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午前１０時００分 開議 

  ─────────────────── 

開 議 宣 告           

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 皆さん、おはようございま

す。 

 ただいまの出席議員数は１７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。 

 ただいまから、令和３年第３回七飯町議会定例

会を開会いたします。 

  ─────────────────── 

町 長 挨 拶           

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程に入る前に、今期定例

会の招集に当たり、町長より挨拶の申出がありま

すので、これを許可します。 

 中宮安一町長。 

○町長（中宮安一） 皆さん、おはようございま

す。 

 本定例会の開会に当たりまして、一言御挨拶申

し上げます。 

 本日は、令和３年第３回七飯町議会定例会の招

集を申し上げましたところ、議員の皆様に御参集

を賜り厚くお礼申し上げます。 

 今年の夏は、長期にわたる豪雨の影響により、

河川の氾濫など大きな災害が、特に、九州、中国

地方を初め広範囲に見受けられましたが、七飯町

においては、干ばつの影響はあるものの災害には

至っておりません。これからの時期は台風などが

懸念されますので、何事もなく過ぎ去ることを願

うばかりです。 

 新型コロナウイルス感染症については、北海道

における蔓延防止措置が８月２７日から９月１２

日までの期間、緊急事態措置となるなど、感染者

が急増しております。七飯町においても１２歳以

上の住民の方に接種券を発送し、ワクチン接種が

進んでいるとはいえ、毎週のように感染者が報告

されていることから、引き続き基本的な感染防止

対策の周知に努めてまいります。 

 本定例会に提出いたします議案は、同意２件、

議案８件、諮問１件、報告４件、認定７件の合計

２２件でございます。詳細につきましては、担当

課長より御説明申し上げますので、よろしく御審

議いただき、議決賜りますようお願いを申し上げ

ます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 町長の挨拶を終わります。 

 稲垣明美議員から本日の会議を欠席する届出が

ありました。 

  ─────────────────── 

 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、 

１７番  青 山 金 助 議員   

 １番  横 田 有 一 議員   

以上、２議員を指名いたします。 

  ─────────────────── 

 日程第２ 

会期の決定 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第２ 会期の決定を 

議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本定例会の会期は、本日から９月２４日までの

１８日間と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、本定例会の会期は、本日から９月２４

日までの１８日間と決定いたしました。会期予定

表は、お手元に配付のとおりであります。 

  ─────────────────── 

諸 般 の 報 告           

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） この際、諸般の報告を行い

ます。 

 地方自治法第１２１条の規定により、本会議に

出席を求めた説明員は、その職・氏名を印刷し

て、お手元に配付のとおりであります。 

 次に、閉会中の議会の動向については、議会動

向報告として、お手元に配付のとおりでありま
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す。また、町政動向報告についても、お手元に配

付のとおりであります。 

 以上で、諸般の報告を終わります。 

  ─────────────────── 

 日程第３ 

  出納検査報告 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第３ 出納検査報告を

議題といたします。 

 監査委員の報告を求めます。 

 神﨑監査委員。 

○監査委員（神﨑和枝） ９月定例会に報告いた

します例月出納検査につきましては、５月、６

月、７月分の３か月分です。５月分につきまして

は６月２５日、２８日、２９日、３０日、６月分

につきましては７月２６日、２８日、３０日、７

月分につきましては８月２６日、２７日、３０

日、３１日に行っております。 

 会計課長及び上下水道課長より提出されました

諸帳簿類の額と現金及び預金等の金額が釣り銭を

除いた額と一致しており、計数上の誤りがなかっ

たことを御報告いたします。 

○議長（木下 敏） これより質疑を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 質疑を終わります。 

 以上で、本件は報告済みといたします。監査委

員、お疲れさまでした。 

 以上で、出納検査報告を終わります。 

  ─────────────────── 

 日程第４ 

  一般質問 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第４ 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） 一般質問を行う前に、

ちょっと議長に質問があるのですけれども、私が

通告書を出したのは８月１９日でした。それで、

最近、町長が来年の町長選に不出馬という報道が

なされました。私の質問の半分くらいは、今後の

町政に関する所信を求める質問であるのですけれ

ども、議運も開かれた後の報道でしたので、なか

なか調整ということも難しいかなと思うのですけ

れども、７か月たったら町長を辞めるという方に

質問するということがどうなのか、議会として所

見を伺いたいと思うのです。このまま進めても何

か、少しむなしいものがあるのですけれども。 

○議長（木下 敏） 今、所見をということで、

私からの所見というよりは、議会運営委員会を開

いて、多分この次の人の質問も、みんな政策的な

議論で、それは当然、私の個人的なことを今ここ

の場で、議長としての立場で、この議場で話する

……。お止めください。写真撮影は許可していな

いので。 

 そういうことで、私の所見を言うわけにはいか

ないので、今のは。議事進行という形で、そこを

調整してほしいというふうに言ってもらったほう

が、議会運営委員会では、議会運営委員会で、今

回の一般質問をどうするかというのをきちっと議

会として、こうやっていきましょうと言ったほう

がスムーズに執り行われると思うので、議事進行

という形にしてもらえれば。 

○３番（平松俊一） ここでは考えていないので

す。時間的にもう少し、町長の話が早く、もしく

は今回の議会で表明されるのであればつじつまが

合ったのですけれども、タイミング的になかなか

かみ合わないといいますか、隙間でそういう表明

があったものですから。７か月たったらいなくな

る方に、将来の町の質問をするというのが、若干

むなしさがあるものですから、ちょっと伺いしま

した。このまま一般質問に入らせていただきま

す。 

 それでは、通告にしたがいまして、大綱、２問

させていただきます。 

 １問目は、町民が参加する協議会や審議会の情

報公開についてであります。 

 現在、議会においては、本年の第２回定例会よ

り動画配信を行い、リアルタイムに議会の審議状

況を町民の方々に見ていただいております。 

 問題点の解決に向けた町の考え方やその手段、

工程を町民の方々に理解していただくために大変

有効なものと評価をいただいているところであり

ます。 
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 そこで、町としても議会に倣い、動画配信を行

う考えがないかを伺いたいと思います。 

 行政が行う計画立案から予算づけまでの一連の

流れを町民の方々に公開し、多くの御意見を反映

できる体制を構築することは、行政と町民が一体

となったまちづくりにつながり、双方にとって郷

土愛の育成や行政コストの削減にもつながり得る

と考えます。 

 例えば、現在進行中の公共交通を検討している

法定協議会があります。ここでは、各方面からの

参加者がそれぞれの立場で討論・審議を行ってい

ると思われますが、その経過を見た町民の方々

が、その内容を知った上でアンケートに答えた

り、あるいは組織代表者に自分の意見を伝えるこ

とも可能となります。 

 町内で新しく運営される公共交通がスムーズに

始められ、町民の理解と協力の下で、財政負担を

最小限にすることも可能となるのではないかと考

えます。 

 このような町主催で、町民をメンバーに開かれ

る審議会や協議会の情報公開を動画配信で行う考

えがないか、町長にお伺いをいたします。３点あ

ります。 

 １点目は、動画配信に必要な資機材、これは庁

内に存在しております。改めて資機材の購入は必

要ないと思われますが、動画配信を行うことにつ

いてお伺いをいたします。 

 ２点目、町民が参加する協議会や審議会の町民

メンバーを増やすことについてお伺いをいたしま

す。 

 ３点目、町民が参加する協議会や審議会をリ

モート会議で可能とすることについてお伺いをい

たします。 

○議長（木下 敏） 政策推進課長。 

○政策推進課長（中村雄司） それでは、私のほ

うから順次お答えしてまいりたいと思います。 

 １点目の町の協議会や審議会などの動画配信に

ついてですが、七飯町に限らず、地方公共団体に

は様々な協議会や審議会があり、その性格も多岐

にわたっております。法令により設置が義務づけ

られている審査会から、町が任意で設置している

諮問会議のようなものまでございます。 

 議員のおっしゃるとおり、それぞれの協議会等

における議論の内容を動画配信で公開すること

は、議論の経過をより開かれた状態にするという

意味で、一考に値すると思いますが、住民の代表

機関、決議機関であるとともに、立法機関である

地方議会の本会議と、多くの場合、七飯町からお

願いして委嘱した委員の皆様に御出席いただいて

いる協議会等を全く同列に扱い、世界中の誰もが

簡単に閲覧できる状況下で議論をしていただくこ

とは大変難しく、実行するには多くの議論を重ね

て、それぞれの会議に所属する委員の皆様とも十

分に協議して、少なくとも御同意いただく必要が

あると考えております。 

 さらに、動画配信が理由で、参加する委員の皆

様の議論が萎縮し、活発な意見交換の妨げになる

ことも考えられます。 

 このような理由から、現時点で各種協議会や審

議会などをリアルタイムで動画配信することは考

えておりません。 

 もちろん、言うまでもなく行政における各種議

論の経過を広く公開し、多くの住民の皆様に御理

解いただくよう努力することは当然のことであり

ますので、七飯町におきましても法令や個人情報

保護の観点等から許される範囲において、会議の

開催は公開で行い、報道はもちろん、一般の方の

傍聴も受け付けるほか、町のホームページで、そ

の開催経過や概要をお知らせするなど、積極的な

情報公開に努めてまいりたいと思います。 

 また、動画として編集後に配信するとしても、

その編集機材やスキルを持ち合わせた職員も限ら

れておりますので、資機材以外の課題もあること

も御理解をお願いしたいと思います。 

 ２点目の町民が参加する協議会や審議会の委員

の増員とのことですが、活発な議論等のために必

要な増員ということで答弁させていただきます

が、それぞれの審議会等適切な人員により構成

し、仮に検討内容が多岐にわたるために人数が多

い場合には、分科会などを内部に設置することな

どもございます。できるだけ多くの委員の出席を

計画しても、スケジュール的に調整がつかず、会

議そのものの開催が非常に難しいなど、結果的に

議論が進んでいかないなど、人数が多くても、よ
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しあしがございますので、それぞれの協議会等の

設置目的を審議できる適切な人数を見定め、活発

な議論が進む人数が好ましいと考えております。 

 次に、３点目の協議会等をリモート会議で開催

することについてですが、現在、各種協議会等に

おいて、全ての委員がリモートで参加できるかど

うかの調査は行っておりませんので、通信機器等

をお持ちになっているか、またはオンライン会議

用のアプリ等を使用できるかどうかも不明である

ほか、会議の開催に当たり、どのくらいの通信費

用を御負担していただくことになるのかなどの課

題もございます。 

 しかしながら、参加者の全員がリモートで参加

するのではなく、行政職の委員のように、機材や

通信環境の整っている参加者や、遠方から参加し

なければならないアドバイザーやコンサルタント

事業者のような参加者だけがリモートで協議会等

に参加することについては、前向きに検討してい

く必要があると考えております。 

 また、官庁同士で行われている実際のオンライ

ンの会議においては、回線が安定しなかったこと

により、会議自体の議論が十分に進まないといっ

た場面に遭遇することも少なからずあるほか、会

議の進行と説明が一方通行となることが多く、相

互に意見を交わすといった性質の会議にはなじま

ず、情報発信の多くが、一方向でよい説明会や、

ごく少人数での意見交換会といった形態の会議に

適しているというのが実感であります。 

 コロナ禍における会議の在り方については、書

面会議といった書面のやり取りによる会議開催方

法もございますが、相互に意見交換をする必要性

が高い協議会等においては、基本的には、実際に

会場までお越しいただき、出席をいただく必要が

あるものと考えており、引き続きマスク着用、消

毒やソーシャルディスタンス等の基本的な感染対

策を徹底しながら、一部の参加者のリモート参加

を可能とすることにつきましては、前向きに検討

してまいりたいと考えております。 

 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） 資機材がそろっているとい

うのは、割と簡単に始められるという大きな利点

があるということで、今回質問しております。 

 また、そういう機材を持っていらっしゃらない

方は、今までどおり会場に入っていただいて参加

すると。その辺は前向きに考えたいという御答弁

でしたので、こういう御時世ですから、ぜひどん

どん町民が参加しやすい体制を取るということ

は、町のいろいろなことにプラスになると思うの

です。 

 特に、いろいろな審議会とかで決まったこと

が、例えばホームページに載るにしても２か月く

らい後、それから広報に載るのも２か月、３か月

後になります。町民の方が途中の経過を知ること

なく、ほとんど結果の報告のみというのが現状で

すので、どうしてこういうことになったのだとい

う声は、今までも幾つか聞いた事例があります。

ですから、途中経過をなるべく早く町民に知らせ

るという努力は、町民の理解を得る上でも必要か

なということなので。前向きというお考えがどの

程度なのか、もう少し答弁をいただきたいと思い

ます。 

 例えば、情報公開でライブ中継が可能になると

いいなと思うことが幾つもあるのですが、順に言

います。例えば防災会議、政策審議会、町総合計

画審議会、都市計画審議会、景観審議会、社会福

祉審議会、国民健康保険運営協議会、スポーツ推

進の、これは協議会になるのですかね、あとは、

給食センター運営委員会、交通安全会議、文化財

審議委員会、こういったものは、ほとんど個人情

報、福祉のやり方は詳しく分からないのですが、

個人情報等には当たらないと。 

 それで、いろいろな方の御意見を広く集めると

いう意味では、例えばリモートであれば開催回数

も増やすこともできるかもしれませんし、審議過

程が、先ほど言いましたように、町民の方に随時

伝わりますから、どういう考えで、町がどういう

方向に向かっているのか、こういったことは、結

果報告だけではなくて、途中経過という非常に大

事なプロセスが構築できると思いますので、再答

弁をお願いしたいと思います。 

○議長（木下 敏） 政策推進課長。 

○政策推進課長（中村雄司） 大きく２点、御質

問あったかと思います。 



－ 7 － 

 まず、１点目の情報を速やかに出してほしいと

いうような内容かと思います。平松議員おっ

しゃった中で、ホームページ等が２か月くらいか

かるというような御発言がございましたが、ま

ず、地域公共交通の議論の中で言いますと、法定

協議会の議論をホームページに載せているのは、

会議が終わりまして、議事録をまとめて、１週

間、２週間程度で実施してございますので、その

部分は御理解いただきたいと思います。 

 少なからず、七飯町で行っている協議の内容に

つきましては、できるだけホームページとかに載

せられるものに関しましては、速やかに実施する

という基本的な考え方を持ってございますので、

その部分は御理解いただきたいと思います。 

 もう１点、広報でのお知らせの内容でございま

すが、どうしても広報の編成期間もあって、もし

かしたら２か月くらいかかっているという部分も

現状としてございます。その部分は、一定程度や

むを得ないというスケジュール感もあるのですけ

れども、できるだけ広報の中で協議の内容ですと

かをお知らせできるように努めてまいれればと

思ってございます。 

 続いて、２点目で、庁内の各種の協議会、審議

会等の、こういった部分をもう少し聞ければいい

なというような質問だったかと思います。実際、

個人情報という観点以外にも、やはり議会の本会

議と同様に、委員会の方々を同列に扱うというの

はなかなか難しいという部分がございますので、

そういった部分は、それぞれの各委員会で協議を

する必要もございますが、現段階では、オープン

にするという状況までは考えていないというとこ

ろです。 

 ただ、内容につきましては、できるだけ結果等

をお知らせするというのが、ホームページでお知

らせするということは努力してまいりたいと考え

てございます。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 平松俊一議員。 

○３番（平松俊一） できるだけ前向きにという

ことで。 

 それでは、２問目に移らせていただきます。 

 町の埋立処分場についての質問であります。 

 七飯町では、令和２年度から令和６年度までの

５年間を計画期間とする第９期市町村分別収集計

画を策定し、最終処分場の処分量の削減を図る目

的で、町民・事業者・行政、それぞれの役割や具

体的な推進方策を明らかにし、関係者が一体と

なって取り組む協働体制を推進しているところで

あります。 

 このごみ処理に関して、人口１,６００人に満

たない徳島県上勝町というところが、ゼロ・ウェ

イストという考え方、これは、無駄をなくす、ご

みをなくす、浪費をなくすという、こういう考え

方に基づいて、出てきた廃棄物をどう処理するか

ではなく、そもそもごみを生み出さない方針の活

動を行っております。高齢化率はなんと５０％、

過疎化が進む四国一小さな町でありますけれど

も、世界中から年間およそ２,６００人の視察者

が訪れております、葉っぱビジネスでも有名な町

であります。 

 この町では、焼却や埋立て処分を行わないこと

を目指し、現在のリサイクル率は８０％を超える

ところまで来ております。しかるに、七飯町のリ

サイクル率は２０％ほどにとどまっている現状で

あります。 

 そこで、七飯町の埋立処分場の現状と今後の計

画について伺います。 

 １点目は、埋立処分場の現状について。 

 ２点目は、埋立処分場の今後の予定と跡地利用

について。 

 ３番目は、破砕機の導入計画について。 

 ４点目は、大雨などの影響で処分地が流出する

危険性について。 

 ５点目は、現在の処分場を工事したときの残土

処理について。 

 ６点目は、埋立処分場を次世代に引き継いでい

くことについて。 

 ７点目は、今後、埋立て処分を行わない方針を

検討することについてであります。お願いしま

す。 

○議長（木下 敏） 環境生活課長。 

○環境生活課長（磯場嘉和） それでは、私のほ

うからお答えしてまいりたいと思います。 

 １点目の現状についてですが、現在の埋立処分
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場は、平成１６年３月に完成し、当初の予定で

は、令和元年度までの１５年間の利用計画でし

た。 

 この間、町内会連合会のコミュニティ専門部会

にも御協力いただき、町民のごみ処理に対しての

理解が進み、ごみの分別・減量・リサイクル化が

図られ、平成３０年度に調査を実施したところ、

１３年間の延命化となり、令和１４年度まで利用

が可能と判断されました。 

 また、ごみの処分割合ですが、議員の御質問の

とおり、全処分量のうち約２０％がリサイクル化

され、埋立て処分が８％、残りの７２％が焼却処

分となっています。 

 ２点目の今後の予定と跡地利用についてです

が、現在の処分場をさらに１年でも長く利用でき

るよう、引き続き循環型社会の形成のため取り組

んでまいります。 

 また、跡地の利用については、施設整備時の計

画で、地域に根差した処分場とすることを基本理

念としていることを考え、地域還元的な利用を検

討することとしております。 

 具体的な利用方法については、今後、町内会連

合会のコミュニティ部会を初め、地域住民の要望

等に配慮しながら検討したいと考えております。 

 ３点目の破砕機の導入についてですが、機械の

設置に伴い、ストックヤード、作業スペースな

ど、場所の確保が必要となります。敷地が限られ

ていることもあり、今は計画がありませんが、将

来的には導入したいと考えております。 

 ４点目の大雨時の危険性についてですが、処分

場には、平成１６年４月の開設時から遮水設備、

雨水調整池なども設備され、これまで大雨による

被害もなく、法定点検である水質検査でも基準を

超えたことは一度もありません。 

 ５点目についてですが、工事に伴う残土処理

は、工事着工前の平成１３年９月に、地質調査等

の生活環境影響調査を行い、現在の処分場の脇に

仮置きして、覆土として利用しております。 

 ６点目についてですが、現状、埋立処分場があ

る限り、次世代に引き継ぐことになりますが、さ

らなるごみの分別・減量・リサイクル化を推進

し、１年でも長く現在の施設が利用できるように

努め、次世代へ引き継ぐことが、今、利用してい

る者の責務と考えます。 

 ７点目についてですが、今すぐ埋立て処分を行

わないということは現実的には不可能です。資源

ごみのリサイクル技術も進んできていますので、

まずは、循環型社会に即したごみの分別・減量・

リサイクルを推進し、埋立て処分を少しでも減ら

すよう、今後も住民、事業者、行政が一体となっ

て取り組んでまいりますので、御理解ください。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 平松俊一議員。 

○３番（平松俊一） 七飯町が令和２年につくり

ました第９期の分別収集計画の中では、ゼロエ

ミッション、こういった社会を形成していくこと

が求められているという表現をされております。

それを目指すということは書いていないですね、

残念ながら。なかなか、今までやってきたことを

急に変えるというのは、確かにいろいろな面で難

しいかと思います。 

 今回この質問で例に挙げました徳島県上勝町と

いうところは、基本的に、分別収集の項目が４５

項目に分かれております。役場のほうに電話で何

回かお話を聞かせていただいたのですけれども、

町民の協力があるからこそできるのだということ

が大前提になっております。費用的なことも、

ちょっと数字を聞きましたら、七飯町の総予算に

対する七飯町の分別収集に係る予算パーセンテー

ジからすれば、うちよりも多いです。やはり人が

動く、その人をいろいろ管理したりするための経

費というのはかかるのだということが数字の上で

も出てきていました。なかなか町民がみんな同じ

思いで、ごみを出さない、そういう体制をつくる

というのはまだまだ時間も理解も必要なのかなと

思います。 

 そこで、再質問を行いますけれども、リサイク

ル率、全体ごみの２割しかリサイクルが進んでい

ないという現状です。これは、我々一般町民とし

ても相当協力しているつもりでいるのですが、結

果的な数字としては、８割は燃やすか埋めるか、

ほとんど、７２％は燃やしているということなの

で、この辺がもったいないと思うのか、あるいは

広域連合の焼却の経費、七飯町は３億円毎年払っ
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ています。３億円を捨てているという言い方は失

礼かもしれませんが、この３億円のうちの例えば

１億円でも２億円でもリサイクルで倹約できると

いうことを、例えば町民の方にお示しいただける

ような、何かそういう資料、考え方は出せないも

のかということで、お伺いします。 

 ２点目の埋立処分場、これは、思った以上に今

リサイクルが進んでいるということ、それから余

りごみが出てこないということで、延命はうまい

こと進んでいるということになると思うのですけ

れども、処分場の地質図を見ましたら、最初につ

くった処分地、ここの下にある凝灰岩の岩盤線

が、今使っている埋立処分場との間で１７％ぐら

いの勾配があるのです。これはもう、今使ってい

ないところですけれども、４点目でも大雨のとき

の心配ということで質問させてもらっているので

すが、確かに上につくった分の浸透水とかは、透

水シートを介しまして調整池に流れ込むという設

計になっています。これはいいのですけれども、

もともとの地盤的なもの、周りの沢から岩盤表面

を流れているであろう地下水、こういったもの

が、今回はどこかの町で、いろいろ土を捨てて、

その処分の仕方が悪かったというのが一番の原因

なのですが、岩盤線の上に大量の雨が降ると、処

理し切れない地下水が表土を引っ張ってくるとい

う可能性もあります。こういった心配をしまし

て、今回ちょっと質問したのですけれども、なか

なか埋めてある下のものをどういうふうに扱うか

というのは難しいことかもしれませんが、例え

ば、万が一のことを考えて、線路なり下の道路に

流出しないような何か土留め的なものを、余裕が

あればですけれども、つくるだとか、そういった

構想、調査が必要ではないかと思いますので、こ

の点について再答弁をお願いしたいと思います。 

 破砕機の件は、確かに前にも一度検討されて、

余りにも費用が高いというのが一番だったと思う

のですが、延命も順調にいっているということ

で、今は計画がないということで理解しました。 

 すいません。跡地利用が一つ飛びましたけれど

も、計画書の中では、例えばスポーツ施設とか、

町民の利用可能なものにしたいということをう

たっています。ただ、ごみを埋めていく途中で、

覆土といいまして、毎日搬入されたごみが飛ばな

いように、ある程度掘ってある土で飛ばないよう

に抑えていくと。それで、ある程度のフォーメー

ションになったときに、その上にさらに５０セン

チの土を引いて完了するという計画になっていま

す。 

 しかし、跡地利用をするときに、７メーターか

ら５メーターぐらいのごみの層の上に僅か５０セ

ンチくらいの覆土をして、その土地が、例えばグ

ラウンドみたく使えるかといったら、かなり難し

いのではないかと思うのですけれども、もし何か

その点についてお考えをお持ちでしたら御説明を

お願いしたいと思います。 

 ６点目の次世代に引き継いでいくことに関して

でありますけれども、これは７点目とつながりま

すので。現状はよく分かります。よく分かるので

すが、例えば５０年、１００年たったときに、そ

こを何か利用しようと思ったそのときの人たち

が、１０メーター近いごみの層があることに対し

て一体どう思うのかなと。上勝町はそういうこと

を考えて、リサイクル率を上げて、町内での埋め

立て、焼却処分は行っていないというのが現状で

す。うちは３億円出して燃やしてもらっている。

これも倹約したいと思いますし、ごみを集めてリ

サイクルしているお金も２億円近くあると。町民

の負担が増える話ですが、町民の理解も得られる

話ではないのかと思いますので、今すぐというの

は難しいかもしれませんが、長期的観点に立っ

て、ゼロエミッション社会を目指す、そういう基

本方針を打ち出す、そういうことはできないもの

か、再度答弁をお願いしたいと思います。 

○議長（木下 敏） 環境生活課長。 

○環境生活課長（磯場嘉和） それでは、再質問

にお答えしてまいりたいと思います。 

 まず、クリーンおしまのほうの焼却の費用負担

ということで、大体約３億円ぐらいということ

で、それを倹約するということは非常に、町とし

てもそれに向けて今やっているところでございま

す。 

 実際、焼却の燃やすごみのうち約８割が水分と

言われているところです。生ごみなんかは、特に

水を切って出してくださいですとか、それからコ
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ンポストについても、町のほうで費用を半分負担

して、お庭にコンポストを置いて、肥料をつくっ

たりだとか家庭菜園やったりだとか、そういうこ

とを進めてくださいというような形で推進してい

るところです。 

 まだまだ、町民の理解が浸透して、水を切って

減量、まずは焼却のごみを減らすと、これが第一

の目標として、町としては考えているところで

す。それを減らすことによって全体の費用も減り

ますし、ごみの処分量も減ってくるということで

考えているところでございます。 

 ２点目の跡地利用についてでございますけれど

も、計画では、運動場ですとか公園ですとか、い

ろいろな用途、多岐にわたるものを例として載せ

ているところですけれども、実際、まだ予定とい

うことで、全く何も決まっているものでもありま

せんので、今後、地域の方々と御相談しながら、

将来的にどういう形で使っていくのか、検討して

まいりたいと考えているところです。 

 それから、土地の地盤の件でございますけれど

も、当時、平成１３年９月に地質調査をやったと

きも、Ｎ値が３０以上ということで、地盤も硬い

というところと、盛土でつくっているところでは

なくて、あくまで切土でつくって、そこに埋立て

処分しているということで、安定しているという

ことで。今まで、場所的にも峠なものですから大

雨が降ることも多かったのですけれども、１期目

の処分したところも崩れるというようなことも全

くありませんし、浸出水についても適正に処理さ

れていまして、水質検査も全部通って、処分をし

ているというところですので、今のところはそこ

についても心配はしていないところです。 

 将来に向けての、１００年後、長期的にという

ことなのですけれども、今、１点目の倹約に入り

ますけれども、今、小学校にも出向いて、ごみの

処分の仕方とか、ペットボトルもラベルを外して

だとか、そういう基本的なことも、学校に出向い

て、子供たちへも処理の方法とか、そういうのも

授業の中で取り入れるように、うちのほうで出前

して説明をしているということもありまして、将

来にわたって、今やれるリサイクルの方法につい

ては、どんどん町民の方々と一緒に進めてまいり

たいと思っておりますので、御理解いただきたい

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） 小学生なんかにそういう講

義というのですか、いろいろ知識を持ってもらう

ということも、確かにこれからを考えれば大事か

もしれません。 

 私は何度かこの席で、町内会のごみステーショ

ンのことをお尋ねしておりました。各家庭にごみ

を収集に行くということは考えられないのかとい

うことなんかも前に質問させていただきましたけ

れども、自分の目の前から消えるものに対して責

任を持つという感覚がそもそもない方が大分い

らっしゃると。ごみステーションに放り込んでし

まえばどうにかなるだろうと。これが変わらない

限りは出てくるごみの量というのは減らないと思

うのです。 

 たまたま上勝町というところの数字が、リサイ

クルは８０％も上げていると。目指すものは、ま

さにこういうものではないかと思いますので、２

０％から８０％にするという努力をどういう形で

やっていくのか、子供たちに教えているから、そ

れでいいではなくて、やはりいろいろ町で生活し

ている人たちにいろいろな機会をもって、焼却処

分に３億円もかかっていると。それから、集めて

歩くのに２億円近いお金もかかっていると。焼却

処分のお金というのはこれからずっと減りませ

ん。 

 あちこちの自治体は人口が減ってきていますの

で、北斗市と七飯町にかかる負担ばかりが増えて

くるのです。北斗市もセメントで燃やしていると

か、そういうことをやっていますし、七飯町もそ

の辺の教育というのですか、教宣活動にもっと力

を入れてやっていく必要があるかと思うのです

が、計画書のゼロエミッション社会を目指すとい

うことを具体的に、もう少し町民の方に理解でき

る、そういうことをすると億単位のお金が町で別

に使えるようになるのだと、そういうことが必要

ではないかと思いますので、再度御答弁をお願い

したいと思います。 

○議長（木下 敏） 環境生活課長。 
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○環境生活課長（磯場嘉和） 議員のおっしゃる

とおり、ごみを減らすというのは、本当に町のほ

うとしても、その方向は同意して、全くそのとお

りだと思っております。そのためにどういうこと

が今、現状でできるのかというところで、先ほど

言ったようなコンポストなどを使って生ごみを減

らすだとか、水切りをしてもらうとか、そういう

のを町民の皆さんと一緒にやっていくことで、長

期的に埋立処分場が長く使えることになります

し、負担金３億円かかっていますけれども、それ

も減らせることになります。 

 それについては、まだまだ町のほうのＰＲとい

うか、そういうのが足りないというのも十分分か

りますので、今後、広報、ホームページ、それか

ら学校に行って、小さい頃からそういう教育とい

うか、ペットボトルははがして捨てるのだという

のが、小さい頃から身につくと、大きくなっても

覚えていますので、そういうところから、小さい

ことから続けていきたいと思っておりますので、

御理解いただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 民生部長。 

○民生部長（杉原 太） 私のほうから、環境生

活課長のほうから答弁ありましたけれども、議員

がおっしゃるとおり、リサイクル率２０％という

部分で、残りの８０％のうち、焼却に回っている

部分での大半が水の部分が多いと言っていました

けれども、家庭の食材とか生ごみ、いわゆる食品

ロスとかもありますけれども、そういうものが大

半を占めているのです。ですから、今後、リサイ

クルした部分での再利用の方法というのも一対で

考えなければならないのですけれども、例えば生

ごみの処理する中間業者だとか、そういう部分も

今後まだ、容量も含めて、この地域にも処理でき

る事業者が出てくるというふうに思いますし、そ

れからアルミ缶だとかスチール缶、そのほかに、

今ペットボトルが主流を占めていますけれども、

ペットボトルもつい先頃、事業者のほうで新しい

リサイクルシステムということで、今まではペッ

トボトルのプラスチックを洋服だとか繊維に変え

てというのがあったのですが、今変わってきたの

は、ペットボトルをまた再利用してペットボトル

につくり換えるというシステムで、そういうふう

に時代が進むとともに、リサイクルの再利用の方

法と、それからリサイクル処理という部分で、ま

た、分別項目も分けて出してもらうような形が進

んでくれば、ごみのゼロエミッションに近づいて

いけるというふうに考えておりまして、七飯町の

ほうもまだまだ発展途上でして、生ごみの分別の

関係なんかも、実は担当部署では、生ごみ処理を

している事業者のほうに視察研修に行って、受入

れ容量だとか、どういう処理をして使っていると

いうものを研究している最中でございまして、上

勝町が理想だというふうに思いますけれども、あ

る程度、七飯町の人口規模で、町民の皆さんに御

協力を仰ぎながら、新しい分別の種類なんかも検

討しながら、皆さんが協力し続けられるような分

別も今後検討しながら、ゼロエミッションに向

かって進めてまいりたいと考えておりますので、

御理解いただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 通告順に発言を許します。 

 川村主税議員。 

○１３番（川村主税） それでは、通告に従い質

問させていただきます。 

 来年執行予定の七飯町長選挙について、中宮町

長の４期目の任期も残り７か月ほどになり、今定

例会終了後には、来年度予算の予算作業に着手し

ていくと思われるが、このコロナ禍で観光事業や

飲食業などは経営も一段と厳しい中で、特に税収

の落ち込みも予想される。 

 これからの七飯町において、従来の考えではな

く、新しい政策が必要であり、重要と考える。来

年度予算以降、５期目に向けての新しい政策など

の考えがあるのか伺いたい。 

 １点目、来年行われる七飯町長選挙の実施予定

日について。 

 ２点目、今のコロナ禍の厳しい状況の中で、何

か新しい枠組み、政策などの考えがあるのか。 

 ３点目、七飯町長としての５期目に向けての考

えはあるのか。 

 以上、３点になります。 

 今回、事前に通告させていただいたのが、この

間、道新で町長の記事を見させていただきました
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が、その前に通告していましたので、私のほうと

しては、５期目をやるだろうという中で、今回質

問をさせていただいた経緯でございます。よろし

くお願いいたします。 

○議長（木下 敏） 選挙管理委員会書記長。 

○選挙管理委員会書記長（青山栄久雄） それで

は、御質問の１点目については選挙管理委員会か

らお答えいたします。 

 来年執行されます七飯町長選挙の日程について

は、９月１日開催の第３回七飯町選挙管理委員会

において、令和４年３月２７日を投開票日とする

ことに決定しております。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 政策推進課長。 

○政策推進課長（中村雄司） ２点目の今のコロ

ナ禍の厳しい状況の中で、新しい枠組み、政策に

ついて御答弁申し上げます。 

 これまでもコロナ禍に対応すべく、随時新たな

感染予防対策や経済対策を、国の新型コロナウイ

ルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、進

めてまいりました。 

 令和２年度には、この交付金を活用し、全部で

４４事業、事業費として約６億９,４００万円を

実施し、このうち観光事業や飲食業などの経営の

一助となるよう経済対策を行ってきたところでご

ざいます。 

 七飯町クーポン券発行事業や七飯町持続化給付

金事業など、経済対策に係る事業として全部で７

事業、約２億１,８００万円を実施してございま

す。 

 なお、令和３年度においても、引き続き国の交

付金約２億円を活用しながら、議会の皆様の御理

解の上、各種事業を進めているところでございま

す。 

 新しい枠組み、政策の御質問でございますが、

町としても交付金の執行状況や、そのほかの国の

補助メニュー、そして町の財政状況を鑑みなが

ら、また、コロナ禍で感染者数が増加する中で

は、経済対策等を実施しにくい状況もあります

が、適切なタイミングを見据え、他市町の先進事

例も参考にしながら、有効な事業実施について研

究してまいりますので、御理解のほどよろしくお

願いいたします。 

○議長（木下 敏） 町長。 

○町長（中宮安一） それでは、３点目の御質問

にお答えをしてまいります。 

 現下のコロナ禍にあって、外出制限や移動自粛

を強いられ、そのことによって大きく収入が落ち

た込み、経済的にも厳しい状況に追い込まれてい

る観光業の方々、あるいは飲食店を中心とした個

人事業主などの方々、さらに、経済が停滞してい

ることによって賃金水準が低下している勤労世帯

の方々など、多くの町民が歯を食いしばって、こ

の困難な状況からはい上がろうと頑張っていま

す。 

 一方、順調に推移してきた七飯町の人口もここ

に来て、他の自治体に比べて緩やかとはいえ、減

少傾向となり、これに伴って加速度的に進むこと

が予想される少子化・高齢化にどう対応していく

かということも大きな課題となっております。 

 ポストコロナの時代を見据えた地域経済の活性

化、避けて通れない少子化・高齢化、この二つの

課題にどう対応していくか、これが次期首長に問

われる大きな課題であります。 

 特に、高齢化の問題は、全国的には、団塊の世

代が７５歳以上となる２０２５年問題、国民の３

分の１が高齢者となる２０３０年問題、高齢者人

口がピークを迎える２０４０年問題など課題が山

積しております。 

 このように山積する高齢化に関する課題は、高

齢者の課題でもありますが、１０年後、２０年後

には、地域の中核となり、そして高齢者を支える

側の中心となる今の若い世代の方々の課題でもあ

ります。 

 町長になって４期１６年、私自身も既に高齢者

の中身入りをし、介護保険事業も含めて、地域社

会や地域の皆様に支えられる年齢になりました。 

 これまで当選するたびに、次はない、今期限り

という強い思いで、財政の健全化を基本にしなが

ら、町民の安全・安心を最優先に、住みたいま

ち・住み続けたいまち七飯町を目指し、多くの公

約を実現してまいりました。 

 当然、４期目当選のときにも、最後の任期とい

うことで務めてまいりました。この４期目で予想
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外だったのは、思いもよらず、渡島町村会の会長

という大役に就任したことでした。このことに

よって多くの支援者や地域の方々から、もう１期

という声が寄せられました。期待に応えたいとい

う思いがある一方で、長引くコロナ禍や人口減少

局面など、今まで経験したことのない課題が山積

する七飯町の将来を考えたときに、従来の経験や

考え方にとらわれない斬新な発想と勇猛果敢な行

動力が求められているのではないか、ましてや、

高齢者として支援を受ける年齢になった自分が、

当事者として高齢者の課題を検討するのはいかが

なものかと思うようになりました。これまで熟慮

に熟慮を重ねてまいりました。 

 そして、本日、皆様方に私の考えを表明させて

いただきます。ちまたでいろいろなうわさが出て

おります。来春実施される七飯町長選挙に立候補

しないこととしました。５期目もと背中を押して

いただいた方々には、期待に応えられず、深くお

わび申し上げます。これまで物心両面にわたって

御支援いただいた皆様方に心から感謝申し上げま

す。 

 なお、次期首長については、今申し上げたよう

な七飯町の将来を見据えると、１０年後、２０年

後においても、現役世代として地域経済を支え、

そして高齢者を支える中心的な役割を担う年代、

言い替えれば、過去の経験では解決できない課題

が山積しているからこそ、今の若い世代、子育て

世代の方に七飯町のかじ取り役を担っていただく

ことがよいのではないかと思っております。 

 この世代の方々が高齢者に関する課題を自らの

課題と捉え、自分たちの手で夢と希望と可能性の

ある町をつくり上げること、それが七飯町の高齢

化対策はもとより、少子化対策にもつながるもの

と考えております。 

 若ければよいということではありません。当然

そこには、人間性や人望、そしてまちづくりに対

する考え方など、多くの要素があると思います。

しかし、若くても志を高く持ち、七飯町とともに

育ち、七飯町とともに生きる固い決意のある方

で、地域や多くの仲間から信頼され、推挙される

人物であれば、十分にその職責を果たせるものと

考えております。 

 道内においても迫り来る超高齢化社会、人口減

少を背景に、その担い手となる若い世代の首長

が、近隣も含めて多くの自治体で誕生してきてい

ます。夢と希望と可能性のあるまち七飯町におい

ても、さらなる発展を目指す上で、若い力が躍動

し、大きなパワーとなって町を活性化していく。

そして、その中心となって指導力を発揮し、活躍

してくれる方にバトンタッチできることを願い、

答弁とさせていただきます。 

○議長（木下 敏） 川村主税議員。 

○１３番（川村主税） それでは、何点か再質問

させていただきたいと思います。 

 まず、１点目の町長選挙の実施予定日は了解い

たしました。 

 それで、前回、前々回と同僚議員が２回ほど出

馬して、町長選挙と同時に、町会議員の補欠選挙

も同時に行われました。今回も１人、２人出られ

るのか分かりませんけれども、もしそうなった場

合、また、前回、前々回と同じように、町長選挙

と同じく補欠選挙も行われるものなのか、実際、

来年の３月２７日、１年後には統一選挙で町会議

員の選挙も同時に行われますけれども、１年後で

すので、逆に今回、補欠選挙をやらないで、統一

選挙まで引っ張ってもいいのかなという気もする

のですけれども、その辺は、多分公職選挙法とか

いろいろあるかと思うのですけれども、その点に

ついてお聞かせください。 

 ２点目のコロナ禍でのいろいろな施策について

なのですけれども、今お聞きましたら、具体的に

何があるという話は聞かれなかったので、非常に

残念かと思うのですけれども、今、本当に、先ほ

ど町長のほうからも御説明ありましたけれども、

特に観光事業、また、飲食業、サービス業は本当

に痛手を負っている状況だと思いますので、今、

補正予算でもいろいろ上げてくると思うのですけ

れども、やはり来年度以降も引き続き、ある程度

力を入れる部分で何か、町としてこういうのがあ

るのかというのを再度御質問させていただきたい

と思います。 

 ３点目、町長、引退されるということですが、

正直、私としては、先ほど高齢者という話も出て

おりましたが、もう１期ぐらいできるのではない
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かなと、５期目もやるのだろうというふうに考え

ておりました。例えば体調面で職務が遂行できな

いので、今回で辞めるというなら、できるのかな

と思いますけれども、４期１６年、まだ７か月ほ

ど残っておりますけれども、自分の１６年間の中

でやろうとしたことは、大体全部終わったと、そ

ういう考えでおられるものなのか、実はまだ事業

としては、先ほど人口減少問題、高齢者の問題が

ありますという話をしておりましたけれども、町

長としてすべきことは大体終わったと。それ以降

については、次の方に引き継ぐ、そういうお考え

であるのか、いま一度お聞かせください。 

○議長（木下 敏） １１時１５分まで休憩いた

します。休憩後、答弁から入ります。 

 暫時休憩いたします。 

午前１１時０４分 休憩 

───────────── 

午前１１時１５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。 

 川村主税議員に対する答弁より入ります。 

 選挙管理委員会書記長。 

○選挙管理委員会書記長（青山栄久雄） それで

は、再質問についてお答えいたします。 

 議会の議員に欠員が生じた場合ということにな

りますけれども、議会議員の辞職や死亡により、

議員の定数から欠員が生じた場合は、公職選挙法

の規定に基づいて、その欠員が生じた日から５日

以内に議会の議長から選挙管理委員会に議員の欠

員の通知はされます。 

 欠員がある中で町長選挙が行われることになり

ますと、いわゆる便乗補欠選挙として、議会議員

の補欠選挙、七飯町長選挙と同時に行うことにな

ります。 

 ただし、議長からの欠員通知が町長選挙の期日

の告示の日前、１０日以内であれば、これを行わ

ないことはできるとして規定されております。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 政策推進課長。 

○政策推進課長（中村雄司） それでは、２点目

について、コロナに対する交付金の事業等、新し

い事業等はないでしょうかということにつきまし

て、回答させていただきたいと思います。 

 まず、令和３年度のコロナの対策につきまして

は、臨時交付金を使ってございます。約２億円で

ございますが、こちらは、もともと国の令和２年

度の事業費を繰り越したというような経緯の中

で、現在、令和３年度で実施してございます。 

 現時点では、令和３年度に新たな事業費という

ことは、今のところまだ不明確で、情報収集に努

めているところでございます。 

 そういった中、町としましては、今回、９月の

定例会、今議会の補正予算におきまして、経済対

策を約５,０００万円程度の事業を提案してござ

いますので、新たな制度というところで考えてい

るところでございます。 

 しかしながら、今年度またコロナ対策等、必要

な部分が出てくるかもしれませんので、そういっ

た部分は、適宜情報を見据えながら対応していく

ことが必要だと思ってございます。 

 また、現在、国の状況等を見通せないところで

ございますが、国といたしましても恐らく、コロ

ナ禍というのがこんなに長引くというふうに思っ

ていなかったと思いますので、長引くコロナの状

況につきましては、新しい財政支援等があるかも

しませんので、そういった部分の情報収集に努め

てまいりたいと思います。 

 令和４年度につきましては、新町長の体制に基

づきまして、政策予算等に基づいた事業実施が見

込まれる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。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 町長。 

○町長（中宮安一） それでは、再質問にお答え

してまいります。 

 まず、体調の関係でありますけれども、職務を

遂行できなくなるような、体調がすこぶる悪いと

いう状況では基本的にはございません。 

 それと、１６年間、間もなく１６年になります

けれども、公約については、１期ごとに同僚議員

の方々から、終わり近くになると公約達成率とい

うものを質問され、それにお答えしてきておりま

す。３期目までは、その公約についてはほぼ達成
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してきております。 

 ただ、この４期目、まだ精査しておりませんけ

れども、１年半にわたってコロナ禍でありますの

で、そういったことを考えたときに、少し達成し

ていないものもあるかもしれません。そういった

ものも洗いざらい探しながら、達成していないも

のについては、残り７か月の間でしっかりできる

ようにやっていきたいというふうに考えておりま

す。 

 それから、やり残したものを引き継ぐのかみた

いな質問でございましたけれども、それは私の達

成率が低かったということで閉めていただいて、

そして、新しい方に私は引き継ぐなどということ

は一切考えておりません。新しい方は、自分の政

策をしっかり訴えて、多分当選してくるはずです

ので、その政策を私などにかかわらず一生懸命町

民の福祉向上のためにやっていただければよろし

いのかなというふうに思っております。 

 いずれにしても、町民の皆様方から負託いただ

いた残り期間７か月あります。７か月については

真剣に、今まで以上に全身全霊を傾けて町政運営

に励んでまいりますので、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） 川村主税議員。 

○１３番（川村主税） 最後、質問だけさせてく

ださい。 

 来年度予算、定例会が終わってから取りかかる

と思いますが、今回で町長は引退されるというこ

とで、来年度予算もある程度、今の現段階で当然

組むと思うのですけれども、特にコロナ対策につ

いては、来年度以降も引き続き、当然やらなけれ

ばならないことがたくさんあると思います。確か

に来年３月末に選挙を行って、新しい町長が来年

度の分を補正か何かでいろいろ予算編成すると思

うのですけれども、ある程度コロナ対策に関し

て、現段階においてやるべきことはやるというこ

とについて、町長、最後に、その辺については、

今の中でも来年度予算編成をやっていくというの

を一言言っていただければ、これで、質問のほう

を終わらせてもらいます。 

○議長（木下 敏） 町長。 

○町長（中宮安一） コロナ対策については、や

れるものについては、任期中もしっかりやってま

いります。そして、その次の経済政策なのか、あ

るいは町民の健康を守っていく政策なのかは、こ

れは別にして、そういうもので引き継ぐものがあ

るのであれば、それはまた引き継いでいかなけれ

ばならないというふうに思っていますけれども、

今できること、この７か月間で、町民の生命、健

康をしっかり守るということはやらせていただき

ますので、ぜひ御理解をいただきたいと存じま

す。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 川村主税議員。 

○１３番（川村主税） ２点目なのですが、下調

べ、ちょっと準備不足で、今回、質問のほうをこ

れで終わらせて、次回にさせてもらいます。 

○議長（木下 敏） そういうのはちょっと困

る。通告していますので、再質問がないのは別と

して、通告していますので、通告は、きちっと質

問してもらわないと、議会のルールというものが

成り立たなくなりますので。 

○１３番（川村主税） 質問だけさせてもらいま

す。 

 開発行為における調査、確認について。 

 今年の７月に静岡県熱海市で大雨による大規模

な土石流の発生により、７月２９日時点で死者２

２名、行方不明者５名を出した痛ましい土砂災害

となった。 

 最終結果はまだ出ていないが、残土処理による

急斜面に過度な盛土が原因と、現在調査が行われ

ており、一部不法投棄なども含まれていたと報道

もされている。 

 盛土を行った際に、排水設備や土砂の流出を防

ぐ堰堤などもなく、一部不適切な工法とも指摘さ

れている。 

 現在も九州地方などでは、大雨による浸水によ

る災害も出ているが、いま一度七飯町における山

地や住宅地などの開発行為の調査、確認について

伺いたい。 

 １点目、七飯町における開発行為の申請から完

了までの流れについて。 

 ２点目、盛土・切土箇所において、事前に調
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査、確認は行っているのか。 

 ３点目、開発行為の申請がない盛土・切土箇所

の実態は把握しているのか。 

 ４点目、違法行為の罰則について。 

 お願いいたします。 

○議長（木下 敏） 都市住宅課長。 

○都市住宅課長（川島篤実） 初めに、開発行為

許認可の基準については、建築物等を伴う１,０

００平米以上で、切土・盛土合わせて３０センチ

以上の区画形質の変更を生じる造成行為の場合、

それぞれ三つの法律に基づき、許可を必要として

おります。 

 一つ目の都市計画法については、開発行為の面

積が市街化区域内で１,０００平米以上、準都市

計画区域内で３,０００平米以上、都市計画区域

外では１万平米以上で、区画形質の変更を生じる

造成行為については、都市計画法第２９条による

開発行為の許可が必要となります。 

 次に、北海道自然環境等保全条例は、開発行為

の面積が都市計画区域外の１万平米以上、かつ都

市計画法第２９条の許可を要しないキャンプ場や

スキー場などを造成する場合に該当し、北海道の

特定開発行為の許可が必要となります。 

 そして、七飯町環境保全条例の場合は、全ての

区域で開発行為の面積が１,０００平米以上の区

画形質の変更が生じる造成行為の場合を該当とし

ております。 

 都市計画法第２９条や北海道自然環境等保全条

例の許可を要しない太陽光発電事業については、

七飯町環境保全条例に該当し、小規模特定開発行

為の許可を必要としております。 

 それでは、順に御答弁いたします。 

 １点目になりますが、七飯町においては、申請

の前に関係する部署へ事業者より提出された図面

に対して指摘等を行います。 

 次に、経済部長を審査委員長とし、都市住宅課

長、農林水産課長、土木課長、上下水道課長、環

境生活課長、農業委員会事務局長、七飯消防警防

課長を審査委員とした開発行為事前審査会を開催

し、審査内容については、敷地の安全上必要な措

置を講じるための技術上の許可基準が満たされて

いるかなどを確認し、そこで指摘された内容を修

正し、申請の受付事務を進めてまいります。 

 また、工事中に関しては、随時事業者との現地

調査を行い、完了届の提出をもって、関係課によ

る完了検査を行い、不適事項がなければ、滞りな

く検査済書を交付し、公告をもって完了となりま

す。 

 次に、２点目になりますが、開発行為の添付書

類の中に、造成計画平面図、断面図等が必要と

なっており、切土・盛土に関して内容を確認して

おります。 

 また、七飯町においては、事業者側からの事前

相談時に現地確認などを行い、事業者と協議を進

めております。 

 次に、３点目になりますが、基本的には、事業

者側からの事前相談の段階で、切土・盛土の発生

の有無にかかわらず、１,０００平米以上の案件

については、開発行為の許可が必要であると指導

しております。 

 また、１,０００平米以下の造成行為について

は、事前相談がなければ把握できませんが、建物

の建築段階で、町経由の確認申請時、また、指定

確認検査機関である一般財団法人函館市住宅都市

施設公社などからの敷地照会時に現地調査を行っ

ております。 

 よって、現段階では、敷地が１,０００平米以

下で、七飯町のほうから指導するような極端な盛

土・切土施工はないと考えます。 

 次に、４点目になります。監督処分による違反

是正の措置を取ることが可能です。処分の内容に

応じて、許可の取消しや工事の停止、建築物・工

作物の除却を命じることとなり、各法律に基づ

き、監督処分による命令を違反したものには１年

以下の懲役、又は罰金が科せられます。 

 また、無許可の開発行為を行った者に対しても

罰金が科せられることになっております。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 農林水産課長。 

○農林水産課長（村上宏樹） それでは、農林水

産課所管分について御答弁申し上げます。 

 初めに、山林の林地開発について、地域森林計

画の対象となっている民有林について、１ヘク

タールを超える森林の開発を行う場合は、森林法
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第１０条の２により、北海道知事の許可が必要と

なります。 

 許可権者は北海道となるため、開発事業予定者

は直接北海道へ開発行為の申請を行います。 

 それでは、１点目ですが、流れの概要は、開発

事業予定者は、七飯町を含む関係機関との事前打

合せ、地域住民等への事業計画の事前説明、北海

道への事前協議書を提出し、北海道より七飯町へ

森林開発行為の事前協議に係る意見確認が行わ

れ、その後、開発事業予定者より北海道へ林地開

発許可申請書の提出が行われます。 

 北海道より七飯町及び河川管理者へ意見照会、

また、基準に応じて、北海道森林審議会林地保全

部会へ諮問・答申。２０ヘクタール以上について

は、土地水対策連絡調整会議へ連絡・調整等が行

われ、北海道において許可または不許可の決定が

行われた後、開発事業者へ通知が行われ、許可の

場合は、林地開発行為施工完了後、北海道にて完

了確認調査が行われ、完了となります。 

 次に、２点目ですが、北海道において林地開発

許可申請書に基づき、現地確認が行われます。 

 次に、３点目ですが、林地開発許可制度の対象

とならない１ヘクタール以下の森林の開発につい

ては、七飯町へ提出される伐採及び伐採後の造林

の届出に把握し、現段階では七飯町で指導するよ

うな極端な盛土・切土はないと考えます。 

 次に、４点目ですが、監督処分により違反是正

の措置を取ることが可能です。処分としては、許

可を受けずに、または許可の条件に反し、もしく

は偽りその他不正な手段により許可を受けて開発

行為を行う者に対し、開発行為の中止、または期

間を定めて復旧を命じることとなり、これらは森

林法により、３年以下の懲役、または３００万円

以下の罰金が科せられることとなっております。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 川村主税議員。 

○１３番（川村主税） ２点だけ質問させてくだ

さい。 

 森林のほうの開発行為のときに、北海道のほう

で対応するような話でしたけれども、七飯町とし

て、例えば現地を確認するとか、そういったのは

出てこないものなのかというのを、主体が、北海

道のほうで全て現地確認をやるということだった

のですけれども、七飯町として確認する行為は全

くないものなのか、その辺を１点と。 

 最初のほうで説明を受けました切土ないし盛土

を行った際の書類の確認の中で、例えば地域の地

盤がいい、悪いという判断基準に関して、例えば

業者のほうから資料を提出してもらうとか、そう

いった部分も含んでいるのか。例えば、ここは軟

弱地盤なので、ボーリング調査なり地盤改良が必

要だとか、そういった部分の確認作業も含めてき

ちっと対応しているものなのか、その２点だけお

願いいたします。 

○議長（木下 敏） 農林水産課長。 

○農林水産課長（村上宏樹） まず、１点目でご

ざいますが、北海道の検査確認時に同行して、同

時に確認しております。 

 ２点目の地盤についてですが、開発行為申請に

おきまして、地盤等の調査をしている資料が提出

されておりまして、それに基づいて、施工の仕方

等が許可されている状況でございます。 

 以上でございます。 

○１３番（川村主税） 分かりました。これで質

問を終わります。 

（「議事進行」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 横田有一議員。 

○１番（横田有一） 今の川村議員の質問で、町

長が来期は出ないということがはっきりしたので

すけれども、先週の土曜日の道新の記事の中で、

町長、来期は出ませんというような記事が出ると

いうことは、議会よりに先にそういうものが出る

ということは、ちょっとまずいのではないかと。

議会軽視ではないかと思うのです。 

 前回のときも、畑中議員の質問に対する答弁の

ときも、同じくマスコミのほうが先に出てしまっ

たということで、今後そういうことがないように

しますというふうに終わっているのです。今回ま

たそういうふうに出たのですけれども、その辺ど

うなのですか。 

○議長（木下 敏） 今は、議会軽視ではないか

という議事進行ですので、暫時休憩しまして、議

会運営委員会で。私のほうで、どうなのですかと

言われても、今ここで即答するものは持ち合わせ
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ていませんので、議会運営委員会を開きまして、

今のこの件に関して、前回の、やはり正確なこと

を調べた上で、議会運営委員会のほうで協議し

て、そこの部分はどうかということできちっと

やっていきたいと思いますので、１時まで暫時休

憩しまして、議会運営委員会を開きまして、今、

横田議員の議事進行について協議していきたいと

思いますので、議会運営委員会、よろしくお願い

いたします。 

 １時まで暫時休憩いたします。 

午前１１時３６分 休憩 

───────────── 

午後 １時３０分 再開 

○議長（木下 敏） 休憩前に引き続き、再開い

たします。 

 町長の進退について、川村主税の議員の一般質

問に答弁する前に新聞報道があったことに対する

横田議員の議事進行について、議会運営委員長の

報告を求めます。 

 中川委員長。 

○議会運営委員長（中川友規） 横田有一議員か

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、議会軽視には当たらないと判断い

たします。 

 しかし、双方配慮が欠ける部分が見受けられま

したので、今後について議会側も対応に注意する

よう各議員に求めるとともに、また、理事者側に

も対応に注意するよう議長を通じて申入れするこ

とといたしました。 

 以上、報告といたします。 

○議長（木下 敏） 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、大きく３問あり

ますけれども、通告に従いまして、まず一つ目か

ら行きたいと思います。 

 令和３年度の財政見通しについて。 

 本年度の一般会計当初予算総額は１０９億４,

０００万円で、前年度より１０億６,０００万円

の減額となっている。 

 令和３年第１回定例会で指摘したように、地方

自治法第２１０条の総計予算主義の原則に基づか

ずに予算編成し執行しているが、折り返し地点の

今日、本年度の財政状況をどのように見通してい

るのか、次の点について伺いたい。 

 １、町税の調定及び収納状況について。 

 ２、歳出の義務的経費、投資的経費等の執行状

況について。 

 ３、令和２年度の繰越金について。 

 ４、町債の発行状況について。 

 ５、今後見込まれる歳入増及び減の科目と金額

について。 

 ６、今後見込まれる歳出増及び減の款別の金額

について。 

○議長（木下 敏） 税務課長。 

○税務課長（柴田 憲） それでは、１点目につ

いて、令和３年７月末現在の調定額と収納率とい

うことでお答えしてまいります。 

 町民税は１２億５７１万４,０００円で、２５.

３％。内訳は、個人町民税が１０億９,９５５万

７,０００円、法人町民税が１億６１５万７,００

０円。固定資産税は１４億６,７５７万４,０００

円で、４２.６％。内訳は、土地、家屋及び償却

資産分である純固定資産税が１４億６,３０６万

７,０００円、国有資産等所在市町村交付金が４

５０万７,０００円。軽自動車税は８,９３２万円

で、９２.７％。内訳は、種別割が８,８２０万

４,０００円、環境性能割が１１１万６,０００

円。たばこ税は６,７４８万円で、７３.４％。入

湯税は１９６万７,０００円で、１００％。 

 なお、たばこ税及び入湯税の調定につきまして

は、月ごとに行っていきますので、調定額は４か

月分の数値となっております。 

 これらを合計した町税全体の調定額につきまし

ては、当初予算額２６億４,８２９万３,０００円

に対しまして２８億３,２０５万５,０００円で、

１億８,３７６万２,０００円、６.９％の増。収

納状況につきましては、町税全体の収入額が１０

億６,３４７万６,０００円ですので、収納率３

７.６％となりまして、前年度同時期の収納率で

比較しますと０.６ポイント低い状況となってお

ります。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 総務財政課長。 
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○総務財政課長（青山栄久雄） それでは、２点

目の歳出の義務的経費、投資的経費等の執行状況

について御質問されていますが、最初に、比較の

ために予算額と執行額について御説明いたしま

す。 

 予算額は、当初予算額にこれまでの補正予算額

の合計、これから御審議を仰ぎます本定例会で提

案しております第５号補正予算額、さらに、令和

２年度からの繰越事業に係る予算額を加えた現計

予算額としており、執行額は、現在確認できる８

月末までの支出済額を基にお答えいたします。 

 義務的経費の人件費は、予算額１７億９,９８

５万円に対し、支出済額６億８,７４８万円で、

執行率は３８.２％。扶助費は、予算額２５億１,

９９２万円に対し、支出済額９億９,３９２万円

で、執行率は３９.４％。公債費は、予算額１３

億２,０６５万円に対し、支出済額８９５万円

で、執行率は０.７％となり、義務的経費の合計

は、予算額５６億４,０４２万円に対し、支出済

額１６億９,０３５万円で、執行率は３０％であ

ります。 

 次に、投資的経費の普通建設事業費は、予算額

１５億２,８７５万円に対し、支出済額１億４,７

７８万円で、執行率は９.７％。災害復旧事業費

は、予算額１５０万円に対し、現在のところ支出

額はございません。 

 義務的経費と投資的経費以外の経費では、予算

額５２億２,３９６万円に対し、支出済額１６億

４,４８９万円で、執行率は３１.５％となってお

ります。 

 次に、３点目の令和２年度の繰越金ですが、令

和２年度の歳入総額は１５６億１,０１１万２,７

６０円、歳出総額は１５５億４,５２０万３,２０

５円で、歳入歳出差引額、形式収支は６,４９０

万９,５５５円となりますが、この形式収支から

令和３年度に繰り越すべき財源、繰越明許費繰越

額１,１５２万２,０００円を差し引いた５,３３

８万７,５５５円が実質収支額となり、実質的な

繰越金、純剰余金となります。 

 次に、４点目の町債の発行状況ですが、町債の

発行については、通常、町債を充当するそれぞれ

の事業が完了しなければ実際の借り入れが行われ

ないため、現時点では町債を発行しておらず、今

後の借入予定額としてお答えしますと、当初予算

額にこれまでの補正予算額、これから御審議を仰

ぎます本定例会で提案しております第５号補正予

算額を加えた町債の合計で６億８,６００万円、

令和２年度からの繰越事業に充てる町債が５億

３,０９０万円で、現時点で１２億１,６９０万円

の町債を発行する予定となっております。 

 次に、５点目の今後見込まれる歳入増及び減の

科目と金額。６点目の今後の見込まれる歳出増及

び減の款別の金額について御質問されております

が、本定例会で提案しております第５号補正予算

額に計上した歳入科目と歳出事業については、こ

の場での説明を省略させていただき、また、歳入

については、第５号補正予算後の予算額に対し

て、現時点で、今後見込んでいる額、歳出につい

ては、国のコロナ対策に係る追加の交付金事業が

不確定なため、これらの要因を除いた通常の歳出

についてお答えいたします。 

 最初に、歳出から増加する分として、２款総務

費に七飯町長選挙執行費として約１,８３０万

円。３款民生費の障害者福祉費、扶助費に約１億

円程度。７款商工費で、冬期間に開催されるイベ

ントや諸行事の開催経費または負担金として約

１,１００万円。１０款教育費は、同じく冬期間

に開催される各種スポーツ大会等の開催経費に８

０万円程度と見込んでいるほか、金額は現段階で

不確定ですが、３月定例会の補正予算額に基金の

積立金を計上していきたいと考えております。 

 次に、歳出の減額分では、１２款公債費の元

金、利子の不用額として６６０万円。１３款、令

和３年度の人事院勧告の決定を受けて、職員費の

期末・勤勉手当のうち、期末手当の減額分として

９２０万円程度。また、金額は現段階で不確定で

すが、事業の完了に伴う不用額、または入札執行

残分の予算額を１２月定例会または３月定例会の

補正予算額に整理予算として計上していきたいと

考えております。 

 次に、歳入の増加分として、１款町税の町民

税、個人で約１億４,０００万円、固定資産税で

約５,０００万円。１０款地方交付税の普通交付

税で１億９,１７１万円。１９款繰越金で１,０９
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４万円が増加する歳入として見込んでおり、この

ほか歳出の障害者福祉費、扶助費の増加計上に伴

い、国、北海道からの追加の交付金として約７,

５００万円を見込んでおります。 

 最後に、歳入の減額分ですが、現時点で歳入が

減少する分として見込んでいるものが９款地方特

例交付金で、減税及び新型コロナウイルス感染症

の影響により、地方税の減収額の一部を補塡する

ために国から交付される交付金で、令和３年度当

初予算編成時で見込んでいた町税が想定していた

ほど減収とはなっておらず、そのため過大計上と

なっている地方特例交付金を約８,０００万円程

度減額する予定となっております。 

 このほか、年度の途中であるため、歳出事業が

完了しておらず、歳入の減少分を把握することは

容易ではありませんが、今後、事業の完了に併せ

て適宜歳入の減額分を予算計上いたします。 

 また、現計予算額に基金繰入金として、総額１

億３,８６８万円を計上しておりますが、最終的

に基金からの繰入金を圧縮または繰り入れをしな

いように繰入予算額を減額したいと考えておりま

す。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 田村敏郎議員。 

○５番（田村敏郎） まず、一つ目でございます

けれども、今の説明でいきますと、町税の調定、

収納状況でございますけれども、大体予定どお

り、当初心配していた町税の減収というのです

が、こういうものがそんなになかったように思い

ます。 

 実際のところ、いろいろ数字を上げていただい

たのですけれども、これについて、トータル的に

町税の考え方、考え方というのは、このままで行

くのか、あるいは途中でどうのこうのという議論

はしたくないのですけれども、この段階でいく

と、さほどコロナ禍の影響というのは私はないよ

うな感じはするのですけれども、そこら辺の考え

方をお聞かせ願いたいと思います。 

 それから、最後のほうにちょっと説明があった

のですけれども、当初、税収の補塡といいます

か、税収が少なかったときに国のほうから交付

金、歳入の減ということで８,０００万円補塡し

なくても大丈夫だということの説明だったと思い

ますけれども、これについて、今の状況でいくと

そうなのでしょうけれども、歳入の税の補塡につ

いては、調定に対して、実質の収入について補塡

していくという、ここら辺の仕組みを教えていた

だきたいと思います。 

 というのは、８,０００万円減収、恐らくその

ぐらい税収が落ち込むだろうということで、補塡

をそのぐらい国でしてくれるという判断なのです

けれども、補塡の仕組みというのですか、これは

どういうふうになっているのか。例えば、先ほど

言ったように、例年、平均で何ぼだとか、あるい

は今年、前年比でこのぐらい減るからという、ど

ういう仕組みで８,０００万円の補塡という数字

が出て、なくなりましたけれども、ここら辺の仕

組みをちょっと教えていただきたいと思います。 

 それから、おしなべて、先ほど歳入の義務的経

費、それから投資的経費の執行状況を教えていた

だいたのですが、基本的には、義務的経費３０

％、それから投資的経費が現在は９.７％、執行

率ですけれども、これが今ちょうど半分、折り返

し地点、９月ですけれども、進捗というのです

か、スピードの状況、これで大丈夫なのか、やや

遅れているのか、あるいは遅れているとしたら、

原因は何なのか、これについて教えていただきた

いと思います。 

 それから、令和２年度の繰越金が５,３３８万

７,５５５円ということで、これは、財調に２分

の１以上というふうに決まっていますけれども、

これをどのぐらい入れるのか、幾ら入れるのか、

いつ入れるのか。さっき聞いた中では、３月とい

うようなことで聞こえた感じなのですけれども、

具体的にいつ入れていくのか、それを教えていた

だきたいと思います。 

 それから、繰入金が１億６,５７９万２,０００

円予算計上されていると思うのですけれども、こ

れは、どこの基金から幾ら入れる予定でいるの

か、そこを教えていただきたいと思います。８基

金あるのですけれども、実際どこから幾ら、今の

段階で入れる予定なのか、それを教えていただき

たいと思います。 

 それから、歳入増ということで１億４,０００
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万円とか５,０００万円、１億９,０００円という

数字が並びましたけれども、今の状況の見込みで

いくと、財政見通しでいくと、十分に年度末、あ

るいは繰越金というのですか、実質収支はかなり

黒字になるのかなという気はするのですけれど

も、最終的に、見込みで結構ですけれども、実際

の、繰越明許はまだ分からないと思いますからあ

れですけれども、単純な形式収支で、このぐらい

の黒字になるだろうという見込みを立てているの

であれば、その数字をお知らせいただきたいと思

います。 

 それから、財調の問題ですけれども、以前から

７億円というような考え方をお持ちでずっと来て

いますけれども、実際、この７億円というのは目

標値なのか、あるいは絶えず７億円というものを

確保するのだという考え方なのか。それからいく

と、繰入金、この部分からいけば、なかなか７億

円の確保というのは難しいのではないかと思うの

です。したがって、財調の７億円という考え方

を、あくまでも目標値なのか、そうではなくて、

町民の行政サービスを考えたときには、何として

も７億円以上の基金を確保しておかなければなら

ないという考え方なのか、そこら辺のことをもう

一度お願いしたいと思います。 

 それからもう一つには、監査委員のほうからも

指摘があったと思いますけれども、財政計画ある

いは行革等でもうたっていますけれども、財源が

今非常に厳しい、そういう中で新たな自主財源の

確保といったようなものが必要になるのだと。こ

れは、ここ数年ずっと言われていますけれども、

新たな財源というものについて、具体的にどうす

るかという議論を実際にしているのかどうかで

す。第１回目の定例会のときにも、新たな財源の

確保と出ていましたけれども、具体的に全然見え

てきていないということで、これについてもう一

度、具体的にどうなっているのか、いつ、どのよ

うな形を取るのか、あるいは使用料だとか、そう

いったようなものについて検討しているのかどう

か、今まだお金があるからいいのだということで

はなくて、これから財源の確保は難しいという時

代に入ってきている中で、やはり具体的な新たな

財源の確保と、それから、今まで負担していただ

いた金額の見直し等、歳入について具体的にどの

ような形でやろうとしているのか、それも併せて

説明をいただきたいと思います。 

○議長（木下 敏） 税務課長。 

○税務課長（柴田 憲） 再質問にお答えしてま

いります。 

 今年度の町税の今後の考え方ということで、コ

ロナの影響も含めてということでございましたけ

れども、令和３年度予算につきましては、町税に

ついて、令和２年度予算より約１０％の減という

ことで予算を組ませていただきました。これは、

コロナ禍による様々な影響を考えた結果でござい

ます。 

 ただ、７月末現在の状況でございますけれど

も、まず、個人町民税につきましては、コロナの

影響で１割減、約９,７００万円の予算減を行っ

たところでありますが、総務財政課長より答弁あ

りましたとおり、約１億４,０００万円の当初予

算増というのを見込んでおります。こちらのほう

は、令和２年の納税義務者の所得については、コ

ロナ禍の中ではございますけれども、皆さん頑

張っていただいた、踏ん張られたのかと思われる

ところでございます。 

 法人町民税につきましては、まだ調定が、まだ

まだ確定しませんので、先行きは、なかなか先が

読めない状況でございます。 

 固定資産税でございますけれども、こちらのほ

うも、令和３年度が３年に一度の評価替えという

ことで、かなり落とした金額で予算を組ませてい

ただきましたが、土地については６.５％減とい

う数字で予算を組ませていただきましたが、調定

でございますけれども、結果３.１％の減で済ん

でいるような状況でございます。こちらのほう

は、コロナ禍ではございますけれども、同じく、

評価替えを行っている中でも、下がり幅が見込み

より約１,０００万円ほど少なく済んでいる状況

でございます。固定資産税では約５,０００万円

の増加歳入を見込んでいるところでございます。 

 ほか、軽自動車税、たばこ税、入湯税につきま

しては、こちらのほうももろもろ減額して予算を

組んでおりますが、今のところ例年に迫る勢いで

調定は取れている状況でございます。 
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 ただ、こちらのほうも、例えば入湯税につきま

しては、今、緊急事態宣言が出ておりますけれど

も、そういったものに非常に左右される部分がご

ざいますので、今後は、私ども収納率、今、七飯

町はトップクラスの収納率を維持しておりますけ

れども、そちらのほうを引き続き維持するよう

に、収納率を確保していきたいと考えておりま

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（青山栄久雄） 財政関係では７

点御質問があったかと思いますので、順次お答え

いたします。 

 最初に、地方特例交付金といいますか、減税及

び新型コロナウイルスの影響による減収になった

分についての御説明となりますが、最初に、減税

と新型コロナウイルス感染により地方税が減収さ

れるとして最初は見込んでおりました。その補塡

措置として国から、この分については幾らという

形で補塡されるわけなのですけれども、当初、地

方特例交付金については、通常の減税分、これは

個人住民税の減収補塡分、もしくは自動車税の減

収補塡分、軽自動車税の減収補塡分として、当初

予定していた金額が５,９００万円、新型コロナ

ウイルス感染症の影響、こちらについては、固定

資産税についての家屋の減免、土地の減免につい

て、当初は９,６８０万円、合計１億５,５００万

円程度の減収を見込み、予算措置しました。 

 これが、先ほど説明しましたように、思ったほ

ど、想定したほど町税が落ち込まず、地方特例交

付金については３,４４２万円で、２,４５８万円

程度の減、新型コロナウイルス感染症に伴う減収

補塡分については、当初９,６８０万円でした

が、まだ見込みの段階ですけれども、大体４,４

００万円程度だろうということで、５,５３７万

円、合わせて８,０００万円程度。これは、当初

１億５,０００万円見込んでいたものが、思った

ほどそんなに減収になっていないということで、

８,０００万円減額しましたけれども、想定で約

７,６００万円程度は国から交付されてくると見

込みを立てております。 

 次に、歳出の義務的経費もしくは投資的経費

が、これは８月末の状況ですけれども、通常に進

捗されているのかどうかということで質問ありま

したけれども、通常の人件費もしくは扶助費とか

については、毎月定額というか、もしくは決まっ

た額の請求を受けますので、それについては、進

捗はスムーズかと思います。投資的経費について

も、今のところ目立って遅れているとか、そうい

う話は聞いておりませんので、こちらについても

大丈夫かと思っております。 

 次に、令和２年度の繰越金でございますけれど

も、財政調整基金への積立金、これは今回、９月

定例会、今出しておりますけれども、こちらのほ

うに、地方財政法第７条の規定に基づいて、２,

７００万円を積み立てていきたいとしておりま

す。積み立てする時期については、議決後という

ことで、議決いただきましたら速やかに基金のほ

うに積立てをして、積立てすることによって運用

できますので、運用できるものであれば運用して

いきたいということになります。 

 次に、４点目として、繰入金の質問がありまし

た。ここで、繰入金総額については、第５号補正

予算まで加えた現計予算額では１億６,５００万

円ですけれども、この繰入金のうち、特別会計か

らの繰入金２,７００万円ありますので、こちら

を除いた額として、基金からの繰入金としては、

今現在、現計予算額では１億３,８６８万７,００

０円。このうち財政調整基金からの繰入金につい

ては１億２,８６８万７,０００円、森林環境譲与

税基金からの繰入金として１,０００万円、合計

１億３,８６８万７,０００円、今の状況で繰入れ

を見込んでおります。 

 次に、歳入増ということで、財政を見通してい

くと十分なのかということで質問を受けたかと思

います。この５番目の歳入増の中で、単年度収

支、実質収支、今現在、見込みを立てているのか

という御質問でありましたけれども、まだ９月現

在なので、最終的な決算見込みというか、予想に

ついては、まだ現在は立てておらず、通常であれ

ば、１月以降２月に最終的なまとめとして、収支

の予測を立てて、これについて整理予算という形

で整理される予定となっております。 

 また、今の状況で御説明しますと、先ほど答弁
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で発言した内容でいきますと、現時点での歳入の

増加として言った中身のトータルですけれども、

増加分として４億６,８６５万円、減少分として

２億１,８６８万円、トータルで２億４,８９７万

円増加するとして答弁しております。これに対し

て、支出のほうで増加する分としては１億３,０

１０万円、減少する分として１,５８０万円、

トータル１億１,４３０万円、これから見込まれ

る歳出としてお答えしております。この歳入歳出

の予定としての見込みになりますけれども、今現

在では、先ほどの２億４,８９７万円と、歳出で

今後見込まれる金額１億１,４３０万円の差引額

としては１億３,４００万円、これを基に、最終

的に基金からの繰入金を、先ほど説明しました

が、今現在、財政調整基金については１億２,８

００万円、繰入れの予算をもっていますけれど

も、これをできるだけ圧縮したいという考え方で

あります。 

 次に、６点目、財政調整基金７億円という形で

御質問ありましたけれども、これまで、前回の６

月定例会でも答弁させていただきましたが、７億

円という数字の出どころは、基金総額に対して７

億円なので、財政調整基金で７億円というような

形の説明は前回もしておりませんので、これは、

今後も安定的な財政を維持すべき、最低限残した

い金額として７億円ということで考えているとこ

ろでございます。現在、財政調整基金について

は、当初予算や補正予算においては、当初予算は

１でしたけれども、補正予算において１億２,８

００万円の基金繰入金の予算を見ておりましたけ

れども、これをなるべく圧縮したい、もしくは入

れないようにして決算を迎えたいという形で考え

ております。 

 次に、財政計画、安定、自主財源のことで御質

問されておりますけれども、常日頃からこれにつ

いて庁内でも議論をしておりまして、自主財源、

具体的にどのようなものかといいますけれども、

常々言っておりますとおり、未利用資産、例えば

土地の売払いなどや、ふるさと納税の額を確保し

ていきたいといったような、今まであったものに

ついてプラスして、そういうようなものを確保し

ていきたい。使用料及び手数料の見直しについて

は、これはあくまでも町民サービスに直結します

ので、これは慎重に考えながら進めていきたい

と。時期的なものは、まだまだこれから先になる

と思いますけれども、そういうものについても今

後見直しをしていきたいという中身で取り組んで

おります。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 副町長。 

○副町長（宮田 東） 私のほうから行革の関係

につきましてちょっと補足させていただきます。 

 具体的にというようなお求めで、具体的にどう

いう検討をしているのだというようなことでござ

いますけれども、今の段階の中、行革本部、職員

の部分で検討してございます。各課のほうに投げ

て、こういうことを検討できないかとか、そうい

う形の中で投げかけて検討していただいている。 

 ただ、ある程度町民の皆様の御理解だとか、当

然、その前段として、議会の皆様の御理解が必要

だいう大前提がございますので、今の段階では、

内部で検討しているということでとどめさせてい

ただきたいと思ってございます。その辺について

は御理解いただきたい。 

 具体的な話はできないのですが、２課のほうか

ら、このような形のものをやりたいという形の中

で、実際問題、私のほうに具体的に出てきており

ますので、そういうような形でできるかどうか、

一歩二歩踏み込んで検討してまいりたいと思って

いますので、いましばらく、そういう部分につい

ては時間をいただきたいと思いますので、その辺

については御理解をいただきたい。 

 というのは、行革の部分は、余り独り歩きされ

ても困るという部分がありますので、その辺を念

頭に入れて慎重に進めてまいりたいと思いますの

で、よろしくお願いしたいと思います。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 田村敏郎議員。 

○５番（田村敏郎） まず、１点目ですけれど

も、先ほどちょっと聞き取れなかったと思うので

すけれども、繰越金の関係で、財調に２分の１、

２,７００万円入れますと。これはいつ入れるか

というのを私聞き漏らしたので、それについても

う一度お願いします。 
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 それから、今現在、令和３年５月末現在の財調

の基金額、それに２,７００万円上乗せして、圧

縮するかもしれないけれども、１億２,８００万

円を取崩ししますという、そういう説明だったと

思うのです。そうすると、１億２,８００万円取

り崩した段階で、それから２,７００万円入れた

段階で、実際、財調が幾らになるのか、金額を教

えていただきたいと思います。 

 それから、７億円という話で、ちょっと聞き取

れなかったのですけれども、最低限７億円を確保

したいと私は聞こえたと思うのですけれども、そ

この部分について、もう一度説明をお願いしたい

と思います。 

 それから、副町長のほうから出ましたけれど

も、２課から出て、課ということなのか、意味が

分からない。要は、二つ提案みたいのがあって、

それについて今後、時間を要しながら検討させて

もらうという、そういう理解でいいのか、そこら

辺についてもう１回教えていただきたいと思いま

す。 

○議長（木下 敏） 総務財政課長。 

○総務財政課長（青山栄久雄） それでは、１点

目の財政調整基金の積立て時期ですけれども、今

回の定例会終了後、議決をいただいた後に積立て

を行いたいと思っています。 

 次に、２点目です。財政調整基金の現在高は幾

らになるのかということで、令和３年５月３１日

現在、これは利息の運用収入も含みますが、６億

１,８５５万１,０００円です。さらに、今回９月

定例会で計上しました２,７００万円にプラス運

用利息として３１万９,０００円の予算を計上さ

せていただいて、今現在２,７３１万９,０００円

を積み立てする予算となっております。これに対

し、補正予算額でこれまで１億２,８６８万６,０

００円を取り崩す、基金からの繰入金をするとい

う予算になっておりますので、現段階で、令和４

年５月３１日現在での基金現在高を５億１,７１

８万３,０００円として試算しております。 

 また、７億円の最低限と、財政推計を立てて、

議員のほうにも御説明しておりますけれども、こ

れまでは、基金の総額が減少の一途をたどってお

りましたので、これを最低限、財政運営するため

に維持するべき、最低限確保したいという基金の

総額をどの程度にするかといった財政の考え方の

一つで、これを７億円として、これを下回らない

ような予算の編成、もしくはそれに見合った支出

の抑制などを考えて行いたいという計画の一つの

数値でございます。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 副町長。 

○副町長（宮田 東） 私のほうから、２課とい

う表現が分かりづらいと。大変申し訳ございませ

ん。二つの課ということでございますので、その

ような形でお答えさせていただきます。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 田村敏郎議員。 

○５番（田村敏郎） 財政調整基金の関係でござ

いますけれども、現在５億１,７００万円あると

いうことですけれども、先ほどの説明では、要

は、財政を回していくためには７億円を下回らな

いという考え方だと。このギャップ、約２億円。

たった２億円という考え方もあれば、結構２億円

というのは大変な額だと私は思うのです。という

のは、毎年毎年、実質収支が黒字にまずならなけ

れば駄目だ。その黒字で２分の１以上ですと、財

調に積み立てるのは。だから今回は５,３００万

円あるけれども、２,７００万円積立てますとい

う話できています。そうすると、約２億円の差、

これはどういう形で埋め合わせをしていくのかと

いうことなのです、要するに。使うのは簡単です

けれども、なかなか今の厳しい財政状況の中でた

めていくということになると、例えば実質収支

５,３００万円丸々積立てたとしても、全然追い

つかない金額です。ですから、理屈よりも、まず

実質収支がどれだけ大きくなるか、黒字になる

か、その半分以上は財調に行くという話であれ

ば、単純に今の５億１,７００万円、財調だとい

う話であれば、４億円の黒字を出さないと駄目で

す、単年度で言えば。なかなか至難の業です。ま

ず４億円を財調に一遍に積むなんていうことはま

ずあり得ない。現にこうやって５億１,０００万

円しかないものについて、財政を回すための基金

として、最低限７億円以上だという理屈は分かり

ます。でも、それに至るまでにどういう段階を踏



－ 25 － 

んで、どう達成させるのかが問題なのです。その

ためには、先ほど言ったように新たな財源の確

保、町有地の遊休地、いろいろなものを売ったり

しながら確保すると言っても、２億円なんてなか

なか確保できないです。やはり問題になるのは、

歳入を集めることは当然ですけれども、歳出を抑

えていく、いかに節約していくかということが、

将来的な財政を運営するための、財調の基金を確

保していくという一番の近道なのです。 

 函館も道もコロナ禍の中で交付金、あるいは通

常の事業が中止になって、基金が増えましたと。

それはやっぱり事業の規模が小さくなって、国か

らの交付金が入って、それだけ実質収支が大きく

なる、黒字になる、その部分を、何かあったとき

に困るから財調に入れましょうと。みんな考えて

いるのです。 

 ですけれども、今の説明の中では、なかなかそ

うはなっていかない。ここら辺について、もう一

度町の考え方をお聞きしたいと思います。 

○議長（木下 敏） 総務財政課長。 

○総務財政課長（青山栄久雄） 財政調整基金の

御質問でまた答弁いたします。 

 現在、見込みで５億円と言いましたけれども、

先ほど来おっしゃっているとおり、確保する基金

の総額ということで、財政調整基金を含め、一般

会計が管理、処分できる金額、基金の中の総額で

７億円と言っております。一般会計が管理、処分

できる基金の今現在の総額が１３億２,３００万

円。先ほどの繰入金、積立金、これらの要素を含

めて、令和３年度、先ほど５億円と言った財政調

整基金に対しての基金総額は１２億１,２００万

円です。現在としては、７億円に対して５億円

を、維持すべき金額は上回っているということ

と。あと、実質収支で４億円出して、２億円、現

実にそういうことは財政的にもなかなかできない

ものですので、先ほど答弁したとおり、令和２年

度の基金の現在高が６億１,８５５万１,０００円

と言いました。次に、今回２,７００万円の積立

て。さらに今回、基金の繰入金が１億２,８００

万円程度、財政調整基金で見ていますけれども、

これを仮にしないとした、今そういうところに向

かっていますけれども、これで６億４,５７０万

円の財政調整基金の基金が確保できますので、６

億１,８００万円の、今年の年度末から来年度の

年度末には、今年度の年度末には、逆に２,７０

０万円増加して財政を運営することができると思

います。 

 また、さらに、今、事業を執行している途中で

すけれども、歳出予算なり入札執行残で不用額が

余ると言ったら変ですけれども、それが出た場合

には、これをまた財源として積立金の予算に、先

ほどの私の答弁で、３月に基金の積立てをしたい

というのは、それらのことを言っておりまして、

整理予算もしくは不用額をできるだけ集めて、こ

れを３月に、例えば財政調整基金に積立てをし

て、基金総額については減らさない方向の考え方

で、今、財政の見通しを立てながら進めていると

ころでございますので、御理解いただきたいと思

います。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 田村敏郎議員。 

○５番（田村敏郎） 今の説明でありますけれど

も、町民は、あっそうかなという感じしますけれ

ども、今、七飯町には八つの基金があります。財

政調整基金以外は目的基金なのです。基金を設立

した目的以外に使用できないということなので

す。そして、福祉基金あります。福祉基金は今

９,４００万円しかないのです。森林環境譲与税

基金１７３万円です。やっぱり何かあったときに

すぐ町民のサービスに対応できる、何にでも対応

できる基金というのは財政調整基金なのです。で

すからみんな財調に入れていくのです。 

 幾らトータルで１２億１,１００万円、令和４

年５月３１日の見込みですけれども、これを議論

してしまうと、全く町民を欺くような、町民が本

当に困ったときにすぐ対応するのだ、こういった

ような基金の使い方というのは、今言った福祉基

金だとか、こういうものは使えないのです。社会

教育施設整備基金、これは社会教育の整備のため

の基金ですから、それ以外は使えないのです。そ

ういう目的のための基金をごっちゃにして１２億

円ありますと言われても、まさにこれは町民を納

得させるような話では到底ないということです。 

 ですから、みんな一生懸命、以前は２８億円、
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２３億円という基金を、財調の基金をためていた

のです。そして、何かやる、役場庁舎を建てると

いってもそれを使っていたのです。様々な形で、

トータル的な基金で自由に使えるというのは、こ

れは絶対間違いですので、やはり主眼は、財調に

いかにためていくかということを真剣に考える、

議論をする、新たな財源を見つけるという、これ

しかないのです。 

 そして、今までの目的の基金については、今ま

で見ますと、６万４,０００円、８万３,０００

円、５万８,０００円、３万９,０００円、９,０

００円、８万３,０００円、これ利子です。基金

の利子を入れているだけで、少しずつしか増えて

いない。やはりこういうやり方をやっていたので

はじり貧になってしまう。 

 しっかりと歳出を抑える。歳入を少しでも多

く、どうやったら増やせるか。歳入を増やして歳

出を抑えると実質収支が増える、黒字になる。そ

の半分以上は財調に積んでいく。そうやってい

く。さらに多くなれば福祉基金にも入れる、どこ

にも入れるという、そういうやり方を少しでも

やっていかないと、なかなか将来に向かって、町

民のサービスというのはかなえられないと思うの

です。そういう意味で、もう一度基金に対する考

え方を教えていただきたいと思います。 

○議長（木下 敏） 副町長。 

○副町長（宮田 東） 今の御質問に対して私の

ほうからお答えいたします。 

 確かにいろいろな大型事業を進めてきまして、

その部分についての負担といいましょうか、それ

について相当していると。それで、基金そのもの

も繰上げをして減になってきているというのは、

議員の皆さんも御存じのとおりかと思います。 

 ただ、私どももいろいろな事業を進める上で、

国からの補助や交付金だとか、そういうものを有

効活用してまいりました。その結果として、いろ

いろな政策の成果といたしまして、御存じかと思

いますが、地方交付税、今年度についてはおよそ

３５億円近くの交付税、一般のほうですけれど

も、増えたと。例年にないくらいの、私どもも受

け止め方とすれば、びっくりしたというような状

況の金額をいただいたという形で受け止めてござ

います。渡島管内で一の伸びという形のもので報

道されてございます。 

 今現在、地方交付税についても、そのような状

況の中で推移して、今、令和３年度ですが、令和

４年度以降についても、極端な部分の減り方はな

いだろうなというような形のもので見通してござ

います。 

 ただ、これについても、今現在、コロナ禍の中

で、これ以上、国のほうの財政の関係について、

一方通行になるかも分かりません。国のほうから

減らされる可能性もあります。ということもあっ

て、かなり慎重に財政計画を進めていかなければ

駄目なのですが、ただ、言えることは、交付税に

ついても、かなり高い評価をいただいたというこ

とです。その一番大きな原因として、細かい精査

はしていませんが、多分渡島管内においても人口

が極端に減っていない、微減でとどまっていると

いうのは、やはり大きな影響を受けているのかな

と。微減でとどまっているというのは、これまで

行ってきた政策が評価として表れているのかなと

いう感じをしてございます。 

 先ほど税務課長もお答えしましたけれども、

思ったより調定が下がっていない。ただ、これが

徴収率が減になってきますと、実際の収入は落ち

ますけれども、税収についても思ったより下がっ

ていないという形のもので今現在推移していると

いうことでございます。この財源をやはり生かし

てまいりたい。 

 今、田村議員おっしゃるとおり、歳入は歳入

で、別な歳入については考える。歳出は歳出で抑

えると。これと並行して、そういう部分の交付税

だとか税収について確保していくというような形

で、合わせ技をしながら、年数はかかると思いま

すけれども、徐々に徐々に基金を積み立ててまい

りたいという考え方で進めてまいりたい。 

 特に基金の部分については、財政調整基金をメ

インとして積み立てていくというような形の中で

進めてまいりたいと考えてございますので、今こ

の場の議論というよりも、少し状況を、推移を見

ていただいて、令和３年度の決算だとかの推移を

見て、方向を定めてまいりたいと思ってございま

すので、その点、御理解いただきたいと思いま
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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） 副町長の言わんとしている

ことは私も重々理解はしますけれども、ただ、地

方交付税の場合は、交付税算入という見返りもあ

るのです。したがって、これだけコロナ禍で日本

の国中がこういうつらい思いをしながら、財政も

いうものが、一部そういう評価はあるかもしれま

せんけれども、これからは交付税というのはかな

り厳しくなるのだろうと。 

 それからもう１点には、国勢調査があります。

人口が減、大体、交付税について、１人１０万

６,０００円減になる。３００人減れば３,０００

万円が単純に減ってくる。ただ、裏を返せば、交

付税算入の見返りがあるから、トータルとしては

なかなか見えないですけれども、詳細に検討して

いけば、かなり内情というのか、自由に使えるお

金というものが少なくなってきているのではない

のかと。 

 交付税算入というのは、借金返済の一部の補塡

金額ということですので、やはり自主財源という

ものを、いかにこれから確保していくかというの

が大きな課題だと私は思いますけれども、そこら

辺の財源確保の決意を教えていただきたいと思い

ます。 

○議長（木下 敏） 副町長。 

○副町長（宮田 東） それでは、財源確保の決

意といいましょうか、一生懸命頑張りますとしか

言いようがないのですけれども、とにかく大きな

部分については、遊休地の部分について、まず、

手をかけられるというか、売却できるものはやっ

ていきたいというような形のもので進めてまいり

たいなと。あとは、金額的に大きくなくても、こ

つこつと使用料、利用料、そのようなものについ

て見直しをかけていきたいというような考え方で

す。 

 交付税は当てにならないと言いましたけれど

も、やはり交付税算入という形の、大きな事業を

やったら、それが歳入としてはね返ってきている

という部分はありますので、それが１年でなくな

るということではないで、当面ずっと償還の分は

続いていきますので、その辺についてもある程度

見越していけるのではないかという考え方をして

いますので、交付税だけに頼っているわけではな

くて、自主財源の確保に向けて、いろいろな形で

取り組んでいくということで、御理解をいただき

たいと思います。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 田村敏郎議員。 

○５番（田村敏郎） 次に、２番目に参ります。 

 町民に寄り添った行政サービスについて。 

 今から七、八年前に創設した出前出張所は、当

時余り町民に利用されていなかったように思う

が、今日、コロナ禍で外出自粛要請がされている

中では、行政サービスの手段として有効な選択肢

の一つと考えられるが、次の点について伺いた

い。 

 １、今日までの利用状況について。 

 ２、このサービスの周知について。 

 ３、サービス内容について。 

○議長（木下 敏） 住民課長。 

○住民課長（清野真里） それでは、１点目の利

用状況についてですが、七飯町住民票等宅配サー

ビス、通称、出前出張所は、平成２７年４月より

実施され、利用状況は、累計で６件となっており

ます。 

 次に、２点目のサービスの周知についてです

が、町のホームページに概要、対象者、内容や交

付する証明書、手数料などの詳細を掲載し、ま

た、実施当初は広報紙に掲載し、周知してござい

ます。 

 次に、３点目のサービス内容についてですが、

１人で外出が困難で、代理による申請ができない

方のうち、障害者等のいる世帯、６５歳以上の高

齢者のみの世帯や妊婦、または１歳未満の乳幼児

がいる世帯などの住民を対象に、電話やファクス

での申請を可能とした、対象者に配慮した受付体

制とし、担当職員が自宅へ訪問し、住民票の写し

などの交付をしてございます。 

 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） 今の利用状況について、平
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成２７年から累計６件だということで、これにつ

いて、まず、担当課のほうでどういう評価をして

いるのかということと。 

 それから、ホームページに内容を掲載していま

すけれども、これだけでいいのかどうか、もう少

しＰＲをして、利用を高めるという、何かそうい

う方策があるのかどうか、そこら辺をもう一度お

話をいただきたいと思います。 

 それから、サービス内容について、いろいろお

話しされていますけれども、本当にこれだけでい

いのか。私、今回質問しているのは、コロナ禍で

外出自粛要請を出している中で、ホームページの

内容だけでいいのか、あるいはプラスアルファと

して、ほかのサービスも一緒に対応できるのかど

うか。そして、申請して、ファクスなんかでやり

取りしながら、最終的に届出を交付するという流

れですけれども、利用する人にとってはどうなの

だろうという、それでいいのかどうか、検討です

よね。要するに行政サービスを与えると言えばお

かしいのですけれども、行政サービスを提供する

側ではなくて、される側の気持ちというか、もっ

ともっと便利にすると、もっと利用できるのでは

ないかという、何かそういう検討をされたかどう

か、余りにも６件というのは少ないというか、本

当は必要ないという話なのか、そこら辺がよく見

えないものですから、そこら辺についてもう少し

説明をいただきたいと思います。 

○議長（木下 敏） ２時４５分まで休憩いたし

ます。 

 暫時休憩いたします。 

午後 ２時３３分 休憩 

───────────── 

午後 ２時４５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。 

 田村敏郎議員に対する答弁より入ります。 

 住民課長。 

○住民課長（清野真里） それでは、お答えいた

します。 

 まず、１点目の、この６件という件数が少ない

のではないかということなのですけれども、確か

に多いとは言い切れないところが現状でございま

すが、家族や人と人とのコミュニケーションの中

で、代理申請というものをお願いして、本人が行

かずとも代理でやっていただける方がいらっしゃ

ることによって、そういった部分で６件という数

になっているのではないかということで推測され

ます。 

 次に、２点目になりますけれども、議員おっ

しゃるとおり、町のホームページにはずっと掲載

はしておりますけれども、広報紙に関しまして

は、ここ四、五年掲載してございませんので、広

報紙の１０月号にこの内容等を周知する予定でご

ざいます。 

 次に、行政サービスということで、このサービ

ス、実施当初より住民福祉の向上を図るため、高

齢者や障害者など、１人で外出することが困難な

住民を対象としております。住民票の写しなどの

交付を自宅へ訪問して行うことに関しましては、

要綱を定め、体制を整えて実施しているところで

ございます。 

 現在、七飯町では、このサービスのほかに、マ

イナンバーカードを利用して、コンビニエンスス

トアで印鑑証明書、いわゆる緑の証明書のほうに

なりますけれども、お持ちの方は、証明書自動交

付機による証明書等が取得できます。コンビニ交

付は、住民票の写し、印鑑登録証明書、戸籍証明

書や付票の写しが取得でき、年末年始を除き、毎

日朝６時３０分から夜の１１時まで御利用でき、

また、自動交付機は、役場、大中山コモン、文化

センターに設置され、住民票の写しや印鑑登録証

明書のみが取得できます。 

 また、これに関しましては、閉庁、休館日など

を除き、大中山コモン、文化センターは、朝の６

時から夜の２０時３０分まで利用できます。 

 コロナ禍の中で証明書等が必要な際は、役場に

来庁しなくても、密を避け、人と人との距離の確

保など、感染防止対策を講じながら、このような

行政サービスを利用していただきたいと考えてご

ざいますので、御理解願います。 

 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） 分かりました。コンビニ辺
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りでは、本人が行って、あるいは代理の人が行く

かちょっと分からないですけれども、行って手続

するとすぐもらえると。 

 今、出前出張所、これについては、どのぐら

い、例えば住民票が欲しいとか、戸籍抄本が欲し

いとか、謄本が欲しいといった場合、まず最初に

電話かファクスでやって、そして、実質、そうい

うものが欲しいといったときに、申請した人の手

元に入るのはその日のうちなのか、何日かかるの

か分からないのですけれども、そこら辺を教えて

いただきたいと思います。 

○議長（木下 敏） 住民課長。 

○住民課長（清野真里） それでは、お答えいた

します。 

 電話があった際に、ある程度聞き取りをしま

す。そして、御本人と必要な証明書類を確認し

て、その方が対象者であるかどうかも確認いたし

ます。そして、対象者であるのであれば、御本人

とこちらのほうで、受け取りたい日時、時間等を

調整して、その日、その時間に出向くことになり

ます。最短で、できるだけ早くといいますか、そ

の日のうちでも交付は可能となってございます。 

 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） 次、３問目に行きます。 

 まちづくりに向けた職員の育成について。 

 職員の育成及び町政に対する職員の政策形成能

力の高揚を図るとともに、行政運営の改善及び効

率化並びに町民サービスの向上に資することを目

的に、平成２１年２月１７日訓令第２号として、

七飯町職員提案制度に関する規程が施行され、今

日に至っている。 

 そこで、次の点について伺いたい。 

 １、今日までの提案内容と件数及び採用件数の

状況はどうか。 

 ２、課題提案は何回あったのか。 

 ３、人事評価にどのように反映されているの

か。 

 ４、第５次行政改革大綱ではどのように評価し

ているのか。 

○議長（木下 敏） 政策推進課長。 

○政策推進課長（中村雄司） それでは、順次お

答えしてまいります。 

 １点目の提案内容と件数、そして、採用件数の

状況について、提案の名称によりお答えしてまい

ります。 

 平成２１年度は２件の提案があり、その名称

は、１件目が「選挙事務従事者対象の反省アン

ケートの実施について」、そして２件目が「本庁

舎各課、係、カウンター等への案内看板の設置に

ついて」となっております。２件とも採用されて

ございます。 

 平成２２年度と２３年度は提案がございません

でした。 

 そして、平成２４年度は３件の提案があり、そ

の名称は、１件目が「消費税アップ対応、住宅持

ち家助成制度」、そして２件目が「要らない不動

産ありませんか、寄附受け付けます」、３件目が

「ようこそ七飯、ウェルカムクーポンの発行」と

なってございます。採用はなく、保留や不採用と

なってございます。 

 そして、平成２５年度から平成２８年度までは

提案がございませんでした。 

 そして、平成２９年度は６件の提案があり、そ

の名称は、まず１件目が「学校給食費の公会計化

について」、そして２件目が「第１種、第２種低

層住居専用地域及び工業専用地域等におけるコン

ビニエンスストアの立地について」、そして３件

目が「町有バスあかまつの運用と運転業務の労働

環境改善について」、そして４件目が「年末年始

の役場業務の終了・開始日の改定について」、そ

して５件目が「小会議室の確保」、そして６件目

が「２０２会議室の利活用」となってございま

す。うち３件が採用となっており、そのほかは保

留となっております。 

 平成３０年度と令和元年度は提案がございませ

んでした。 

 そして、令和２年度は１件の提案があり、その

内容は「外貨獲得、ふるさと納税プロジェクト

チーム設置」となっておりますが、結果は不採用

となってございます。 

 令和３年度は提案がこれまでのところないこと

から、これまでの合計で１２件の提案がございま

して、うち５件が採用となっております。 
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 次に、２点目についてですが、職員提案は常

時、政策推進課で受け付けることとしております

が、課題提案は、七飯町職員提案制度に関する規

程第４条に、時期を定めて特定の事項に関して募

集するものとしております。 

 平成２４年１１月は、事務事業の見直しに関す

ること及び行政事務経費の節減・合理化に関する

ことについて、職員提案を募集しまして、平成２

９年５月にも事務事業の改善に関することなどを

募集しておりますことから、制度の発足以降２回

実施しております。 

 ３点目の人事評価への反映についてですが、職

員提案で採用や不採用となっても、この結果を

もって人事評価で評価されるということはござい

ません。 

 職員提案制度は、もともと提案者の匿名性が確

保されており、提案内容の審査も総務部長以下数

名の町の管理職員で行われますが、提案者のイ

メージだけで審査することのないよう、誰の提案

か分からないように、提案者の所属や職・氏名の

記載を消すなどして実施されます。 

 一方で、人事評価制度は、直属の上司に当たる

管理職が評価する仕組みであり、この職員提案制

度が直接人事評価へ反映するものではございませ

んので、御理解願います。 

 ４点目の第５次行政改革大綱での評価について

ですが、日頃から経費の節減やサービスの向上の

ため、それぞれ職員が切磋琢磨し、個々の能力の

向上に努め、事務改善等を進めております。 

 また、職場内での打合せや意見交換などを通じ

て、業務改善につながるよい案が出てくることも

あり、これらと同様に職員提案制度も業務改善の

重要なチャンネルの一つでございますが、職員提

案制度は、職員がそれぞれ所管する事務分掌以外

にも目を向け、意見できる機会であり、提案を受

ける担当職員においては、ふだん気づきにくいこ

とも改めて気づかされ、考えるきっかけにできる

ものと考えております。 

 なお、第５次行政改革大綱の期間は、平成２８

年度から令和２年度までの５年間でしたが、この

期間の職員提案数は合計で７件であることは、客

観的に見ても十分ではなく、改善する余地はまだ

多く残っているものと思いますので、職員提案制

度の一層の周知を図ってまいりたいと考えており

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） るる説明受けまして、平成

２１年からでありますと、大体１２年、３年くら

いたっていますけれども、１２件あったというよ

うなことで、まあまあそうかなという、そのうち

の５件が採用されている。この５件のうちのどう

いうものが採用というのは、ちょっと説明してい

ただきたいと思います。 

 それから、課題提案というのは、町長が特に時

期を定めて、特定の事項に関して募集する課題提

案についてということで、これは平成２４年１月

の事務事業の話ですか、これ。何かちょっと私、

２番目の答弁がちょっと分からなかったものです

から。私が聞きたかったのは、課題提案、これ

は、町長がするというふうに訓令で書いてあっ

て、具体的に町長が何回課題提案をして、まちづ

くりのため、あるいは町民の行政サービスのため

に、職員に対して課題提案を何回したのか、そし

て何件採用されたのかというのを聞きたかったと

いうことで。 

 確かに３番目の人事評価、これについては、匿

名という中では、なかなか評価されない部分があ

ると思いますけれども、実際、全体的に見ると、

なかなかこういう提案というのが、端的に言えば

ちょっと少ないのかなと。先ほどの答弁の中に

も、改善したいと。具体的に、改善策というのは

なかなか難しいと思うのですけれども、少しでも

いいアイデア、町民や町に対しての建設的な考え

方を提案するということは非常にいいことだと思

うので、そういう意味では、何かもっともっと提

案できるような環境づくりという意味で、何か改

善策を考えられているのかどうか、そこを説明い

ただきたいと思います。 

○議長（木下 敏） 政策推進課長。 

○政策推進課長（中村雄司） それでは、大きく

３点質問あったかと思いますので、まず一つずつ

御回答申し上げたいと思います。 

 採用となった部分でございますが、５件の内訳
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でございます。 

 読み上げますと、まず１点目が「選挙事務従事

者対象の反省アンケートの実施について」という

のが採用となって、実施してございました。 

 その次、「本庁舎の各課カウンターへの案内看

板の設置について」というのも、実際に職員提案

を受けて採用になったものでございます。 

 次に、「学校給食費の公会計化について」でご

ざいますが、職員提案制度としては採用というこ

とでございますが、まだ実際には実施までには

至っていないという状況でございます。 

 続いて、「第１種、第２種低層住居専用地域及

び工業専用地域等におけるコンビニエンスストア

の立地について」でございますが、１種低層だと

か２種低層のところにコンビニ等が設置できるよ

うな用途変更、見直しでございますが、一部実施

できているというようなところで、採用かつ一部

実施となってございます。 

 続いて、五つ目ですが、「小会議室の確保」と

いうことで、役場の会議室が物置というような状

況があった中で、きれいにして使えるようにしま

しょうというような内容でございましたので、す

ぐさま実施というところで、５件となってござい

ます。 

 続いて、２点目で、町長からの課題提案という

ところでございますが、２件というのは、まず、

平成２４年でございます。こちらは、事務事業評

価とは別に、予算の編成をする前の１１月に、期

限を定めて実施したというところでございます。 

 内容としては、「事務事業の見直しに関するこ

と」という、業務改善の部分と、「行政経費の節

減・合理化」という部分に特化して、職員に対し

まして、いついつまでに職員提案をしてください

というような内容で実施してございます。 

 この経緯といたしましては、やはり職員提案制

度はつくったのですが、余り提案数が出ないとい

うところもあって、職員に対しても制度を周知す

るという意味合いもあって、実施したところでご

ざいます。 

 また、平成２４年の後、実際に職員提案が出て

こない中で、平成２９年にも掘り起こしという意

味合いで、事務改善を図るために実施したという

ところでございます。ですので、事務事業評価と

は別に、職員提案制度を期限を定めて実施したと

いうところでございます。 

 そして、３点目でございますが、建設的な環境

づくりというところでございます。やはり私ども

のほうも職員提案制度を利用されている件数が少

ないというところを見ると、いつでも提案できる

という、そもそもの制度でございますが、一定程

度、例えば年に１回でも時期を設定して、事務改

善に努めるような期間も設けるなど、そういった

ことで職員提案制度をＰＲしながら、ひとつ考え

るきっかけづくり、動機づけをしてまいりたいと

思ってございますので、御理解のほどよろしくお

願いいたします。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 田村敏郎議員。 

○５番（田村敏郎） 分かりました。 

 選挙の反省、カウンターのこと、公会計、第１

種、それから小会議室云々という、５件の採用。

これは、例えば広報だとかで、こういう制度に基

づいて募集したら、こういうようなものが現に採

用されましたというような、広報か何かで公開し

ているか、していないかちょっと分からないです

けれども、やはりそういうのを積極的に出してい

くというか、ＰＲして、そうすると、町民が来

て、そういえば、こういうことが直ったらどう

だったのだろうかという、そういうようなこと

で、町民に知らしめて、町民も、ああそうなのだ

というような、そういうような方策を取っていか

ないと、ただ募集して採用したから、人事評価

は、匿名だから、それはそれで特にありません。

これであれば、なかなかやりがいというか、提案

のしがいがないのではないかと思うのです。ある

程度意見を出したら、採用したら公開していく。

これは当たり前だと私は思うのですけれども、ま

ず、そういう検討をしているのかどうか。公開し

たかどうか。 

 それから、課題提案については、平成２４年と

平成２９年、事務事業の見直しと経費の合理化、

それから事務改善というようなことで課題提案し

たということですけれども、これは、いずれも職

員からの提案があって、採用したという考え方で
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よろしいのですね。 

 それからもう１点、改善策ということなのです

けれども、これについても、先ほど言ったもので

すけれども、もう少し町内に向かって職員が本当

に頑張っている、従来の与えられた業務プラスい

ろいろな、庁舎内であるとか七飯町をよくしよう

というアイデアがこれだけ出されて、こんなに評

価されて、少しでもプラスになるように頑張って

いますというのをもっと具体的に知らしめていか

ないと、ただ出せ、いつでも受け付けるというや

り方であれば、全く職員もやる気と言えばおかし

いのですけれども、やりがいがないというか。そ

ういう意味では、今言ったことについて、もう一

度考え方をお知らせ願いたいと思います。 

○議長（木下 敏） 政策推進課長。 

○政策推進課長（中村雄司） 職員提案におけ

る、実施した後のＰＲとか、そういった部分のこ

とからまず回答させていただきます。 

 まず、現状といたしましては、それらを実際に

行ったものについて、町の広報紙ですとか、そう

いったものではお知らせしていないという現状が

ございます。 

 ただ、田村議員おっしゃるとおり、改善したも

のにつきましては、町職員も改善に対して一生懸

命考えた結果でございますし、それを踏まえた中

で、当然町としては対応するのは当たり前でござ

いますが、対応した部分について、町民の方々に

も知ってもらうというのは大変重要なことだと思

いますので、そういった部分は前向きに実施して

まいるよう検討してきたいと思ってございます。 

 また、課題提案についてでございますが、職員

提案自体が、随時募集できるということで、私の

ほうとしては、高飛車にしているつもりもなく、

いつでも受けるということではないのですが、た

だ、現状としては、いつでもできるということ

が、逆になかなか職員の方々も提案するきっかけ

になりにくいというのがあると思いますので、改

善されました、そういったものについては、町民

の方々にも喜んでもらえるというような流れが見

えるような形で、職員提案を募集するようなもの

を定期的に実施してまいりたいと思ってございま

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） 田村敏郎議員。 

○５番（田村敏郎） 課題提案については、平成

２４年、平成２９年それぞれ、テーマについて

は、応募があって採用したという解釈でいいので

すか。 

○議長（木下 敏） 政策推進課長。 

○政策推進課長（中村雄司） まず、平成２４年

に関しましては３件ございましたが、保留が１件

で、２件が不採用になっておりますので、採用と

いう結果には至りませんでした。そして、平成２

９年ですが、６件提案がございましたが、うち３

件が採用という結果となってございます。 

 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） まず、先ほど５件採用され

ましたということで、その中で、学校給食の公会

計の関係、まだ実施されていないというような話

ですけれども、これ平成２９年です。これは採用

ですけれども、もう一度確認したいのは、５件、

選挙の関係、カウンターだとか公会計だとか、第

１種だか小会議室、これは採用されましたという

のは知っている。もう実施済みというのが何件あ

るのか、それを教えていただきたい。 

 それから、今の課題提案の中の保留というの

は、どういう意味で捉えればいいのですか。改善

を加えればという話になるのですか、それとも、

保留だと言われた本人も大変だと思うのです。ど

ういう整理をしているのか、まず、その部分。保

留１件、不採用が２件という。 

 それから、平成２９年は６件提案があって、３

件採用で３件不採用。３件の採用、これについて

は実施済みなのかどうなのか。それから、保留に

ついては、これからどういう整理をしていくの

か。やはりこういうものがやる気をそぐというの

か、よし頑張ろうという気持ちをそぐような、そ

ういうような気持ちにさせるのではないかと思い

ますけれども。 

 まず、１２件中５件の採用がもう実施されてい

るのかどうかと。それから課題提案、平成２４年

の３件のうちの１件が保留というのは、どういう
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意味で、どういう整理をするのか。それから、平

成２９年の６件について、採用が３件というの

は、もう既に実施されているのかどうか、それに

ついてお答えいただきたいと思います。 

○議長（木下 敏） 政策推進課長。 

○政策推進課長（中村雄司） まず、５件の採用

のうち実施されている件数でございますが、４件

が実施されているというところで、１件が、学校

給食費の公会計についてはまだ実施されていない

ところでございます。 

 保留のものでございますが、平成２４年度に実

施しております、保留というものが「消費税アッ

プ対応住宅持ち家助成制度」というところで、当

時議論したタイミングといたしましては、国の消

費税が税率アップするというタイミングでござい

ました。この中で、当時の保留の理由といたしま

しては、国の制度改正、支援策が生まれるのでは

ないかというような中で、そういった部分に期待

すべきものだというところで、保留という状況で

ございましたので、１件保留となってございま

す。 

 そして、平成２９年度でございますが、採用以

外の部分で申し上げますと、保留がございまし

た。「町有バスあかまつの運用・運転業務の労働

環境改善」そして「年末年始の役場業務終了・開

始日の改定について」、２件が保留というところ

でございますが、まず、あかまつバスの運用につ

きましては、当時、あかまつが２台ということ

で、職員が２人いますというところで、この部分

についての内容でございましたが、当時は保留と

いう状況で、結果としてなっております。 

 そして、「年末年始の役場業務の終了・開始日

の改定について」は、マイナンバーの関係もあっ

て、周りの状況も検討しながら、保留というとこ

ろになってございます。 

 この保留の考え方でございますが、基本的に

は、当時、この時点で考えるべきものであったの

ですが、ただ、結論まで導き出せないという中で

保留となってございます。ただ、現段階では、も

しかしたら、検討することによって可能な部分も

出てくるかもしれませんので、そういった部分

は、職員提案制度の審査会において、再度検討す

ることが可能ではないかというふうに思っている

ところです。 

 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） どうも保留というのが

ちょっと納得できないというか、そもそもこの規

程の中には、保留という処理はないのです。そう

いう処理がないということは、逆に言えば、補足

意見をつけたり、いろいろなことをして、せっか

く出していただいた提案について何とか、こうい

うことをやるとよくなるのではないかとか、やは

り規程は、前向きにいろいろ考えている流れに

なっていると思うのです。それを、答えが出ると

か出ないとか、国の動きが、これについては、何

らかの形で、保留にするべきではなくて、それな

りの判断をするというふうにすべきではないかと

思うのですけれども、それについてどうですか。 

○議長（木下 敏） 政策推進課長。 

○政策推進課長（中村雄司） 田村議員おっしゃ

るとおり、採用、不採用というのが、提案者に対

してもお伝えしやすいですし、町としても次のス

テップとして動きやすいところでございますが、

ただ、検討した段階における課題整理の部分で、

すぐさま実施にいけないという部分での、当時は

保留だったのかと思いますので、そういった意味

では、実施までに至るための課題整理というよう

な、見通しが立つ段階まで見通せなかったのかと

いう意味合いで、保留になったのではないかと

思っております。 

 そういった部分ができるだけないほうが、職員

提案された方にも制度の趣旨を思った場合には、

その改善につながっていくのが本来の制度の趣旨

でございますので、できるだけ保留というものは

ないように、審査会の中で判断できるよう努めて

まいりたいと思いますので、御理解のほどよろし

くお願いいたします。 

○議長（木下 敏） 通告順に発言を許します。 

 中島勝也議員。 

○１２番（中島勝也） それでは、通告に従いま

して、１問質問いたしますが、今回の質問につい

ては、今までの町長の在任中の政策、対応、ま

た、考え方について質問をしておりますので、で
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きれば町長から御答弁をいただければ有り難いと

思っておりますので、その辺よろしくお願いした

いと思います。 

 それでは、まず質問に入ります。 

 町長の町職員の人材育成と専門職の確保の考え

方について。 

 現在、役場の組織機構では、専門的知識が必要

な部署があり、特に、都市住宅課の建築指導係及

び施設営繕係は、建築確認申請の相談、また、公

共施設の建設事業や営繕など、建築専門職の確

保、人材育成が必要と考えられます。 

 以前は、１級建築士の資格を有している職員が

２名配置され、建築確認申請も役場への提出で、

住民サービスの向上と公共施設の管理、営繕も円

滑に行っていたと思われます。 

 しかしながら、平成２７年１２月で１級建築士

資格者である２名が退職されまして、令和２年３

月には、北海道から派遣されていました職員も派

遣期間も終了し、現在は１級建築士はいないとこ

ろであります。 

 現在、老朽化してきた公共施設も多く存在し、

計画的に施設の維持管理に取り組んでいかなけれ

ばならない中で、建築専門職の人材育成と人材確

保について、早急な対応が必要と考えるが、町長

の考え方についてお伺いしたいと思います。 

 １、平成２７年１２月末で２名の１級建築士が

依願退職しているが、その後の対応と職員配置の

考え方はどうだったのか。 

 ２、現職員の１級建築士資格取得のための人材

育成に係る支援、また、採用努力はどうされてい

るのか。 

 ３、まちづくりは、都市計画が要となるが、社

会人枠など、知識と経験を有する人材の確保をど

う考えているのか。 

 ４、今後、あらゆる職種で人材不足が心配され

るが、人材確保と人材育成の方策は何か。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 都市住宅課長。 

○都市住宅課長（川島篤実） 初めに、質問前段

の「以前は、１級建築士の資格を有している職員

が２名配置され、建築確認申請も役場への提出

で、住民サービスの向上と公共施設の管理、営繕

も円滑に行われていたと思われる」とおっしゃっ

ておりますが、渡島総合振興局許可分につきまし

ては、現在も確認申請受付事務は役場で行われて

おり、総合振興局への申達から許可までの処理期

間と、七飯町が限定特定行政庁として書類審査事

務を行われていた処理期間は変わりませんので、

直接的に住民サービスの低下にはなっていないと

考えます。 

 また、住民や建築関係業者からの窓口相談につ

いても、都市住宅課担当職員全体で対応しており

ますので、サービスの低下にはつながっていない

と考えます。 

 このことを踏まえ、順に答弁いたします。 

 １点目、１級建築士のその後の対応と職員配置

の考え方になりますが、平成２７年の２名退職後

は、１級建築士で建築基準適合判定資格者である

建築主事がいなくなるため、確認申請業務の権限

を北海道に戻しております。 

 そして、職員配置の考え方になりますが、建築

行政の遅延や住民等に不利益が生じないよう平成

２８年１月に１名、平成２９年４月に１名、令和

２年１月に１名を採用している状況にあります。 

 また、七飯町では、老朽化している公共施設改

修や修繕などの業務が多い状況でありますので、

平成２８年４月より約４年間、北海道との交流人

事により２名の有能な職員を派遣していただき、

公共施設改修や修繕業務を進めながら、新人職員

の指導に当たっていただき、現在では順調に業務

が遂行されている状況であります。 

 次に、２点目、「現職員の１級建築士資格取得

のため人材育成支援、また、採用努力はどうされ

ているのか」になりますが、２級建築士の採用面

接の際には、１級建築士資格を目指す志の高い職

員を採用している状況にありますので、引き続き

現職員が１級建築士を目指してくれることを支援

したい。 

 そして、建築技師の採用努力についてですが、

募集する際、函館の建築士会や市町村が実施する

建築事業について、技術支援を行う機関である一

般財団法人北海道建設技術センター、また、道内

の建築士を養成する学校などへの建築技師の募集

に関する情報提供、また、相談などを行いながら
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職員募集をしている状況にあります。 

 その結果、現在、２級建築士２名と、建築士の

資格はありませんが、大学で勉強してきた職員１

名、計３名を採用している状況にあります。 

 次に、３点目、「まちづくりは、都市計画が要

となるが、社会人枠など、知識と経験を有する人

材の確保をどう考えているか」についてですが、

七飯町においては、建築行政などの経験のある即

戦力が望ましいと考えておりますので、募集の際

は、年齢制限などは設定しておりません。 

 現在、３０歳代から４０歳代の３名の技師で建

築業務を遂行している状況で、今後の新たな建築

技師の採用については、今後の業務量も考慮しな

がら、必要に応じて採用していきたいと考えてお

ります。 

 また、質問の中での「まちづくりは都市計画が

要」の部分になりますが、もちろん建築技師の必

要性は十分理解するところであります。しかしな

がら、まちづくりを進める上で、建築技師の職員

だけではなく、土木技師職員、そして一般事務職

員を含む職員全体が連携してまちづくり政策を進

めるものでありますので、御理解願います。 

 次に、４点目、「今後、あらゆる職種での人材

不足が心配されるが、人材確保と人材育成の方策

は何か」になりますが、建築技術者不足と人材確

保については、七飯町に限らず、ほかの市町村も

同様であり、民間企業でも人材は不足している状

況であります。 

 そのような状況を踏まえ、七飯町としては、自

己での養成が必須と考えておりますので、まず、

現職員３名の１級建築士の資格取得に向けた環境

づくりなどに努力してまいりたいと考えておりま

すので、御理解のほどよろしくお願いします。 

 以上であります。 

○議長（木下 敏） 総務財政課長。 

○総務財政課長（青山栄久雄） それでは、総務

財政課から、４点目の「職員の人材確保と人材育

成の方策について」お答えいたします。 

 現在、七飯町職員の職種別の内訳は、一般事務

職１３４名、土木技師１２名、保健師１０名、保

育士９名、建築士・建築業務従事３名、主任介護

支援専門員１名、社会福祉士２名、管理栄養士１

名、学芸員１名、その他２名の計１７５名が在職

しておりますが、その中でも専門職の人材確保に

ついては、以前から大変苦慮している状況でござ

います。 

 専門職の人材確保の方法としましては、これま

では、町広報紙への掲載、町のホームページ、新

聞広告、専門学校、専門機関への求人、北海道な

どへ依頼し、募集または人材を確保してきたとこ

ろでありますが、現在は、新たに求人情報専門の

検索エンジン、いわゆる転職サイトに掲載し、広

く全国から募集しているところであります。 

 次に、人材育成の方策でありますが、様々な町

民ニーズに迅速かつ的確に対応していくために

は、職員が多様な感性や価値観、経験などを持つ

ことが必要で、そのためには、まず、一人一人の

職員の資質の向上を図ることが重要となります。 

 町では、職員の人材育成を進めるに当たり、そ

の基本方針となる「七飯町職員人材育成基本方

針」を策定し、七飯町が抱える今後の課題につい

て、自ら考え、解決していく政策形成能力や高度

化、多様化する町民ニーズへ臨機応変に対応する

柔軟性など、高い能力や資質を持った職員の育成

を目指す考えとしております。 

 毎年職員研修費に予算を確保し、主に若手職員

が受講する外部研修、係長昇任時に受講させる指

導能力向上研修、その他職員の能力開発に関する

研修に積極的に参加させる計画を策定しており、

今後も人材育成に努めてまいりたいと考えており

ます。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 中島勝也議員。 

○１２番（中島勝也） 町長の口から御答弁いた

だけなかったのはちょっと残念ですけれども、最

後の質問は、町長に対する質問かと思いましたけ

れども、町長から御答弁がなかったというのは残

念な気がいたしますけれども。 

 確認の形になると思いますけれども、平成２７

年１２月、１級建築士２名が退職されまして、６

年以上経過しているのです。町長の１期半、１級

建築士不在という形で推移しておりますけれど

も、その間、６年以上の間、今答弁ありましたけ

れども、私に言わせれば、どうしてなのかなと。
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２名もいた１級建築士が不在というのは、どこの

行政もそういうことはないと思うのですけれど

も、６年間の間、どのような対策、対応を打って

きたのか、その辺をもう少し詳しく教えていただ

きたいのと。 

 今このような業務状態になっているのは、やは

り人材確保、職員教育がほとんど進んでこなかっ

たのかなというような感じを受けざるを得ない状

態ではないかと思っております。 

 先ほども申しましたけれども、建築確認申請の

話も出ました、１級建築士がいることによって、

七飯町で対応できる、相談もできるということ

で、それも一つの町民サービスという形になると

思いますけれども、今現在は、渡島総合振興局の

ほうに権限も移行されて、実施されているという

ことで、非常に残念なところでありますけれど

も、６年以上あった期間、なぜそういう対策、対

応、早急に採用することはできなかったのか、そ

の辺を改めてもう一度御答弁いただければと思う

のですけれども、お願いいたします。 

○議長（木下 敏） 経済部長。 

○経済部長（青山芳弘） それでは、再質問にお

答えしていきたいと思います。 

 ６年間という御指摘がありますけれども、随

時、町といたしましては、建築士の場合は建築士

ということで募集をかけております。その中で、

申込みがゼロというときもあります。また、１級

だけということではなくて、２級ということを明

記しながら募集をしましたけれども、なかなか応

募がないという事態が続きました。 

 その中で、そのままにしていてもということ

で、その間、北海道にお願いをして、１級建築

士、優秀な職員を、職員交流派遣ということで、

北海道から七飯町に４年間来ていただきました。

これは２年、２年で２人でございます。その方々

に、今、課長から答弁のありました２級建築士、

将来的には１級を目指したいという志を持ってい

る方々です。 

 その中で、ふだんの業務の中で、１級建築士か

ら直接指導を得るというチャンスを、この２年、

４年というふうに続けてきました。結果的に、今

現在、１級はいませんけれども、やはり１級を受

けるためにはある程度の期間が、実務期間という

のでしょうか、そういうものも必要でございま

す。そういうものも絡めながら、受験資格を満た

したときには、やはり頑張っていただいて１級資

格を取っていただきたいということで。６年間、

１級建築士がいないということではなくて、募集

をかけてもなかなか来ないと。これは、社会的

な、課長からも答弁ありましたけれども、技術

職、いわゆる少子化が影響していると思います。

子供たちが減ったことによって、そういう道に進

む子供たちがどんどん減っていると。いわゆる募

集をかけても応募する子供たちが減ってきている

という状況でございます。これは民間にしても同

じ悩みだと思います。 

 今、国のほうでは、国土交通省のほうか、総務

省のほうですか、はっきり分かりませんけれど

も、都道府県単位に、市町村を応援できるそうい

う技師を多く採ってもらうと、採用すると。その

方々を市町村に派遣して、市町村を応援していた

だくという、そこの部分の人件費の一部を補助す

るというものも今見えてきているような話もあり

ます。これは都道府県単位の話でございますか

ら、市町村からすると北海道、私たちとしては北

海道にお願いするということになりますが、現状

として、北海道もなかなか厳しい状況でございま

す。そのために、七飯町といたしましては、今、

２級建築士でございますけれども、その方々に実

務を踏まえ、経験を踏まえていただき、１級を目

指していただくということで、今、日々頑張って

おりますので、そういうことで御理解いただきな

がら、応援方よろしくお願いしたいと思います。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 中島勝也議員。 

○１２番（中島勝也） 分かりました。 

 もう１点ですけれども、人材確保、育成、この

ことについてお伺いしたいと思うのですが、今、

庁舎全体として人材不足ではないかという感じが

しないまでもないのです。特に、人事において、

今、総務部長が不在という形でございます。これ

はやはりゆゆしきことだと私は思っております。

総務というのは、七飯町の要の部署であります。

また、３人しかいない部長の中で一番重要な、七
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飯町の要である総務部長がいない。それを副町長

が兼務しているということですけれども、これは

対外的に見ても、ちょっと問題があるのかなとい

う気がしないまでもないのですけれども、その辺

もお伺いしたいと思いますけれども。そのことに

ついて、町長はどのように感じているのか。総務

の窓である、顔である総務部長がいらっしゃらな

い。それは大変なことだと僕は思っています。 

 ４期１６年の間、町職員の人材育成、また、専

門職育成、こういうものを含めて、そばで見てい

るとちょっと違和感を感じると。何やっているだ

というような気がしないまでもありませんけれど

も、町長も任期残り僅かとなりました。午前中の

町長の答弁の中でも、残り７か月、全身全霊で一

生懸命しっかりやっていくというようなこともあ

りましたけれども、こういうことも町長は在任中

にしっかり改善していくと、下地をつくっていく

というような形をぜひつくっていただきたいと、

そのようなことで、再度、町長に御答弁をお願い

したいと思います。 

○議長（木下 敏） 副町長。 

○副町長（宮田 東） 町長ということですが、

後で町長の補足があるかも分かりません。前段と

して、私のほうから。総務部長事務取扱という形

で兼務しておりますので、私のほうから１回答弁

させていただきたいと思います。 

 なかなか人事の部分で、人が育っていないので

はないかというお話でございますが、人は、ここ

に管理職がおりますけれども、それぞれみんな職

務に頑張っていただいて、真面目に取り組んでい

るということについては、まず御理解をいただき

たいなと。 

 ただ、人事の流れの中で、やはり年齢だとか配

置のバランスだとか、いろいろなことをトータル

で考えないと駄目です。 

 今の総務部長の扱いに関しましては、４年間と

か長期にわたっていないというのであれば問題あ

るかも分かりませんが、１年、今年の話でござい

ますので、その辺については、途中で人事をやり

ながら、途中でやることによって新たな弊害とい

いましょうか、そういうのが出る可能性がござい

ますので、そのときそのときのバランスを見なが

らさせていただいているということで、御理解を

いただきたいと思ってございます。 

 私も総務部長事務取扱で、十分でないかも分か

りませんが、とりあえず各課長のほうと連携を取

りながら進めておりますので、もうしばらく時間

をいただきながら、様子を見ていただきたいな

と。なってからまだ半年という経過しかございま

せんので、その点、御理解をいただきたいと思っ

てございます。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 町長。 

○町長（中宮安一） 大変素晴らしい質問だなと

思っています。まちづくりは人づくりというふう

になっています。町長職というのは、職員あるい

は町民の皆さんに真っ白なキャンパスを与えて、

そこにいろいろなアイデアを書き込んでいただい

たものから、これはというものを拾ってきて、そ

して政策として生かしていくというのが私は基本

であろうというふうに思っています。 

 そういう意味では、今、職員が能力がないなん

て、そんなことは言いません。能力をしっかり出

していただくということが、人づくりだろうとい

うふうに思っています。 

 前にも議会で言ったかもしれません。実は、私

も土木課長になった時点で、実は、当時は江別に

研修所があって、北海道町村会が主催して、月曜

日から金曜日まで５日間缶詰状態で、四、五人の

グループに分けて、私のときは３０人くらいだっ

たと思います。そこでいろいろテーマを議論し

合って、発表し合ってやっていくという制度があ

りました。これはすごく私は勉強になりました。

そのとき行って。 

 それでもって、去年、おととし、コロナ禍にな

る前です。正月前に、町村会のほうに随分顔を出

すポジションになりましたので、昔、こういう制

度があったよねと。こういう制度というのは今

やっていないのですかと。ぜひそういう制度を

やってほしいのだということを、もっと以前だと

思いますけれども、それで、北海道町村会のほう

も随分探してもらいました。そうしたら、東京で

全国の職員を集めてやっているというのがあった

のです。それで、それについては、意外と宿泊費
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みたいものも極めて安いのです。食事代だけみた

いな感じで。そんなに多くのお金を出さなくて

も、そういう研修所に入って研修できるというの

が見つかったのですけれども、大変残念なことに

コロナになってしまって、それが今全然やってい

ないのです。 

 ですから、私は北海道町村会のほうには、アフ

ターコロナで、コロナが落ち着いたときには、こ

の研修会というのをぜひやって、全道の市町村の

職員が行けるような制度にしてほしい。それに

は、もしかしたら北海道町村会から補助金を出し

てでも人材というものを育成していく、そういう

ことをやっていただきたいということを今でも申

し上げているところであります。そういう制度と

してはありますけれども、それがコロナの後で復

活した折には、積極的に職員の研修に努めてまい

りたいと。この残りの７か月間の間でも、そうい

うことが復活するのであれば、しっかり職員の育

成に努めてまいりたいと考えておりますので、ぜ

ひ御理解をいただきたいと存じます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 中島勝也議員。 

○１２番（中島勝也） 町長の最後の御答弁いた

だきました。感謝申し上げて、質問を終わりま

す。 

  ─────────────────── 

散 会 の 議 決           

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） この際、お諮りいたしま

す。 

 本日の会議は、この程度にとどめ、散会いたし

たいと思いますが、これに御異議ございません

か。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、本日の会議はこの程度にとどめ、散会

することに決定いたしました。 

  ─────────────────── 

散 会 宣 告           

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 本日は、これをもって散会

いたします。 

 お疲れさまでした。 

午後 ３時４３分 散会 
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