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中

川

友

規

午前１０時００分

開議

七飯町と長万部町の二つの自治体がＮＨＫでは廃

───────────────────
開

議

宣

止も検討、北海道新聞では一部区間の廃止もやむ

告

を得ないと回答したとしている。ついては、並行

───────────────────
○議長（木下

敏）

在来線の在り方に対する考え方等について伺いた

皆さんおはようございま

い。

す。

１点目、マスコミ報道はとかく一部を切り取

ただいまの出席議員数は１８名です。定足数に
達しておりますので、会議は成立いたします。

り、強調されて報道されがちである。ついては、
このときの報道のＮＨＫと北海道新聞の質問と、

ただいまから、令和３年第２回七飯町議会定例
会の本日の会議を開きます。

それに対する回答はどのようなものであったの
か。また、報道は七飯町の考え方を正しく伝えた

───────────────────

ものとなっているか。七飯町の回答の真意はどの

日程第１

辺にあったのか。

会議録署名議員の指名

２点目、道と沿線１５自治体の代表者で構成す

───────────────────
○議長（木下

敏）

日程第１

る北海道新幹線並行在来線対策協議会の位置づけ

会議録署名議員

の指名を行います。

と、今後のスケジュール感等はどうなっている
か。

本日の会議録署名議員として、

３点目、七飯町の回答について町民の思いや意

１３番

川

村

主

税

議員

見は反映されているのか。民意のくみ上げはどの

１４番

中

川

友

規

議員

ようになされたのか。

以上２議員を指名いたします。

４点目、住民の利便性、費用負担等難しい問題

───────────────────

を含んでいるが、今後の町の意見集約等をどのよ

日程第２

うに検討していく予定か。

一般質問

以上です。

───────────────────
○議長（木下

敏）

日程第２

○議長（木下

一般質問を行い

ます。

政策推進課長。

○政策推進課長（中村雄司）

北海道新幹線並行

在来線に関して御答弁申し上げます。

通告順に発言を許します。

まず、１点目のＮＨＫと北海道新聞の質問とそ

若山雅行議員。
○１５番（若山雅行）

敏）

れに対する回答でございますが、ＮＨＫにつきま
それでは、今回４問用意

させていただきました。

しては、並行在来線沿線自治体各首長への御自身
の現状の考えを伺いたいという趣旨で質問が幾つ

１問目から、北海道新幹線並行在来線の存続・

かございました。

廃止等に関する最近の報道について。

主な内容として、北海道と本州を結ぶ貨物列車

２０３０年度末に札幌まで北海道新幹線が延伸

の大動脈である長万部・函館間では、鉄路そのも

されると並行在来線はＪＲ北海道から経営が分離

のは維持される見通しですが、旅客輸送の並行在

されることになっており、その並行在来線の在り

来線について現在の考えに近いものを三つの選択

方については、北海道と沿線１５自治体の代表者

肢から選択するものであり、その選択肢として

で構成する北海道新幹線並行在来線対策協議会に

は、一つ目が存続が望ましい、二つ目が廃止も検

て協議が行われている。

討、三つ目が判断できないとあり、この三つの中

今年の３月にＮＨＫと北海道新聞がそれぞれ道

から廃止も検討を選択しております。

南の沿線７自治体に対してアンケート調査を行っ

また、その理由について記述することとされて

たとして報道された。大半の自治体が様子見の状

おり、回答をそのまま読み上げさせていただきま

況（現時点で判断できない、との回答）の中で、

す。

－ 3 －

長万部・函館間については、初めから存続あり

ジュールについてですが、協議会は北海道新幹線

きの議論ではなく、住民の足を確保することを前

新函館北斗・札幌間の開業に伴い、北海道旅客鉄

提としながら、いかにしてより利便性の高い公共

道株式会社から経営分離される函館線函館・小樽

交通を提供していくかという観点から、廃止、バ

間沿線の地域交通の確保に係る検討及び新幹線整

ス転換も検討していく必要があると考える。

備に伴う地域課題への対応に関する協議を目的と

特に、駅間の距離が長い鉄道に比べて、近距離

しております。

でもより住民ニーズを反映した場所に停留所を設

所掌事項は、並行在来線沿線の地域交通の確保

置することができるバスは、住民にとってより利

方策の調査研究、並行在来線沿線の地域交通の確

便性の高い交通手段となる可能性もあると考える

保に係る基本的方向の決定、新幹線整備に伴う地

ので、北海道新幹線並行在来線対策協議会で実施

域課題への対応などとなっております。

している各種調査の結果も参考にしながら、聖域

北海道知事と沿線１５市町の首長の１６名で構

を設けずに議論をする必要があると考えると回答

成され、座長は北海道知事となっております。協

しております。

議会を円滑に運営するためブロック会議を設置し

次に、北海道新聞の質問と回答につきまして

ており、長万部・小樽間は後志ブロック会議と

は、並行在来線に関する首長アンケートとして、

し、函館・長万部間を渡島ブロック会議としてお

首長の現時点の考えを伺いたいというもので、幾

ります。

つか質問がございました。

今後のスケジュールについてですが、今年４月

新幹線札幌延伸時に経営分離される並行在来線

２６日に函館・長万部間を協議する渡島ブロック

（旅客）の存廃についてどう考えるかの問いに対

会議が開催され、函館線函館・長万部間の経営分

して五つの選択肢から選択するものであり、その

離後における地域交通の確保方策について、一定

選択肢としては、一つ目、全区間存続が望まし

の前提条件を設定し、第３セクター鉄道やバス運

い。二つ目、一部区間の廃止もやむを得ない。三

行に係る収支予測が示されたところであります。

つ目、全区間の廃止もやむを得ない。四つ目、現

今後、交通事業者と協議を行いながら調査結果

時点で判断できない。五つ目、その他の五つの中

を精査するとともに、地域交通の確保方策につい

から、一部区間の廃止もやむを得ないを選択して

て、将来における沿線自治体の負担を含め、様々

おります。

な角度から検討を進めていくこととなっておりま

その選択した理由としては、先ほど申し上げた

す。

ＮＨＫの回答内容と同様に回答しております。

次回の渡島ブロック会議は９月に開催を予定し

ＮＨＫの報道では、廃止という言葉が強く印象

ているところです。

に残る内容で一部分のみがクローズアップされて

次に、３点目の回答における町民の思いや意見

いる部分は否めませんが、北海道新聞では函館長

の反映についてですが、首長アンケートでござい

万部間について、より利便性の高い公共交通を提

ますので、町長の考え方を回答してございます

供する観点でバス転換も検討する必要があると

が、住民の足を確保することを前提としながら、

し、鉄路ありきではなくバス転換の方法も一つの

いかにしてより利便性の高い公共交通を提供して

選択肢として検討していく必要があるという趣旨

いくかという観点のほか、負担する費用などの経

で報道されております。

済性の観点も含め、町民の理解をいただけるよう

アンケートの回答の趣旨は、あくまで鉄路の廃

選択していくことが必要と考えております。

止を目的に検討を進めるといったことではなく、

次に、４点目の町の意見集約等をどのように検

バス転換の検討も最初から削除することなく、一

討していく予定かについてですが、七飯町として

つの選択肢として残す必要があるということを申

は利便性の高い公共交通の提供のためにも、町民

し上げている内容でございます。

の方々の意見をいただく機会が必要と考えます

次に、２点目の協議会の位置づけと今後のスケ

が、説明会や意見交換会がいいのかアンケートな

－ 4 －

のか、そういった具体的な方法については、他の

かそういうものをどう考えているのかをもう少し

沿線自治体の例も参考にしながら、今後検討して

お聞きしたいなというふうに思いました。

いく必要があると考えております。

それと、あとこの協議会の性格といいますか、

以上でございます。
○議長（木下

敏）

○１５番（若山雅行）

最終的にどのような決め方がなされるのか、道が
若山雅行議員。

判断するのかあるいは多数決なのか、それとも全

１番目のアンケートに対

員一致でないと決まらないのか、そこのところを

する回答と報道の仕方については、これは今の説

参考のためにちょっと教えていただきたいなとい

明を受けると十分納得できるもので、選択肢がも

うふうに思います。

う廃止か一部何とかとかそういうような形の中で

それと、あと我々としてはどのような選択肢

の選択なので、あのような報道されてもあれだな

が、アンケートでは廃止とか一部廃止とか全部廃

ということで、マスコミ報道の仕方のちょっと誘

止とかそういうようなことでありましたけれど

導しているような、そういうような雰囲気も感じ

も、どのようなことが選択肢として可能なのかど

られますし、今のような説明を受けると、しっか

うか。先行事例としては、いさりび鉄道の例が協

りした形で意見を述べているのだなということが

議会の検討の中でも挙がっていて、負担割合につ

十分分かりました。

いて実際の数字を出してありました。最終的にど

それと、今御説明いただいたような内容につい

こがどういう負担をするのかというのが大きな問

ては道のホームページで議事録も含めて公開され

題になると思うのですけれども、七飯町としても

ておりまして、町長の発言など見ますと、しっか

全く負担しないという考え方ではないと思います

り問題点を指摘したり、こういう資料を出せと

ので、どの程度それを負担の可能性というか、ど

か、ちゃんと数字を出してほしいというようなこ

ういう数字が出されてどうであればその負担につ

とをきちっと申し入れしていますので、そういう

いて踏み込んだ検討ができると考えているのか、

意味では非常に安心してその議事録を読んでいた

その辺のところをちょっともう少しお示しいただ

わけですけれども、たまたまテレビを見たら、Ｎ

きたいと思います。

ＨＫで廃止とか町長のインタビューの様子まで

ただ、現在ホームページを見てもまだ具体的な

写ったものですから、我々に全く話がない中で、

数字が出てなくて、質問があったらそれに対して

そのようなことが決められていたら大変だなと

少しずつ資料を出してくるというような状況でご

思ってちょっとこういう質問をさせていただいた

ざいますので、僕が見たのはまだ４月２６日で５

のですけれども、非常にそういう状況の中での意

月の議事録についてまだ載っておりませんでした

見表明をせざるを得ないということで、報道につ

のであれですけれども、その点についてもう少し

いてはやむを得なかったなという理由で１番目に

町民に向けた説明をお願いしたいなと思います。

ついては十分理解できました。

○議長（木下

ただ、今聞きますと、住民の意見等については

敏）

政策推進課長。

○政策推進課長（中村雄司）

それでは、今回の

これから聞いていくというようなニュアンスでご

報道という部分より並行在来線対策協議会での内

ざいましたので、それについてどのように聞くの

容ということで若干答弁させていただきたいと思

か、これから検討、説明会をするとかというよう

います。

なことで検討をどうするのかということでお話が

今回この決定といいますか、協議に当たって

ありましたけれども、しっかりその辺についての

は、協議会のほうで実施しているところでござい

どういうふうに決めるのか、例えば町内の検討

ますが、まだ内容についてはまだまだ精査をして

チーム、そういうのを作成するとか有識者を入れ

いくという段階で、決まりきったものといった答

るとか、あるいは地域公共交通の法定協議会等が

弁はなかなか難しいところでございますが、分か

ございますよね。その中での議論をするとか、そ

る範囲での答弁とさせていただきたいと思いま

ういうところももう少し意見の吸収の仕方とか何

す。
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まず、町民への意見の集約の方法というところ

ろでございますので、ここの部分についてはまだ

でございますけれども、ここの部分については、

何か決まっていくという状況にはないところでご

この課題というのが七飯町だけの課題ということ

ざいます。

ではございませんので、町がこうしていきたいと

続いて、負担方法についてでございますが、こ

いうことは簡単には申し上げられません。その判

ちらまだ何対何で誰が幾ら払うだとか負担割合が

断について、管内全ての自治体を大分注視してい

というのは、まだまだ協議の内容で決まっていく

く内容なものでございますので、そういった協議

内容でございますので、私のほうから答弁はでき

の状況を見ていかなければなというふうに思って

ないという状況でございます。

おります。

以上でございます。

そこの議論の経緯の中で、例えばパブリックコ

○議長（木下

敏）

若山雅行議員。

メントなんかあるのかどうなのかというのは、実

○１５番（若山雅行）

はまだうちのほうでは押さえておりませんので、

ができないという、ほかの市町村もそのような認

そういったことが北海道のほうでされるのかどう

識の下で資料を要求することを求めているという

かということも踏まえながら、今後、注視してい

ような状況なので、お話する内容は十分理解でき

かなければならないものかなというふうに思って

ます。

ございます。

現段階ではなかなかお話

ただ、あの新聞報道によりますと、町長の首長

続いて、町のほうで地域公共交通の法定協議会

の考えということであれなのですけれども、バス

との議論との考え方でございますが、そこの部分

もありというようなことでバスへの思いが何か

については切り離して考えていく必要があると

ちょっと強いようなので、バスのほうが便利だと

思ってございます。今の段階ではこの並行在来線

いうような意見がちょっと先行して出ているよう

の部分につきましては、今後の並行在来線がなく

な感じがあって、鉄路での維持の仕方とかバスの

なったというときの後の対応を考える話でござい

あれとか、バスについて４月の議事録を見ます

ますので、そこの部分の判断については町の法定

と、初期投資が大きいので、そういうのであれば

協議会との話としか現段階ではつなげていくべき

バスへの誘導ではないのかというような町長の発

ものではないというふうに思ってございます。

言もありまして、そのバスに対する思いのところ

続いて、並行在来線の行っている協議会の決定

をもう少し、何かバスへの思いがちょっと強いの

の方法でございますが、規約の中で、例えば半数

かなというようなニュアンスがありまして、まだ

以上が賛成だったらどうこうというような決まり

いろいろなデータ出てから判断すべきでないかな

事はございません。あくまで協議をするという内

という気がするものですから、そこのところを

容になってございますので、こちらのところにつ

ちょっとどういう思いを抱いているのかなという

いてはちょっと私のほうから詳しくは説明はでき

ところをもう少し聞かせていただければなという

ないというところです。

ふうに思います。

続いて、方策の方法で方策の検討でございます

○議長（木下

敏）

町長。

が、今この北海道新幹線並行在来線対策協議会の

○町長（中宮安一）

中で方策というのは三つ示されてございます。全

よりは、鉄路がさびると町がさびるとかという、

て鉄路で維持をして行うという函館・長万部間を

そういう言葉があるのです。その考え方を多くの

維持するという考え方、そして、函館・長万部間

自治体の首長が持っているというのは現実であり

をバス転換をするという考え方、そして、三つ目

ます。いろいろな話して。そういう意味からすれ

としては函館から新函館北斗まで鉄路、そして新

ば、鉄路を残すんだというほうに進んでいくのが

函館北斗から長万部までバス転換というような併

私はちょっと怖いような気がするのです。という

せた方策として今三つ示されております。これは

のは、経費の問題です。後の維持経費、維持管理

あくまでも収支的なものとして算定しているとこ

していく経費の問題。そういったことを考え併せ

－ 6 －

バスへの思いが強いという

れば、鉄道ありきでいってはいけないのではない

ら町民説明会へと向かっていくのかなという、そ

かなと、まして回答しているとおり、この鉄路の

ういう方向性で考えています。

駅と駅の間というのはこれ平均距離ですけれども

決して、ではバスに展開したらいいんじゃない

４キロと言われています。バス停の距離というの

かということではなくて、あと何と比較するのか

は４００メーターなのです、平均距離です、あく

というのがなかなかなかったものですから、飛行

までも。そういう意味からすると、その利便性と

機というわけにはいかないでしょうし、そんなも

いうことを考えると、私は極めてバスのほうが利

のそういう感じではないので、バスとの組み合わ

便性が高いのかなという感じがしていますので、

せというのがやはり一番いいのかなという、そう

それであのような回答をさせていただきました。

いう私の思いでああいう回答をさせていただいた

というのは、私は鉄路ありきに走ってはいけない

ということで、御理解をいただきたいと存じま

のではないかなということを思ったから、そのよ

す。

うにはさせていただきました。

以上でございます。

これからの進め方なのですけれども、今ホーム

○議長（木下

敏）

若山雅行議員。

ページを見ていますので、では赤字が幾らになっ

○１５番（若山雅行）

ていくのかというのをこの前がさっと出てきまし

しっかり問題点を指摘しているし、言うべきこと

たけれども、それはちょっと乱暴な数字なので、

は今のところ言っています。まだ全部数字が出て

そこはもう一度きちんと出していただきたいとい

いるわけではないので、だけれども、そこのとこ

うことを道のほうに私のほうからも言わせていた

ろは十分分かるのですけれども、報道見た感じで

だきました。そういう額が私がきちんとやっぱり

はバスをもうちょっと一歩踏み出しているのかな

納得したもので出てきたものでないと、後にこれ

というようなニュアンスがあったものですから、

からそういうものがはっきりしたときには、議員

道新なんかにも住民ニーズを反映した場所に停留

の皆様方としっかりまずはお話をしていかなけれ

所を設置できるバスは、より利便性の高い交通手

ば私はならないと思っています。

段になる可能性もあると、可能性というかいろい

その後に住民説明会なのか何なのかは別にして
議論する、町民の皆さんと話し合いを持つという

議事録を読むと、町長は

ろな選択肢を排除しないで、そういうことだとい
うことで理解させていただきます。

ことになるのかアンケートになるのかは別としま

そのときに長万部の町長はバスと新幹線で代替

して、先ほど課長が答えたとおり、そういったこ

交通は確保されると並行在来線の黒字経営は難し

とが何らかの形では町民の意見というものもしっ

いと思われ、旅客廃止の方向で検討することは当

かり聞く場が出てくると思いますけれども、まず

町にとっては自明の理だとか、これも本当にどの

は議員の皆様方とその額がしっかり、しっかりと

ようなスタンスで回答しているのかは分からない

言ってもこれを円単位までぴったり合うのかと

ところではあるのですけれども、ここまで新聞報

言ったら、それはそんなことはないですけれど

道されるようなこともありまして、我々としては

も、この額で出し方としてはいいなというものが

もうほぼ方向性が決まってしまったのかなと、テ

出てきて、そして今度はその赤字が出た負担割合

レビ見たらもう、え、というような感じがあった

というのもまだこの区間では決まっていません。

ものですから、今回そういう質問をさせていただ

いさりび鉄道では沿線自治体が２で道が８割を持

きました。

つということで決まっていますけれども、多分前

それで、我々もホームページで資料も見られま

例踏襲という形でそちらのほうに行くような気は

すし、確定したものではありませんとある前提の

しますけれども、それはちょっとまだ決まってい

基に作ったものですと、検討材料の資料ですとい

る話ではありませんので、そういった負担割合と

うことで載っていますので、それはじっくり見て

かもきちんと決まりそうなときに機会を見計らっ

勉強させていただきたいなと思いますけれども、

て、ぜひ議員の皆様方と深い議論をしていきなが

最後にまだ廃止もバスもこれからいろいろなデー
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タを得た上で、それから十分言うべきことは言っ

となり、また、読み上げ数値の位の数は１０万

ていくし、だけれども七飯町として一つの町だけ

円、または１,０００円単位とさせていただきま

で全て決定できるわけではありませんので、負担

すのであらかじめ御了承願います。

割合その他含めて、多くの議論を聞いた上で決定

最初に、令和２年度一般会計の決算状況となり

していくということを確認させていただければと

ますが、見込みでの歳入歳出差引額翌年度繰越金

思います。

は６,２３０万円程度となり、この繰越金から既

○議長（木下

敏）

町長。

に令和３年度一般会計へ繰り越した事業の財源と

今、議員がおっしゃったと

して使用される１,１５０万円を差し引いた５,０

おりに進めさせていただきますので、私も一生懸

８０万円が決算上の剰余金、実質収支額となりま

命勉強しながら意見反映をしっかり道のほうに申

す。

○町長（中宮安一）

し述べていきたいというふうに考えております。

次に、地方財政法第７条第１項に規定する額の

そのように努めさせていただきますので、御理

積立てを行うこととなりますが、実質収支額の２

解を賜りたいと存じます。

分の１以上の額５,０８０万円の２分の１以上の

以上でございます。
○議長（木下

敏）

○１５番（若山雅行）

額を積み立てるもので２,５４０万円以上の額を
若山雅行議員。

９月定例会に補正予算として提案したいと考えて

１問目は今の発言で了解

おります。

しました。

そして、令和３年度の予算編成の過程におい

それでは、次に行きます。２問目です。

て、財政調整基金から繰入金として当初予算で

財政調整基金について。

１,０００円、第１号補正予算で４,８３８万４,

一般会計の財源に不足を生じたときの財源とし

０００円を計上しており、このたびの定例会で提

て積み立てられる財政調整基金について伺いた

案しております第３号補正予算に計上した繰入金

い。

８,０３０万２,０００円を合わせますと、合計１

１点目、令和２年度の決算上の地方財政法第７
条第１項に定められる積立額の金額は幾らかと、

億２,８６０万円の財政調整基金を取り崩す予算
となっております。

その結果、財政調整基金の残高は幾らか。

この結果、財政調整基金の残高となりますが、

２点目、財政調整基金残高の目標を７億円以上

令和２年度一般会計の出納閉鎖期日である令和３

との説明を何度か聞いてきたが、この目標はどこ

年５月３１日現在の基金残高６億１,８００万円

から出てきたもので、そもそもこの金額の根拠は

に９月定例会で積み立てしようとする額、これを

どのようなものかと。

仮に２,６００万円とした場合、残高で６億４,４

３点目として、令和３年度の予算については基

００万円となり、さらに令和３年度の年度末で１

金の繰入れをしないで予算編成ができたとしてい

億２,８６０万円の基金を取り崩す予算となって

るが、３月の第１号補正予算で４,８００万円を

おりますので、令和３年度の基金残高は５億１,

繰り入れしている。今後幾つかの補正予算が見込

５４０万円と試算されるところであります。

まれる中、令和３年度の残高見込みは幾らとして
いるか。

過程において試算された基金残高となっておりま

以上です。
○議長（木下

現時点では令和３年度一般会計の予算編成上の
すので、今後の推移によって変わることも予想さ

敏）

総務財政課長。

○総務財政課長（青山栄久雄）

れるところであります。

それでは、質問

次に、２点目の財政調整基金残高の目標を７億

の１点目と３点目については関連性がありますの

円以上とする金額とその根拠についてということ

で、基金の積立てから取崩し、基金残高の順にま

で御質問されておりますが、最初に確認としまし

とめて答弁させていただきますが、現在、決算確

て、７億円の目標額という出どころの数値でござ

定前により係数を整理中ですので概算金額で答弁

いますが、これは平成３０年３月に開催された議
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会活性化特別委員会に提出した財政シミュレー

うものを持ってなくて、それ以外の積立てその他

ションの資料の中で、当時試算した財政推計の結

を含めて全く問題ないというふうに考えているの

果、減少の一途をたどる基金の推計に対して維持

かどうかです。

すべき基金の総額、これは一般会計の管理に属す

７億円についても財政調整基金で７億円を最低

る基金で、処分が可能な基金の総額を最低限確保

限維持するというニュアンスで、令和元年９月の

すべき基金現在高を７億円と設定し、これの算出

定例会での同僚議員の質問について僕は理解して

根拠に標準財政規模の１割以上としてその目標額

いたので、コロナ禍とかいろいろな災害があった

を定めたところが始まりにあります。

らこういうものを取り崩して使わざるを得ないと

この財政シミュレーションでは、財政調整基金

いうのは十分理解していますし、それに対して議

の最低限度額を７億円としているわけではなく、

会もちゃんと認識を示すとは思うのですけれど

基金総額に対して最低限度額を７億円に維持し、

も、７億円と言っていた数字がちょっと安易に崩

当時作成した財政推計上の基金と比較した資料と

されていくようなニュアンスがありまして、そう

なってございます。これは財政サイドが考える下

かといってほかの予算を削るとか、そういうよう

限設定金額として、今後行財政改革に取り組む指

なことについてはこれからいろいろ検討していく

標の金額の一つとして現在に至るものでございま

というようなニュアンスがありまして、今言われ

す。

た３月の見込みで５億円とかって、この数字に対

また、算出根拠に標準財政規模の１割以上とし

してはそれで十分だというふうに考えているのか

ている理由でございますが、設定値には法的拘束

どうか、その７億円と説明していたことに対する

力や国からの通知・通達というものではなく、収

バランスとしてどうなのか、そこのところを

支均衡予算あるいは会計年度間の財源調整を図る

ちょっと御意見聞かせていただければと思いま

上で必要と考えられる額を標準財政規模で割り返

す。

した率として設定したものでございます。

○議長（木下

現時点で令和３年３月３１日現在の基金総額と

敏）

総務財政課長。

○総務財政課長（青山栄久雄）

危機感はないの

なりますが、１４億４４０万円を保有しています

かということで御質問されておりますけれども、

ので下限額の７億円に対しては上回っている状況

これまでも町としては平成３０年の議会活性化特

でございます。

別委員会に提出した財政シミュレーションの中で

以上でございます。
○議長（木下

敏）

○１５番（若山雅行）

も、基金が目減りしていくということを考えたと
若山雅行議員。

きに、これは何らかの対策として、いま現在も続

３月の予算のときに、基

けております行財政改革を進めていく、または当

金の繰入れがないという御説明を受けまして、予

初予算の中ではできるだけ基金を入れないで予算

算はそれで組み立てられたのだということで説明

編成をしたい、そういうような思いから基金の目

を受けて、あのときイベントとかコロナ対策費に

減りに対しての対策、そういう危機感を持ちなが

ついては一応全部補正で対応するということでや

らいま現在進んでいるところでございます。

らなかったので、予算としてはそれで組み立てら

７億円と財政調整基金のいま現在５億円となっ

れたのだなと思うのですけれども、第１号補正予

ていますが、あくまでもいろいろな財政推計をこ

算でいきなり４,８００万円の繰入れがあって、

ちらのほうでもしておりますけれども、基金総額

なおかつ今回補正で提示しているところで先ほど

に対して７億円というのはこれは最低限、町とし

も説明ありましたけれども、８,０００万円繰入

て維持すべき金額として考えておりますので、財

れしてトータルで既に１億２,８００万円で基金

政調整基金がこれは年度間の財源調整もしくは収

残高が見込みとしてこれからさらに１億円以上必

支均衡予算を図る上では、これは一時的には減る

要になるということで５億円になるという、この

ということもありますけれども、これを最終的に

数字に対しては特にそうすると危機感とかそうい

は戻しながら財政調整基金についても減らさない
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ような努力をしながら対応してまいりたいと思っ

在の予定では１１億８,０００万円ですので、今

ているところです。

のところは５,０００万円を上回っている、上昇

平成３０年、令和元年、令和２年度では財政調

しているという推計を立てております。

整基金については現在の水準の金額、平成３０年

以上でございます。

度では６億８００万円、令和元年度では６億１,

○議長（木下

８００万円、令和２年度についても６億１,８０

○１５番（若山雅行）

０万円、今のところ６億円台を維持しながら今回

も、なおかつ中長期の見通しが上昇しているとい

の補正では５億１,５４０万円となりましたけれ

うその理由というのはどこにあるわけですか。こ

ども、これをできるだけ減らさないような形で決

こにも基金確保目標ライン７億円とあって、ずっ

算を迎えられるように努力したいというふうに考

と入っていて数字が上がっているのですけれど

えております。

も、財政調整基金は減っていきます。だけれど

以上でございます。
○議長（木下

敏）

○１５番（若山雅行）

敏）

若山雅行議員。
今回それだけ繰入れして

も、ほかのところで増えているというのは何かあ
若山雅行議員。

るのでしょうか。

何か聞くたびに数字が下

○議長（木下

敏）

総務財政課長。

がるような印象もちょっと持つのですけれども、

○総務財政課長（青山栄久雄）

以前説明された七飯町の財政見通し中長期財政計

度の決算の話になりますけれども、令和２年度の

画の中で、令和７年までの基金現在高ということ

現計予算、最終的に組まれた予算ですけれども、

で推移表が出ていて、総合計画の議論の中で言わ

これは２億１,８００万円ぐらい、すいません、

れていますけれども、この数字については僕が最

ちょっと正確な数字は今すぐ出てきておりません

後もらった数字については３月２日の数字ですけ

が、２億１,０００万円程度だった思います。そ

れども、これについては十分維持できるリカバ

れに対して今回繰入れて最終的に締めた金額が

リーできる、今回大幅に繰入れしているのですけ

６,７００万円ですので、この差額が上方修正に

れども、この数字について全然変わらずというふ

されたというような形の結果だと思われます。

うに考えてよろしいのですか。それとも、この数

これは令和２年

以上でございます

字を多少下方修正するようなことになるのか、そ

○議長（木下

このところいかがでしょうか。今のままでいくと

○１５番（若山雅行）

多少下方修正なのかなという、途中で入ってくる

最初に聞いたのであれなのですけれども、その中

歳入の見込みがない限り、下方修正になるのかな

でなおかつ財政調整基金の取崩しが１億円、これ

という気はするのですけれども、いかがでしょう

からまださらにいま現在で既に上程された案だけ

か。

で１億２,８６０万円あって、さらに１億円補正

○議長（木下

敏）

総務財政課長。

○総務財政課長（青山栄久雄）

敏）

若山雅行議員。
そこの数字のやつは一番

というか組まざるを得ないという状況の中で、そ

七飯町の財政見

れについてはそうすると中長期予想の中では補正

通し中長期財政計画で示しました金額を下方修正

予算で対応するということなので、折込み済み

とありますけれども、この基金の目標額ライン７

だったということで既にその取崩しを今でいうと

億円についてはそのまま維持と、そして基金の総

２億２,８００万円ぐらい、それを取り崩すとい

額については、その当時示した資料では１１億

うのは折込み済みだったということでこの中長期

８,０００万円、これはいま現在令和２年度であ

財政計画がつくられていたということでよろしい

りますと１３億２,０００万円のほうに上昇して

わけですか。令和２年度の剰余額が六千何百万円

おりまして、令和３年度では当初に示した金額が

でそれだけが増えましたよという話なのですけれ

１１億３,０００万円、今回の補正を加えた１億

ども、それを今どんどん使っていますよね。それ

２,８６０万円を取り崩したという予算になって

については当初からそのぐらいは毎年財政を維持

おりますけれども、これを加味した結果でいま現

するためには必要な経常運転資金のようなものだ
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よというようなニュアンスなのでしょうか。そこ

ので、御理解いただければと思います。

のところをちょっと教えてください。僕勉強不足

以上です。

でよく分からないので、すいません。

○議長（木下

○議長（木下

○１５番（若山雅行）

敏）

総務財政課長。

○総務財政課長（青山栄久雄）

敏）

若山雅行議員。
これ以上僕も材料持って

それでは、先ほ

いるわけではありませんので、今後ともしっかり

ど２億１,８００万円と答えたのは、この前年度

その推移を見守っていきたいなというふうに思い

の前の予算で令和２年度の予算額に対して今回

ますので、これで一応終了させて、次のあれに行

６,７００万円を繰入れて決算を迎える予定です

きたいと思います。

という話から、次にはこの中では御質問にありま

３問目でございます。

すとおり、次は令和３年度の状況ということで翌

国の災害廃棄物対策指針に基づく災害廃棄物処

年度繰越金が６,２３０万円、そこから１,１５０

理計画について。

万円引いた純繰越金が５,０８０万円、これに対

近年の日本各地での自然災害多発を受けて、国

して２分の１を積み立てますと、次に当初予算で

では災害廃棄物対策指針を示し、各市町村に災害

１,０００円、第１号補正予算４,８００万円、い

廃棄物処理計画の策定を求めている。

ま現在では８,０３０万２,０００円の補正予算額

大規模災害発生時には、短期間で大量の災害廃

がありますので、合計１億２,８６０万円として

棄物が発生することが想定され、生活環境の保全

お答えしております。今後１億円増えるというよ

のためには迅速かつ適正な処理が必要となる。つ

うなことでは何ら答弁しておりませんので、いま

いては、七飯町の災害廃棄物処理計画の現状につ

現在では１億２,８６０万円での繰入金の予算と

いて伺いたい。

なっておりまして、最終的には５億１,５４０万
円の残高を試算しているというような内容でござ

１点目、七飯町は国の指針に基づく災害廃棄物
処理計画を作成しているか。

います。

２点目、災害廃棄物処理計画を策定済みであれ

ですので、今の関係でいきますと令和２年度の
決算の数字と令和３年度、これからの財政運営の

ば、その内容及び町民への周知方法、平時の訓練
等についての概略を伺いたい。

中では、その都度その都度財政シミュレーション

３点目、現状、災害廃棄物処理計画を策定して

もしくは財政推計を示しながら、基金の額はどの

いないとすれば、その理由は何か。また、現在策

くらい程度になるかということを御説明しており

定中であれば完成までのスケジュールはどうなっ

ますけれども、いま現在で言えることでいきます

ているか。

と、令和２年度の基金総額の予定額が当初示した
ところは１１億８,０００万円がこれはいま現在

４点目、道内の他の市町村の災害廃棄物処理計
画作成状況は把握しているか。

１３億２,０００万円、今回の令和３年度の繰入

以上です。

金の予定額、今のところ１億２,８６０万円あり

○議長（木下

ますけれども、これを内容を加えた金額での現在

○環境生活課長（磯場嘉和）

高が３月にお示しした金額では１１億３,０００

害廃棄物処理計画は作成中ですので、１点目から

万円、今回が１１億８,０００万円の上方傾向と

３点目について一括して答弁させていただきま

いうか修正しておりますけれども、これは説明し

す。

敏）

環境生活課長。
現在、七飯町の災

た令和２年度の繰入金で組んでいた予算が余り入

国では、東日本大震災の教訓、知見から、災害

らなかったと、２億１,８００万円予定を立てて

により生じた廃棄物の処理について、廃棄物処理

おりましたけれども６,７００万円の繰入れの額

法及び災害対策基本法を改正し、これに基づき地

で済んだということで、約１億５,０００万円ぐ

方自治体が災害に備えて災害廃棄物の処理計画を

らいはここで入れなかったというような結果に基

策定するための指針である災害廃棄物対策指針を

づいて作られた推計資料ということでございます

平成２６年３月に策定し、平成２７年１１月には
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大規模災害発生時における災害廃棄物対策行動指

日をスタートとして環境省が北海道とも連携して

針が策定され、国、都道府県、市町村、それぞれ

市町村の策定の支援をするということで、今回は

が災害廃棄物の処理に関する計画を策定すること

渡島管内を１１月２４日からスタートしまして勉

となりました。

強会、ワークショップを進めているところなの

このことを踏まえ、平成２９年３月に環境省が
北海道ブロック災害廃棄物対策行動計画を策定、

で、スタートとしてはそちらがスタートという形
になってございます。

さらに平成３０年３月に道が北海道災害廃棄物処
理計画を策定しました。

検討課題としては、全般的な話なのでしょうけ
れども、計画策定にとって災害ごみの発生の想定

令和２年１１月２４日には、環境省が北海道と

量、それから仮置き場の必要面積ですとかそれか

も連携して市町村における策定を支援するため、

ら運搬の処分の方法など、この辺をプラット

渡島管内の自治体を対象に災害廃棄物処理計画策

フォーム化された計画の指針がありますので、そ

定支援事業に係る勉強会とワークショップを函館

れに基づいて作成していくというような形になっ

市内で開催し、以降も令和３年２月３日と１５日

てくるのだと思います。

にワークショップが開催され、担当職員が参加し

まだ本当に入り口に段階ということですので、

災害廃棄物の処理の識見を高め、災害廃棄物処理

これからもう少し深く勉強しながらより良い計画

計画の策定作業を現在進めているところです。

をつくってまいりたいと考えております。

策定計画までのスケジュールとしては、令和２

以上でございます。

年１２月に策定しました七飯町強靱化地域計画に

○議長（木下

敏）

若山雅行議員。

沿って、令和５年中の策定を目指し町内会連合会

○１５番（若山雅行）

のコミュニティ専門部会等とも意見交換し、町議

かりでこういう話をするのはあれなのですけれど

会への情報提供、町民への周知をしながら進めて

も、作成というか着手というか、計画について

まいりたいと考えております。

ちょっと遅いのではないかなと、もう既につくっ

僕も余り、最近知ったば

４点目についてですが、道によりますと令和３

ている自治体もあったりして、災害がある可能性

年３月１０日時点で道内２５の自治体が策定済み

が高いところほど真剣に考えてあれしているのか

となっております。

もしれないけれども、非常に難しいというか悩ま

以上でございます。
○議長（木下

敏）

○１５番（若山雅行）

しい計画だなという感じを環境省のあれを見ても
若山雅行議員。

分厚いものがいっぱいあって、よく内容を理解す

これについては、僕も余

るか分からないけれども、東北の大震災とかいろ

りよく知らなかったのであれなのですけれども、

いろなものがあって、そういう災害をどうするの

いま現在策定中であるということで、令和５年に

かが課題だということを認識した上でやっている

ということだったのですけれども、これはいつ頃

のですけれども、ちょっと着手とか遅いのではな

から着手して、何か他の市町村の作ったものを見

いかなというニュアンスがあって、このようなも

たりすると、非常に細かくて何か本当に実行でき

のが国からこういうものをつくってくれとか、こ

るのかなというくらい難しいたくさんのものに

ういう計画でどうだとか何とか、そういういろい

なっているのですけれども、この作成における問

ろな球が投げられたときに、どこが管理して誰が

題点とか七飯町独自の検討課題、そういうような

管理して、それをではうちは必要ないとかうちは

ものはどのように上げているのか、それも含めて

こういう形でつくっていこうとかスケジュールは

これからの作業なのか、そこのところをもう少し

こういうことでやろうとかっていう、そういうも

教えていただければと思います。

のが出たときの管理の仕方、スケジュール表とい

○議長（木下

うか期日管理表のようなもの、そういうものはど

敏）

環境生活課長。

○環境生活課長（磯場嘉和）

いま現在策定中と

のように管理しているのか。あるいは、今ワーク

いうことなのですけれども、令和２年１１月２４

ショップでいろいろあれでやっているということ
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なのですけれども、例えば一部事務組合とか広域

１点目、この５年間にこの基金は大学院、大

連合とかそういうことではなくて、七飯町独自で

学、高等専門学校、高等学校別に何件利用されて

つくるという、そういうことでよろしいのかどう

いるか。

か、そこのところをもう少し教えてください。
○議長（木下

敏）

２点目、被貸与者、すなわち借り主は学生本人

環境生活課長。

○環境生活課長（磯場嘉和）

なのかその扶養者なのか。

策定までのスケ

３点目、連帯保証人２人の念書した願書にその

ジュール管理については、原課のほうでしっかり

在学する学校の長の副申を添えて教育委員会に願

管理してまいりたいと考えております。

い出なければならない（第５条）となっている

スタート、遅いのではないかという話ですけれ
ども、策定協議の勉強会、スタートしたのが昨年

が、保証人省略等、もっと申請を簡略化できない
か。

１１月年末という形でその後ワークショップ２回

４点目、償還の猶予（第１２条）や償還金の減

ほどやっていますけれども、ワークショップ、勉

免（第１３条）等の規定もあるが、町内での就職

強会、さわりのところですので、まだこれから

等一定の条件を満たした場合、返済を免除不要と

ちょっと深く入っていかないとその自治体自治体

する制度を創設することは検討できないか。

でいろいろ問題点もあると思いますので、この辺
は町で素案をつくってまたそのワークショップに

５点目として、入学金や授業料についての貸付
けはできないか、その辺のところです。

かけたりとか、そういうところとまた連携しなが
ら作成を進めていきたいと思います。

以上。
○議長（木下

それから、広域連合、もちろんごみの焼却につ
いては渡島管内の連合でやっていますけれども、

敏）

○学校教育課長（俉楼

学校教育課長。
司）

それでは、順に御

答弁申し上げます。

そちらのほうが策定するのではなくて、あくまで

１点目の利用実績につきまして、令和３年度は

それぞれの自治体で策定するというルールになっ

現時点での数値になりますが、大学２件、専修学

てございます。

校２件、高等学校２件の合計６件、令和２年度実

以上でございます。
○議長（木下

敏）

○１５番（若山雅行）

績として大学１件、高等学校２件の合計３件、令
若山雅行議員。

和元年度は大学１件、専修学校１件、高等学校３

それでは作成を待って見

件の合計５件、平成３０年度は大学２件、高等学

ていきたいと思いますので、情報提供というか、

校１件の合計３件、平成２９年度は大学５件、専

こういう感じだということは随時教えていただけ

修学校１件、高等学校３件の合計９件でございま

ればと思います。３問目終わります。

す。

次いで４問目、最後です。

２点目の借り主は、七飯町育英基金条例第４条

七飯町の奨学金制度について。

により奨学生本人でございます。

七飯町育英基金条例（昭和４１年７月７日条例

３点目の申請の簡略化についてでございます。

第１０号）の第１条、目的には、この条例は向学

現在、条例の規定により、連帯保証人２名の義

心にもえ、その能力が十分であるにかかわらず経

務化と併せて必要書類として在学を確認するため

済的理由によって修学が困難な学生又は生徒に資

の証明、その他収入に関する資料等を添付し申請

金を貸与し、英材を育成することを目的とすると

することになっております。

あり、第２条第１項で、この目的達成のため町は

連帯保証人については、確実に奨学金を返還し

七飯町育英基金（以下「基金」という。）を設置

ていただき、今後奨学金を利用し修学しようとす

するとしている。

る方々の大切な財源になるため必要な措置でござ

また、昨今、学生等の経済状況逼迫との報道が

います。しかしながら、保証人制度以外の方法で

なされている。ついては、この基金の運営状況等

奨学金を返還していただく方法が確認できた場合

について伺いたい。

には、その方法についても検討してまいりたいと
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考えております。また、その他の資料の添付につ

銭の割合を持って償還期日の翌日から支払いの日

きましても必要最低限の資料要求となっておりま

まで日数によって計算した延滞利子を徴収すると

すので、現段階では簡素化は難しいと判断してお

かなっていて、今このような表現はほとんどない

ります。

のではないかなというような感じがありますの

４点目の町内での就職など、一定の条件を付し
た返済免除についてでございます。

で、計算すると１０.９％か何かになるような感
じのようなのですけれども、あるいは民法の改正

近隣の自治体においては、学校を卒業後地元に

その他もありまして、保証をとるということ自体

居住し地元企業への就職を前提とした免除制度を

が、一般の貸付けにおいてもなかなか保証を本当

創設しているところもあります。今日の国勢調査

に必要最低限とるというような状況に変わってい

による人口減少が顕著になっていることを踏ま

たりしまして、保証人が本当に必要なのかどうか

え、地元に居住し地元企業に就職することなどを

と、昔であれば必ず融資するときには保証人だ担

条件とした定住施策の一環とした奨学金の免除制

保だというのは当然出てきます。信用を補完する

度について、今後検討してまいります。

わけですから、無利子で貸すとかというのは大変

５点目、入学金、授業料の貸付けについては、

ながらリスクなわけです。だけれども、大学行っ

これまで新設の要望は特に伺っておりません。入

たり高校行ったりする向学に燃えている人たちに

学金については、日本学生支援機構、北海道では

とっては、そういう負担をかけずにどんどん貸出

北海道社会福祉協議会などで貸付制度があり、当

しをするというのが大事なのかなと僕は思ってお

町の奨学金と併用が可能でございます。また、授

ります。

業料については、町条例による奨学金は学資等の

僕も大学に行ったときに、育英会からですけれ

経費に対する貸付けとなり、授業料も含まれてい

ども奨学金をもらっていました。それが１万９,

ると捉えております。このことから、現状として

０００円ほどもらって、ほとんど酒と本に消えて

は入学金、授業料の貸付けについては考えており

あれなのですけれども、そういう意味では非常に

ません。なお、現状の奨学金については平成２７

助かった感じがあります。

年度に増額改定を行っております。

○議長（木下

以上でございます。
○議長（木下

敏）

敏）

若山議員なるべく、気持ち

は分かるのだけれども、それない程度にお願いい
暫時休憩いたします。

たします。

午前１１時０１分 休憩

○１５番（若山雅行）

それで、その時代でも１

─────────────

万９,０００円ほどもらっていたのに、いま現在

午前１１時１５分 再開

大学生、大学院、短期大生に対して２万円、私立

○議長（木下

敏）

休憩前に引き続き、再開い

たします。

の人は２万５,０００円と、ほとんど変わってい
ないというような状況で、基本的には国がやるべ

一般質問を続けます。

き施策であって、町はそれを補助する七飯町に住

若山雅行議員の再質問より入ります。

んでいる子弟を応援するという、そういう意味で

若山雅行議員。

こういう基金を当初つくったのかなと思っていま

○１５番（若山雅行）

今、質問に対して答弁い

す。ただ、その段階で規模だとか全然増えていな

ただきましたけれども、まずこの七飯町育英基金

いというようなことがあって、先ほどの件数なん

条例昭和４１年７月に策定された条例を読みまし

か見てもちょっと少ないのではないかなという印

て、内容がちょっと古いのではないかなという

象を持ちました。

か、何か現代に即していないのではないかなとい

我々が育英基金の支出その他について、決算書

う感じがあって、いろいろ質問を組み立てまし

で見て決算書の中に貸付金額として、例えば令和

た。

元年であれば１２０万円とか平成３０年について

中には延滞利子として、１００円につき日歩３

は７２万円とかそういう実際の数字が載ってい
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て、こんな少ないのかなと、今聞いたら確かに数

まず、条例が少し古いのではないかというとこ

が一桁の数字なので、これについてはどうなので

ろでございますけれども、昭和４１年の条例でご

しょうか。謝絶するような件数もあるのか、成績

ざいまして、そこら辺につきましては情勢も含め

優秀とか何とか言われると限定されてしまうの

て、今後現状に合わないものについては直してい

か、あるいは保証人とかそういう手続にちょっと

きたいなと思ってございますけれども、まず金が

臆するようなことがあったりして、実際もっと利

額が非常に少ないのではないかというところの答

用したいのだけれども利用できていない層がある

弁でございます。

のではないかと、質問としては、逆に申請があっ

七飯町としましては、奨学金、先ほども申し上

たけれども成績が悪いから謝絶するとか、そうい

げましたとおり平成２７年に金額を上げていると

うようなケースがあるのかどうか。その辺のとこ

ころでございます。この金額につきましては、ほ

ろで書類が不備だったのでというようなことは当

かの町との比較をしても大体平均レベルという

然あるかもしれませんけれども、そういうような

か、高くもないし安くもないというところでござ

ケースが発生しているのかどうか。あるいはもっ

います。ただし、例えば大学に行くにしても、こ

と利用してもらうためのいろいろな努力とか、基

の２万５,０００円が妥当なのかというところに

金をもっと増やすとかそういうようなことを考え

なってきますけれども、実際学資にかかるものだ

ていないのかどうか、そこのところを。例えば、

とか生活にかかるものということで、これ以上の

令和２年３月３１日現在の基金総額は２,３５３

ものはかかっているということの認識はしてござ

万７,２０９円うち未償還金額が１,４１４万６,

います。ただ、町として支援するというところ

０００円と、使えるのは１,０００万円ぐらいに

で、このぐらいで妥当ではないかというところで

なっているような状況で、金額に応じて募集を狭

考えているところでございます。

めたりそういうことはしていないのかどうか。そ

ただし、先ほど議員もおっしゃっていた国の育

このところと、今後もっと広く利用してもらうた

英会みたいなところは、今の日本学生支援機構と

めの方策とかそのようなものを考えていないのか

いいますけれども、そちらのほうでも町よりも高

どうかと。

額な月額の貸付けをしているということで、最近

先ほど何かいろいろ検討するとかというのを

学生支援機構のほうでも無利子の貸付けをするだ

ちょっと聞き漏らしたりしていたのですけれど

とか給付型のそういう制度を設けているというこ

も、一部提案に対して検討できることもあるかも

とで、非常に借りる方にとっては有意なものも出

しれないというような話があったので、前向きに

てきているということから、そこら辺で七飯町の

受け止めたいと思いますけれども、そこのところ

貸付け件数も減っているというのはそういうとこ

でもっと利用したり七飯町の子弟を育てると、あ

ろもあるのではないかなと少し推測をしていると

るいは帰ってきて農業を継いでもらうとか、ある

ころでございます。

いは七飯町の役場に入るとか消防団に入るとか、

ちなみに３年ベースでいきますと、平成３０年

そういうような方に対する減免とか前向きな誘導

から令和２年までは１１件の貸付けになっている

のようなものを検討できないのかどうか、そこの

のですけれども、２７から２９までの３年間だと

ところをちょっとお聞かせいただければ思いま

２３件ということで、２４から２６年度までは３

す。

４件ということで、３年ベースでは１０件くらい

先ほど答えたのかもしれません。ちょっと聞き
漏らしたものもあるかもしれないので、もう一度

ずつ減っているというところのデータ分析もして
いるところでございます。

お願いしたいなと思います。
○議長（木下

敏）

○学校教育課長（俉楼
答えしてまいります。

ただ、これについては私どものほうで貸し渋り

学校教育課長。
司）

といいますか、そういうものをしているというこ

それでは、順にお

とではありませんで、申請件数が純然に減ってい
るというところで捉えてございます。そこら辺に
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つきましては、町のほうに相談があった場合には

そういういろいろな問題も起きている状況にあり

これからも日本学生支援機構だとか、こういう支

ます。もちろん支払い期間の猶予だとか何かあり

援もありますよということで相談体制をしっかり

ますのであれですけれども、そういう意味では非

していきながら、借りる方がメリットを感じられ

常に有利、七飯町としては無利子でやっているの

るものでやっていきたいなとそういうふうに進め

でいいのかなとは思うのですけれども、これにつ

ているところでございます。

いては僕が持っている過去平成２８年までの決算

また、当町の仕組みとしては学生支援機構など

書を見ると、焦げつきというものは発生していな

と併用して借りることもできるということから、

いように見受けられたのですけれども、これにつ

そういうことで今後も進めてまいりたいなという

いては延滞等はあるのかもしれないけれども、焦

ことで思ってございます。

げついたというか償却せざるを得ないという回収

また、先ほど減免制度というところでお話があ

不能となったようなそういうものがあるのかどう

りまして、先ほども回答をしているところでござ

か。貸出しにおいては、車のローンとかそういう

いますが、近隣の市町村の中には近隣の町、市で

目的があるものについては延滞率が低いとかそう

は町内に実際に帰ってきていただいて、そこの企

いうものがあったりして、フリーローンというの

業に勤めた場合に減免する制度を求めているとい

はなかなか延滞して返すあれもないというような

うところも私どもでは把握してございます。これ

ケースもあったりしてなかなか難しい、これにつ

は全国的にも同じような制度をつくっている市町

いては延滞することはあっても返済が滞った、焦

もございますので、そこら辺を参考にさせていた

げついてしまって償却せざるを得ないというよう

だきながらその制度の創設について前向きに検討

なケースがあるのかどうか。あるいは本人に何か

してまいりたいというところで考えているところ

あって保証人から回収するというようなケースも

でございます。

事例としてあるのかどうか。本人に何かあったら

以上でございます。
○議長（木下

敏）

○１５番（若山雅行）

もう免除するようなことで保証人の徴収はいいの
若山雅行議員。

ではないかなというような気もしないでもないの

一つ回答漏れというか、

ですけれども、そこのところの見解をもう少し実

申請を謝絶するようなケースが過去にあったのか

例を併せて、もし資料がなければしようがないで

どうか、あるいはなくても全て通っていますよと

すけれども、教えていただければと思います。

いうようなことでいいのかどうか、そこのところ

○議長（木下

を一つ聞きたいのと、今のあれでいくとこの大学

○学校教育課長（俉楼

生であれば国立公立は２万円、私立２万５,００

をしていきたいと思います。

０円、高等専門学校であると１万３,０００円、
私立は２万円、高等学校でいくと１万２,０００

敏）

学校教育課長。
司）

それでは、再答弁

まず、申請段階で断ったということのケースで
ございますけれども、これはございません。

円、２万円というこの金額については、妥当だと

２点目、金額の妥当性というところでの質問で

いう判断をしているということでよろしいので

ございます。ここにつきましては、金額高いとそ

しょうか。それとも総予算、基金のファンドの枠

れに越したことはないのでしょうけれども、そう

の中で、これ以上増額もなかなか難しいというそ

なるとまた返済の負担も問われることになってご

ういう判断なのか、その金額については国の先ほ

ざいますので、そこら辺も含めまして今はこの金

ど言った日本学生支援機構だとかいろいろな貸付

額でということで考えております。

制度もあるので大丈夫だというようなことなのか
どうか。

ただし、ここも申請段階等で相談があると思い
ますので、その中で金額を上げていったほうがい

七飯町の場合には無利子なので国のやつは有利

いだろうというような機運が高まったときには、

子なので、大学出た瞬間何百万円も借金を背負っ

そこは検討してまいりたいと、金額を上げていく

て就職が決まらなかったら返せないというような

というところで考えてございます。
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先ほどの日本学生支援機構の有利子のお話があ

いうことで御理解願いたいと思います。

りましたけれども、今、無利子の貸付けもしてい

また、貸付けの案内方法につきましては、やは

るというところでございますので、そういうとこ

り堅苦しい表現にやっぱりなっていくのではない

ろで学生支援機構のほうにメリットを感じてそち

かなと思われますので、これについても利用者が

らの貸付けを受ける方も多いのではないかという

利用しやすいように易しい表現で、今後、皆さん

ことで、先ほど御答弁させていただいてございま

に借り入れたい方が借りやすいような表現方法で

す。

していきたいというふうに思ってございます。

あと貸付けしている者に対して、焦げつきがあ

以上でございます。

るのかというところでございます。そこを金額償

○議長（木下

還されていない部分もございますけれども、そこ

○教育長（與田敏樹）

については電話等で納付相談をしながら前向きに

す。

進めているところでございますので、御理解をい

敏）

教育長。
１点だけ補足しておきま

地元企業への就職等に伴って貸付けした金額を

ただきたいと思います。

減免する等の中身なのですけれども、これにつき

以上でございます。

ましては、極めて政策的な内容でございまして、

○議長（木下

敏）

若山雅行議員。

○１５番（若山雅行）

以前から私どもとしても検討しなければいけない

今、謝絶というような

課題だろうなということで意識はしておりまし

ケースはないということなので、申込みがあれば

た。ただ、今回若山議員のほうからこういう御質

この規定でいくと成績優秀でというようなそうい

問がございまして、町長のほうとも御相談をして

うのがあって、ちょっとこれを読むと自分は対象

町長のほうの判断として、令和４年度から実施す

になるのかどうかとかそういうあれがあるのです

べく今から制度設計をしてほしいということで指

けれども、幅広く募集する、皆さんに基金が協力

示がございましたので、近隣自治体の内容なんか

しますよとかお助けしますよというようなこと

も整理をしながら何とか令和４年度実施に向けて

で、もっとソフトに案内をして利用していただけ

制度設計をしてまいりたいということをつけ加え

るような、大学進学とか高校進学とか結構増えて

させていただきたいと思います。

いるのだと思いますし、経済的に厳しい人もい

以上でございます。

らっしゃるのではないかなというふうに思います

○議長（木下

ので、そういう意味で勉強しようと思って学校に

ます。

行くわけですし、七飯町だけではなくて日本の財

敏）

以上で、一般質問を終わり

───────────────────

産になるあれなので、そういう支援については

日程第３

しっかりやっていただきたいなというふうに思い

議案第１０号

ますので、その辺の周知活動、その辺の謝絶した

町長の選挙における選挙運動の公費負担

こともないということであればしっかり審査する

に関する条例の制定について

教育委員会にそういう組織があるようなのですけ

───────────────────

れども、そういう意味ではその辺のところをもう

〇議長（木下

少し周知方法についてのお考えをお聞かせ願って

飯町議会議員及び七飯町長の選挙における選挙運

終わりにしたいと思いますのでよろしくお願いし

動の公費負担に関する条例の制定についてを議題

ます。

といたします。

○議長（木下

敏）

○教育次長（扇田

教育次長。
誠）

敏）

七飯町議会議員及び七飯

日程第３

議案第１０号七

ただいま議題といたしました案件については、

まず、今の貸付けの件

令和３年３月４日の本会議において総務財政常任

で、申請あったものは拒んでいないということで

委員会に付託されたものであります。閉会中に審

ございますけれども、所得制限が当然ありますの

査を終了しておりますので、その結果の報告を求

で、これについては相談の段階で吟味していると

めます。
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池田委員長。
○総務財政常任委員長（池田誠悦）

る。選挙運動用自動車に係る一日当たりの上限額
委員会報告

第１０号総務財政常任委員会報告書。

を６万４,５００円と定めており、この金額は公
職選挙法施行令第１０９条の４第２項第１号に規

令和３年３月４日第１回定例会における議決に

定する金額と同額となっている。使用日数につい

基づき、当委員会に付託された事件について審査

ては、当該選挙の告示の日から選挙期日の前日ま

した結果を下記のとおり報告する。

で（最大５日間）と定めている。

令和３年５月１７日、七飯町議会議長木下敏
様。

なお、選挙運動用自動車の選挙公営の区分とし
ては、次のとおりである。

総務財政常任委員会委員長池田誠悦。

表を参照してください。

記。

また、ハイヤー、タクシーの借上げ（第４条第

１、事件名。

１号に定める契約。上記の表の区分１）と自動車

議案第１０号七飯町議会議員及び七飯町長の選

の借上げ、燃料代、運転手の雇用（第４条第２号

挙における選挙運動の公費負担に関する条例の制

に定める契約。上記の表の区分２から４まで）が

定について。

同一の日にあった場合、併用して使用することを

２、審査の経過。

禁止している。

令和３年３月１９日、４月２１日、５月１７日

第６条から第８条は、選挙運動用ビラを作成す

の３日間、委員会を開催し、副町長、総務財政課

る場合の公費負担等について規定した条項であ

長、選挙管理委員会書記長の出席を求め、審査を

る。公費負担の対象となる選挙運動用ビラの作成

行った。

単価の上限は１枚当たり７円５１銭と規定してお

３、決定及び理由。

り、なお作成枚数の上限については公職選挙法第

（１）決定。

１４２条第１項第７号に定める枚数を上限として

原案可決。

おり、町長選挙は５,０００枚、町議会議員選挙

（２）理由。

は１,６００枚となっている。

当委員会に付託された議案第１０号七飯町議会

第９条から第１１条は、選挙運動用ポスターを

議員及び七飯町長の選挙における選挙運動の公費

作成する場合の公費負担等について規定した条項

負担に関する条例の制定については、町村の選挙

である。ポスター掲示場の設置数については、選

における立候補環境の改善のため、選挙公営の対

挙の都度、選挙管理委員会が定めることとしてい

象を市と同様のものに拡大することと併せ、町村

るが、直近で行われた選挙については９０か所と

議会議員選挙においてもビラの頒布を解禁すると

なっている。

ともに、公営対象拡大に伴う措置として供託金制

また、公費負担の対象となる選挙運動用ポス

度を導入することを目的として、公職選挙法の一

ターの作成単価の上限は１枚当たり１,１４７円

部を改正する法律（令和２年法律第４５号）が施

であり、次のとおり算定されている。

行されたことに伴い、この条例を制定するもので

表を御覧ください。

ある。

第１２条は、委任規定である。公費負担の対象

第１条は、趣旨規定で、町議会議員選挙及び町

となる①選挙運動用自動車の使用、②選挙運動用

長選挙における選挙公営（候補者の選挙運動に係

ビラの作成、③選挙運動用ポスターの作成につい

る費用の一定金額を公費で負担）の対象を公職選

ては、公職の候補者が契約を行った際には、選挙

挙法の規定に基づき、①選挙運動用自動車の使

管理委員会へ届出が必要となる。また、これらの

用、②選挙運動用ビラの作成、③選挙運動用ポス

公費負担については、法定得票数（供託物没収

ターの作成と定めている。

点）を上回る有効投票を得た候補者のみが該当と

第２条から第５条は、選挙運動用自動車を使用

なるものである。なお、本条例において規定して

する場合の公費負担等について規定した条項であ

いる額は上限額を定めたものであり、実際に要し
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た経費または条例で定める上限額のいずれか低い

提案説明を求めます。

額が公費負担の対象となる。

税務課長。

委員会の聴取において、公費負担に関する詳細

〇税務課長（柴田

憲）

それでは、承認第１号

な運用方法については、今後、質疑応答集などを

専決処分の承認を求めることについて御説明申し

作成するとの回答があったことから、立候補予定

上げます。

者説明会などを通じて十分な周知、丁寧な説明に

地方自治法第１７９条第１項の規定により、次

努めるとともに、議会に対しても情報提供してい

のとおり、七飯町税条例等の一部を改正する条例

ただくよう望むものである。

を専決処分いたしましたので、同条第３項の規定

以上のことを留意の上、条例の内容を審査した
ところ、本条例の規定は公職選挙法の一部を改正

によりこれを報告し、承認を求めるものでござい
ます。

する法律の施行に伴う条例制定であり、それぞれ

主な改正内容につきましては、議案関係資料で

の上限額についても公職選挙法施行令の規定に

御説明いたしますので資料１ページの資料１、七

沿った内容であることから、全員一致で原案のと

飯町税条例等の一部を改正する条例の概要を御覧

おり可決すべきものと決定した。

願います。

以上です。

１番、改正理由でございます。

〇議長（木下

敏）

これより、質疑を許しま

す。

地方税法等の一部を改正する法律（令和３年法
律第７号）が令和３年３月３１日に公布され、原

（「なし」と呼ぶ者あり）
〇議長（木下

敏）

則として令和３年４月１日から施行されましたの

質疑を終わります。

で、それに伴い七飯町税条例等の一部を改正する

委員長お疲れさまでした。

ものでございます。

これより、討論を許します。

２番、改正内容についてでございます。

（「なし」と呼ぶ者あり）
〇議長（木下

敏）

主な改正内容はこれから御説明いたしますが、

討論を終わります。

条例改正に伴い生じた条項の削除による条項ずれ

これより、採決を行います。

及び規定の整備等についても併せて改正するもの

議案第１０号七飯町議会議員及び七飯町長の選

でございます。

挙における選挙運動の公費負担に関する条例の制

それでは、主な内容。

定についての委員長の報告は、原案可決でありま

（１）個人町民税関係でございます。

す。

給与所得者及び公的年金等受給者の扶養親族申

本案については委員長報告のとおり、原案可決
することに御異議ございませんか。

要であった税務署長の事前承認を廃止するもので

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
〇議長（木下

敏）

告書、退職所得申告書を電磁的提出する場合に必
す。

御異議なしと認めます。

また、住宅ローン控除につきまして、現在新型

よって、本案は、委員長報告のとおり原案可決
することに決定いたしました。

コロナウイルス感染症の影響を考慮し、一定の要
件を満たすことで１３年間の控除が受けられるよ

───────────────────

う特例として適用要件が弾力化されております

日程第４

が、この特例について１年間延長するものです。

承認第１号

専決処分の承認を求めるこ

次に、（２）固定資産税関係でございます。

とについて

平成３０年７月豪雨により住宅が滅失、損壊し

───────────────────
〇議長（木下

敏）

日程第４

たため、住宅用地として使用できなくなった土地

承認第１号専決

を住宅用地とみなし、課税標準額を軽減する固定

処分の承認を求めることについてを議題といたし

資産税の特例の適用を受けようとする者がすべき

ます。

申告等について、法規定の新設に併せて新設する
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ものです。

たしました。

また、宅地等及び農地について、令和３年度か

───────────────────

ら令和５年度までの間、現行の負担調整措置の仕

日程第５

組みを継続した上で、新型コロナウイルス感染症

承認第２号

専決処分の承認を求めるこ

により環境が大きく変化していることから、令和

とについて

３年度に限って負担調整措置等で税額が増加する

───────────────────

土地について、前年度の税額に据え置く措置を講

〇議長（木下

ずるものです。

処分の承認を求めることについてを議題といたし

次に、（３）七飯町税条例等の一部改正する条

敏）

日程第５

承認第２号専決

ます。

例。

提案説明を求めます。

令和２年条例第１５号の改正規定の一部を改正
でございます。

総務財政課長。
〇総務財政課長（青山栄久雄）

それでは、承認

通算法人において、当初の外国税額控除に変動

第２号専決処分の承認を求めることについて、地

が生じた場合の処理について、法律の改正に合せ

方自治法第１７９条第１項の規定により、次のと

て規定の整備を行います。

おり令和３年度七飯町一般会計補正予算（第２

３番、施行期日等といたしまして、この条例は

号）を専決処分しましたので、同条第３項の規定

令和３年４月１日から施行し、改正後の七飯町税

によりこれを報告し、議会の承認を求めるもので

条例における町民税、固定資産税及び軽自動車税

ございます。

に関する経過措置につきましては、それぞれ議案
に記載してございますので御参照願います。

このたび専決処分により行った一般会計補正予
算（第２号）は、新型コロナウイルスワクチン接

なお、議案関係資料２ページから１６ページの

種業務を円滑に実施するため、ワクチン接種体制

資料２には、第１条に規定する七飯町税条例新旧

をさらに整備し、より強化するための体制整備を

対照表、１７ページから１８ページの資料３に

早急に実施する必要があることから、専決処分に

は、第２条に規定する七飯町税条例等の一部を改

より補正を行ったところであります。

正する条例新旧対照表を添付してございます。

第１条は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳

七飯町税条例等の一部改正についての提案説明

出それぞれ１,１１０万円を追加し、総額を歳入

は以上でございます。御承認のほどよろしくお願

歳出予算それぞれ１１２億６２２万６,０００円

い申し上げます。

とするものでございます。

〇議長（木下

敏）

これより、質疑を許しま

す。

初めに、歳出から御説明申し上げます。７ペー
ジをお開き願います。

（「なし」と呼ぶ者あり）
〇議長（木下

敏）

４款衛生費１項２目予防費は、新型コロナウイ

質疑を終わります。

ルスワクチン接種事業として、役務費は接種券発

これより、討論を許します。

送用の郵便料に９４万円、接種業務の期間延長を

（「なし」と呼ぶ者あり）
〇議長（木下

敏）

見越した本部対策室の運営に係る電話料１５万

討論を終わります。

円、同じくインターネットの専用回線通信料に５

これより、採決を行います。

万３,０００円を追加し、役務費合計１１４万３,

承認第１号専決処分の承認を求めることについ

０００円を追加。委託料は予約混雑を回避するた

て、これを承認することに御異議ございません

め、コールセンター人員を増員するための委託料

か。

として７５０万円を追加。使用料及び賃借料の自
（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（木下

敏）

動車借上料は医療機関へのワクチン引渡しや医

御異議なしと認めます。

師、看護師の送迎等のタクシー借上げに２４５万

よって、本案は、これを承認することに決定い

７,０００円を追加し、事業合計１,１１０万円を

－ 20 －

追加するものでございます。

ついて検討した結果、自然への理解を深め、人と

次に、５ページの歳入にお戻り願います。

自然との触れ合いを推進する自然環境活動の拠点

１４款国庫支出金２項３目衛生費国庫補助金

施設として活用することとしたため、この条例を

は、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保補

制定するものです。

助金として、歳出と同額の１,１１０万円を追加
するものでございます。

２の制定内容ですが、七飯町大沼ネイチャーセ
ンター（以下「ネイチャーセンター」という。）

提案説明は以上です。よろしく御審議を賜りま

に係る下記の事項について条例で定めます。

すようお願い申し上げます。
〇議長（木下

敏）

なお、ネイチャーセンターの主要な業務は、大

これより、質疑を許しま

す。

沼国定公園、大沼鳥獣保護区及びラムサール条約
登録湿地に関する説明板や資料の展示とし、入館

（「なし」と呼ぶ者あり）
〇議長（木下

敏）

無料、入退室・見学は自由、貸し館、貸し部屋は

質疑を終わります。

なしとします。

これより、討論を許します。

設置を第１条に規定し、名称及び位置を第２

（「なし」と呼ぶ者あり）
〇議長（木下

敏）

条、業務の範囲を第３条に、施設の使用を第４条

討論を終わります。

に、原状回復を第５条に、損害賠償を第６条に、

これより、採決を行います。

委任を第７条にそれぞれ規定します。

承認第２号専決処分の承認を求めることについ
て、これを承認することに御異議ございません

３の施行期日として、この条例は公布の日から
施行します。

か。

提案説明は以上でございます。よろしく御審議
（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（木下

敏）

賜りますようお願い申し上げます。

御異議なしと認めます。

〇議長（木下

よって、本案は、これを承認することに決定い

敏）

これより、質疑を許しま

す。

たしました。

（「なし」と呼ぶ者あり）

───────────────────

〇議長（木下

日程第６

敏）

質疑を終わります。

お諮りいたします。

議案第２８号

七飯町大沼ネイチャーセ

ただいま議案となっております議案第２８号七

ンター条例制定について

飯町大沼ネイチャーセンター条例の制定について

───────────────────

は、詳細な審査を要することから、民生文教常任

〇議長（木下

敏）

日程第６

議案第２８号七

委員会に付託し、併せて閉会中の継続審査とした

飯町大沼ネイチャーセンター条例の制定について

いと思いますが、これに御異議ございませんか。

を議題といたします。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

提案説明を求めます。

〇議長（木下

環境生活課長。
〇環境生活課長（磯場嘉和）

敏）

御異議なしと認めます。

よって、本案は、民生文教常任委員会に付託
それでは、議案第

２８号七飯町大沼ネイチャーセンター条例の提案

し、併せて閉会中の継続審査とすることに決定い
たしました。

説明を申し上げます。

暫時休憩いたします。

議案関係資料１９ページ、資料４の七飯町大沼

午前１１時５５分 休憩

ネイチャーセンター条例の概要を御覧願います。

─────────────

１の制定理由ですが、令和３年３月３１日を

午後 １時００分 再開

もって撤退となりました一般財団法人自然公園財

○議長（木下

団大沼支部より事務所及び附属車庫について町へ

たします。

の無償譲渡のお話がありました。建物の利活用に
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敏）

休憩前に引き続き、再開い

───────────────────

日程第７

ディケーション税制の見直しに伴い、適用期限を

議案第２９号

七飯町税条例の一部改正

５年延長するものです。施行期日は、同じく令和

について

４年１月１日でございます。

───────────────────
〇議長（木下

敏）

日程第７

次に、（２）固定資産税関係でございます。

議案第２９号七

特定都市河川浸水被害対策法等の一部改正に伴

飯町税条例の一部改正についてを議題といたしま

い、認定計画に基づき令和６年３月３１日までの

す。

間に取得された雨水貯留浸透施設について、固定

提案説明を求めます。

資産税の課税標準の特例措置を３分の１に定める

税務課長。

ものです。施行期日は、特定都市河川浸水被害対

〇税務課長（柴田

憲）

それでは、議案第２９

号七飯町税条例の一部改正について、提案説明申

策法等の一部を改正する法律の施行日でございま
す。

し上げます。

３番、施行期日といたしまして、この条例は、

主な改正内容につきましては、議案関係資料で

先ほど御説明いたしました各項目について、それ

御説明いたしますので、資料２０ページの資料

ぞれ記載された日から施行し、町民税に関する経

５、七飯町税条例の一部改正する条例の概要を御

過措置といたしまして、改正後の七飯町税条例の

覧願います。

規定中、個人の町民税に関する部分は令和６年度

１番、改正理由でございます。

以後の年度分の個人の町民税について適用し、令

地方税法等の一部を改正する法律（令和３年法

和５年度分までの個人の町民税については、なお

律第７号）が令和３年３月３１日に公布されたこ

従前の例によることといたします。

とに伴い、施行期日が令和３年４月１日からの部

なお、議案関係資料２１ページから２３ページ

分につきましては、専決処分にて七飯町税条例の

の資料６には、新旧対照表を添付してございます

一部改正を行いました。

ので御参照願います。

今回の改正は、前日の専決処分を行った部分以

七飯町税条例等の一部改正についての提案説明

外で、施行期日が令和４年１月１日以降の部分

は、以上でございます。御審議のほどよろしくお

と、特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正

願い申し上げます。

する法律（令和３年法律第３１号）が令和３年５

〇議長（木下

月１０日に公布されたことに伴い、七飯町税条例

す。

の一部を改正するものでございます。

敏）

これより、質疑を許しま

（「なし」と呼ぶ者あり）

２番、改正内容についてでございます。

〇議長（木下

それでは、主な改正内容。

敏）

質疑を終わります。

これより、討論を許します。

（１）個人町民税関係でございます。

（「なし」と呼ぶ者あり）

個人町民税均等割及び所得割の非課税の条例軽

〇議長（木下

敏）

討論を終わります。

減について、基準の判定に用いる範囲を扶養控除

これより、採決を行います。

の取扱いに併せて改正するものです。施行期日

議案第２９号七飯町税条例等の一部改正につい

は、令和６年１月１日でございます。

て、原案のとおり可決することに御異議ございま

次に、寄附金税額控除について、特定公益増進

せんか。

等に対する寄附金制度における寄附金の範囲を見
直しするものです。こちらの施行期日は、令和４

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
〇議長（木下

年１月１日でございます。

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

また、要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、

た。

医療用から転用された医薬品であるスイッチＯＴ
Ｃ薬の一定以上の購入費用を控除するセルフメ

－ 22 －

───────────────────
日程第８

議案第３０号

七飯町国民健康保険税条

た国民健康保険税については、なお従前の例によ

例の一部改正について

るものとします。

───────────────────
〇議長（木下

敏）

日程第８

新旧対照表につきましては、次の２５ページ、

議案第３０号七

飯町国民健康保険税条例の一部改正についてを議

資料８に添付してございますので御参照願いま
す。

題といたします。

提案説明は、以上でございます。御審議のほど

提案説明を求めます。

よろしくお願いいたします。

住民課長。

〇議長（木下

〇住民課長（清野真里）

それでは、議案第３０

（「なし」と呼ぶ者あり）
〇議長（木下

改正する内容については、お手元に配付されて

敏）

質疑を終わります。

これより、討論を許します。

おります議案関係資料の２４ページ、資料７の七
飯町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の

これより、質疑を許しま

す。

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。

敏）

（「なし」と呼ぶ者あり）
〇議長（木下

概要を御覧願います。

敏）

討論を終わります。

これより、採決を行います。

１の改正理由といたしまして、新型コロナウイ

議案第３０号七飯町国民健康保険税条例の一部

ルス感染症の影響により収入が減少した被保険者

改正について、原案のとおり可決することに御異

等に係る国民健康保険税の減免については、新型

議ございませんか。

コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し
た被保険者等に係る国民健康保険税の減免に対す

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
〇議長（木下

る財政支援の基準について（令和２年５月１日付
保国発５０１第１号厚生労働省健康保険課長通

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。

知）に基づき行われたところでございますが、令

───────────────────

和３年度に行う減免措置についても国の財政支援

日程第９

における基準が示されたことから、所要の一部改

議案第３１号

正を行うものです。

改正について

また、感染症の予防及び感染症の患者に対する

七飯町手数料条例の一部

───────────────────

医療に関する法律の一部改正により、国が用いる

〇議長（木下

新型コロナウイルス感染症の定義が新たに規定さ

飯町手数料条例の一部改正についてを議題といた

れたことから、減免措置の規定と併せて一部改正

します。

を行うものです。

敏）

日程第９

議案第３１号七

提案説明を求めます。

次に、２の改正内容といたしまして、新型コロ

住民課長。

ナウイルス感染症の定義に係る規定の改正並びに

○住民課長（清野真里）

新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康

号七飯町手数料条例の一部を改正する条例につい

保険税の減免対象年度及び当該年度における納期

て、提案説明を申し上げます。

限の期間の改正を行います。

それでは、議案第３１

このたびの改正は、国と地方公共団体で管理す

３の施行期日といたしまして、この条例は、公
布の日から施行します。

る地方公共団体システム機構が個人番号カードを
発行する主体として明確に位置づけられたため、

４の経過措置といたしまして、この条例による

再交付手数料については直接機構へ納入されるこ

改正後の七飯町国民健康保険税条例の規定は、令

ととなり、現時点において申請事務及び徴収金額

和３年４月１日以後に納期限が到来する国民健康

の変更はなく、会計上の取扱いの整理となってお

保険税について適用し、同日前に納期限が到来し

ります。

－ 23 －

改正する内容につきましては、お手元に配付さ

福祉課長。

れております議案関係資料の２６ページ、資料９

○福祉課長（村山德收）

議案第３２号七飯町介

の七飯町手数料条例の一部を改正する条例の概要

護保険条例の一部改正についての提案説明を申し

を御覧願います。

上げます。

１の改正理由といたしまして、行政手続におけ

議案関係資料の２８ページ、資料１１の七飯町

る特定の個人を識別するための番号の利用等に関

介護保険条例の一部を改正する条例の概要を御覧

する法律の一部改正に伴い、七飯町手数料条例の

願います。

改正が必要となったため、所要の一部改正を行う
ものです。

１、改正理由は、新型コロナウイルス感染症の
影響による介護保険料の減免については、新型コ

２の改正内容といたしまして、個人番号カード
の再交付手数料の規定を削除するものです。

ロナウイルス感染症緊急経済対策（令和２年４月
７日閣議決定）に基づき行われたところでござい

３の施行期日といたしまして、この条例は令和
３年９月１日から施行します。

ますが、令和３年度に行う減免措置についても国
の財政支援が行われることが示されたため、所要

新旧対照表につきましては、次の２７ページ、

の一部を改正するものでございます。

資料１０に添付してございますので御参照願いま
す。

また、感染症の予防及び感染症の患者に対する
医療に関する法律の一部改正により、国が用いる

提案説明は、以上でございます。御審議のほど

新型コロナウイルス感染症の定義が新たに規定さ

よろしくお願いいたします。

れたことから、減免措置の規定と併せて一部改正

〇議長（木下

するものでございます。

敏）

これより、質疑を許しま

す。

２、改正内容についてでございますが、新型コ
（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（木下

敏）

ロナウイルスの定義に係る規定の改正及び新型コ

質疑を終わります。

ロナウイルス感染症の影響により減免対象となる

これより、討論を許します。

納期限の期間を改正するものです。

（「なし」と呼ぶ者あり）
〇議長（木下

敏）

３、施行期日は、この条例は、公布の日から施

討論を終わります。

行します。

これより、採決を行います。

４、経過措置として、この条例による改正後の

議案第３１号七飯町手数料条例の一部改正につ

七飯町介護保険条例附則第９条に規定する保険料

いて、原案のとおり可決することに御異議ござい

の減免は、令和３年４月１日から適用し、この条

ませんか。

例による改正前の七飯町介護保険条例附則第９条

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
〇議長（木下

敏）

に規定する保険料の減免は、なお従前の例による

御異議なしと認めます。

ものとします。

よって、本案は、原案のとおり可決されまし
た。

なお、新旧対照表につきましては、２９ペー
ジ、資料１２に添付してございますので御参照願

───────────────────

います。

日程第１０

提案説明は、以上でございます。よろしく御審

議案第３２号

七飯町介護保険条例の一

議賜りますようお願いいたします。

部改正について

〇議長（木下

───────────────────

す。

〇議長（木下

敏）

日程第１０

議案第３２号

七飯町介護保険条例の一部改正についてを議題と

敏）

これより、質疑を許しま

（「なし」と呼ぶ者あり）
〇議長（木下

いたします。

敏）

質疑を終わります。

これより、討論を許します。

提案説明を求めます。

（「なし」と呼ぶ者あり）

－ 24 －

〇議長（木下

敏）

討論を終わります。

おりますので御参照ください。

これより、採決を行います。

提案説明は以上となります。議決いただきます

議案第３２号七飯町介護保険条例の一部改正に

よう御審議のほどよろしくお願いいたします。

ついて、原案のとおり可決することに御異議ござ

〇議長（木下

いませんか。

す。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
〇議長（木下

敏）

敏）

これより、質疑を許しま

（「なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認めます。

〇議長（木下

よって、本案は、原案のとおり可決されまし

敏）

質疑を終わります。

これより、討論を許します。

た。

（「なし」と呼ぶ者あり）
───────────────────

〇議長（木下

日程第１１

討論を終わります。

これより、採決を行います。

議案第３３号

財産の取得について

議案第３３号財産の取得について、原案のとお

───────────────────
〇議長（木下

敏）

敏）

日程第１１

り可決することに御異議ございませんか。

議案第３３号

財産の取得についてを議題といたします。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
〇議長（木下

提案説明を求めます。

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

情報防災課長。
○情報防災課長（若山みつる）

敏）

た。
それでは、議案

───────────────────

第３３号財産の取得について提案説明申し上げま

日程第１２

す。

議案第３４号

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は

冬トピア団地９１-１棟

長寿命化改修建築主体工事請負契約につ

処分に関する条例第３条の規定により、次の財産

いて

を取得することについて、議会の議決を求めるも

───────────────────

のでございます。

〇議長（木下

取得する財産につきましては、総合行政情報シ
ステムの機器。

敏）

日程第１２

議案第３４号

冬トピア団地９１-１棟長寿命化改修建築主体工
事請負契約についてを議題といたします。

１、財産の名称及び数量につきましては、別紙

提案説明を求めます。

のとおり記載してございます。

都市住宅課長。

２、契約の方法につきましては、随意契約で
す。

○都市住宅課長（川島篤実）

それでは、議案第

３４号冬トピア団地９１-１棟長寿命化改修建築

３、取得金額につきましては２,７２８万円
に、北海道市町村備荒資金組合が設定する利率で

主体工事請負契約について提案説明申し上げま
す。

計算された利子分を加算した額となります。

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は

４、財産の取得先でございますが、札幌市中央

処分に関する条例第２条の規定により、冬トピア

区北４条西６丁目、北海道自治会館内、北海道市

団地９１-１棟長寿命化改修建築主体工事の請負

町村備荒資金組合長、棚野孝夫氏でございます。

契約を次のとおり締結するため、議会の議決を求

５、北海道市町村備荒資金組合への納品業者に

めるものでございます。

つきましては、札幌市中央区北３条西２丁目１０

記といたしまして、１、契約の目的は、冬トピ

番地２、株式会社エイチ・アイ・ディ、システム

ア団地９１-１棟長寿命化改修建築主体工事。工

統括本部長、中村好宏氏でございます。

事の概要は、鉄筋コンクリート造、地下１階、地

議案関係資料１３、ページは３０ページになり
ますが、見積もり合わせの経緯と結果を添付して

上３階建て。総延床面積は１,１０５.１８平方
メートル。

－ 25 －

２、契約の方法は、地域限定型一般競争入札。

改修建築主体工事請負契約について、原案のとお

３、契約金額は、１億９４５万円。

り可決することに御異議ございませんか。

４、契約の相手方は、鈴木・東商・松栄特定建
設工事共同企業体。代表者、亀田郡七飯町字大沼

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
〇議長（木下

町７４６番地、株式会社鈴木事業所、代表取締役
鈴木進氏でございます。

敏）

御異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決されまし
た。

次のページをお開き願います。

───────────────────

工事関係図面になります。

日程第１３

１枚目の配置図にて赤色で記載している部分が

議案第３５号

令和３年度七飯町一般会

今回の工事箇所となる９１-１棟でございます。

計補正予算（第３号）

この団地には１０棟の建物があり、今回は９棟目

───────────────────

の工事となります。

○議長（木下

次のページからは平面図、立面図を添付してご
ざいますが、この９１-１棟には１２戸で構成さ

敏）

日程第１３

議案第３５号

令和３年度七飯町一般会計補正予算（第３号）を
議題といたします。

れる住戸となります。

提案説明を求めます。

次に主な工事内容になりますが、屋根は、波形

総務財政課長。

スレート板を撤去し、落雪防止屋根へ新設。外壁

○総務財政課長（青山栄久雄）

それでは、議案

は、既存の仕上げの外に外断熱塗装仕上げ材を新

第３５号令和３年度七飯町一般会計補正予算（第

設。サッシについては、木製のものをアルミ製、

３号）について、提案説明申し上げます。

アルミ製のものを樹脂製サッシに交換することと

このたびの補正予算（第３号）ですが、第１条

します。内部改修については、台所、洗面・脱衣

は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞ

所、床、壁、天井などを撤去し、新設いたしま

れ１億８,６１７万２,０００円を追加し、総額を

す。

歳入歳出それぞれ１１３億９,２３９万８,０００

また、給排水管の更新に伴う内部改修工事につ

円とする補正予算額の総額と、第２条は、地方債

いても、流し台、トイレ、ユニットバス等を撤去

の追加について第２表に定めるものでございま

し、新設することになります。

す。

続きまして、議案関係資料の３１ページ、資料
１４に冬トピア団地９１-１棟長寿命化改修建築

それでは、初めに歳出から御説明申し上げま
す。１１ページをお開き願います。

主体工事の入札の経緯と結果を添付しております
ので、御参照願います。

歳出予算の説明に入る前に、議案右側の説明欄
に補正予算額がなく、また事業予算名の下に財源

簡単ですが、提案説明は以上でございます。議

更正と表示されているものは、新型コロナウイル

決いただきますよう御審議のほどよろしくお願い

ス感染症対応地方創生臨時交付金充当事業の財源

いたします。

を追加事業に併せて再配分を行ったことによる財

〇議長（木下

敏）

これより、質疑を許しま

す。

源内訳の変更のみとなりますので、この部分につ
いての説明はあらかじめ省略させていただきます

（「なし」と呼ぶ者あり）
〇議長（木下

敏）

ことを御了承願います。

質疑を終わります。

最初に、２款総務費１項１目一般管理費は、国

これより、討論を許します。

が進める行政手続のオンライン化や押印、対面規

（「なし」と呼ぶ者あり）
〇議長（木下

敏）

制への見直しのため、地方創生臨時交付金を活用

討論を終わります。

して基礎資料を整備する支援業務委託料に４２９

これより、採決を行います。

万円を追加。

議案第３４号冬トピア団地９１-１棟長寿命化
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５目財産管理費は、国の要請により平成２８年

３月に策定した公共施設等総合管理計画の見直し

て障がい者の運転免許取得費に係る補助として１

が今年度必要となったことから、その見直し更新

名分の補助金１０万５,０００円を追加。

委託料として１４３万円を追加。

６目社会福祉施設費は、社会福祉施設指定管理

６目電算管理費は、電算管理費としてインター

費として大川地区にありますひまわりゲートボー

ネット回線の増設により電話料専用回線通信料で

ル場のビニールハウスの一部修繕を早急に実施す

４万８,０００円、総合行政情報システム改修委

るための施設修繕料として１６万円を追加。

託料は新型インフルエンザ等対策特別措置法に基

２項１目児童福祉総務費は、子育て世帯生活支

づく予防接種履歴を記録するシステムの改修委託

援特別給付金給付事業として、新型コロナウイル

料に１８８万８,０００円、事務用機器借上料は

ス感染症の影響が長期化する中で低所得の子育て

歴史館の学習室内に設置しているカラー複合機が

世帯に生活支援のための給付金を支給するもの

更新時期を迎えることから５４万３,０００円を

で、関連する事務費として会計年度任用職員の時

追加し、事業合計で２４７万９,０００円を追

間外手当分の報酬６万７,０００円、同じく職員

加。次に、光ケーブル設置管理費は東大沼地区の

の時間外手当分の職員手当５１万２,０００円、

別荘地緑の村に光ケーブルを新設することから、

需用費は消耗品費９万８,０００円、印刷製本費

光ケーブル等移設工事負担金１９万８,０００円

１万５,０００円、合わせて１１万３,０００円を

を追加。

追加。役務費は郵便料１３万１,０００円、手数

７目企画費は、まちづくり政策事業費として、

料１１万円、合わせて２４万１,０００円を追

このたび軍川振興連合会の活動事業が一般財団法

加。負担金、補助及び交付金の特別給付金は１人

人自治総合センターのコミュニティ助成事業に採

当たり５万円の給付となることから対象者数を５

択されたことから、夏祭りに必要な備品購入事業

００人と想定し２,５００万円を追加、事業合計

の助成金として２５０万円を追加。

で２,５９３万３,０００円の追加となりますが、

３款民生費１項１目社会福祉総務費は、社会福
祉総務費（地域福祉）として北海道社会福祉協議

この事業には全額国庫支出金が充当される事業と
なります。

会が主催する市民後見人養成研修を受講する町民

次に、４款衛生費１項２目予防費は、新型コロ

への補助金として２４万円を追加するものです

ナウイルスワクチン接種事業として集団接種時の

が、この事業には全額道支出金が充当されること

協力医師等への謝礼金２５７万８,０００円を追

となります。次に、社会福祉総務費（臨時交付金

加しますが、この事業についても全額国庫支出金

事業）は高齢者・障がい者入所施設職員の定期Ｐ

が充当される事業であります。

ＣＲ検査の期間延長に伴う委託料として７７０万

次に、３目環境衛生費は、有害鳥獣対策費とし

円を追加、介護施設等新規入所者検査委託料は、

てエゾシカ駆除件数の増加が見込まれるため、鳥

新たに施設に入所する方を対象としているＰＣＲ

獣被害対策実施隊員報償費に３４万円を追加。

検査の期間延長に伴うもので８０万円の追加、負

４目環境保全対策費は、生活環境対策事業費と

担金、補助及び交付金で、社会福祉施設等の職員

して一般住宅用合併処理浄化槽の設置件数の増加

が任意でＰＣＲ検査等を受けた場合、その費用を

に伴い、設置整備補助金に２３６万円を追加。

町が補助する期間の延長に伴い、その立て替え払

２項２目塵芥処理費は、廃棄物処理作業車管理

い分の補助金に２２０万円を追加し、事業合計で

費としてクリーンセンターの作業車を早急に修繕

１,０７０万円を追加。

する必要が生じたことから、修繕料に６０万６,

１３ページに移りまして、重層的支援体制整備

０００円を追加。

事業費は、地域における生活困窮者支援等のた

１５ページに移りまして、次に６款農林水産業

め、共助の基盤づくりの体制整備を進めるための

費１項１目農業委員会費は、新型コロナウイルス

委託料として１１０万円を追加。

感染症の影響により昨年度延期した農業委員の先

４目障害者福祉費は、地域生活支援事業費とし

進地視察について、今年度は時期を見ながら実施
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するもので、旅費として委員費用弁償に１００万

額でございますが、観光メニューの開発や掘り起

円、随行の職員旅費に１０万円を追加し、事業合

こしを目的とした観光ＰＲ動画作成等業務委託料

計で１１０万円を追加。

に３００万円、恋人の聖地を有する全国１８の関

次に、３目農業振興費は、農業支援対策事業費

連市町村がＳＮＳなど各種ソーシャルメディアを

として新たに酪農協力員として地域おこし協力隊

活用した基盤を整備し、利用するポータルプラッ

員を全国から募集するもので、関係する雇用費と

トフォームの整備事業負担金に５００万円、恋人

して会計年度任用職員報酬１８１万１,０００

の聖地観光協会への負担金として３万円を追加

円、同じく期末手当２３万４,０００円、同じく

し、事業合計で８０３万円を追加。

共済費３３万７,０００円、同じく費用弁償４２

次に、８款土木費２項１目道路橋りょう維持費

万２,０００円を追加し、一般事務用消耗品とし

は、町道等の随時補修工事に５８０万円を追加。

て１０万円、会計年度任用職員の住宅借上料に６

２目道路橋りょう新設改良費は、久根別３号橋

０万５,０００円を追加し、事業合計で３５０万

架替事業に伴い歳入還付の変更を行うもので、工

９,０００円を追加するものでございます。

事請負費から使用料及び賃借料に同額の１,００

次に、４目農地費は、道営農業農村整備事業の

０万円を振替。

実施主体である北海道から費用確定に伴う通知を

次に、１０款教育費１項２目事務局費は、対外

受け、例年この６月定例会に補正予算として計上

競技参加費として新型コロナウイルス感染症の影

しているもので、土地改良総務費は多面的機能支

響により、感染状況を見ながら補正予算計上とし

払事業に伴う事務費として消耗品費１０万１,０

た対外競技等参加費補助金に３００万円を追加、

００円を追加、事業補助金に６,９４９万７,００

事務局費臨時交付金事業費は１９ページに移りま

０円を追加し、事業合計で６,９５９万８,０００

して、新型コロナウイルス感染症の影響により町

円を追加。次に、道営農業基盤整備事業費は、道

立学校の修学旅行がキャンセルとなった場合の

営農業農村整備事業負担金として圃場の排水対策

キャンセル料として３３１万円を追加、スクール

として行われている東開発地区、御上谷地地区２

バス運行費（臨時交付金事業）は新型コロナウイ

か所の整備事業負担金に３０６万９,０００円、

ルス感染症の対策として３密回避のためスクール

農地整備事業負担金（一般農道）は町道上藤城８

バスを増車して運行しておりますが、その増車期

号線通称城岱スカイラインに係る排水対策の事業

間をさらに延長するための追加額で３４７万２,

負担金に４５０万円、農業経営高度化支援事業補

０００円を追加。

助金は農地整備を行う際の地元負担の軽減対策に

２項１目学校管理費は、校舎等営繕費（小学

国及び北海道の間接補助を活用して実施するもの

校）として、これまで藤城小学校及び峠下小学校

で、歳入と同額の２２５万円を追加し、事業合計

の学校用務を直営で対応しておりましたが、業務

で９８１万９,０００円を追加。

体制の見直しによりこの２校の委託を行うため、

７款商工費１項１目商工費は、特産品ＰＲ事業

学校用務委託料として７６２万１,０００円を追

費として新型コロナウイルス感染症の影響により

加、校舎等営繕費（臨時交付金事業）は新型コロ

感染状況を見ながら補正予算計上としたはこだて

ナウイルス感染症の予防として七重小学校内の和

グルメサーカスへの出店に係る経費で、電気料に

式トイレを洋式トイレに改修するため、小学校環

１万５,０００円、物産展使用器具等借上料に６

境整備改修工事４７８万５,０００円を追加。

万２,０００円、出店負担金として８万８,０００

４項社会教育費につきましては、いずれの事業

円を追加し、事業合計で１６万５,０００円を追

も新型コロナウイルス感染症の影響により感染状

加。

況を見ながら補正予算計上とした事業の追加で、

１７ページに移りまして、２目観光費は、国か
らの地方創生推進交付金を活用して実施する七飯

１目社会教育総務費は、生涯学習事業費として各
種講座の講師謝礼に５万６,０００円を追加。

町シティプロモーション事業に関連した補正予算
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２目文化振興費は、七飯町文化協会補助金に２

００万円を追加、文化講座事業費は公民館講座の

整備事業監督等補助業務委託金６０万６,０００

講師謝礼に２２４万円を追加。

円の追加。

次に、５項１目保健体育総務費は、同じく新型

１８款繰入金１項１目財政調整基金繰入金は、

コロナウイルス感染症の影響により感染状況を見

収支調整分の財源として８,０３０万２,０００円

ながら補正予算計上とした事業の追加で、スポー

の追加。

ツ振興総務費は各種スポーツ大会用の消耗品費に

２０款諸収入５項４目雑入は、諸実費徴収金と

１０万円、負担金、補助及び交付金でスポーツ振

して公民館講座受講料７４万円の追加、雑入とし

興補助金に１１０万円を追加し、事業合計で１２

て農業支援対策事業の会計年度任用職員の雇用に

０万円を追加。スポーツ合宿事業費は、合宿誘致

伴う保険料個人負担金として６,０００円、コ

に伴う仙台市及び川崎市への活動旅費として１８

ミュニティ助成事業助成金は歳出と同額の２５０

万８,０００円、需用費は消耗品費９０万１,００

万円を追加し、合わせて２５０万６,０００円の

０円、燃料費ガソリン５,０００円、２１ページ

追加。

に移りまして、事業用賄費として２４万円を追

２１款１項町債は、９ページに移りまして４目

加、役務費は横断幕設置撤去手数料に１１万円、

農林水産業債として歳出予算の道営農業基盤整備

使用料及び賃借料は自動車借上料として４００万

事業費の増額に伴い、農業農村整備事業債６８０

４,０００円を追加し、事業合計で５４４万８,０

万円を新たに追加するものでございます。

００円を追加するものでございます。

続きまして、この町債の追加に係る地方債補正

続きまして、７ページの歳入にお戻り願いま
す。

の説明といたしまして、３ページにお戻り願いま
す。

１４款国庫支出金２項２目民生費国庫補助金

第２表、地方債補正の追加となりますが、追加

は、重層的支援体制整備交付金１９９万７,００

となるのは先ほど説明しました道営農業基盤整備

０円の追加、子育て世帯生活支援特別給付金給付

事業の地方債として農業農村整備事業債を追加

事業補助金２,５９３万３,０００円の追加。

し、限度額を６８０万円に定めるものでございま

３目衛生費国庫補助金は、保健衛生費補助金と

す。

して定期接種マイナンバー情報連携体制整備補助
金７万３,０００円、新型インフルエンザ等予防

なお、起債の方法、利率、償還の方法につきま
しては、議案に記載のとおりでございます。

接種記録システム改修補助金４０万３,０００

提案説明は以上でございます。よろしく御審議

円、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保補

を賜りますようお願い申し上げます。

助金に６６５万９,０００円を追加し、合わせて

○議長（木下

７１３万５,０００円の追加。

す。

６目商工費国庫補助金は、地方創生推進交付金
４００万円の追加。

敏）

上野武彦議員。
○９番（上野武彦）

１５款道支出金２項２目民生費道補助金は、権

これより、質疑を許しま

それでは１点だけ、一般の

２２ページであります。

利擁護人材育成事業費補助金２４万円の追加。

ここで会計年度任用職員の給与費に対する臨時

４目農林水産業費道補助金は、農業費補助金と

交付金事業という形で、国や道からの助成が４４

して農業経営高度化支援事業補助金２２５万円、

５万１,０００円という形で出されております。

北海道多面的機能支払事業補助金５,２６１万３,

これ非正規の職員に対する補助ということになる

０００円、鳥獣被害防止総合対策事業補助金１４

わけですけれども、臨時交付金といいますので今

万円、次世代農業促進生産基盤整備特別対策事業

回だけなのか、それともこういう国や道からの支

補助金９１万円を追加し、合わせて５,５９１万

出金というのは、こういう非正規に対しての支出

３,０００円の追加。

といいますか補助というか、これがこれまでも行

３項５目農林水産業費委託金は、道営農業農村

われてきたのか今回だけなのかというのがまず１

－ 29 －

点になります。

名という答弁でしたけれども、町で雇用している

それから、今回、会計年度任用職員の給与費と

会計年度任用職員、今何人いて、今回は１５億円

いうことでいいますと、全体的には１５億円を超

云々というのは職員を含めたといような形で言い

える金額ということになっておりますけれども、

ましたけれども、もう一度その辺ちょっと確認し

会計年度任用職員、この金額で実際何人の雇用と

たいのですけれども、どうなっていますか。

いうふうになっているのか、その人数というのは

○議長（木下

町の雇用といいますか職員の全体でいいますと、

れども、今の質問で、要は職員費、当初予算でみ

何割というか何パーセントの割合になっているの

ている１５億円というのは、先ほど課長が答弁し

か、この辺についてまず１点お願いしたいと思い

たとおり特別職、正職員、あと任用職員、全部の

ます。

給与所得ですよということを答弁しているのです

○議長（木下

敏）

総務財政課長。

○総務財政課長（青山栄久雄）

敏）

上野議員に申し上げますけ

けれども、それの詳細を今回の補正予算の審議の

このたび補正予

算として、今回は会計年度任用職員の追加の事業

中での必要性、何か問題があるということで今質
問されているのかそこだけ。

費は上がっておらず、こちら新型コロナウイルス

もし、それが問題があるというのであれば、き

感染症の地方創生臨時交付金３次充当事業に対し

ちっと暫時休憩して資料とって、きちっと説明さ

まして、新たに追加補正を行った事業がありま

せますけれども、その点だけちょっと。

す。これを含めまして、これに当たっている事業

上野武彦議員。

費に充当されている財源の配分を再配分を行った

○９番（上野武彦）

ことによって、この補正予算としては補正額の財

くて、今回この機会にこの会計年度任用職員が全

源内訳が変更されているということだけの補正の

体のどのぐらいの雇用になっているのか、関連で

内容となります。

お伺いしたいということで質問したのですけれど

ちなみにこの会計年度任用職員で臨時交付金事
業を充当している対象としている人数と金額につ

問題があるというのではな

も、それはだめでしょうか。
○議長（木下

敏）

上野議員に申し上げます。

きましては、こちら５名分の会計年度任用職員を

一応、補正予算で財源更正が良くないとか、補

雇用するとして計上しております。金額につきま

正している内容が良くないというのであれば分か

しては１,４５４万９,０００円です。これの財源

るのですけれども、関連でその数字だけを正職員

内訳が今回変更になったということになりますの

の数が何人で１５億円の当初予算、それは当初予

で、この件についての質問は御理解いただきたい

算の予算審査特別委員会の中でもきちっと聞いて

と思います。

いるし、決算予算で資料も出ている案件なので、

この１５億円というのは補正前の額で、補正額

今回はそこの部分はなじまないということで違う

がゼロ、１５億円にありましたこちらは特別職、

形での質問に差し替えてください。

一般職含めた金額の総額として１５億円になりま

○議長（木下

す。

か。

その内訳につきましては、ちょっと今こちらの
手元にございませんので、詳細な回答につきまし

○議長（木下

敏）

質疑を終わります。

これより、討論を許します。

も、この内容につきましては会計年度任用職員、

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（木下

いただきたいと思います。

敏）

討論を終わります。

これより、採決を行います。

以上です。
○議長（木下

ほか、質疑ございません

（「なし」と呼ぶ者あり）

てはこの場ではちょっとお答えできませんけれど
一般職、特別職を含んだ金額ということで御理解

敏）

議案第３５号令和３年度七飯町一般会計補正予
敏）

○９番（上野武彦）

上野武彦議員。

算（第３号）を原案のとおり可決することに御異

今回この人数的なものは５

議ございませんか。

－ 30 －

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○議長（木下

敏）

以上、報告とさせていただきます。

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

追 加 日 程 の 議 決

た。

───────────────────

〇議長（木下

敏）

暫時休憩いたします。

〇議長（木下

午後 １時４８分 休憩

敏）

お諮りいたします。

ただいま議会運営委員会から報告のあったとお

─────────────

り、報告第２号令和２年度一般財団法人北海道大

午後 ２時００分 再開

沼国際交流協会事業報告及び決算報告について、

○議長（木下

敏）

休憩前に引き続き、再開い

たします。

報告第３号令和２年度七飯町一般会計繰越明許費
繰越計算書について、報告第４号令和２年度七飯

───────────────────

町下水道事業会計繰越明許費繰越計算書につい

追 加 日 程 の 報 告

て、発議案第４号地方財政の充実・強化に関する

───────────────────

意見書、発議案第５号林業・木材産業の成長産業

〇議長（木下

敏）

本日、休憩中に議会運営委

化に向けた施策の充実・強化を求める意見書及び

員会を開き、議事日程について協議いたしました

閉会中の委員会活動の承認についてを日程に追加

ので、委員長からその結果について報告を求めま

し、追加日程第１から第６までとしてそれぞれ議

す。

題にしたいと思いますがこれに御異議ございませ

中川委員長。
○議会運営委員長（中川友規）

んか。
それでは、報告

いたします。

（「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。

休憩中に議会運営委員会を開き、議事日程につ

よって、報告第２号、報告第３号、報告第４

いて協議しましたので、その内容について報告い

号、発議案第４号、発議案第５号及び閉会中の委

たします。

員会活動の承認についてを日程に追加し、追加日

本日予定しておりました議案審議が円滑に進ん
でいることから、６月９日の日程で予定されてお

程第１から第６までとしてそれぞれ議題とするこ
とに決定いたしました。

ります報告第２号令和２年度一般財団法人北海道

───────────────────

大沼国際交流協会事業報告及び決算報告につい

追加日程第１

て、報告第３号令和２年度七飯町一般会計繰越明

報告第２号

許費繰越計算書について、報告第４号令和２年度

海道大沼国際交流協会事業報告及び決算

七飯町下水道事業会計繰越明許費繰越計算書につ

報告について

いて、発議案第４号地方財政の充実・強化に関す

───────────────────

令和２年度一般財団法人北

る意見書、発議案第５号林業・木材産業の成長産

〇議長（木下

業化に向けた施策の充実・強化を求める意見書及

令和２年度一般財団法人北海道大沼国際交流協会

び閉会中の委員会活動の承認について、以上の日

事業報告及び決算報告についてを議題といたしま

程をお手元に配付した議事日程のとおり本日の日

す。

程に追加したいと思います。

敏）

追加日程第１

報告第２号

提案説明を求めます。

なお、本定例会に附議された残りの案件は本日

政策推進課長。

２日目で審議することとなり、当初の会期は６月

〇政策推進課長（中村雄司）

９日までの３日間でありましたが、全ての審議が

２号令和２年度一般財団法人北海道大沼国際交流

終了した場合、会期を繰り上げ、本日までの２日

協会事業報告及び決算報告について、地方自治法

間に変更いたします。議員各位及び説明員の方々

第２４３条の３第２項の規定により、御報告いた

の御理解と御協力をお願いいたします。

します。

－ 31 －

それでは、報告第

２ページの理事会議案第１号、令和２年度事業
報告についてを御覧ください。

ティー事業として宝くじ助成金で実施を予定して
準備を進めておりましたが、コロナの影響により

令和２年度に実施しました事業内容について御

開催中止となりました。

説明いたします。

続いて８ページを御覧ください。

ページを開きまして、初めに３ページの１、国

（２）旅行代理店と連携したツアー企画は中止

際交流に関する調査及び研究並びに人材育成でご

となりましたが、函館大沼プリンスホテル様、株

ざいます。

式会社ＪＡＬパック様と連携し、施設利用促進を

（１）地域国際理解教室と（２）地域国際交流

図りました。

事業、ジェネシス韓国大学生訪日団再誘致事業に

次に５、大沼国際セミナーハウス等の管理及び

つきましては、新型コロナウイルス感染拡大防止

運営の受託、その他委託を受けて行う事業でござ

のため延期しております。（３）の七飯町の姉妹

います。８ページから９ページでございます。

都市コンコード町との交流支援により国際交流活
動のＰＲを行っております。

指定管理者として、大沼国際セミナーハウス及
び大沼森林公園の施設維持管理業務を受託し、施

次に、２、国際交流を促進するための各種行

設の維持管理業務を行っております。

事、研修及び人物交流等の実施でございます。

新たな取組としましては、コワーキングスペー

３ページから５ページになります。

スの設置、国際会議室の多様な利用方法の提案な

（１）一般住民や小学生対象の英会話講座、韓

どにより利用促進を図りました。また、大沼森林

国語講座、キッズ英会話講座につきましては、新

公園においては、デイキャンプ利用のための準備

型コロナウイルスの状況に応じ、中止または規模

をしております。

を縮小し実施しております。外国人講師による外

次に６、自然観察会の実施、自然環境保護活動

国の料理、文化、習慣、食生活までの外国料理講

の指導者の育成等の自然環境保護活動の企画、実

座は開催中止となっております。

施並びに推進としましては、大沼森林公園自然観

（２）地域住民の国際化理解の高揚を図るた

察会、園児を対象としたもりのさんぽ、バー

め、ホームステイで受け入れるワールドラーニン

ド・カーヴィング講座は中止となっております。

グ国際交流プログラムも中止となっております。

次に７、その他。

続いて（３）国際交流活動としまして、森の町
立濁川小学校で国際化理解の教室や日本国際語学

この法人の目的を達成するために必要な事業で
ございます。１０ページを御覧ください。

アカデミー留学生に大沼サイクリング体験を実施
しました。

（１）新規ボランティア登録につきましては、
各種事業中止の影響で困難でしたが大沼森林公園

次に６ページ、３、地域の国際交流団体との連
携、協力及び活動の振興でございます。

の遊歩道案内板設置や散策路整備などを実施して
おります。

各種事業に対する助成につきましては、１件の

次に、１１ページを御覧ください。

予定でしたが開催中止となりました。連携につき
ましては、道南地域の各種団体と協力し相互理解

（２）道南エリアの新規ホームステイ先の確保
は、事業延期に伴いできませんでした。

と共催で事業を行うほか、セミナーに参加し理解
と連携の強化を図っております。

次に（３）各種助成金の活用については、大沼
地域関係者と連携し申請をしました。誘客多角化

次に４、大沼国際セミナーハウス等の国際交流

等のための魅力的な滞在コンテンツ造成は不採

施設の広報、宣伝活動及び学会、研修会の誘致、

択、２０２１年度安全事業に関する助成は採択さ

６ページから８ページでございます。

れ、令和３年度の事業として開催の予定でござい

（１）施設ＰＲを目的に７ページに記載した各

ます。

種イベントを開催しております。ページ下段の横

（４）賛助会員募集事業は、令和３年３月末日

須賀の音楽交流５周年記念事業は、コミ ュニ

現在で個人会員が２７２名、団体会員が７３団体

－ 32 －

でございます。

味財産期末残高が６３７万７,１９３円。

（５）協会の会報を２回発行し、事業報告、行
事の案内を行っております。

Ⅱの指定正味財産増減の部、基本財産に当たり
ますが指定正味財産期末残高として３億６,３８

次に、１２ページにかけましては、理事会評議

１万円。

委員会等の開催実績を記載しておりますので、併
せて御覧ください。

Ⅲの正味財産期末残高の部、Ｌの正味財産期末
残高が３億７,０１８万７,１９３円でございま

続いて、１３ページの令和２年度の利用状況で

す。

ございます。

次に１８ページの令和２年度貸借対照表でござ

年間の利用件数は９３件で前年度に比べ７８件

います。当年度を御覧ください。

の減、利用者総数は２,１０３人で前年度に比べ

Ⅰの資産の部、Ａの流動資産合計額とＢの基本

６,４４２人の減で、事業の中止や会議利用の予

財産合計額とＣの特定資産合計額を合わせたＥの

約キャンセルなど新型コロナウイルスの影響によ

資産合計額は３億７,２９４万７,３０６円でござ

る大幅な減少となっております。

います。

各月、各室ごとの詳細は資料を御覧ください。

次に、Ⅱの負債の部で、Ｆの流動負債合計１１

事業報告の御説明は以上でございます。

万９,４９３円とＪの固定負債合計２６４万６２

続きまして、理事会議案第２号令和２年度決算

０円を合わせたＫの負債合計は２７６万１１３円

報告についてを御覧ください。

でございます。

初めに、１５ページの令和２年度収支計算書に
ついて御説明いたします。

次に、Ⅲの正味財産の部で、Ｌの指定正味財産
３億６,３８１万円とＭの一般正味財産６３７万

まず収入の部でございますが、収入額を御覧い

７,１９３円を合わせたＮの正味財産合計は３億

ただきたいと思います。基本財産運用が４４３万

７,０１８万７,１９３円となり、Ｏの負債及び正

５,７８３円、団体及び個人会員の会費が１９９

味財産合計は３億７,２９４万７,３０６円でござ

万４,０００円、自主事業が５８万７,５２５円、

います。

施設管理受託事業が２,９５９万９,０００円、施

次に、１９ページの令和２年度財産目録でござ

設運用事業が１５万６,０６０円、受取利息７９

いますが、貸借対照表の科目別内訳となっており

６円、雑収入が４万６,４６４円でございます。

ますので御覧ください。

収入の内訳は備考欄を御覧ください。

次に、２０ページの令和２年度計算書類に対す

当期収入合計が３,６８１万９,６２８円、前期

る注記でございますが、１の重要な会計方針とし

繰越収支差額が３７９万３,３８７円、収入合計

て、引当金の計上基準につきましては、期末退職

は４,０６１万３,０１５円でございます。

給与の要支給額に相当する金額を計上しておりま

次に、１６ページ支出の部でございます。支出
額を御覧ください。

す。また、資金の範囲につきましては現金、預貯
金、預かり金を含めております。

自主事業費の計が８１万４,４０１円、施設管
理受託事業費の計が２,９８４万４,５９３円、管

２の基本財産の増減及び残高ですが、当期末残
高は３億６,３８１万円でございます。

理費の計が３０３万９,８２８円、退職給与引当

３の次期繰越金収支差額につきましては、前期

預金が５３万７,０００円、以上の支出合計が３,

末残高が３７９万３,３８７円、当期末残高が６

４２３万５,８２２円となり、当期収支差額が２

３７万７,１９３円でございます。

５８万３,８０６円、次期繰越収支差額は６３７
万７,１９３円でございます。

４の収支計算書の流用ですが、記載のとおりで
ございます。

次に１７ページの令和２年度正味財産増減計画
書でございます。当年度を御覧ください。

最後になりますが、２１ページが監査結果と
なっております。

Ⅰの一般正味財産増減の部、下段のＩの一般正
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報告第２号令和２年度一般財団法人北海道大沼

国際交流協会事業報告及び決算報告について、以

額は４,０２９万６,０００円、同じく桜Ｂ団地整

上報告とさせていただきます。

備事業の翌年度繰越額は３,６１１万円、最後

〇議長（木下

に、９款１項消防費の防災行政無線整備事業の翌

敏）

これより、質疑を許しま

す。

年度繰越額は４億８,６６３万３,０００円で、繰
（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（木下

敏）

越明許設定６事業から１事業を除いた５事業につ

質疑を終わります。

いて、令和３年度一般会計へ繰越し、繰越明許事

以上で、本件については報告済みといたしま
す。

業の総額を６億９２万９,０００円とするもので
ございます。

───────────────────

なお、設定金額と翌年度繰越額の差額は入札執

追加日程第２

行による事業費の減額であり、繰越額の財源内訳

報告第３号

令和２年度七飯町一般会計

は記載のとおりとなります。

繰越明許費繰越計算書について

以上で、令和２年度七飯町一般会計繰越明許費

───────────────────
〇議長（木下

敏）

追加日程第２

繰越計算書の報告とさせていただきます。

報告第３号

令和２年度七飯町一般会計繰越明許費繰越計算書

〇議長（木下

これより、質疑を許しま

す。

についてを議題といたします。

（「なし」と呼ぶ者あり）

提案説明を求めます。

〇議長（木下

総務財政課長。
〇総務財政課長（青山栄久雄）

敏）

敏）

質疑を終わります。

以上で、本件については報告済みといたしま
それでは、報告

す。

第３号令和２年度七飯町一般会計繰越明許費繰越

───────────────────

計算書について御説明申し上げます。

追加日程第３

令和２年度七飯町一般会計繰越明許費に係る歳

報告第４号

令和２年度七飯町下水道事

出予算の金額のうち、翌年度に繰り越した額を地

業会計繰越明許費繰越計算書について

方自治法施行令第１４６条第２項の規定により、

───────────────────

別紙のとおり報告するものでございます。

〇議長（木下

敏）

追加日程第３

報告第４号

次のページをお開き願います。

令和２年度七飯町下水道事業会計繰越明許費繰越

令和２年度七飯町一般会計繰越明許費繰越計算

計算書についてを議題といたします。

書でございます。

提案説明を求めます。

このたびの繰越計算書については、令和２年度

上下水道課長。

の予算において、繰越明許事業の設定、事業費の

〇上下水道課長（笠原泰之）

それでは、報告第

変更による金額補正などで議決をいただき、年度

４号令和２年度七飯町下水道事業会計繰越明許費

内に入札執行が完了したもの、または事業準備中

繰越計算書について御説明申し上げます。

もしくは廃止により翌年度へ繰り越す額が決定し

令和２年度七飯町下水道事業会計繰越明許費に

たことから、議会へ報告する計算書となります。

係る歳出予算金額のうち、翌年度に繰り越した額

繰越明許事業として設定した２款総務費１項総

を地方公営企業法第２６条第３項の規定により、

務管理費の高度無線環境整備推進事業の翌年度繰

別紙のとおり報告するものでございます。

越額は１,９８９万円、次に、４款衛生費１項保

次のページを御覧願います。

健衛生費の出産支援給付金事業は、支給基準日の

令和２年度七飯町下水道事業会計繰越明許費繰

出生がなく申請がなかったため廃止、次に、８款

越計算書でございます。

土木費２項道路橋りょう費の橋りょう長寿命化改

今回の計算書につきましては、令和２年度の予

良事業の翌年度繰越額は１,８００万円、同じく

算の建設改良費について、その一部を令和３年度

５項住宅費の本町上台団地整備事業の翌年度繰越

において繰越して執行するもので、内容は北海道
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が行う函館湾流域下水路整備事業の繰越しに伴う
七飯町負担分の繰越しとなっております。

それと同時に、医療・介護などの社会保障への
対応、子育て支援策の充実、少子高齢化の進展と

１款資本的支出１項建設改良費の流域下水道整
備事業負担金の翌年度繰越額は９１８万７,５０

ともに、従来からの行政サービスに対する需用も
これまで以上に高まりつつあります。

０円でございます。

しかし、現実に公的サービスを担う人材は不足

以上、令和２年度七飯町下水道事業会計の繰越
明許費繰越計算書の報告とさせていただきます。
〇議長（木下

敏）

しており、疲弊する職場実態にある中、近年では
大規模な災害なども多発しています。

これより、質疑を許しま

す。

こうした地方の財源対応について、２０２１年
度の地方財政計画までは２０１８年度の地方財政

（「なし」と呼ぶ者あり）
〇議長（木下

敏）

計画の水準を下回らないよう実質的に同水準を確

質疑を終わります。

保してきました。

以上で、本件については報告済みといたしま
す。

しかし、新型コロナウイルスへの対応により巨
額の財政出動が行われる中、２０２２年度以降の

───────────────────

地方財源が十分に確保できるのか大きな不安が残

追加日程第４

されております。

発議案第４号

地方財政の充実・強化に

このため、２０２２年度の政府予算と地方財政

関する意見書

の検討に当たっては、コロナ禍による新たな行政

───────────────────

需用なども把握しながら、歳入・歳出を的確に見

〇議長（木下

敏）

追加日程第４

発議案第４

号地方財政の充実・強化に関する意見書を議題と

積もり、地方財政の確立を目指すよう国に対し、
以下の事項の実現を求めるものでございます。

いたします。

記。

提案説明を求めます。

１、社会保障、防災、環境、人口減少対策な

川上弘一議員。
〇１６番（川上弘一）

ど、増大する地方自治体の財政需要を的確に把握
それでは、発議案第４号

地方財政の充実・強化に関する意見書について、

し、これに柔軟に対応し得る地方一般財源総額の
確保を図ること。

読み上げまして提案説明に替えさせていただきま
す。

２、新型コロナウイルス対策として、ワクチン
接種体制の構築、感染対応業務を含めたより全体

標記の意見書を会議規則第１３条第１項及び第

的な体制・機能の強化、その他の新型コロナウイ

２項の規定により、別紙のとおり提出いたしま

ルス対応事業と、また地域経済の活性化まで踏ま

す。

えた確実な財源措置を図ること。

令和３年６月７日、七飯町議会議長木下敏様。

３、子育て、地域医療の確保、介護や生活困窮

提出者、七飯町議会議員川上弘一。

者自立支援など、急増する社会保障ニーズが自治

賛成者、七飯町議会議員田村敏郎議員、坂本繁

体の一般行政経費を圧迫していることから、地方

議員、澤出明宏議員、長谷川生人議員、横田有一

単独事業分も含めた十分な社会保障関連経費の拡

議員。

充を図ること。

地方財政の充実・強化に関する意見書。

４、地方交付税の財源保障機能・財政調整機能

新型コロナウイルスにより、今、地方自治体に
は新たに多くの行政需用が発生しています。

の強化を図り、小規模自治体に配慮した段階補正
の強化などの対策を講じること。

ワクチン接種体制の構築、防疫体制の強化、新

５、住民の命と財産を守る防災・減災事業はこ

しい生活様式への変化を余儀なくされた国民の日

れまで以上に重要であり、公共施設の耐震化や緊

常生活から発生する問題など、あらゆる課題に即

急防災・減災事業の国費対象事業の拡充を行うこ

時の対応が求められています。

と。
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以上、地方自治法第９９条の規定により、意見

令和３年６月７日、七飯町議会議長木下敏様。

書を提出いたします。

提出者、七飯町議会議員平松俊一。

北海道亀田郡七飯町議会。

賛成者、七飯町議会議員澤出明宏議員、上野武

提出先、内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、

彦議員、中島勝也議員、川上弘一議員、畑中静一

厚生労働大臣、内閣府特命担当大臣（規制改

議員、神﨑和枝議員、池田誠悦議員であります。

革）、内閣府特命担当大臣（地方創生）、内閣府

本文読み上げます。

特命担当大臣（経済財政政策）以上でございま

林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充

す。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。
〇議長（木下

敏）

実・強化を求める意見書。

これより、質疑を許しま

す。

本道の森林は全国の森林面積の４分の１を占
め、国土保全、地球温暖化防止、林産物の供給等

（「なし」と呼ぶ者あり）
〇議長（木下

敏）

の多面的機能の発揮が期待されており、これらの

質疑を終わります。

機能を十分に発揮させるためには、「植えて育て

これより、討論を許します。

て、伐って使って、また植える」といった森林資

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（木下

敏）

源の循環利用を進める必要があります。

討論を終わります。

森林の整備を進め、木材を積極的に利用してい

これより、採決を行います。

くことは、山村地域を中心とする雇用・所得の拡

発議案第４号地方財政の充実・強化に関する意

大による地方創生にも大きく貢献するものであり

見書を原案のとおり可決することに御異議ござい

ます。さらに２０５０年までには温室効果ガスの

ませんか。

排出量を実質ゼロとする国の目標の達成に向け

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○議長（木下

敏）

て、伐採後の着実な植林による森林の若返りや長

御異議なしと認めます。

期間炭素を固定する木材利用の促進など、全国一

よって、本案は、原案のとおり可決されまし
た。

の森林資源を有する北海道が森林吸収減対策を積
極的に推進する責務を担うことが必要でありま

───────────────────

す。

追加日程第５

道では、森林の公益的機能の維持増進と森林資

発議案第５号

林業・木材産業の成長産

源の循環利用の実現に向け、森林整備事業及び治

業化に向けた施策の充実・強化を求める

山事業や林業成長産業化総合対策事業等を活用

意見書

し、植林・間伐、路網の整備、山地災害の防止、

───────────────────

木造公共施設の整備、林業事業体の育成など、

〇議長（木下

敏）

追加日程第５

発議案第５

様々な取組を進めてきたところであります。

号林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充
実・強化を求める意見書を議題といたします。

本道の森林を将来の世代に引き継いでいくた
め、活力ある森林づくりや防災・減災対策をさら

提案説明を求めます。

に進め森林資源の循環利用による林業・木材産業

平松俊一議員。

の成長産業化が実現できるよう、施策の充実・強

〇３番（平松俊一）

読み上げて提案をいたしま

化を図ることが必要であります。

す。よろしくお願いします。

よって、国においては。次の措置を講ずるよう

発議案第５号林業・木材産業の成長産業化に向

強く要望いたします。

けた施策の充実・強化を求める意見書でありま

記。

す。

１、森林の多面的機能を持続的に発揮し、２０

標記の意見書を会議規則第１３条第１項及び第

５０年カーボンニュートラルの実現に貢献するた

２項の規定により、別紙のとおり提出いたしま

め、適切な間伐と伐採後の着実な再造林の推進に

す。

必要な森林整備事業予算や防災・減災対策の推進
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に必要な治山事業予算を十分に確保すること。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

２、森林資源の循環利用を通じて、林業・木材

○議長（木下

産業の成長産業化を実現するため、ＩＣＴ等の活
用による林業イノベーションの推進、生産・流通

敏）

御異議なしと認めます。

よって、委員会申出のとおり、その活動を承認
することに決定いたしました。

体制の強化、都市の木造化などによる道産木材の

───────────────────

販路拡大、森林づくりを担う人材の育成など必要

閉

な支援を充実・強化すること。

会

の

議

決

───────────────────

以上、地方自治法第９９条の規定により、提出

〇議長（木下

いたします。

敏）

お諮りいたします。

本定例会に附議された案件は全て終了いたしま

北海道亀田郡七飯町議会。

した。

提出先は、衆議院議長、参議院議長、内閣総理

したがって、会議規則第６条の規定により本日

大臣、財務大臣、総務大臣、文部科学大臣、農林

で閉会したいと思いますが、これに御異議ござい

水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、環境大

ませんか。

臣、復興大臣であります。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御審議のほどよろしくお願いいたします。
〇議長（木下

敏）

〇議長（木下

これより、質疑を許しま

す。

敏）

御異議なしと認めます。

よって、本定例会は本日で閉会することに決定
いたしました。

（「なし」と呼ぶ者あり）
〇議長（木下

敏）

───────────────────

質疑を終わります。

閉

これより、討論を許します。
敏）

〇議長（木下

討論を終わります。

けた施策の充実・強化を求める意見書を原案のと
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）
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。
───────────────────
追加日程第６
閉会中の委員会活動の承認について
───────────────────
〇議長（木下

敏）

追加日程第６

敏）

これをもちまして、令和３

お疲れさまでした。

発議案第５号林業・木材産業の成長産業化に向

敏）

告

年第２回七飯町議会定例会を閉会いたします。

これより、採決を行います。

○議長（木下

宣

───────────────────

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（木下

会

閉会中の委

員会活動の承認についてを議題といたします。
お手元に配付のとおり、議会運営委員会から特
定の案件について閉会中に委員会活動を行いたい
旨の申出があります。
お諮りいたします。
委員会申出のとおり、その活動を承認すること
に御異議ございませんか。
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午後

２時３４分

閉会
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