みと違うという値が出ていますね。 

 それでまず何点か再質問させていただきます

が、１点目、校舎棟で５０４万円、これは例えば

バイオマスの分が幾ら、プロパンの分が幾らと、

これをお答えください。 

 それから、昨年の１２月の定例議会にプロパン

ガスの追加補正１００万円出されておりましたけ

れども、これについて１２月の時点でプロパンが

足りなくなるという判断で出されたのですか。あ

のときに聞けばよかったのですけれども、今、振

り返ってみてここの説明をお願いしたい。 

 ３点目につきましては、教室等のプロパン暖

房、このプロパンの価格ですけれども、市場価格

と比較して普通に考えれば、一般家庭で少量使う

よりもあのバルクタンクで、大きなタンクで相当

な量使うと思いますので、単価的には安くなるの

ではないかなと思っていましたけれども、そう

いった市場価格と比較しながらプロパンの値段を

チェックしているというか、そういうことがあっ

たのかどうか。今までの話、今まででね、随意契

約して、それがどういった時点で見直しがあった

のかということを、再質問させてもらいます。 

 ４点目になりますが、灯油とバイオマス、これ

はトータルでも安くなっているので、予算内に収

まっていると思うのですけれども、１回目で聞き

ましたね、５０４万円の内訳、これを教えていた

だきたいということ。 

 それから、プロパンガス１００万円追加補正を

しましたけれども、中学校、ほかの小学校、それ

は考えなかったのか。要は多分、コロナで換気す

るので燃料費が高くなるだろうということで補正

組まれたと思うのですけれども、御説明は大中山

小学校だけだったものですから、ほかの学校では

そういう必要がなかったのかということをお尋ね

したい。 

 それから、今度は５点目になるのか、体育館の

温度を保つために結構な見込みと違う金額がか

かっていますけれども、間違いなく設定温度はた

しか２０度というふうにおっしゃっていたと思う

のですけれども、２０度で確保されているのかど

うか。 

 一般開放なんかで、想定よりも長く使っている

という御説明でしたけれども、最初の設計という

のは学校だけの使い方を想定した設計だったの

か。それと２０度というのは、間違いなく確保で

きているのかということを確かめたいと思うの

で、再答弁お願いします。 

 それから、情報防災課長のほうにお尋ねをしま

す。これは避難施設になっているわけです。例え

ば、避難施設として冬場に２０度という設定温度

が、例えば学校がやっているとおり保てたとし
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て、避難施設というのは２０度あればいいという

お考えなのかどうか。もし足りない、お年寄りの

方が寒いと言われた場合には、どういった対応を

するのかということをもし計画されているのであ

れば、その点について答弁を求めます。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 教育次長。 

○教育次長（扇田 誠） それでは、まず１点目

です。支援員の待遇の関係ですけれども、学習支

援員・特別支援員ともにパートタイムの会計年度

任用職員として、時給が１,２０１円、これを１

日５時間勤務、月２１日計算としまして、月額と

しましては１２万６,１００円となってございま

す。 

 業務内容につきましては、学習支援員につきま

しては、教室内で担任の先生と一緒に、学習の後

れがある生徒に付き添いまして指導するという内

容でございまして、特別支援員についてはいろい

ろな知的とか情緒だとかいろいろな症状がござい

ますので、そこにも何人かに１人というような形

で付き添って支援するという業務でございます。 

 また、２点目の記録データがあるのかでござい

ますけれども、これにつきましては、昨年４月の

令和２年第３回の臨時議会でコロナウイルス感染

症対策としまして、教室に扇風機と網戸を設置す

るための補正予算を計上した際に、季節外れの高

温があった６月中旬から下旬までの教室内温度の

記録データはございますけれども、７月から８月

にかけてのデータと冬期間のデータはとってござ

いませんでした。 

 ３点目、１,６４０万円、これの各学校の内訳

でございます。これにつきましては、大中山小学

校が４５７万円、七飯中学校が１,１８３万円、

合計で１,６４０万円でございます。 

 ４点目の体育館の関係でございますけれども、

まず計画時の校舎棟５０４万円の内訳でございま

した。これにつきましては、プロパンガス代が３

１９万円、木質チップ代が５７万円、チップボイ

ラーの維持費が１２８万円となってございます。 

 ２点目、新型コロナウイルス感染症対策としま

しては、教室の換気を行うことによりまして、プ

ロパンガスの教室内暖房、廊下分を見込んだとい

うことでございます。 

 ３点目の市場価格の比較でございますけれど

も、プロパンガスの料金は自由価格となってござ

いますので、当町の従量料金の契約単価は１立米

３５０円プラスＣＰ・ＭＰ連動を加えた額で契約

してございます。一般社団法人のプロパンガス料

金と、消費者協会が算出しました直近の令和３年

２月の函館市の料金によりますと、基本料金は

１,６００円、従量料金が立米４８０円となって

おります。当町の２月分の基本料金は１,１００

円、従量料金が３３９円、これと比較いたしまし

ても、基本料金及び従量料金ともに割安というこ

とになってございます。 

 大中山小学校以外の追加の必要が、補正なかっ

たのかという質問でございましたけれども、プロ

パンガス以外の暖房料の重油や灯油などにつきま

しては、当初、予算積算時の単価よりも低く推移

したことによりまして、予算内で収まってござい

ます。 

 あと、大中山小学校以外は灯油や重油となって

ございますので、これも同じように各学校とも予

算内で収まるということでございます。 

 ５点目の設計時の２０度設定、これについては

気温が２０度になるようにしてございますけれど

も、外気の冷え込み状況や学校開放の利用状況、

さらには新型コロナウイルス感染症対策のための

換気の実施によりまして、室内温度を素早く上げ

るためには、設定温度を３０度近くまで上げる場

合もあったということでございます。 

 また、先ほども申し上げましたが、１度、室温

を低く抑えると、温度を上げるためには長時間要

することから２４時間フル稼働としたことが、電

気料金を押し上げてしまったものというふうに考

えております。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 情報防災課長。 

○情報防災課長（若山みつる） それでは、避難

所の温度の関係、それから寒さの対策ということ

で答弁してまいります。 

 初めに、２０度あれば避難所としては十分なの

かという御質問ですが、避難所としては温度の設

定が何度以上ということを特に定めてはございま
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せん。 

 また、寒さの対策といたしましては、町の備蓄

品でポータブルストーブ、毛布、断熱のブラン

ケット、それらを備蓄しておりまして、町内のそ

れぞれの地区の防災備品倉庫に格納してございま

す。災害時にもし避難所で寒いということになり

ましたら、その防災倉庫から直ちに避難所のほう

に運び出して、寒さの対策を行うということを考

えてございます。 

 また、避難所には、このような寒いときの避難

所には、避難の際に暖かい格好で避難してくださ

いということを周知しながら、寒さの対策という

ことを考えてございますので、御理解いただけれ

ばと思います。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 平松俊一議員。 

○３番（平松俊一） 学習支援員も特別支援員も

パートさんで、大体１２万６,０００円くらいと

いうことなのですね、一月で。思ったほど高くな

いのですけれども、まず、その説明は分かりまし

た。 

 何が言いたいかといえば、そのぐらいであれば

もう少し増やしてもらいたいという、実際に現場

の職員の方のお話を私伺っています。やはり今ま

で、ほかの地区と比べても七飯町はしっかりやっ

ているという評価いただいていたことは確かなの

ですけれども、それでも現場はかなり大変だと

おっしゃっていますので、もう少しこの辺の配慮

ができないかという再質問をさせてもらいまし

た。まず、この点については理解しました。 

 ２点目に関しては、データは年中通して取って

いるということではないということですね。夏場

の暑い話は、網戸をつけました。それから、保健

室ですとか、支援級には一部エアコンつけました

ね。これ木古内町は小・中学校全部が、換気ので

きるエアコンをつけています。４,７００万円か

ら予算をつけて。経費がかかるのでという答弁も

ありましたので、できる限りのことを今やってい

らっしゃるというのは分かるのですが、夏場暑い

という子供たちの声も相当聞いていますので、何

か、例えばそれに代わるまでＵＶカットのシール

を張るだとか、ガラスに、若干室内温度が下がる

ということもあります。何かそういった対策をこ

れから考えられないのかということを再度、また

質問させてもらいたいと思います。 

 ３点目の電気暖房の再質問で分けてくださいと

言ったら、山小が４５７万円の電気代、これで勘

定合うのですかね。それに違うな、体育館の蓄熱

式の電気代しかないと思ったのですけれども、こ

れ見込みだから。例えば令和２年の見込みでは、

合っていますね、一けたが違うというような、あ

るのですね。 

 すみません。そうすると、七中が１,１８３万

円の電気代かかっていると、七中はたしか全部、

体育館含めて電気暖房でしたか。床面積をきちん

と調べないと、話見えないかもしれませんが、全

校舎を暖めて１,１８３万円、大中山は体育館だ

けで４５０万円、６０万円実績としてかかってい

る。もう１度、この件について再々質問させても

らいますけれども、設計時というのは、大中山小

学校の体育館の電気暖房の最初の値は１３９万円

で済むという設計だったのだけれども、実際には

４５０万円、６０万円かかっている。その理由と

して、一般開放で相当使うからだという答弁だっ

たのですけれども、もともと電気暖房の設計をす

るということは、一旦冷えたらなかなか暖めるま

で時間がかかるからというそういう想定という

か、設計条件で１３９万円というのが出てなかっ

たということなのですか。 

 前の校舎も今の校舎も一般開放していましたよ

ね、ということは設計条件の中に一般開放すると

いうことが、盛り込まれて当然だと思うのですけ

れども、その点についての答弁を求めたいと思い

ます。 

 コロナで換気したり何なりするので、高くなる

という補正を組んだけれども、灯油等の単価が安

くなったので間に合ったという御答弁、これは了

解しました。 

 一般開放するときに３０度ぐらいの設定にする

と、ちょっと前に聞いたのと同じことの繰り返し

になりますけれども、体育館を使うときには２０

度の設定だけれども、一般開放するときには３０

度に上げるという答弁に聞こえましたけれども、

そんな簡単にコントロールできるのですか。子供
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ら帰った後に一般の人が入ってくるのに、急にダ

イヤルを上げると３０度に上がると、そういうも

のではないと思うのですけれども、この３０度と

いうので２４時間ずっと暖め続けたという説明な

のでしょうか。ちょっとそこが腑に落ちないので

すけれども、これについての再答弁を求めたいと

思います。 

 それから、情報防災課長の答弁のほうは、支度

をしてきてもらうので、毛布・ストーブで間に合

うだろうということですね。あれだけの大容積の

体育館を避難施設にするということは、かなりス

トーブなんかの台数・毛布が必要になるのかな

と。子供たちに聞きましても、体育館やっぱり寒

いと言っていますよね、お年寄りがそこで一晩過

ごすとなれば、３０度ぐらいの設定でも果たして

どうなのかね、熱がみんな上に逃げていきますか

ら、もし何か言い足すことがあれば情報防災課長

のほうで。先ほどの説明は納得しました。毛布・

ストーブで対応するということで、それは分かり

ました。 

 再々質問以上です。お願いします。 

○議長（木下 敏） 教育次長。 

○教育次長（扇田 誠） まず、エアコンが木古

内の小・中学校で設置されているということでご

ざいましたけれども、学校や児童生徒数が規模が

小さい自治体では、エアコンの設置に向けて進む

ことは、非常に難しいことではないかもしれませ

んけれども、当町の場合は児童生徒２,０００

名、また教室については１００教室ございますの

で、その工事費となると、１度見積もったデータ

からは約１億円強かかるということになってござ

います。 

 これに代わる工夫、対策につきましては、現在

のところ扇風機と網戸をつけて換気するというよ

うな対策をとってございますけれども、これに代

わる新たなものはないかどうか、今後、こちらの

ほうで研究をしてまいりたいというふうに思って

ございます。 

 また、そもそも電気料が高いということで、設

計時点がおかしかったのではないかというような

質問でございましたけれども、これもやはり設計

時よりも体育館の使用時間の延長や使用頻度が上

がったこと、また、１度冷えた室温を設定温度ま

で上げることの電力量なりも考慮しまして、２４

時間フル稼働としたことが電気料金を押し上げた

ということでございます。 

 それで３０度の設定につきましては、設定につ

いてはすぐ変えることはできるのです。それで１

度冷えた室温を２０度まで上げるということは、

やっぱり大きく３０度まで引き上げて対処しなけ

ればならないという時がございましたし、常時そ

れをやっているわけでなく、寒いというふうに感

じた場合そういう設定をしているので、これはそ

ういう場合があるということで御理解していただ

きたいというふうに思います。 

 また、単価の見直しですか、これについてはＣ

Ｐ・ＭＰ連動を前月と比較しまして、その差額に

ついて契約をし直して再度契約しているというこ

とでございますので、市場価格との差はないとい

うことでございます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 情報防災課長。 

○情報防災課長（若山みつる） 体育館の寒さ対

策、これで足りるのかという御質問だったと思う

のですけれども、足りるかどうかというのは、

ちょっと実際にシミュレーション等したことござ

いませんので、今、備蓄している台数で避難所と

なる体育館等が十分に暖められるかという検証ま

では、正直できてございません。 

 ただ、大きな災害となったときに、たくさんの

避難所が開かれる場合には、現在、ポータブルス

トーブで、ちょっと正確な資料が今手元にないの

ですけれども、二十五、六台備蓄しているのです

が、これで足りるかどうかというのを今後も検討

しながら、必要に応じてストーブと、また、夏の

暑さ対策というのも考えていかないとならないと

いうことも、課内では協議しているところでござ

いますので、合わせて引き続き協議してまいりた

いと考えてございますので、御理解のほどよろし

くお願いいたします。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 平松俊一議員。 

○３番（平松俊一） １点だけ再々質問させても

らいますが、合点がいかないのは、体育館の電気
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暖房の設計ですよね。先ほどもお聞きしましたけ

れども、そこ明確にお答えいただいていません。 

 もともと一般開放していた体育館を設計し直し

たわけですから、一般開放前提で設計するのが普

通だと思います。それが当初、一冬１３９万円で

済むであろうということでスタートして、１年目

で４６６万円、２年目で４５６万円と、いずれも

３倍強の電気代がかかっているわけですね。 

 前にも１度質問しましたけれども、公共施設は

当初５０年くらいの設計のものを、７０年くらい

使っていこうということでお答えになっていま

す。今、何年かたちましたけれども、都合これか

ら７０年くらいこの方式でずっとやっていく、そ

れからバイオマスにしても１５年で何か設備の入

替え、それから何年だったかな、結構入替える

と。その中で電気代は、一向に安くなっていかな

いままであれば、これは相当大変なことになって

くると思いますよ。 

 前に経費のことを御質問していますが、床面積

が広くなったのだという答弁でしたけれども、基

本的にこれだけ想定外の金額で進むのであれば、

たしか４タイプ、大中山小学校の暖房は、灯油だ

け、プロパンだけ、バイオマスボイラーと灯油、

バイオマスボイラーとプロパンと、４タイプの設

計比較をして一番高いものを選択したのですよ

ね。なおかつ、設備更新というのもある、電気代

も高いと。こうなると、どうしようもなくお金か

かり続けるわけですけれども、設計と違うという

ことが、例えば我々民間で家を建てて、年間これ

ぐらいで済みますよといって家を建て直した、と

ころがその３倍も経費がかかる。そうすると、そ

のハウスメーカーには、話が違うでしょうという

ことになりますよね。教育委員会はそういう判断

ないのでしょうか。普通に考えたら、１３９万円

で済まないのだから差額分払ってくれとか、もし

くは古い話ですけれども、大中山中学校で防水が

破れて漏水があって、百条を付した調査特別委員

会つくっていますね、できたすぐ後に。 

 それから、私ももう議員になっていましたけれ

ども、藤城小学校、ここでは体育館で結露が起こ

る、換気が悪い、設計事務所が責任持って夏休み

に何百万円かお金かけて直していると。こういう

経緯考えますと、これは設計事務所の責任という

のは相当あるように私は思う。調査特別委員会を

つくるに値する事案ではないかなと思うのです

が、この点について教育委員会はどういうふうに

判断なさいますか。 

○議長（木下 敏） 教育次長。 

○教育次長（扇田 誠） 当時の設計時の見積も

りにつきましては、先ほど申し上げましたとおり

２００万円弱で収まるのではないかという設計で

ございましたけれども、これにつきましては当時

の計算では、１日２４時間のところを２２時間で

いいというような感じで、設計時点では計算をし

てございました。 

 これにつきましては、実際、使われ方、サーク

ル活動等、以前と大きな変化はないのではないか

ということでございましたけれども、やはり蓄熱

式の土壌については、暖め直すには長時間かかり

ますので、これについてはどうしようも致し方な

いというふうに現在のところは思っているところ

でございます。 

 また、これにつきましては、学校や地域のサー

クルの方、また利用される方々と学校の運営協議

会、コミュニティスクール等を今後の節電方法と

かを検討して、今後の学校経営についての何とか

協議を進めながら、設定温度を低くしながら電気

料金を抑えていきたいということで協議をする考

えでございますので、それについて御理解してい

ただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 平松俊一議員。 

○３番（平松俊一） ちょっと答えになっていな

いと思います。これは、あと同僚議員と、また別

な機会でお話をさせていただきたいなと思いま

す。 

 ２問目これで終わりまして、３問目に移らせて

いただきます。 

 町発注案件に関する入札執行と随意契約につい

てであります。 

 地方自治体の発注案件の契約は原則として一般

競争入札によると、地方自治法第２３４条第２項

で義務づけられております。また、指名競争入札

及び随意契約は法に定められた場合のみ行うこと
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ができ、競争入札を行っても落札しない場合など

は、随意契約に移行することができるとも地方自

治法施行令で定められております。 

 一般競争入札を正しく運用すれば予算の無駄が

なく、極めて公平かつ透明な制度ではありますけ

れども、手続が煩雑で、小規模事業者には参入し

づらいデメリットがあるとも言われ、また談合が

常態化すると競争入札のメリットが全く生かせな

いため、談合防止策が極めて重要となる制度でも

あります。 

 町財政が逼迫しているということを鑑み、経費

節減の一丁目一番地である入札執行と随意契約に

関する次の点について伺います。 

 １点目、当初予算で発注予定の年度内で一番発

注金額の大きい案件、いわゆる一番工事のみを全

く条件のない一般競争入札にするということにつ

いて。 

 ２点目、地元企業を優先的に落札させる、これ

町長の方針ですが、この効果について。 

 ３点目、随意契約を採用する基準について伺い

ます。 

 ４点目、一般競争入札による一社入札が発生し

た場合について伺います。 

 ５点目、指名競争入札で辞退があって、一社入

札になった場合について伺います。 

 最後６点目、地方自治法第９２条の２の解釈と

運用についてお尋ねをいたします。 

○議長（木下 敏） 土木課長。 

○土木課長（佐々木陵二） 答弁の前に１点お伺

いしたいのですが、通告前段の中で地方自治体の

発注案件の契約は原則として一般競争入札による

と、地方自治法第２３４条第２項で義務づけられ

ているとありますが、地方自治法第２３４条第２

項では、条文を読み上げますと、前項の指名競争

入札、随意契約又は競売りは、政令に定める場合

に該当するときに限りこれによることができると

なっておりますので、一般競争入札につきまして

は地方自治法第２３４条となりますので、２３４

条での御質問であると解釈し、お答えしてよろし

いでしょうか。 

○議長（木下 敏） 平松俊一議員。 

○３番（平松俊一） お願いします。 

○議長（木下 敏） 土木課長。 

○土木課長（佐々木陵二） では、１点目、３点

目につきましては、七飯町の入札制度の概要とい

たしまして工事関係でお答えいたしますが、制限

つき一般競争入札では、予定価格が５億円以上２

４億７,０００万円未満、地域限定型一般競争入

札では補助事業においては１３０万円以上５億円

未満、町単独工事においては１,０００万円以上

５億円未満、指名競争入札では１３０万円以上

１,０００円未満、随意契約では予定価格が１３

０万円未満、このほかの随意契約といたしまして

は、設計変更や追加工事等で発注した工事と切り

離すことが著しく困難または不利となる場合は、

受注者と随意契約する場合があります。 

 入札制度の概要といたしましては、金額で発注

方法を取り決めておりまして、議員御質問の一番

工事という表現は何を示しているか分かりません

が、事業費が１番大きな工事ということでの質問

ということでありましたら、その工事だけを条件

なしの一般競争入札にすることはいたしません

し、発注金額の大小にかかわらず説明どおりの概

要で運用してまいります。 

 ２点目につきましては、地元企業を優先的に落

札させているということはございません。各種入

札制度を利用し、法令遵守で入札を行っておりま

す。町発注工事を町内業者が受注することは、地

元発注・地元雇用・地元調達の観点からも地域の

発展のためには必要なことだと思いますし、七飯

町の社会循環の観点からも大変効果的なものと考

えております。 

 ４点目につきましては、過去に平松議員の一般

質問等で幾度となくお答えしておりますが、一般

競争入札においては公告を出した時点で、入札競

争原理が働いておりますので、１社入札になった

としても何の問題はございません。 

 ６点目につきましては、地方議会の議員は地方

自治法第９２条の２により兼業を禁止されており

ます。その概要は、当該普通地方公共団体に対し

請負をする者及びその支配人又は主として同一の

行為をする法人の無限責任社員、取締役執行役員

もしくは監査役もしくはこれに準ずるべきもの、

支配人及び清算人たることができないとなってお
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ります。 

 請負の範囲につきましては、兼業の禁止は普通

地方公共団体の議会の議員が、当該普通地方公共

団体との間において利害関係に立つことを禁止

し、議会運営の公正と事務の執行の適正を保障す

ることを目的とするものであるとなっておりま

す。したがいまして、建設工事に関しましては兼

業に抵触し、禁止されている事項に該当するもの

と思われます。 

 建設工事関係の答弁といたしましては、以上と

なります。 

○議長（木下 敏） 総務財政課長。 

○総務財政課長（俉楼 司） それでは、私から

は３点目、５点目、６点目の答弁をいたします。 

 まず、３点目の随意契約の基準でございます。 

 随意契約とする場合は、地方自治法、地方自治

法施行令、七飯町契約規則及び七飯町契約規則運

用方針により適正に執行しております。具体に

は、地方自治法施行令第１６７条の２第１項の第

１号から第９号までの各号に該当する場合、随意

契約が認められております。 

 次に、５点目についてお答えいたします。 

 指名競争入札の執行の際１者を除いて他のもの

が入札に参加しない場合、または入札を辞退した

際における１社の入札の取扱いについては、該当

入札者は入札参加者が１社しかいないことを知り

得ないことから、競争性は確保されていると考え

るのが妥当であり、該当指名競争入札は有効に成

立したと認めることが適当であると、地方公共団

体の契約制度を実務的な留意点に触れ解説してい

る地方公共団体の契約実務の要点などに記載がさ

れております。 

 ただし、前日までに他者が参加しないことの意

思が事前に確認できた場合は別の業者を指名し、

改めて指名競争入札を行うこととなります。 

 次に、６点目の地方自治法第９２条の２の解釈

と運用についてお答えいたします。 

 地方自治法第９２条の２は、地方公共団体の議

会の議員の兼業を禁止するものを定めたもので、

議員は議会の審議、議決を通じて当該地方公共団

体の事務や事業に影響力を持つため、議員個人と

して直接的利害を持つことを禁止し、一般住民か

ら不審や疑惑を招くことを排除し、議会の公正な

運営を確保するため、個人において直接請負をす

ること、当該地方公共団体に対する請負業が法人

の全体の業務量の半分を超える法人の役員に就く

こと自体を禁じているものでありますので、町の

立場としては法の趣旨にのっとり、適正に対処し

ているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 平松俊一議員。 

○３番（平松俊一） ３点目の随意契約のところ

で、教育委員会のほうに質問をしたいのですけれ

ども、大中山小学校のプロパンを入札をせずに随

意契約でやったと。これについて前に質問をした

ときに、教育委員会のほうの答弁としては、小学

校の設備を行った業者の指定業者は町内に１社し

かなくて、そこと随意契約をしたという答弁があ

りましたけれども、今回の民生文教常任委員会の

報告書にも同様なことが報告されています。 

 ここではプロパンガスの供給と設備の保安業務

を併せて契約することについては、液化石油ガス

の保安確保及び取引の適正化の法律の規定により

プロパンガスを供給する業者が、設備の保安業務

を行うことが定められているということで、同じ

説明になるかと思うのですけれども、そこの解釈

についてお尋ねをしたいのですが、非常にちょっ

と分かりづらくなるかもしれませんけれども、例

えば私は一応電話でですが、プロパンの幾つかの

協会とかそういうところに聞いたことでの質問な

のですが、例えば小学校のプロパンの設備をつ

くった業者が、そのままその設備を持っているも

のであればこの説明は当たると、指定業者がそこ

に入れるというのは合っていると。 

 ただし、設備の工事が終わって町のものになっ

ているわけですから、その設備にガスを入れる業

者は、どこかが決まったら、そこで責任持ってや

ることなので、設備施工した業者の指定店でなく

ても構わないという解釈だというふうに私は説明

を受けましたので、この点について教育委員会の

判断を求めたいというのが一つ。 

 それから、最後の６点目の議員の兼業禁止と、

これの説明では個人、議員個人の経営している会

社が請負は禁止されていると。ただし、法人とい
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う言葉使いませんでしたけれども、恐らく法人の

役員ということになると思いますので、それは数

量で、例えば会社全体の売上げの半分を超えなけ

れば問題ないという御説明だったと思うのですけ

れども、そこを確かめたい。 

 これは平成３０年の４月２５日の通達です。発

行したのは総務省自治行政局行政課長、宛先は各

都道府県総務部長、「地方議会に関する地方自治

法の解釈等について」という通知です。 

 これは今、私が説明しましたこととちょっと違

うのだな。例えば、議員が役員をしているとき

に、会社の売上げを５０％超えなければいいのだ

という町の判断、こういうことに対していろいろ

あちこちから質問が来たということなのでしょう

ね。それに対する回答の通知ということで、「各

都道府県総務部長におかれましては、貴都道府県

内の市区町村の長及び議会の議長に対しての本通

知の周知をよろしくお願いします」という前文が

あります。それで地方自治法第９２条の２等の解

釈について、議員は当該地方公共団体に対し請負

をする者等足ることはできないこととされていま

す。これは議会運営の公正を保障するとともに、

事務執行の適正を確保することを趣旨とするもの

ですと。わざわざこういう文書が送られてきてい

るのですけれども、これとの合致というのはどう

なのか、御答弁を願いたいと思います。 

○議長（木下 敏） 教育次長。 

○教育次長（扇田 誠） まず、大中山小学校に

設置しているプロパンガスのガスバルクにつきま

しては、岩谷産業の供給品でございまして、当

時、地域の事業会社でございますイワタニ北海道

が、北海道から設置許可を受けて今現在設置され

ているとございまして、プロパンガスの卸元でご

ざいます岩谷産業株式会社が継続的売買契約を締

結している燃料業者は、町内では現在契約してい

る１社のみとなってございます。 

 これにつきましては、当時から教育委員会の判

断としましては、災害時にも近距離にある、また

町内で卸元の契約している業者を１社ということ

でございますので、随意契約を行っているという

判断でございます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 総務財政課長。 

○総務財政課長（俉楼 司） それでは６点目の

御質問について、私のほうから御答弁してまいり

ます。 

 まず、議員の先ほどおっしゃっていた直接請負

をすることを禁止するというような法律の解釈で

ございますけれども、ここは個人においては大き

い小さいにかかわらず、直接請負をすることを禁

止するというものでございます。 

 また、先ほど御答弁申し上げましたけれども、

当該地方公共団体に対する請負量が法人の全体の

業務量の半分を超えるような法人の役員に就くこ

と自体を禁止しているというようなつくりでなっ

てございます。 

 ただ、そこの私、約半分と申し上げましたが、

過去の判例の中で４７％だとか４５％程度で、そ

こは法律に抵触しているというような最高裁の判

例がございます。これも承知をしているところで

ございますが、それらにつきましてはそれぞれの

ケース・バイ・ケースであると思いますので、こ

こでは何の事項についてのお話かというところも

ありますので、約半分ということで御答弁させて

いただきました。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 平松俊一議員。 

○３番（平松俊一） 教育委員会のほうにお尋ね

をしたのは、答弁としては、設備は岩谷産業のも

のだという答弁に聞こえますけれども、これ町が

発注して町のものではないのですか。町のものに

なったら、町はそのプロパンを納入する業者を改

めて選んで、選ばれた業者が町の設備にガスの充

塡をする、そしてそれに対する責任を負うという

解釈ができないかということなので、もう１度答

弁を求めたいと思います。 

 それから、総務課長のほうにもう１度お聞きを

しますけれども、なかなか判例を挙げてもきちん

と出てこない問題なので、確かに難しい御答弁に

なるかと思いますけれども、先ほど読み上げまし

た総務省から出ている通知これが出された後、い

ろいろな自治体で自治体側も議会側もかなり倫理

条例みたいなものをまとめ上げてきているのです

よね。 
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 いろいろな表現があります。例えば、議員が代

表者でなくて、配偶者の方を代表者にしてやって

もだめだとか、二親等以内血族又は同居の親族と

して経営されている会社、これもだめだという自

治体もあります。こういうことに対して七飯町は

どう判断されるのかという質問ですので、もう１

度答弁をお願いしたいと思います。 

○議長（木下 敏） 教育次長。 

○教育次長（扇田 誠） まず、ガスバルクにつ

きましては、所有権は町にございます。ただ、随

意契約については、法律においては充塡する業者

が保守を請け負うということでございまして、一

般家庭と違いまして、学校は総延長で１,０００

メーターぐらいガス管ありますので、これについ

てはやはり保守を一体とした町内で唯一の売買契

約している１社にしたということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 総務部長。 

○総務部長（釣谷隆士） それでは、９２条の２

の関係でございますが、議員おっしゃる自治体の

中では、そういう倫理条例等の部分でそういうも

のを決めている自治体もあるという話ですけれど

も、自治体というよりも議会基本条例等の議会側

の決めではないかというふうに私は考えておりま

す。思っております。 

 そもそも論の話でございますが、地方自治法９

２条の２というのは、議員に課せられた制限でご

ざいます。それを守らなければいけませんよとい

うそういうところで、自治体に対してというか、

町自体がその制限を受けているとか、それをどう

しているということではなく、議員の部分に対し

ての制限が課せられている。それに対して抵触す

る場合には、議会の議決をもって議員の資格とい

うものをどうするかというもの、そういうことを

議会の中でやっていかなければならないと定めて

おるのが１２７条に定めてございます。 

 それの発議権、発案権というのは、議員に専属

するというふうに解釈の中に記載されているもの

がありますので、町側にそこの部分までの権限が

ないと。そういう部分までを解釈を求められても

どちらかというと、それは議員に課せられたそう

いう使命であるというふうにしか答弁のしようが

ございませんし、町側としましては法にのっとっ

た執行していくという答弁以外に、答弁のしよう

がないというふうに御理解いただきたいというふ

うに思います。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 平松俊一議員。 

○３番（平松俊一） 最後に、１点のみ質問をさ

せていただきます。 

 これは例えば、次の選挙に立候補を考えている

方が会社経営をなさっていると、それで町との取

引がある。こういった場合に奧さんを代表者に代

えて、自分は役員ではないのだということで町と

の取引は５０％以内であれば、問題ないという解

釈ができるかどうかと、こういうことのまとめの

質問になると思います。 

 倫理条例だとかそういうのは、確かに議会側に

あります。それも承知しています。ただ、同じよ

うに自治体側も決めている自治体があるというこ

とで、先ほど述べました。議会側にあるというの

は、おっしゃるとおりで分かりました。 

 確認ですけれども、今、言いましたように、誰

かが議員になる場合に、自分が経営者だったのだ

けれども奧さんに代表権が移って、自分は会社の

経営に携わっていないということが認められれ

ば、それは解釈で普通にやれるという答弁だった

と思いますけれども、間違っていませんか。 

○議長（木下 敏） 総務部長。 

○総務部長（釣谷隆士） ほかの自治体の決めが

どうなのかということ、ただ、法の解釈ですの

で、地方自治法ここ曲げるわけにはいきませんの

で、書かれているとおりでございますので、そこ

のところは町がこれを超えて、国の法律を超えて

そこのところ制限をかけるだとか、そういうこと

には基本的にはならないものと。そこのところを

やっている自治体のケースというのは、私は

ちょっと把握してございません。それは個人的に

は勉強してみたいと思いますけれども、答弁とし

ては、地方自治法に定められたとおりに執行して

いくものと、それ以上のことは答弁申し上げられ

ませんので御理解ください。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 平松俊一議員。 



－ 18 － 

○３番（平松俊一） おっしゃっていること半分

分かるのですけれども、会社経営をしている人が

議員になる、なった、それで役場との取引があ

る。そうするとちょっとまずいので、奧さんなり

お父さんなり子供なりに代表権を移して、実際に

は自分で会社経営をしていますけれども、代表者

になってないから大丈夫だという解釈ができるか

どうかということを聞いている。その解釈ができ

るのかできないかで、答弁願いたいと思います。 

○議長（木下 敏） 総務部長。 

○総務部長（釣谷隆士） 何度も同じ答弁になり

ますが、その分は前の答弁のとおり、９２条の２

の次にございます１２７条の規定により、そこの

ところの発議権というのは議員にあるということ

が定められてございますので、その解釈と判断は

議会でするべきものということですので、私のほ

うからの答弁にはできないということで御理解い

ただきたいと思います。 

○議長（木下 敏） 暫時休憩いたします。 

午後 ２時１５分 休憩 

───────────── 

午後 ２時２５分 再開 

○議長（木下 敏） 休憩前に引き続き、再開い

たします。 

 一般質問を続けます。 

 通告順に発言を許します。 

 田村敏郎議員。 

○５番（田村敏郎） それでは、通告に従いまし

て一般質問をしてまいりたいと思います。 

 大きく二つありますけれども、まず、１のほう

からまいりたいと思います。 

 令和３年度七飯町施政方針について。 

 令和３年度七飯町施政方針にうたわれている次

の点について伺いたい。 

 １、１７ページの大沼国定公園の管理運営につ

いて。 

 ２、１８ページの雇用対策について。 

 ３、１９ページの自立する自治体経営につい

て。 

 ４、２０ページの「観光業や飲食業を中心に多

大な打撃を受けており、さらに底辺が拡大するこ

とも考えられ、」とは何か。 

 以上、４点についてお願いいたします。 

○議長（木下 敏） 商工観光課長。 

○商工観光課長（福川晃也） それでは、私のほ

うから１点目、２点目、４点目につきまして御答

弁申し上げたいと思います。 

 １点目です。 

 これまで大沼国定公園の管理運営は、一般財団

法人自然公園財団が南大沼駐車場の利用料金によ

りこの事業費を賄っておりましたが、駐車場利用

の低迷により収支が悪化し、令和２年度をもって

撤退することとなってございます。 

 自然公園財団の撤退に関しては、七飯大沼国際

観光コンベンション協会などの関係団体や地域住

民や事業者などと意見交換や情報提供を行ってお

り、南大沼駐車場については無料としてほしいこ

とや、大沼国定公園の維持管理についても地元と

してできる得る限りの協力をしていきたいとの意

見のほか、自然公園財団による管理がされていな

かったころのように、維持管理に対する町からの

支援の要望等をいただいているところでございま

す。 

 これらにつきましては、大沼国定公園の管理者

である北海道に対して要望するとともに、町とし

ても令和３年度当初予算において、公園美化清掃

負担金として３００万円を計上し、北海道と十分

に連携し、地域とともに大沼国定公園の適切な管

理運営がなされるよう努めてまいります。 

 ２点目につきましては、雇用対策についてはハ

ローワークによる求人情報の提供や通年雇用化を

促進する南渡島通年雇用促進支援協議会を通じ

て、必要な技能を身につけるための技能講習や通

年雇用化に必要な知識の習得と効果的な就職活動

のための意識啓発セミナーなどを実施してまいり

ます。 

 また、高齢者の能力を生かした活力のある地域

社会づくりを目指す七飯町シルバー人材センター

や、１５歳から４９歳までの就労を支援する函館

若者サポートステーションの活動を支援してまい

ります。 

 ４点目につきましては、新型コロナウイルス感

染症による影響につきましては、海外における感

染症の拡大による外国人観光客の激減に見舞われ
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ている観光業をはじめ、北海道独自の緊急事態宣

言、国の特別措置法に基づく緊急事態措置などに

基づく外出自粛により飲食業などに多大な影響を

及ぼし、今、なお収束の兆しが見えず社会経済に

大きな打撃を与えております。 

 長引く感染症による影響は、消費者と接する業

種だけでなく取引関係にある業種にも波及し、こ

れが繰り返されることで負の影響がより広範囲に

及ぶことが懸念されます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 町長。 

○町長（中宮安一） それでは私のほうから、４

点目について補足の答弁をさせていただきます。 

 今、商工観光課長が答弁したとおり、新型コロ

ナウイルス感染症のダメージは、より広範により

深く地域経済に浸透してくることが予想されま

す。町としては、引き続き民間企業への財政支援

を含めて、地域経済の立て直しに努力してまいり

ます。 

 しかし、新型コロナウイルス感染症収束のめど

がいまだに立たない状況で、限られた予算の中で

財政出動を続けることは、だんだんと厳しくなっ

てまいります。これまで国にしても北海道にして

も、感染拡大を防止するために緊急事態宣言や集

中対策期間を設けて、国民・道民の協力を得なが

ら活動を抑制してきました。 

 これは感染を防ぐ上では、発症者が確実に減っ

てきていることからもとても有効な手段ですが、

経済に対するマイナスの影響が大きく、非常に難

しいかじ取りをしなければならない状況が続いて

おります。このマイナスによる影響は、感染症の

多少にかかわらず人の気持ちを委縮させ、私たち

というより私自身が七飯町内の飲食店に行くこと

も自粛するような状況になっており、職員も、そ

して議員の皆さんもそうなっているのではないか

と思います。 

 しかし、町内の飲食店や商店などの多くは、先

般の臨時議会で追加補正したように、七飯町商工

会で実施している感染症対策のための設備投資を

積極的に行っております。事業者がこのように必

死に努力している中で、町長として、それを後押

しすることはもちろんですが、私、中宮個人、町

民としても後押ししなければならないことだと痛

感しております。 

 具体的な後押しとしては、感染状況に応じて利

用方法は変わると思いますが、少なくとも少人数

による会食、短時間での会食、マスク着用などの

個人でできる基本的な対策を行いながら、感染症

対策をしっかり行っている店をまずは私の例で例

えれば、同居している家族は家内でありますの

で、家内と一緒に利用したいと思います。 

 そしてこのことは私自身のみならず、職員へも

お願いしたいと思います。職員１人１人が家族

と、あるいは職場の仲間と少人数で利用すること

などもできます。できないという観点から、対策

をしながらできるへ気持ちを切替えていければと

思います。感染症対策に最大限の配慮をしなが

ら、巣ごもりから脱却して、このような取組をし

ながら、ゆっくりと活動を再開していくことがで

きれば大きな流れになって、多少なりとも地域経

済回復のための力になるのではないかと願ってお

ります。 

 議員の皆さんにもぜひ御賛同いただければ幸い

でございます。行政としての方針ではないため、

施政方針には記載しませんでした。発言の機会を

いただいたことを感謝申し上げ、商工観光課長答

弁の補足とさせていただきます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 総務財政課長。 

○総務財政課長（俉楼 司） 私からは、３点目

の自立する自治体運営について御答弁いたしま

す。 

 施政方針で記載しているとおりでございます

が、歳入については新型コロナウイルス感染症の

影響により、町民税、固定資産税などの町税全

般、地方消費税交付金等で減額が見込まれており

ます。この後、提案いたします令和３年度の当初

予算では、町税では対前年比３億円が減少すると

想定しております。減少した部分の一部について

は、国から新型コロナウイルス感染症対策、地方

税減収補塡特別交付金約１億円の歳入を予算化し

ておりますが、平成２０年のリーマンショックの

際には２年連続の減収となったことから、新型コ

ロナウイルス感染症の影響による税収等の減収
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は、複数年続くものと予想しているところでござ

います。 

 このような状況下にあって、今まで以上に収支

の均衡を図ることが重要であることから、第６次

行財政改革大綱に沿って歳入対策として、今後、

利活用の計画のない町有財産の処分、受益者負担

の適正化を図るため使用料・手数料の見直し、返

礼品の見直しによるふるさと納税等の強化を図

り、増収に努めてまいります。 

 また、新たな財源についても他の市町の検討動

向などに注視しながら、引き続き検討してまいり

ます。 

 また、歳出の抑制のため、それぞれの公共施設

の利用状況等に考慮しつつ休館日を設定するこ

と、電気料削減の観点から公共施設の照明のＬＥ

Ｄ化などを新たに進めてまいりますが、行政運営

の効率化を図るため、指定管理者制度の活用・拡

充、民間委託が可能な業務の検討、施設の老朽化

の状況等による公共施設の統廃合や長寿命化の検

討を実施、業務の効率化を図るためにＩＣＴ等の

活用、さらに効率的な組織となるよう機構・職員

定数の見直しを引き続き図ってまいります。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 田村敏郎議員。 

○５番（田村敏郎） まず、大沼国定公園の管理

運営でございますけれども、これについては施政

方針の中に相当額の維持管理費が必要だというよ

うなことで、いろいろ道のほうと話し合いを持た

れているとは思いますけれども、年間、実際大沼

の維持管理費、町は美化清掃ということで負担金

３００万円やっていますけれども、総枠で幾らか

かって、道が幾ら持って、そして町は３００万

円。そしてここに書いていますけれども、地域に

おいても応分の負担、これは具体的に何を指して

どのような負担をさせるのか、これについてまず

伺っていきたいと思います。 

 それから、２番目の雇用対策でございますけれ

ども、これは負担金が９万５,０００円計上され

ておりますけれども、実質ここに記載されており

ますけれども、通年雇用に必要な資格や技術向上

を図るための技能講習などを実施し、これについ

ては雇用促進支援協議会のほうから、そちらのほ

うに委託がされるのだろうと思うのですけれど

も、実際この部分で町内の受講する大まかな人数

で構いませんけれども、どういったような技能講

習で、どのぐらいの人員が通年雇用に向けての資

格や技術を取得していただくのか、町の予測立た

ないというかも分からないですけれども、これか

ら応募しますというかも分からないですけれど

も、一応、町内の雇用だとか、あるいは労働者こ

ういったようなものを見れば、このぐらいの技能

講習、あるいは技術向上のためのいろいろな取得

に向けた環境づくり、こういったようなものを考

えた場合、大体町内ではどのぐらいの対象人員が

いるのか、これをまず教えていただきたいと思い

ますし、また、新型コロナウイルス感染症の影響

による失業については、経済状況を注視し対応し

ていくという話でございますけれども、コロナ感

染症の影響によって七飯町内でどのぐらいの失業

者が実際いるのか、そこら辺押さえていれば教え

ていただきたいし、また、どういったような経済

状況であれば、こういったような対応しますとい

うような表現になっていますけれども、この経済

状況というのはどういったような状況を指すの

か、私は結構厳しい部分で今経済状況があるので

はないかと、そう思うのですけれども、対応する

ために向かっての経済状況というのはどういった

ようなものを指すのか、そこら辺をまず教えてい

ただきたいと思います。 

 それから、自立する自治体経営ということで、

いろいろお話いただきましたけれども、これ具体

的に施政方針を見ますと、感染状況を見極めなが

ら対応する。冒頭の３ページでしたか、各種イベ

ントや諸事業の開催費用について当初予算の計上

を見合わせ、新型コロナウイルス感染症の状況を

見極めながら、補正予算等で対応する。これは分

からないわけではないのですけれども、実際これ

を抜かしていれば予算を組み立てていないという

私は解釈せざるを得ない。 

 何でかというと、地方自治法の第２１０条、こ

れについては総計予算主義の原則とは、予算にお

いて歳入及び歳出を区分した上で、それぞれ個別

に総額を計上しなければならず、全ての収入及び

全ての支出は予算に計上されなければならないこ
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とをいいます。これが総計予算主義の原則、これ

によってどういうことなのだということになる

と、地方公共団体の予算における一切の支出を明

らかにし、予算の全体像を明確にすること、議会

ないし住民による監督を容易にすること、そして

予算執行の責任の所在を明確にすること。そうい

うことを期待しながら、地方自治法の第２１０条

総計予算主義の原則というものができ上がってい

る。 

 そういうことを考えますと、冬期間のイベント

の予算を計上しないで状況を見てやると、そうい

うことがこの法２１０条に合致、なじまないので

はないかとそういうふうに理解しますし、そして

なおさら地方経済の話、先ほど町長が申しまし

て、何とか地域経済の活性化に目指して努力した

い。そうであればなおさら、これらの予算計上さ

れていない補正予算でやる、そういうものについ

ての予算は私はのせるべきだと思う。去年のよう

にできなかった分については、それはそれで残さ

ざるを得ない。 

 なぜかというと、歳入で、歳入の確保ができて

初めて支出の確保ができるのです。ですから途中

で冬期のものを外してしまってやってしまうと、

では冬期にやるときの財源はどこにあるのですか

ということになる、この中では見えてこないので

すよ。見えてこないということはどういうことか

というと、いろいろな主要な財政指標こういった

ようなものが全然うたわれていますけれども、違

うという話ですよね、前提から、狂ってくるので

すよ。 

 まず、総体的に予算をつくって、そして中止に

なった場合は歳入が多いわけですから、歳出が中

止になるわけですから。そうすると、余剰金が出

れば、地財法で２分の１以上は基金に入れなけれ

ばだめなのですよ、財調の。そういうことを十分

承知の上で、こういう予算立てをするというの

は、私は問題あるのではないかと思います。そう

やって２分の１、例えばがさっと見た限りでは令

和３年度の財調の基金が５億円ですよ。そして減

債の基金が１億５,０００万円くらいです。そし

て今年、令和３年に返す公債費の返還額が１３億

円ですよ。 

 そういうことを考えていくと、しっかりと地域

の経済を考えれば、先ほど町長が言ったように、

入れるものは入れてこれでやる。そして少しで

も、教育行政方針にもうたっていますけれども、

昨日の話ではないですけれども、しっかりと感染

防止を考えた上で、地域経済を動かすための施策

を打っていく、そのためには令和３年の予算総額

をきちっと押さえていくということですよ。 

 そして先ほど言ったように、執行できなかった

場合は余るのですから、２分の１以上を財調なり

基金に積めばいいのですよ。それが全然出ていな

いということは、歳入の財源がないのではないか

と思うのですよ、まずその点ですよね。 

 そしてなぜ冬期間、分かりますけれども、財源

が私はないのではないかと思うのですけれども、

なぜ予算を立てた上で実施するしないを、状況を

見て判断するというふうにしなかったのか、なぜ

補正等に、その場に持っていってしまったのか、

そこら辺の考え方ですね、お知らせを願いたいと

思います。 

 それから、歳出のほうで公共施設の休館日、こ

ういったようなものを打ち出してきていますけれ

ども、実際どのぐらいの節約できるのか。ただや

りますだとか、町有財産の処分これもありますけ

れども、今、そういう売買できる経済状況なのか

どうかですよ。そういう中で、将来にわたって持

続可能な行財政基盤の構築と言われても、実際３

年度の予算が私から言わせれば中途半端、そして

総額が見えない、財政指標も変動する。こういう

状況の中で自立する自治体経営、こういうものが

本当に可能なのかどうか、しっかりとここら辺を

町民に対しても、説明していかないとだめではな

いかと思うのですね。 

 それから、ちょっと参考にお聞きしたいのです

けれども、昨年、国勢調査ありましたけれども、

国勢調査の速報数値が来ているかどうか、まずそ

れをお聞きしたい。 

 それから、使用料及び手数料の見直し、こう

いったようなものも出てきておりますけれども、

これはいつやるのか。教育行政方針のほうでは、

準要保護の見直しをやるのは令和４年度とうたっ

ていますけれども、通常このままやってしまう
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と、今年中に素案をつくるのか、そこら辺も

ちょっと教えていただきたいと思います。 

 それから、４番目、観光業や飲食業を中心に多

大な影響を受けており云々、先ほど町長のほうか

ら丁寧なお話いただきましたけれども、さらに底

辺が拡大。この底辺というのは、先ほど課長なり

町長言われたように、観光業や飲食業の事業者を

指すという理解でよろしいでしょうか、そこもお

願いいたします。 

○議長（木下 敏） 商工観光課長。 

○商工観光課長（福川晃也） では順次、御答弁

をさせていただきます。 

 まず、１点目の大沼国定公園の管理運営に係る

事業費についてなのですが、こちらにつきまして

は、七飯町といたしまして現在公園にある施設、

それから今まで財団が活動なされてきた状況等を

考慮しまして、大体１,４００万円程度の事業費

が必要になろうかというような考え方を持ってご

ざいます。 

 それに対しまして、北海道と協議を進めている

状況でございますが、北海道のほうから約１,２

００万円程度の予算、そして七飯町からは先ほど

御説明申し上げました３００万円の予算、合わせ

て約１,５００万円をこの事業費に充ててまいり

たい、地元として約２割の負担をさせていただく

というような形で考えてございます。 

 もう１点、地元の方々の応分の負担という部分

でございますが、町いたしましては、地元の事業

者や地域住民の方と複数回にわたりましていろい

ろ意見交換をさせていただきました。その中で、

ある事業者さんであれば、今まで公園の芝刈りも

草刈り等も実はボランティアでやってきたという

ことや、あとは自主的に自分の住んでいる周りの

部分の清掃活動をボランティアでやっていまし

た。ですから、財団が撤退して、そちらの事業費

が賄えなくなった場合には、私たちも今までやっ

てきたボランティアこういったことができるの

で、ぜひ協力をさせていただきたいというような

お話をいただきました。 

 地元といたしましてもそういった負担も考慮し

ながら、いろいろ意見交換をやってまいっており

まして、それらも含めて要望事項、意見として、

北海道のほうに打診しているというような状況で

ございます。 

 次、２点目でございます。 

 こちらの技能講習等につきましては、例示にな

りますが、昨年度につきましては玉掛け技能講

習、それから小型移動式クレーン運転技能講習、

そして車両系建設機械整地等運転技能講習、

フォークリフト運転技能講習等を実施しておりま

して、七飯町からの受講者は１名ということに

なってございます。 

 さらに、こちらの南渡島通年雇用促進支援協議

会におきましては、短期就労の方、いわゆる季節

労働者の皆様に通年雇用を実現するために、様々

な事業を展開してございます。こういった登録さ

れている季節労働者の方に、季節労働者の就職支

援事業といたしまして、訪問活動も実施しており

まして、七飯町につきましては１０５名の方に、

こういった面談を行っているところでございま

す。 

 それと雇用状況、現在の経済状況ですね、御存

じのとおり、外出自粛が広まっていまして、特に

大沼国定公園には人気がほとんど見られない、事

業活動ができないというような支障を受けてござ

います。 

 今、町内における失業者数とかそういった資料

はございませんが、直近に出ましたハローワーク

函館のほうから雇用状況につきましての資料に基

づきますと、昨年１２月につきましては、有効求

人倍率０.７７ということで低い状況にございま

して、これは北海道・全国に比べましても函館圏

域は、大変厳しい状況であるということが公表さ

れてございます。 

 ４点目、底辺という表現でございますが、これ

は事業者等を指していることではございません

で、表現といたしまして裾野、対象者、対象事業

者が増えていくという様子をこのような底辺とい

う形で表現させていただいておりますので、御理

解のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（木下 敏） 総務財政課長。 

○総務財政課長（俉楼 司） それでは私のほう

から、まず予算の中でイベント類を当初予算に計

上しないで、補正予算などに対応するということ
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としたことについて御答弁申し上げます。 

 まず、本年度、コロナの状況により当初予算に

計上しなかったものにつきましては１８事業、約

３,６００万円の予算となってございます。ここ

については、議員おっしゃったとおり、当初、私

どもも当初予算を編成する際にコロナの状況をど

こまで考えて予算を計上しなければならないかと

いうことを悩みました。まさに今もコロナ禍にあ

るということで、非常事態であるということの中

から予算については、その時点時点でコロナの状

況を判断しながら事業を実施できるような体制を

組んだほうが、コロナをイベント等を実施したこ

とによって感染拡大をしてしまうということは、

そこは町も本意ではございませんので、そこの感

染の拡大を防ぎながら経済を回していきたいとい

うところの考えから、補正予算対応としたという

ところでございます。 

 通年であれば、当然、当初予算に全ての予算を

上げてというところでございますが、非常事態で

あったということから、そのような対応をさせて

いただいたというところでございます。 

 続きまして、行革の観点からのお話がございま

した。休館としてどのぐらいの試算をしているの

かというところでございます。ここもどこの施設

を今、どういうような形で休館するかというもの

の細かい詰めをしているわけではございません

で、今後、それらをいろいろな施設があると思い

ますけれども、そこの利用状況を踏まえて、そこ

を検討してまいりたいというものでございます。 

 続きまして、使用料・手数料の見直しにつきま

してでございます。使用料・手数料につきまして

も、ここも見直しをしていかなければならないと

いうことで、今後、令和３年度から着手してまい

るということで考えてございます。ただ、いつか

ら料金を改定するかというところのお話になりま

すが、今現在コロナ禍もありますので、この状況

の中でそこの見直しをするかという判断も問われ

てくるということから、コロナ禍の状況を見なが

らそこの改定をしていきたいというところで考え

ているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 政策推進課長。 

○政策推進課長（中村雄司） 国勢調査について

質問等ございましたので、そちらの部分について

答弁させていただきます。 

 速報値でございますが、５年前の例を見ます

と、２月に速報値が発表されますが、今回の国勢

調査につきましてはコロナの影響もございまし

て、そもそも調査期間が延びただとかございま

す。そういった意味合いで速報値が、まだ現在、

出ていないという状況でございますので、御理解

のほどよろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 田村敏郎議員。 

○５番（田村敏郎） そうしましたらまず１番目

でございますけれども、総額で１,４００万円、

そしてうち道が１,２００万円で町が３００万円

（発言する者あり）そうですね。そういうような

内訳の中で、大沼国定公園の管理運営をやってい

くのだということと、それから地域に対しては金

銭ではなくて、ボランティアでいろいろやってい

ただくというそういう考え方でいいのかどうか。

そして今までの美化財団、これについては１,４

００万円で対応してきたのか、総枠ちょっと違い

ますかね。 

○議長（木下 敏） １,２００万円の３００万

円。 

○５番（田村敏郎） 当初、１,４００万円でな

かったですか、総枠１,５００万円、ちょっと確

認してから。 

○議長（木下 敏） そこのもう１度、再答弁、

先にお願いします。 

○商工観光課長（福川晃也） 大変申し訳ござい

ません。約ということで言わせていただきまし

て、おおむね１,５００万円弱ということで御理

解をいただきたいと思います。大変申し訳ござい

ません。 

○議長（木下 敏） 田村敏郎議員。 

○５番（田村敏郎） おおむねということですの

で、私は１,４００万円と聞こえてしまったの

で、申し訳ないですね。それで１００万円多く、

何かに使うのかなというようなそんな意味であれ

したものですから、そうすると、まず１,５００

万円ですね。１,５００万円で、道が１,２００万
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円、そして町が３００万円で、地域においてはボ

ランティア、こういったような形で協力していく

のだという流れだと思うのですが、これについて

はまだ決定ではないということですね。 

 そしてここであれなのですけれども、先ほど

言ったように美化財団、これについて今までやっ

てきた総事業費ですね、これ幾らなのか。私、よ

く聞くのは大沼の周遊道路、雑木林で湖面がなか

なか見えないとか、そういったような苦情という

のですか、御指摘があるというようなことで、こ

ういうものも解消しうるような事業費なのかどう

か。そして、そうではないということであれば、

昨日、特別委員会の報告にあったように、やはり

きちっとした管理とサービスと、そしてまた来た

いなというようなそういう思うような大沼国定公

園、こういったようなものを求めていかならなけ

ればだめだということで、これらの金額で、こう

いう金額で十分それが可能なのか、そうではなく

て必要最低限の金額なのか、そこら辺をもう１度

お話願いたいと思います。 

 それから、２番目の分かりましたけれども、玉

掛けクレーン等の技能講習、こういうものは町か

ら１名だったと。それから、季節労、こういうも

のについては１０５名というようなお話がありま

したけれども、何というのですか、もっともっと

受けていかなければ雇用につながっていかない、

通年雇用につながっていかないというようなこと

を考えれば、もう少し町が積極的にそういったよ

うなものについて環境づくりをしていくという観

点の中から、もう１度お話をいただきたい、そう

いうふうに思います。 

 それから、自立する自治体、これについては何

かよく分からないのですね、やっぱり。きちんと

上げるものは上げて、その上で町側と議会とで議

論をして、今の答弁であれば３,６００万円だと

いうのです。１８事業で。それがなぜ、非常に私

は理解に苦しむ、これが３億６,０００万円だと

か、あるいは３６億円だとかそうであれば、そう

だなという感じしますけれども、３,６００万円

を冬期間そういうものをのせておかないで、状況

状況に応じて補正しますよというのは、私として

はやはりいかがなものかと思うのですよ。しっか

り総歳入がこれ、総支出がこれ、こういったよう

なもので先ほど言ったように財政指標がこうだ

と、そういうものを示していく中で町民は安心す

るのではないでしょうかね。これから先、その

３,６００万円というふうに言いますけれども、

これが本当にのるかのらないかって、分からない

でしょう。そのときにならなければ。 

 だから、コロナ禍が収束しないからやめます、

そうはいかないと思いますよ。年間の見積もりで

すから、予算というのは。こういうものを４月１

日から翌年の３月３１日までやりますと、基本は

予算と決算が同額で、移動がないというのが理想

なのですよ。だけれども、その間に町民の要望だ

とか、やらなくていいものが出たとか出てくるか

ら、減額補正や増額補正があるのであって、はな

からこういうものについてはその場にならないと

分からないから、その場で補正しますと、これは

私にしてみればどうなのかな。こういうものは

しっかり総計でもってやって、そして議論するべ

きだと思いますけれども、まだちょっと納得いか

ないので、そこら辺の考え方もう１度お願いしま

す。 

 それから、４番目の関係ですけれども、ちょっ

と聞き取れなかったのですけれども、対象何々が

増というふうに、何々が聞き取れなかったもので

すから、そこをもう１度お願いしたいと思いま

す。 

○議長（木下 敏） 商工観光課長。 

○商工観光課長（福川晃也） それでは、まず、

大沼国定公園の管理運営の関係で、財団がやって

いた部分の事業費はどの程度かということでござ

います。 

 ちょっと今、細かい数字等手元にございません

が、約３,０００万円程度の事業費を持って当た

られておりました。しかしながら、この３,００

０万円の中には駐車場の運営、有料駐車場の運営

に係る部分もありますし、あとは北海道への駐車

場の借地料、使用料も含まれておりまして、さら

にずっと財団２０年来やってまいりましたので、

専属の職員の方もいらっしゃいました。そういっ

た人件費も含めまして３,０００万円。そして改

めまして、町のほうでそれらの必要経費のみを積



－ 25 － 

算したところ、約１,５００万円だというような

ことでございます。 

 それから、湖畔の枝払い等の対応はこの中で

やっていけるのかという部分ですが、これにつき

ましても随時、北海道と協議をさせていただい

て、地元の意見を要望として届けて、こういった

事業の中でやっていただくとか、そういった対応

をしてまいりたいと考えてございます。 

 それから、雇用対策の部分ですが、先ほどの南

渡島通年雇用促進支援協議会の部分の活動は、先

ほどお話ししたとおりでございます。こういった

事業がなされていることにつきましても、周知を

進めていかなければなりませんし、あと、雇用に

関しましてはハローワーク函館を通じたそういっ

た求人情報等を広くお知らせしていく、これも必

要ですし、あと雇用の環境を守るという意味でも

商工業に対する支援、こういったところで雇用の

受け皿の確保ということにもつながっていくかと

思います。それらの町内経済に対する支援、全て

重層的に対応をしてまいりまして、雇用対策につ

なげてまいりたいと考えております。 

 それから、先ほどの底辺の部分のくだりでござ

いますが、こちらはその事業者を指すといった意

味合いではございませんで、そういったことで取

引業者とか、お客様がいらっしゃらない、人が動

かない、物が動かないというような状況で、経済

に対する打撃は裾野が広がっていくというような

ニュアンスで、底辺という言葉を使わせていただ

いたところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 総務財政課長。 

○総務財政課長（俉楼 司） 私のほうからはイ

ベント、事業費を補正予算にしたという観点の御

答弁をしてまいります。 

 まだまだ今、現状としてはコロナ禍にあるとい

うことでございます。その中でイベント等の開催

によって、コロナ感染症を拡大すると、されてし

まうということが町としても、そこは第一義とし

て避けなければならないことだということと思っ

てございます。 

 そのため非常事態ということで言わせていただ

きましたけれども、本来そういう特別予算にのせ

るべきものであるのは十分承知しておりますけれ

ども、コロナ禍の状況を時点時点で把握しなが

ら、そこはできるものを補正にのせていきたいと

いうことで、今回、当初予算編成をしたというと

ころでございますので、御理解をお願いしたいと

思います。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 田村敏郎議員。 

○５番（田村敏郎） 今の自治体経営の関係です

けれども、そうすると非常事態宣言だと、分かり

ますよね、現在は。しかし、先ほど町長は何とか

経済を回したい、地元の経済を動かすのだという

ことであれば、十分にそういう感染防止、三密だ

とか、新北海道スタイルだとか、こういったよう

なものを地元、あるいは関係業者というのは真剣

にやっているわけですよ。 

 そうすると、そのときに計上して、何とか行政

としても考えて、そういうことにならないよう

に、非常事態宣言ならしょうがないですよね。だ

けれども、もし解けていれば、たら・ればの話は

始まらないかも分からないですけれども、町長も

すごく心を痛めたはずなのですよ。ですから、

我々行政としてもしっかりとそういうイベントだ

とか、経済が動くような施策を講じながら、感染

防止に一生懸命前向きに取り組みながら、何とか

地元を活性化させたい、そういう先ほど決意だっ

たと思いますよ。 

 非常事態宣言だとか、そういうものを盾に取り

ながらそのときにならないと分からない、だから

そうやったのだ。３,６００万円ですよ、町民ど

う思いますか、１８の事業。これをやるには３,

６００万円、これが凍結されている。凍結すると

いうことは、計上して凍結ですよ。これは片手落

ちですよ。町民に対しては、しませんというのと

一緒ですよ。幾らこういう施政方針に状況を見て

補正してまいりますといっても、予算に反映して

いないのですから、やはりこういうことはすべき

でないと私は思うのですよ。そこの見解、積極的

な考え方のお持ちの町長に一言、答弁お願いした

いと思いますけれども。 

 それからもう一つには、４番目のさらに底辺が

拡大することも考えられる、これありますけれど
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も、これ打撃だというそういう表現だというので

すけれども、これは観光業や飲食業を中心に多大

な打撃を受けており、さらに打撃が拡大する。も

しそうであれば、そのように書けばいいのではな

いですか。ここで私は何を感じたかというと、町

民であり道民であり国民だと思ったのです。 

 いわゆるコロナ禍で失業もあり、事業を廃業す

るそうやって苦しんでいる、そういう人たちがも

し底辺という言葉で表現されるとすれば、まさに

これは大きな問題になる、そういうふうに私は

思ったからここに書いたのです。 

 これ通常さっと読んだら、さらに底辺が拡大す

るというと、これは打撃だとかいうイメージでは

ないですよ。コロナ禍で苦しんだ町民であり、業

者であり、道民であり、国民に対しての底辺とい

う使い方だと私は感じたのです。そういう話でな

いということですから、今、コロナに対しての非

常に風当たりが強い問題がありますので、そこら

辺についてさらに町長に対してきちっとした考え

方、こういったようなものを答弁お願いしたいと

思います。 

○議長（木下 敏） 副町長。 

○副町長（宮田 東） 町長という御指名ですけ

れども、先に私のほうから若干、予算の編成上の

話でさせていただきたいと思います。 

 新年度予算の査定に当たりまして、それぞれ各

担当のほうからそれぞれ上げていただいて、新年

度予算というような形で、これを計上してほしい

という提案があります。その時期がいつかといい

ますと、大体１２月の時期になります。そのとき

は北海道において、国はもちろんそうですけれど

も、北海道においても感染が拡大しているような

状況で、函館近辺、道南近辺も増えてきていると

いうような形のものでございました。 

 そのような状況の中が、結果的には２月の上旬

くらいまで続いてきているのでしょうか、かなり

減る傾向がない、高止まりの状況できている中に

おいての予算編成というような、かなり特殊な状

況でございました。 

 では、その中でその状況がいつまで続くかとい

うのは、不透明な状況の中の査定でございました

ので、コロナの関係についてまだ様子を見て、当

初予算にのせるのはかなり感染対策から何からい

ろいろなことを考えていかならなければだめなの

ではないかという考え方をしてございました。 

 町長申し上げたのは、一般質問来て、今現在の

状況に対して、これからの経済の部分について

は、少人数の会食だとかそういう部分について

は、ややもうできつつあるのかなというような部

分でコメントしております。ただ、予算編成やっ

ているときの段階と、今現在の状況かなり変わっ

てきているというような形でございます。 

 よって、状況が変わってきてございますので、

施政方針については２月の上旬に策定して印刷の

関係やっている段階でございますので、それから

補正については、田村議員おっしゃるとおりのよ

うな当初にのせるような形のものを再度、この感

染状況を見極めながらでございますけれども、か

なり抑えてきているので、改めて補正の段階で詳

しく説明させていただければなと思ってございま

す。 

 ただ、もう１点です。今年オリンピックの関係

についても、まだどういうふうになるかも分かり

ません。そういう分からない不確定要素が多々あ

ります。例えば、コンコード町との姉妹の交流だ

とか、それについては、うちのほうが一方的にど

うのこうのにならない、相手のコンコード町のほ

うからも来れるか来れないかも分からない。その

ような状況の中で、お互いに調整をしながらやっ

ていると。それについても行くとなれば、いつも

秋口ですけれども、早くに４月、５月の段階で人

選をしたりとか、そういう状況も生まれます。で

きるだけ行かせたいのだけれども、オリンピック

の年で向こうからこちらに来られない可能性もあ

ると、お互いの交流がまず難しいような形のもの

もございます。 

 もう１点は、平和祈年祭みたいな形になる。い

つも広島県だとか長崎県のほうで隔年でそちらに

行っているのですが、平和祈年祭、そのときに来

ていても外国の方々とか来られたときに、子供た

ちが行きましたよと。そうなると、違う場所でコ

ロナの感染だとかそういうことも考えられると。

そういう部分だとか、不確定要素その状況がコロ

ナ禍のおいて、相当予想がつかない部分がありま
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した。そういう部分もございます。スポーツ合宿

にしてもそうです。相手がある。各団体がある。

その団体のほうについて、感染対策をかなり細か

な部分を整理していかないと、なかなか予算上の

積算等はできない。 

 田村議員言うとおり、当初で見て補正なり追加

になり、また提案出たら減額すればいいと、それ

は十分分かってございましたけれども、その辺の

見通しもなかなか厳しかったということだけ御理

解をいただいて、それで苦肉の策的なもので申し

上げますけれども、補正予算というような形のも

ので対応させていただいて、それが施政方針の中

にいろいろなイベントがありますけれども、それ

についても感染状況を見極めながら、イベントに

ついてはやっていきたいというような形のものの

表現が何か所が出ているかと思いますけれども、

そのような形の中で御理解をいただきたい。 

 重ねて言いますけれども、本当に苦肉の状況で

ございます。それが財源があるとかないとかとい

うことでなくて、財源の見通しをある程度考えな

がら進めているというような、まだ地方交付税に

ついても確定といいましょうか、幾らというよう

な形ではされてございませんけれども、その辺も

念頭に置きながら補正予算ありきのものをちょっ

と視野におきながら予算を編成させていただきま

したので、このように御理解をいただきたいなと

思ってございます。 

 底辺の関係については、担当課長のほうからお

答えいたします。 

○議長（木下 敏） 商工観光課長。 

○商工観光課長（福川晃也） この底辺という表

現につきましては、事業者等を指すものではござ

いませんでした。今、議員おっしゃるとおり、新

型コロナウイルス感染症の影響につきましては、

直接的に人が来なくなったとか、営業の際のお客

様がいなくなる。こういった直接的な影響のほか

に、いわゆるビートゥービー、事業者とその卸だ

とか流通だとか、そういったところに広く波及を

していく。当然ながら、それは日常の町民の生

活、それから広く世界上の人々の生活にもかかわ

る問題であるという認識は同様でございます。 

 これらにつきまして、新型コロナウイルス感染

症の影響が裾野を広げていく、波及をしていくと

いうイメージを表現するのに底辺という言葉を使

わさせていただきましたので、誤解のないように

よろしくお願いいたします。 

○議長（木下 敏） １問目、終わります。 

○５番（田村敏郎） 終わります。次、２問目。 

○議長（木下 敏） それでは、２問目に入る前

に１時間たちましたので、１０分ほど暫時休憩し

たいと思います。 

 暫時休憩いたします。 

午後 ３時２４分 休憩 

────────────── 

午後 ３時３５分 再開 

○議長（木下 敏） 休憩前に引き続き、再開い

たします。 

 一般質問を続けます。 

 田村敏郎議員の２問目の質問から入ります。 

 田村敏郎議員。 

○５番（田村敏郎） それでは２問目へ参りま

す。 

 令和３年度七飯町教育行政方針について。 

 令和３年度七飯町教育行政方針にうたわれてい

る次の点について伺いたい。 

 １、５ページの(１)学校経営の充実(教職員の

負担軽減)について。 

 ２、７ページの(６)学校体育と学校保健指導の

充実について。 

 ３、９ページの④就学援助費の見直しについ

て。 

 ４、１０ページの⑤校長・教頭住宅の在り方に

ついて。 

 ５、１０ページの⑥学校事務職員の共同事務室

化について。 

 ６、１０ページの⑦小中学校図書室の地域への

開放について。 

 ７、１０ページの⑧対外競技等参加経費補助金

の見直しについて。 

 ８、１１ページの(１)生涯学習(老人大学)につ

いて。 

 ９、１３ページの(６)生涯スポーツの推進につ

いて。 

 以上です。 
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○議長（木下 敏） 教育次長。 

○教育次長（扇田 誠） それでは、１点目の教

職員の負担軽減については、平成３０年５月に策

定した七飯町立学校教職員の働き方改革により、

児童生徒と向き合う時間の確保を推進するため、

できるものから順次実施してきているところでご

ざいます。令和３年度の方針では、具体的な目標

として、勤務時間外における留守番電話対応とス

クールロイヤー（弁護士）の活用について記載さ

せていただきました。 

 勤務時間外における留守番電話対応は、教職員

の時間外勤務の縮減を目指しており、また、ス

クールロイヤーの活用については、社会が大きな

変貌し、複雑化している昨今の家庭環境状況など

により教職員のストレスが増え、精神的・肉体的

なダメージが増加していることから、法律の専門

家である弁護士への相談やアドバイスをいただく

など、教職員の負担軽減を目指すものでございま

す。 

 ２点目の学校体育と学校保健指導の充実につい

てですが、毎年行われている全国体力運動能力運

動習慣等調査については、令和２年度は新型コロ

ナウイルス感染症により中止となりましたので、

令和元年度以前の５年間の調査結果をもとに答弁

させていただいています。 

 七飯町の児童生徒の体力・運動能力は、小学

生・中学生ともに平成２７年度、２８年度は全国

平均よりも低い状況にありましたが、平成２９年

度に小学生が全国平均を上回り、それ以降は令和

元年度まで全国平均を上回っております。一方、

中学生は平成２９年度以降も全国平均を下回って

いる状況でございまして、全体としては低い傾向

でございます。 

 体力・運動能力は、生活習慣と密接な関係があ

ることから生活習慣の改善を図り、健康な体づく

りを推進しようとするものでございます。 

 また、保健指導については心の教育やがん教育

など、心身ともに健康で過ごすための教育を推進

し、健康意識の向上に努めるものでございます。 

 ３点目の就学援助費の見直しについてですが、

現在の就学援助対象基準は、世帯所得を基準に判

定しておりましたが、生活保護基準は所得ではな

く収入で算定していることから、当町においても

生活保護基準の見直しが行われる令和４年度から

判定基準を世帯収入へと、変更するものでござい

ます。 

 ４点目の校長・教頭住宅の在り方につきまして

は、近年の交通事情の改善などによって、町で公

宅を用意して住んでもらうということが必ずしも

必要でなくなっていることから、地域事情を考慮

しながら老朽化した公宅から随時更新をやめまし

て、民間借り上げ住宅への居住や自宅からの通勤

によって対応しております。このことによって、

大きな支障が生じていないことから、新年度以降

についても引き続き同様の対応をしていきたいと

考えてございます。 

 ５点目の学校事務職員の共同事務室化について

は、平成２９年の地方教育行政の組織及び運営に

関する法律の事務改正によって、共同学校事務室

化が制度化されたことにより、七飯町教育委員会

としても具体的に取組を進めることとしたもので

ございます。 

 ６点目の小・中学校図書室の地域への開放につ

きましては、読書活動を盛んにすることで読書を

通じた異年齢の子供同士の交流や地域の大人との

交流、また大人同士の交流の輪を広げ、地域社会

の教育力の向上と生涯学習の場の提供、また希薄

化している地域交流を促すことなどを学校図書室

を利用して、地域とともにある学校を目指すこと

で目指すものでございますが、開放するためには

様々な解決すべき課題も多いことから、研究を始

めていくものでございます。 

 ７点目の対外競技参加補助金の見直しと９点目

の生涯スポーツの推進につきましては、関連して

補助基準の見直しを実施しますので、一括して答

弁申し上げます。 

 ７点目の学校教育課所管の対外競技補助金は、

学校教育活動として行われる対外競技全般に参加

する場合に経費の一部を補助するものでございま

したが、本年度より学校教育活動の範囲を児童生

徒が、学校を出席扱いして参加する競技に限定し

まして、それ以外のスポーツ大会はスポーツ振興

課所管のスポーツ振興補助金での補助とするもの

でございます。 



－ 29 － 

 具体的には、中学校のスポーツ大会などは、中

体連が主催する競技大会などが該当となります

が、小学校につきましては学校を出席扱いで参加

する競技がないため、スポーツ振興補助金で該当

となるように基準を見直しいたします。 

 学校教育所管の補助金は、補助額には変更がな

く、参加する競技大会を明確にした補助基準の見

直しでございます。 

 また、９点目のスポーツ振興課所管のスポーツ

振興補助金は、補助対象をスポーツ少年団などの

団体に対し、全道・全国大会出場時の参加料や旅

費を積算し補助しておりましたが、今後は補助対

象を団体だけではなく個人に対しても拡大いたし

ます。 

 なお、補助金額につきましては、１人当たり全

道大会１万円、全国大会２万円と、定額での補助

金額に見直すものでございます。 

 ８点目の生涯学習（老人大学）についてでござ

いますが、近年、老人大学への参加する方々の平

均年齢は上昇傾向にあり、高年齢化が進んでおり

ますが、参加者の人数については減少傾向にあり

ます。少しでも多くの方々に老人大学の活動を

知っていただき、そして新たな参加者が増えるよ

う老人大学自治会と連携し、講座内容等について

検討してまいりたいと考えてございます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 田村敏郎議員。 

○５番（田村敏郎） それでは、１番目の学校経

営の充実についての中で、時間外勤務の軽減とい

うようなことで留守番電話の対応についてのお答

えありましたけれども、先生が勤務時間外に残っ

て留守番電話の対応していたようなニュアンスで

今受け取ったのですけれども、実際、留守電を置

くだけでいいのだという考え方なのでしょうか、

それともここら辺はどういうふうな取扱いをする

のか、もう１度教えていただきたいと思います。 

 それから、スクールロイヤー（弁護士）でござ

いますけれども、これどういうふうに活用するの

かということで、これは昨年の教育行政方針にも

述べられておりましたけれども、これが、これが

というのはちょっと失礼なのですけれども、ス

クールロイヤーを実際使った実績数というのです

か、昨年からですから、あったかどうかちょっと

分かりませんけれども、何件あって、どういう事

例の場合。学校の全てに対して、法的な立場での

動きがあると思うのですけれども、まず昨年の実

績数と先生、あるいは生徒、それから教育委員

会、どういったような評価をしているのか。もし

やっていればですよ、そこら辺ちょっとお知らせ

いただきたいと思います。 

 その中でちょっと気になるのは、弁護士を入れ

るということは利益相反行為というのは、例えば

いじめがあった場合、いじめられた側といじめる

側のそういう中での弁護士の立場というのは、す

ごく微妙だと思うのですね。外部から第三者を入

れるというのなら、また、その状況を分からない

で説明を受けた中で判断していくということなの

ですけれども、学校に入って、そういう中でのい

じめだとか、あるいは先生と生徒の暴力行為だと

か、なかなか微妙などちらも利益相反する行為で

どうなのだという、ここら辺の対応というのは実

際できるのかどうか。 

 それから、スクールロイヤーの何というのです

か、学校に張りつけというよりも法律事務所にい

て、こっちに来て何かあったときにやるのか、あ

るいはその報酬というのはどういう形になるの

か、もしそこら辺がお分かりでしたら教えていた

だきたいと思います。 

 それから、(６)の学校体育と学校保健の充実に

ついてでありますけれども、全国的に平均より低

いというお話ですけれども、具体的にどういっ

た、例えば跳ねると走るとかいろいろあると思う

のですけれども、全国平均よりも低いという場合

に、そういうことが判明した場合どういったよう

な対応していくのか。恐らくそれなりのことを学

校内で協議しながらやっていくのではないかと思

うのですけれども、そこら辺をちょっと教えてい

ただきたいと思います。 

 それから、３番目の就学援助については、世帯

所得と世帯収入、これに切替えていきますよとい

うことなのですけれども、判定基準というのがど

ういうふうに変わってくるのか、判定基準。そし

て現在、就学援助を受けている、学用品だとかも

そうですけれども、給食だとかもそうですけれど
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も、こういう人方が、現在受けている人方がその

ままいくのか、あるいは対象外にどのぐらいなっ

ていくのか。恐らくこういう見直しというのは緩

和するのではなくて、むしろある程度ちょっと整

理していくような方向に行くのではないかと思う

のですけれども、実際、現在受けている方の中で

どのぐらいが、ちょっとうーんというような、も

し分かれば教えていただきたいと思います。 

 それから、校長・教頭住宅の在り方、先ほどで

は交通事情だとかいろいろ便利になったことで、

教員住宅ではなくて民間、あるいは自宅、公宅も

あると思いますけれども、そういったような中で

学校の施設、この管理は誰がやるのかですよ。従

来は、校長・教頭が交代で夜見回ったりいろいろ

していたのではないかと思うのですけれども、今

はもう警報機なんかを置いて全然そういうのは必

要ないという話なのか、そこら辺がちょっと見え

ないので、分かれば学校ごとによろしくお願いし

たい。 

 そして公宅何軒、アパートに何軒、校長・教頭

だけで結構ですけれども、自宅何軒というような

ことで、それに伴って先ほど言ったように管理が

大丈夫なのかどうか、それも併せてお願いしたい

と思います。 

 それから、学校事務職員の共同事務室化、これ

については具体的にこれから、現在も検討中だと

思うのですけれども、これはどういう意味なの

か、単独校でそれぞれあるのに、どういうふうな

共同事務室化という表現が出てくるのか。何とい

うのですか、岳陽学校みたいのは何となくイメー

ジはつきますよね。小学校と中学校だとかという

中では、それぞれの事務の中でも共同できるので

すけれども、それぞれ地域にある学校の中でどう

いったようなことで共同事務室化を図っていくの

かというのは、ちょっとイメージつかないのでも

う少し詳しくお願いしたいと思います。 

 それから、小中学校図書室の地域への開放とい

うことで、これも去年、教育行政方針に出ており

ました。去年も研究をします。今年も研究をしま

すということで、２年研究しているのですけれど

も、昨年の研究成果どうだったのか、そして今年

というか、どういった視点から研究をしていくの

か、それちょっと教えていただきたいと思います

し、それから地域への開放、これいつ実施して、

どのような形でやっていくのか。先ほどちょっと

説明ありましたけれども、もう少し分かりやすく

お願いしたいと思います。 

 それから、７番目の対外競技でございますけれ

ども、今までいろいろ主催者によって派遣したり

というようなことだったと思います。それで小学

校も拡大しながらやってきたと思うのですけれど

も、今回、対象を絞り込むというか、小学校はな

しにして中体連に絞られるということで、それか

ら参加経費、これにつきましては変化ないよとい

うことなのですが、先ほどちょっと説明ありまし

たように、今年から学校の出席これに関して、こ

れが根っこになるのではないかと思うのですけれ

ども、これについてどういうことなのか。 

 例えば、全国大会に行って３日間・４日間かか

るということは、３日間・４日間出席あったとい

う単なるそういうだけの話なのか、そこら辺もう

ちょっと教えていただきたいと思います。 

 それから、８番目老大について、非常に深刻で

はないかと思うのですけれども、ここに記載のと

おり、高齢化の進展にもかかわらず参加者は減

少。この減少している原因は一体何だろうとい

う、これは教育委員会のほうで分析をしているの

ではないかと思うのですけれども、それを原因と

思われるものは何か教えていただきたいし、それ

から管内の老人大学に類似する活動の状況も同じ

ような傾向なのか、七飯町だけが減少しているの

か、そこら辺分かりましたら教えていただきたい

と思います。 

 それから、生涯学習スポーツの推進について、

この中で冒頭、厳しい財政状況を考慮し、スポー

ツ振興補助金を見直す、こうやってありますけれ

ども、厳しい財政状況を考慮しという、どのよう

な状況を言っているのか、ちょっと教えていただ

きたい。 

 それから、団体から個人へ、こういうような表

現ですけれども、そうすると団体戦というのが対

象外になるのか、チームで行っても個人に出すの

か、そこら辺がちょっと分からない。だから団体

から個人へという表現がどういうふうな話なの
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か、もう少しお話いただきたいというのと参加

費、これは定額で道が１万円、国というか全国大

会だと思うのですけれども、これは２万円と。そ

うなりますけれども、従来は違っていたと思うの

ですよね。 

 だから相当額減るのではないかと思うのですけ

れども、そういう意味からすると、子供たちの体

力が、運動能力が低下していく中で、さらにこう

いうふうに対外競技、あるいは社会スポーツの補

助金が締めつけられるというこういう状況が、果

たして子供たちの運動能力、あるいはやる気、確

かに知・徳・体で知・徳が重要だという人もいれ

ば、三つがバランスよくという人もいれば、これ

からはスポーツこういうものをうんと奨励してい

かなければだめだという人もいれば様々ですけれ

ども、やはり教育委員会としては体力が、運動能

力が低下している。こういう状況を見て振興補助

だとか、あるいは対外競技こういったようなもの

を縮小していく、こういったようなものが本当に

今の子供たちに対していいのかどうか、そこら辺

を教えていただきたいと思います。 

○議長（木下 敏） 教育次長。 

○教育次長（扇田 誠） まずは１点目で、留守

番電話対応の関係でございます。 

 これにつきましては、今現在、時間いる場合は

教職員が取っているということでございます。こ

れについては、今度は留守番電話対応になると時

間、何時以降は全部留守番電話で音声が流れて

「帰ります。明日連絡してください」というよう

なスタイルになります。ただ、これにつきまして

は緊急な場合も当然ございますので、これについ

ては直接、校長・教頭そちらのほうとの対応にな

ると思われますので、それについてはそのやり方

で進めていきたいというふうに思ってございま

す。 

 また、スクールロイヤーにつきましては、使っ

た実績につきましては、今年度はありません。た

だ、前年度こういう制度を活用しようということ

で教職員に対して研修を１回、弁護士呼びまして

研修会を開いたのは１回ございます。 

 また、そのときの料金の方法になりますけれど

も、弁護士のほうは相談すれば３０分で５,００

０円です。費用がかかるということで、予算の計

上等もしてございます。 

 また、いじめ等があった場合の弁護士の立場上

の話ですけれども、これはあくまでもいじめの対

策協議会という委員会が教育委員会にありますけ

れども、そっちも弁護士は委員として入っていま

すけれども、そちらのほうとは重複しない。あく

までもこれはいじめについての相談した場合は、

そういう法律的なものだけに限ってアドバイスを

していただくということで、実態のほうの中身の

精査とかにつきましては、別な委員会のほうで、

違う弁護士も含めて協議していくやり方で進めま

す。 

 ３点目になります。 

 全国運動能力の調査でございますけれども、全

国よりも低い傾向にあるということでございま

す。これにつきましては、それぞれ種目別が大体

１０項目ぐらいありまして、それぞれ全国と平均

して高い・低いというのがありますから、それに

ついては細かくは申し上げませんけれども、これ

については学校側と情報を校長会等で共有を図っ

て、七飯町はこういう傾向ですということですの

で、教育委員会としても当然弱い部分を補ってい

くような指導、いいところは伸ばすような指導と

いうことで教育委員会等が一緒になって、今後の

事業等の反映していくような考えで進めていると

ころでございます。 

 あと就学援助、これにつきましては判定基準の

具体的なものでございますけれども、影響のほう

は、今、試算しているところでは、基準は学用品

だとかそういうものの金額については、一切みん

なと同額で同じでございます。ただ、要保護に判

定するかどうか、準要保護に判定になるかどうか

の場合のみ、今、所得だったのを世帯の全員の収

入で判定するというようなやり方でございまし

て、今、試算でいけば、現在１２７名で３０万円

ほどの減額に、下がるというような試算をしてご

ざいます。人数は１２７名です。 

 学校施設の管理ですね、これはどういうふうに

なるのかという質問でございましたけれども、こ

れについては校長・教頭住宅のね、今の考えでい

くと、管理はどうなるのかということでございま
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すけれども、現在、全ての学校で教職員がいなく

なるときはセコムというか、そういう委託状況に

なって管理をしているところでございます。 

 あと、公宅の軒数等ですけれども、今、資料に

あるのでは公宅は全部で２４棟、自宅から通って

いる先生の数等は今押さえておりませんので、御

了承願いたいと思います。 

 あと、共同事務室の具体的な考え方ということ

でございます。これにつきましては、中学校区単

位での共同事務室化考えているところで、七飯で

いけば岳陽学校は一つですけれども、大中山でい

けば小学校・中学校を基準校というのを一つ決め

まして、それに中学校区、そこに詰めてもらって

事務の方、それぞれ１名いますから、それが一緒

になって同じような作業をすることによりまし

て、学校間の事務の標準化や教材などが共同で購

入して調達コストが削減されると。また、学校に

いる職員の働き方改革まで効率がよくなるのでは

ないかというような考えで進めていくつもりでご

ざいます。 

 あとの図書室の開放でございます。これにつき

ましては、いつ実施ということはうたってござい

ません。開放までにはいろいろな課題があろうか

と思いますので、その辺を先進もやっている学

校、自治体もございますので、それらを参考にし

ながら、うちの七飯町の学校と付け合わせてどん

なのが一番いいのかその辺を研究して、その研究

した結果次第で実施時期を定めてまいりたいと、

今年はその研究に充てる年ということで決めてご

ざいます。 

 また、対外競技、これにつきましては、学校教

育の部分でいきますとさっき出席扱いと申しまし

たが、簡単に言えば、我々で言えば有給休暇みた

いなもので、学校には出ていないけれども、ス

ポーツ大会へ出ていても学校は出席扱いとして、

出席として運動をやると、そういうものを対象と

するものでございます。学校教育の場合は。です

から、小学校については少年団とかとそういうの

に入っていますから、そこはあくまでも学校は欠

席で自由参加で、自分が選択した大会で行けると

いうような判断でございますので、学校教育とし

ては補助対象外として、そのかわりスポーツ振興

課のほうの補助に加えていくというような考えで

ございます。 

○議長（木下 敏） 生涯教育課長。 

○生涯教育課長（竹内圭介） それでは私のほう

からは、老人大学の関係でお答えをしてまいりた

いと思います。 

 田村議員のほうから、老人大学の参加者が減少

している原因は何かということで、どう捉えてい

るのかというところでございますけれども、この

参加者の減少につきましては、様々な要因が影響

しているというふうに思ってございます。 

 幾つか要因は考えられるのですけれども、一つ

としては、近年、高齢者の方々が仕事をしている

方などが多くなってきて、時間的余裕がない高齢

者が増えてきたということがまず上げられると思

います。以前は６０歳から年金を受けられまし

て、定年退職した後すぐ年金が受けられたので、

こういう趣味ですとか、サークル活動なんかされ

ていた方が多くいらっしゃったのですけれども、

近年は年金の受給年齢が延びて仕事をしなければ

ならないというような方も結構増えていまして、

そうすると、仕事のほうが忙しくて時間的余裕を

持てないという方が増えているというのも、要因

の一つだというふうに考えております。 

 果たしてこれ以外にも最近は、携帯電話が普及

したことによりまして、パソコンだけではなくて

携帯電話とかでも簡単にインターネットに接続し

て、好きな情報をいつでもどこでも簡単に様々な

情報を調べることが可能になって、利便性が高い

というような社会になってきています。こういっ

たことが老人大学に出向いて学習するというよう

なことではなくて、いつでも調べれるというよう

なことを老人大学のほうに出向く人が少なくなっ

たという要因の一つではないかというふうに思っ

ております。 

 また、これ以外にも、これ高齢者だけではない

のですけれども、全ての世代において言えること

だと思いますが、老人大学のほうに出向いて集団

で活動をするということではなくて、どちらかと

いうと個人とか少数での活動を好むというような

方も、最近増えているというようなことも要因と

して上げられると思います。 
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 このように様々要因が考えられるのですけれど

も、直接的に老人大学の参加者が減っているのは

これだというようなことは、ちょっと断定はでき

ないかなというふうには思ってございます。 

 あと、このように老人大学の参加者、減少して

いる傾向にありますけれども、教育委員会としま

しては、老人大学は高齢者の大切な生涯学習の場

ということで捉えておりますので、今後も多様化

するニーズに対応するように老人大学の自治会と

連携して、魅力ある老人大学の開設に努めてまい

りたいというふうに考えておりますので、御理解

いただきたいと思います。 

 また、近隣の類似のケース、調べているかとい

うところでございますけれども、これについては

申し訳ございません。聞き取り等調査していない

ので、把握をしていないということで御理解いた

だきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） スポーツ振興課長。 

○スポーツ振興課長（川崎 元） それでは、先

ほど言われましたまず経済状況がどのような状況

なのかということなのですが、これまでの過去の

実績ですね、それを申し上げたいというふうに思

います。 

 過去３年までしか拾っていないのですが、平成

２９年度は１４３万３,９４０円、３０年につき

ましては５７万１,６３５円、令和元年につきま

しては９１万５,２０５円ということで、３か年

の平均を出せば、毎年１００万円支出されている

という状況でございます。 

 それから、団体と個人の区別ということでした

けれども、こちらにつきましては、これまではス

ポーツ少年団ということで、団に対しての補助で

すけれども、その中で全員が行くわけではない場

合もあります。例えば、団に入っているお子さん

が１人で大会に出ると、そういう場合は団には出

しているのですけれども、個人の旅費に充てると

いうような形になりまして、今度、個人というの

はこちらスポーツ少年団の加入というのをなくし

ましたので、独自に指導していくといいますか、

スポーツ少年団に入らないで頑張っている子供に

対して、条件が合えば支出していくというような

ことでございます。 

 それから、従来の制度の中身とこれからの違い

ということなのですけれども、これまでは参加料

の減額、それから旅費の半額、それから宿泊料の

定額を基礎に補助額を決めておりましたけれど

も、新しい制度につきましては、一律全道大会に

出れば１人万円、それから全国大会に出ますと１

人２万円という定額制度にしていこうということ

になっております。 

 先ほども申し上げましたけれども、小・中学生

についてはスポーツ少年団に加入している団体を

対象としておりますけれども、これを撤廃しまし

て、登録のない団体や個人も対象にするというよ

うな制度でございます。 

 それから、体力低下がある中で、こういう補助

をしていくのはどうかというような中身になりま

すけれども、そちらにつきましては、先ほど言っ

たように少年団の加入を撤廃するということにな

りますと、今までの制限がなくなりますので、例

えば希望する部活動ないことで、学校以外の民間

クラブだとか、個人で頑張っている子供たちが補

助対象に今まではなってなかったのですが、これ

が同じように補助を受けることができるというこ

とで、全体としては額は下がりますけれども、ス

ポーツをする子供たちに対する範囲が広がるとい

うことになりますので、その辺で御了承願いたい

と、御理解願いたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 田村敏郎議員。 

○５番（田村敏郎） まず、１番目の時間外勤務

の関係でありますけれども、緊急時については従

来どおりというか、それでいきますよということ

なのですが、実際、子供が主ですから、緊急に限

らず子供に関する電話というのはあると思うので

すね。ですから、夜間のいないときに留守電で

言っても、それなりの後れがくるのではないかと

思うのですよ、後れ、手後れ。そこら辺の対策と

いうのをどういうふうに考えているか、もう１度

お願いしたいと思います。 

 それから、教員住宅についてはセコムというこ

とですけれども、まず公宅２４戸についてはそれ

ぞれ教育委員会で住宅料決めていますけれども、
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民間のアパートだとか、あるいは自宅こういった

ものについては、自宅はあれでしょうけれども、

アパート、これについては教育委員会が借り上げ

てやっているのか、それとも借りるのは自由です

よということでやっているのか、そこら辺ちょっ

と教えていただきたいと思います。 

 それから、共同事務室化、これについては中学

校区からという話ですけれども、そうすると小学

校には事務員がいなくなるという考え方ですか、

そこら辺。もしいなくなるとすれば、それなりに

業務の支障というのは出てくるような気がします

けれども、そこについてお願いしたいと思いま

す。 

 それから、対外競技、これについて小学校は対

象ないですよというのですけれども、ここに記入

要領の中に、北海道小学校陸上競技大会及び七飯

町立小学校陸上記録会とする云々って、対象です

よね。こういうものがあるのにいきなりどうなの

だろうか、やはり小学校は小学校なりの一生懸命

やっている中で小学校はないよ、中学校は中体連

だよというようなことですので、そこについても

う１度お願いいたします。 

○議長（木下 敏） 教育次長。 

○教育次長（扇田 誠） まず、子供の留守番電

話対応の対策についてですけれども、これにつき

ましてはやはりそういうような後れが考えられま

すので、それにつきましては先進でやっていると

ころの事例をきちっと研究しながら、当町におい

ても参考にしながら十分対応してまいりたいとい

うふうに考えてございます。 

 また、教員住宅につきましては、これは教員住

宅はセコムでございません。学校のほうのことを

ちょっと言いました。教員住宅は一切そういうの

はなく、そのまま何もない状況でやってございま

す。 

 あと、公宅の扱いですけれども、これはあくま

で町が、教育委員会が公宅として用意してござい

ますので、全部町費で現在のところは行っている

と、民間住宅借り上げをやっているところは、そ

ういうことでございます。 

 事務室化の関係ですけれども、事務員の事務室

化については、いっときは拠点校に１回みんな集

まりますから、ただそこにはすぐ１人が戻った

り、両方が、２人が行ったりして一気に仕事を片

づけたりすることもございますので、いなくなる

という場合はないのです。例えば午前中拠点校に

集まって、午後から出向くというふうなやり方も

いろいろあると思いますので、事務員がいなくな

るというような考えではございませんから、その

辺は。 

 あと対外競技につきましては、小学生なりに頑

張っているというところでございますけれども、

これにつきましてもやはりモチベーションの関係

等ございますけれども、先ほどスポーツ振興課長

が申したとおり、広く浅くやっているということ

で御理解していただきたいというふうに思いま

す。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 教育長。 

○教育長（與田敏樹） 答弁する前に、ちょっと

一部補足をさせていただきます。 

 共同事務室化の関係なのですけれども、これ国

で制度化したばっかりで、道内でも今、上川管内

の東神楽町がやり出して二、三年、最近の情報で

は上川町もやり出したのではないかということで

す。上川町の情報については入ってきておりませ

ん。これ中学校区でやります。基本的には、そこ

の配属になった学校で事務処理をしていただきま

す。そして今の段階では、週に１回程度拠点校に

来ていただいて、さっき申し上げたような事務の

内容をやっていただくということが一つの目的で

す。 

 もう一つの目的は、新卒で事務職になった人

が、ある程度の規模の学校に入ったときに、それ

を相談する相手がいなくて、メンタル的になって

しまうというような状況もございます。 

 そういう意味では、事務職が定期的に連携を図

ることによって、そういうメンタルな問題も解決

ができるというふうに、七飯町としては考えてお

ります。やっぱり事務の職員が１人職場、ほかに

先生はいるといっても事務職としては１人なの

で、そこはどうしても孤立化する確立が高い。そ

うした中で小規模校から大規模校に行ったとき

も、同じような現象が生じる可能性もあります。 
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 そういう意味では、事務の効率化ということを

求めるのと併せて、事務職の健康を守るというこ

とにもつながるので、ぜひここのところは進めて

いきたいというふうに考えております。 

 あと、図書室の関係なのですけれども、去年も

研究、今年も研究なぜかと言えば、去年コロナで

できませんでした。これが。学校に第三者が入る

ことを令和２年度については、基本的にはずっと

シャットアウトしていましたので、そこについて

は検討もできませんでした。 

 ということなので、今回は去年と同じような表

現をさせていただいたということで御理解をいた

だきたいなというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 答弁漏れありますか。 

○５番（田村敏郎） 終わります。 

  ─────────────────── 

延 会 の 議 決           

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） この際、お諮りいたしま

す。 

 本日の会議はこの程度にとどめ、延会いたした

いと思いますが、これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、本日の会議はこの程度にとどめ、延会

することに決定いたしました。 

  ─────────────────── 

延 会 宣 告           

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 本日は、これをもって延会

いたします。 

 お疲れさまでした。 

午後 ４時２１分 延会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


