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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

会の本日の会議を開きます。 

 稲垣明美議員より、本日の会議を忌引により欠

席する届け出がありました。 

  ─────────────────── 

 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、 

 ２番  神 﨑 和 枝 議員   

 ３番  平 松 俊 一 議員   

 以上２議員を指名いたします。 

  ─────────────────── 

 日程第２ 

  一般質問 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第２ 一般質問を行い

ます。 

 通告順に発言を許します。 

 上野武彦議員。 

○９番（上野武彦） それでは、通告に従いまし

て、２問、質問させていただきます。 

 最初の質問は、学童保育環境の改善についてで

あります。 

 七飯町の公営の学童保育は、町内５か所で行わ

れておりますが、大中山の学童保育クラブを除い

て、いずれもこれまで利用されてきた古い公共施

設を利用しております。そのため、施設の老朽化

や狭隘などの問題を抱えながら運営が行われてお

ります。 

 そこで、現在の学童保育環境の改善について、

以下の点についてお伺いいたします。 

 １点目、今年の夏は記録的な猛暑となったが、

大中山の学童保育クラブ以外はエアコンがなく、

保育士は学童の熱中症対策に追われました。安

心、安全な快適な環境を提供するために、エアコ

ンの設置をすべきと考えるが、どうか。 

 ２点目、大中山の学童保育クラブは、定員が９

０人のところ９０人、本町の学童保育は、定員が

６０名のところ５９名での保育が行われておりま

す。デルタ株の感染が広がる中で、過密状態での

保育となっておりますが、新型コロナ感染予防対

策はどのようになっているのか、お伺いいたしま

す。 

 ３点目、大沼の学童保育クラブは施設が古く、

トイレは和式が中心で、低学年の学童がトイレを

嫌がる実態となっておりますが、洋式に改善でき

ないか、お伺いします。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 子育て健康支援課長。 

○子育て健康支援課長（岩上 剛） それでは、

お答えをしてまいります。 

 １点目の、エアコン設置については、室内換気

及び暑さ対策として、国からのコロナ対応交付金

を活用し、扇風機８台、冷風機４台を施設各所に

配置している状況でございます。 

 しかし、今年７月中旬から８月上旬までの記録

的猛暑日が連日続く中での暑さ対策は、学童クラ

ブ支援員が頭を悩ませており、各施設担当者の知

恵や工夫によって、熱中症になる児童の発生もな

く、無事、猛暑日を乗り越えられたことに感謝を

しているところでございます。 

 近年、北海道の夏は、温暖化や気象の変化等に

より、関東や関西地区に等しい最高気温を記録し

ていることを捉え、保育所や学童施設など、子育

て施設全般へのエアコン設置については、段階的

な整備を検討していきたいと考えております。 

 ２点目の、児童数が多い施設での感染予防対策

ですが、国からのコロナ対応交付金を活用し、同

一空間に多数の児童が集う場面を避けるため、長

テーブル等を部屋ごとに増設し、各児童が密にな

らない対策を講じております。 

 このことは、昨年４月より、従来の過ごし方か

らの見直しを行い、学校の宿題をやる、映画やビ
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デオ鑑賞をする、絵をかくなど、大声を出す場面

や児童同士の接触を極力避ける運営体制に移行し

ていることから、引き続き継続をしてまいりま

す。 

 ３点目、大沼学童クラブトイレの洋式化につい

ては、男子トイレに和式タイプが１基のみ、女子

トイレには３基中、和式タイプが１基であり、コ

ロナ禍における感染対策として、その必要性につ

いて十分とらえていたところでございました。こ

れによりまして、コロナ感染対策臨時交付金等の

充当状況を見極めながら、改善の方向で進めてい

るところでございますので、御理解のほどよろし

くお願いいたします。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 上野武彦議員。 

○９番（上野武彦） 今、御答弁いただいており

ますけれども、まず、エアコンの件なのですけれ

ども、段階的に整備を考えていくということなの

ですが、これ、段階的というのはどういうことな

のか。学童保育クラブについて、順次、どこの地

域の学童保育クラブからやるのかとか、そういう

意味なのか、それとも、町内のいろいろな施設の

中で、必要なエアコンの設置を考えていく、その

中の一つに位置づけるということなのか、その辺

について、もう一度ひとつお伺いしたいというこ

とです。 

 それから、今回、このエアコンの設置というこ

とを考えた場合、町内５か所のうち１か所は設置

されておりますが、そのほか、４か所について、

もし設置するとしたら、どのぐらいの予算を見込

んでいるのか。そして、その設置する場合に、今

回、コロナ対策ということで、いろいろな補助の

制度があると思うのですけれども、そういった国

の補助制度を利用して、そういう整備をすること

ができるのかできないのか、そういったことにつ

いて、もう少し分かるように説明していただきた

いというふうに思います。 

 それから、コロナ感染対策ということで、お答

えいただいておりますけれども、コロナ感染対

策、３密に対する対策を含めて、いろいろやらな

ければならないことがあるのですけれども、今お

答えのあった範囲では、密を避ける対策というこ

とで、実施している中身が答弁されております。 

 ３密ということで言えば、まず基本的に、密閉

状態、密接、密集と、三つの密があるわけですけ

れども、学童保育は、従来の定員で実施してきて

おりますので、このコロナ禍の状況下において、

その状況で実施すること自体が、非常に困難な状

況だというふうに思われます。 

 そういうことで考えますと、今、そういう中で

実施しているわけなので、特別のコロナ感染対策

というのが考えられてしかるべきではないかとい

うふうに思います。 

 特に大中山の学童保育は定員９０名に対して９

０名と、本町は定員６０名に対して５９名と、藤

城は３０名に対して２４名というような形で、か

なり過密の状態というのは避けられない学童保育

の実態というふうになっているわけであります。 

 これらの学童保育クラブについては、常にコロ

ナウイルスのクラスター発生の危険を抱えての保

育状態であるというふうに考えられるわけであり

ます。 

 そこで、先ほども言いましたけれども、最大限

の注意を払った感染対策ということが、考えなけ

ればならない課題だというふうに思います。 

 それで、まず学童についてのいろいろなそう

いった対策の実施、それから、保育士についても

どうなのかというようなことを含めて、もう一

度、もう少し分かるように、どんな対策を行われ

ているのか、答弁いただきたいなというふうに思

います。 

 大沼の学童保育クラブについては、今、答弁な

された中で、基本的に臨時交付金などを含めて、

対応する方向でと。というのは、今回、このコロ

ナ禍の中で、七飯町は、公共施設の和式トイレを

ほぼ全て洋式に変えるという工事を行ってきてお

りますが、この学童保育、大沼の沼っ子クラブに

関しては、そういう対策も行われてこなかったと

いうことで言えば、早急にやる必要があるのでは

ないかと。もう少し具体的に、いつまでにやると

か、もう少しはっきりした答弁をお願いしたいな

というふうに思います。 

 それから、大沼の場合は、もっと違った問題も

あります。保育環境ということでは、最悪の状態
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も発生しております。 

 というのは、大沼の学童保育クラブは、夏の暑

い日、２階にホールといいますか大きなプレイ

ルームがありまして、子供たちはそこで遊んだり

何なりするということにはなっているのですが、

今年の猛暑の中で、そこが３２度から３３度にも

なると、そういうような状況になりまして、保育

士はそこに児童を入れないようにしてきたという

ようなことがあります。本当にその保育環境、最

悪ではないかというふうに思います。 

 その理由は、広いホールの片側一面に窓があり

ますけれども、反対側の壁は一部に小さい窓があ

るだけで、窓を全開にしても空気の通りがない、

ほとんど動かないというようなことがありまし

て、国の補助制度を利用した換気扇といいます

か、扇風機、小さいのが二つほど壁に取りつけら

れてありましたけれども、ほとんど役に立たない

というようなことが言われておりました。 

 このような保育環境は、放置することはできな

いのではないかというふうに考えますので、その

辺、反対側にも全面窓をつけて、風が吹き抜けて

いくような、そういう整備ができないかというこ

とで、２問目に質問させていただきます。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 子育て健康支援課長。 

○子育て健康支援課長（岩上 剛） それでは、

お答えさせていただきます。 

 まず１点目、段階的な整備とはどういうことか

という内容でございますけれども、学童クラブ、

大中山の学童を除いては、ほぼ４０年以上経過し

ている老朽化した施設を活用しているということ

で、まずはその対策ということも総合的に考えて

いかなければならないというふうには考えており

ます。 

 その中でも、議員がおっしゃったように、場所

によっては換気の悪い、風通しの悪いような施設

等もございますので、そういうところをまず優先

的にエアコンの必要性ということで、全施設を一

気に整備するということが一番理想的なのでしょ

うけれども、これについては段階的に、年数を２

年、３年と複数かけながらでも整備できたらなと

いう思いで進めていきたいなと考えております。 

 また、予算につきましては、各施設の構造等ご

ざいますので、これについては、見積もり等を参

考にしながら予算計上、整備するのであれば予算

づけしていきたいなというふうに考えておりま

す。 

 また、国の補助制度については、換気に対する

対策であれば、国の３密を避けるという意味合い

での補助対象にはなろうかと思いますけれども、

これについては、換気機能のついたエアコンだと

か、そういうような位置づけのものも検討しなが

ら対応していければなというふうに考えておりま

す。 

 また、密を避ける対策としまして、先ほど答弁

の中でも、学校の宿題をやったりだとか、映画鑑

賞するだとか、なるべく子供同士が直接声を出し

て遊べるような環境にはしないような努力をして

まいりました。これも今後も続けていくことでは

ありますけれども、さらなる対策ということも必

要かと、今、現状を考えると、そういう対策が必

要かなというふうに考えておりますので、これに

ついては、またじっくり検討していきたいという

ふうに思っております。 

 また、大沼の施設についても、４５年を経過し

ている施設ということでございますけれども、２

階の部分、私も現場のほうをちょっと確認をさせ

ていただいて、確かに換気性が悪いかなと、風の

通りがちょっとなかなかうまく回っていないかな

という課題をとらえておりますので、これについ

ては、老朽化した施設ということの捉えもござい

ますけれども、早急に対応していければなという

ふうに思ってございます。 

 以上でございます。 

 すみません。あと、トイレでございますけれど

も、これについては早急にということでございま

す。できれば年度内の予算の中で整備していけれ

ばなという思いで進め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） 上野武彦議員。 

○９番（上野武彦） コロナの感染対策というこ

とで、余り具体的に見えない答弁だったのですけ

れども、例えば学童の検温の問題だとか、マスク
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の着用の実態が本当にどうなっているのかとか、

手洗いとか黙食とか、これはきちっと行われてい

るのかとか、そういった確認をされているのかど

うかという問題が一つあるかなというふうに思い

ます。 

 それから、先ほどお聞きしましたけれども、学

童だけでなくて、保育士の感染対策、保育士が感

染した形で保育に当たれば、そこでまた広がると

いう問題もありますので、実際に各学童保育クラ

ブに保育士が何人ぐらいいて、そのうちＰＣＲ検

査がどのような状態で行われ、ワクチンの接種が

どのくらい進んでいるのかというようなことも、

基本的な問題として、コロナ感染対策として考え

なければならない問題だというふうに思うのです

が、その辺について、ちょっと先ほどの答弁では

まだ十分判断できるような中身が答弁されており

ませんでしたので、もう一度ちょっとお願いしま

す。 

○議長（木下 敏） 子育て健康支援課長。 

○子育て健康支援課長（岩上 剛） まず、子供

の対策については、子育て健康支援課のほうから

各学童クラブに対しまして、また、民間の施設も

共通の内容になりますけれども、基本的な感染予

防対策のマニュアルといいますか、そのあり方に

ついてお示しをして、それを実践していただいて

いるというところでございます。日々の検温、そ

してマスクの着用、特にマスクについては、最

近、町内の先生から、医療機関にかかる子供たち

のマスクの種類が、ポリエステル製で、不織布で

はないものを皆さん活用しているのではないか

と。これについては、やっぱり感染予防対策を徹

底していることにはならないということで、学童

クラブ各所に不織布をつけての登園ということを

徹底していただいているということで、さらに対

策は強化されているものと認識をしてございま

す。 

 また、支援員の感染対策としましては、ワクチ

ンの優先接種、これについては、一般の方が接種

受け付け開始する前に、優先枠を設けまして、保

育士、学童保育の支援員、そして各所、社会福祉

施設関係、優先的に接種をしていただいていると

ころでございます。これについては、おおむね２

回目の接種が現時点では終わっているものという

ふうに認識してございますけれども、まだ打たれ

ていない方も、実際問題、数人足らずはいらっ

しゃるのかなというふうに思いますので、その辺

の状況も確認しながら対応していきたいというふ

うに考えております。 

 また、ＰＣＲ検査については、学童クラブの職

員については、特段実施しているような対策は

とってございませんので、これについても、今後

の感染状況を見ながら、対応策を考えていかなけ

ればならないかなというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 上野武彦議員。 

○９番（上野武彦） 今、答弁いただきまして、

保育士に関してのワクチン接種、これはそういっ

た職種だということで、優先的な接種の対象に

なっているというふうな言い方で答弁されていま

した。ただ、そのうち、全員が、今いる保育士の

どのぐらいが実際に２回接種して、未接種がどの

ような状況かということについて、把握していな

いというような答弁でしたけれども、もう少しそ

の辺、分かるのでしたら教えていただきたいし、

もしそういったことであれば、早急に２回目接種

するような対応といいますか、未接種についての

確認と、そういった対応が求められるのではない

かというふうに思うので、その辺について、再

度、答弁お願いします。 

○議長（木下 敏） 子育て健康支援課長。 

○子育て健康支援課長（岩上 剛） 支援員のワ

クチン接種については、ほぼ１００％接種を目指

してということで御案内をさせていただいており

ますけれども、やはり任意での接種ということで

ございますので、どうしても基礎疾患等で体調に

あわない方だとか、先生に確認したところ、これ

は打たないほうがいいのではないかと。おおむね

９割以上、ほとんど１００％に近い方は２回接種

ということで私たち確認しておりますけれども、

一部の数人かに、接種をできない状況、状態だと

いうことの情報もいただいて、受けているもので

すから、これについては、その方の感染予防対策

の徹底については呼びかけをしていきたいという

ふうに考えております。 
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 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 上野武彦議員。 

○９番（上野武彦） 今お答えいただいて、実

際、１００％を目指しているけれども、そういっ

た事情によりまして、基礎疾患とか、そういうよ

うな形で、接種していない人もいるという実態が

あるという答弁でした。そういう人であれば、そ

れこそＰＣＲ検査での確認といいますか、それを

定期的に実施するとか、そういう対策も考えるべ

きではないかと思いますので、その辺について、

再度、答弁お願いします。 

○議長（木下 敏） 子育て健康支援課長。 

○子育て健康支援課長（岩上 剛） ＰＣＲの必

要性については、現段階では対象には、職員のほ

う、なってございませんけれども、これについて

は、保育士、学童保育の支援員、あわせてそうい

う必要性ということも対策の中に盛り込んだ対応

を今後検討していきたいと、前向きにやっていき

たいということでございますので、御理解のほど

よろしくお願いいたします。 

○議長（木下 敏） 上野武彦議員。 

○９番（上野武彦） では、２問目にいきたいと

思います。 

 七飯町の人口減少問題と今後の対応についてで

あります。 

 国立社会保障・人口問題研究所の推計によりま

すと、七飯町の人口は、２０１１年のピーク時に

は２万８,９２０人でしたが、人口が減少に転

じ、２０３０年には２万４,６９６人という推計

になり、ピーク時に比べると４,２２４人も減少

するという推計となっております。これがその後

も減少が加速するというふうな推測になっており

ます。 

 七飯町において、人口の減少と、それに伴う高

齢化の影響は、地域産業にも及び、農業では高齢

化の問題と担い手不足という問題に直面すること

が予想され、また、就業者が多い他の業種におい

ても、就業者数の全体的な減少が企業の撤退等に

つながり、労働市場が減少していくということも

考えられます。 

 また、七飯町にとっても、この人口減少問題

は、税収の減、それから、地方交付税の減少な

ど、財政上の影響もあるという問題でもありま

す。 

 こうした人口減少問題への対策として、七飯町

まち・ひと・しごと創生人口ビジョンでは、高齢

者に対する健康増進対策と、出生率の上昇や出生

数の増加につながる施策、これが喫緊の課題であ

ると指摘しました。 

 そこで、七飯町の人口減少問題と今後の対策に

ついて、以下の点についてお伺いいたします。 

 １点目、七飯町の過去５年間の人口と、転入、

転出の推移について。 

 ２点目、七飯町の過去５年間の合計特殊出生率

と出生数の推移について。 

 ３点目、七飯町がこれまで実施してきた出生率

と出生数の増加につながる子育て支援策につい

て。 

 ４点目、まち・ひと・しごと創生人口ビジョン

が人口対策として掲げた高齢者に対する健康増進

施策、出生率上昇や出生数増加対策、これについ

て、どのような施策が必要と考えているのか。ま

た、具体的にどのような施策を実施しようとして

いるのか、これについてお伺いいたします。 

○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、順次お

答えしてまいります。 

 １点目の、七飯町の過去５年間の人口と転入、

転出の推移についてお答えいたします。 

 人口でございますが、いずれも１月１日の住民

基本台帳における人口でお答えいたします。 

 平成２９年は２万８,５７４人、平成３０年は

２万８,５６３人、平成３１年は２万８,２８８

人、令和２年は２万８,１４８人、令和３年は２

万８,０７２人となっており、微減となっており

ます。 

 転入と転出は、１月から１２月までの１年間を

集計したものをお答えいたします。 

 平成２８年の転入は１,２１３人、そして転出

は１,０４７人、平成２９年の転入は１,２１０

人、転出は１,０６３人、平成３０年の転入は１,

０５６人、転出は１,１２７人、令和元年の転入

は１,２０２人、転出は１,０９６人、令和２年の

転入は１,１４６人、転出は９７４人となってお
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り、転入者と転出者の差を示す社会増減では、過

去５年間では、平成３０年を除いて、転入超過、

いわゆる社会増となっているところでございま

す。令和２年の状況としては、道南の自治体で

は、七飯町が唯一、社会増となったところでござ

います。 

 次に、２点目の、七飯町の過去５年間の合計特

殊出生率と出生数の推移についてお答えいたしま

す。 

 １５歳から４９歳までの女性の年齢別出生率を

合計しました合計特殊出生率でございますが、平

成２８年は１.３３、平成２９年は１.４５、平成

３０年は１.３０、令和元年は１.２８、令和２年

は１.２３となっており、近年は減少傾向が続い

ております。 

 次に、出生数についてですが、１月から１２月

までの１年間を集計したものをお答えいたしま

す。 

 平成２８年の出生数は１７０人、平成２９年は

１８２人、平成３０年は１６３人、令和元年は１

５５人、令和２年は１３６人となっており、近年

は減少傾向が続いております。 

 次に、３点目の、これまで実施してきた出生率

と出生数の増加につながる子育て支援策について

ですが、平成２７年度から令和元年度までを計画

期間とした第１期七飯町まち・ひと・しごと創生

総合戦略により、人口減少問題等に対して総合的

に進めてまいりました。 

 基本目標の一つ目として、子供を産み育てたい

という希望をかなえることを掲げまして、妊婦健

診事業や、出産後のお母さんをサポートする産後

ケア、乳幼児健診事業、乳幼児保育事業のほか、

一時預かり事業や、病気等により集団保育等が困

難な場合の病児保育事業など、妊娠から出産、育

児までの切れ目のない子育て環境の充実を図って

きたところでございます。 

 また、町が行う町民サービスや各種施策に対し

て、満足を得られれば、結果として子育てを担う

若い世代が七飯町の魅力を感じて転入していただ

けるもので、出生数の増加へもつながるものと考

えております。 

 次に、４点目の、高齢者に対する健康増進施

策、出生率上昇や出生数増加対策について、必要

な施策と具体的な施策についてですが、高齢者に

限らず、全世代が生涯にわたって健康で生き生き

と暮らしていけるよう、健康増進を進めており、

令和５年までを計画期間とする第３期健康づくり

基本計画に基づき、健康管理の推進、生活習慣の

改善、栄養、食生活、食育、心の健康を基本目標

として各種事業を行ってまいります。 

 また、出生数の増加対策についてですが、３点

目の回答と重複いたしますが、妊娠、出産期から

切れ目のない子育てをサポートする必要があるた

め、医療保育体制の拡大、充実や、子育てに関わ

る情報提供、経済的支援などにより、地域におけ

る子育て支援の充実を図ります。そのためにも、

子育てサポート事業、地域子ども子育て事業、こ

んにちは赤ちゃん事業、放課後児童健全育成事

業、子育て支援センター設置事業など、第２期七

飯町子ども子育て支援事業計画に基づく事業のほ

か、子ども医療費助成事業、多子世帯給食費軽減

事業、そのほか、福祉や教育の観点など、多面的

に事業の質を上げながら継続していくことが有効

ではないかと考えております。 

 また、今年度から開始した５歳児健診につきま

しても、お子さんの健やかな成長を支えるため、

継続して実施してまいりたいと考えております。 

 なお、少子化や人口減少問題は、七飯町のみな

らず、国と地方公共団体、地域や一般の方々の共

通の課題であり、今後も政府が主体的に施策を講

ずるものでございますが、町といたしましても、

人口減少となっても、その減少幅が小さくなるよ

う努力することはもちろんではございますが、人

口を増やすとか、減らさないということだけでは

なくて、町民の方々の暮らしが満足できるよう、

そして、質の高いサービスを提供できるように、

引き続き努力してまいります。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 上野武彦議員。 

○９番（上野武彦） 今お答えいただきましたけ

れども、七飯町の合計特殊出生率、子供を産む状

況、これが非常に低迷しているということが分か

りました。一時、人口の多いときには、子供の出

生数は２００人を超えていたのですけれども、令
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和２年が１３６人というような状況まで落ちてき

ていると。それから、合計特殊出生率、これが

１.３、４５、３０、２８、２３と、どんどん下

がってきていると。１.２３まで、今、令和２年

では下がっております。段階的に下がってきてい

るというのが傾向になっていますね。これ、ま

ち・ひと・しごと創生事業という形で実施してい

る中で下がっているという問題もあります。本来

の人口置換率は２.０７ですので、その半分近い

出生率というようなことは、非常に危機的な状況

ではないかと思います。そういったことで言え

ば、抜本的に対策が必要というふうに考えます。 

 今までは転入超過と、今でもある程度の転入超

過で、近隣の町よりも人口減少の度合いが軽く済

んでいるという状況があります。しかしながら、

子供の出生数がどんどん減っているという問題、

高齢化がどんどん進んでいるということでいえ

ば、今後の人口の動態は非常に先行きが厳しいと

いう状況になるというふうに思います。 

 先ほど質問にあった、高齢者に対する健康増進

施策が、このまち・ひと・しごと創生人口ビジョ

ンで、喫緊の課題であるという一つに挙げられて

いたのですけれども、これについては、具体的な

答弁にはなっておりませんでしたので、再度、こ

の辺について、特にこういった点で言えば、高齢

者は特定健診がどういう状況にあって、今後、ど

うしようとしているのか、そういう健康増進施策

を具体的に考えている中身を答弁していただきた

い。 

 それから、今、答弁された中では、出生率上昇

や出生数増加対策ということでは、今の答弁では

どうも、本当にそれで増加するのかというような

形でちょっと思われましたので、もう少し具体的

に何をどう評価しているのか、分かるような答弁

が必要かなというふうに思います。 

 特に子育て、子供を産み育てようとする世代

が、子供を１人しか育てられないとか、２人で終

わりにしようとか、そういうような子育て環境の

悪化が、今の少子化に直接つながっているのでは

ないかというふうに考えますので、そういったこ

とを考えると、そういう子育てのための具体的な

経済的な、そういう施策がきちっと打ち出されな

い限り、少子化の対策としての効果は発生しない

のではないかというふうに考えます。 

 そういうことで言えば、例えば放課後児童健全

育成事業、学童保育クラブについても、今、定員

満杯の状態に近い状態の保育。しかもそういった

ところは小学３年生までしか受け入れないという

ような状況があります。それは子育て環境を十分

対応していないということの一つだと思います

し、それから、そういったこととか、子育て世代

への経済的負担の軽減というのはいろいろあると

思うのですよ。例えば、先ほども出ました医療費

の助成事業、これは１８歳までやっておりますけ

れども、例えば学校の給食費の軽減対策、これは

多子世帯にはやっているのですよ。しかし、北斗

市などは税自体、無料ですよ。そういうようなと

ころもあります。それから、育英資金の貸し付

け、これでいきますと、七飯町は大学で２万円し

か出していないのです。そういったことを言いま

すと、北斗市の半分近い奨学金しか出さないとい

う、経済的な支援策が十分でないという問題があ

ります。それから、保育園の保育士の助成、これ

は八雲町などは無料にしています。 

 そういう形で、子育てへの経済的支援が非常に

効果があるし、インパクトがある、そういう取り

組みではないかというふうに思うのですが、その

辺について、答弁の中では余り触れられておりま

せんでしたので、そういうことに対してはどうな

のか、もう少しはっきりと答弁いただきたいなと

いうふうに思います。 

 よろしくお願いします。 

○議長（木下 敏） 政策推進課長。 

○政策推進課長（中村雄司） 順次お答えしてま

いりますが、高齢者の健康増進施策等、また、子

育て支援策に関する部分につきましては、一部、

子育て健康支援課長からも答弁あろうかと思いま

すが、まず私のほうから答弁できる限りの範囲で

答弁させていただきたいと思います。 

 まず、合計特殊出生率の話で、上野議員、減少

傾向ということでございました。私のほうもそう

いった答弁をさせていただきましたが、北海道の

全体の状況を言いますと、実際、北海道の全体、

過去５か年平均で申し上げますと、合計特殊出生
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率は１.２８になってございます。そして、七飯

町で申し上げますと、過去で言うと、５か年でい

うと１.３３というところになってございまし

て、七飯町だけが特段下がってきているというこ

とではなくて、全体的に下がってきているという

傾向であるということをまず御理解いただきたい

というふうに思ってございます。 

 また、そういった中で、七飯町だけが極端に上

がるということも実は考えにくいところもあっ

て、できるだけ北海道ですとか近隣の状況より

も、できるだけ上昇値を持って、このまち・ひ

と・しごと創生総合戦略を進めていくことが大事

だというふうに思ってございます。 

 続いて、具体的な施策に関してでございます

が、実際のところ、まち・ひと・しごと創生総合

戦略に基づいて計画的に実施するというのがスタ

ンスとなってございます。 

 ただ、この少子化対策につきましては、国のほ

うでも実際に事業等、メニューを拡充している部

分もございます。例えばですが、不妊治療の部分

で支援をするだとか、そういった部分では拡大を

されてございますので、そういった部分を、国全

体の話ではございますが、子育て、出産をする環

境が整いつつあるのかなというふうに思ってござ

います。 

 また、少子化に対する部分で具体的な話でござ

いますが、他の自治体の例をもって、七飯町でも

できないかということではございますが、当然、

七飯町のほうも、よその自治体ではやっていない

ような優れたメニューもございますので、そう

いった部分では、他の自治体も参考にさせていた

だきながら、子育て施策等、充実していくことが

重要だというふうに思っているところでございま

すので、御理解のほどよろしくお願いいたしま

す。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 民生部長。 

○民生部長（杉原 太） 人口減少問題につきま

しては、そもそもこれは日本全体の問題でして、

結婚される方が、なかなか若い時代に結婚されな

い、晩婚型に今なってきているということと、そ

れから、人口構造で見ますと、団塊の世代の方々

の部分で人口がかなりの比率を占めているという

ことで、これが年次がたつと、だんだんこの方々

が高齢化していって、ゆくゆく先には人口減少に

大きく結びつくというような、日本の人口構造の

問題が大きなことであります。 

 七飯町に置きかえますと、産まれてくる出生届

を出される方は、令和２年では百三十何人という

ことで少なくなりましたけれども、これは例年の

年齢構造、人口を見ますと、産まれてくるときは

百五、六十人前後の子供さんが１年間に産まれて

いるような状況ですけれども、これが小学校に上

がるころには２００人を超えている、二百二、三

十になっている。大中山小学校で４クラス、七重

小学校で３クラスということで、七飯町では出生

の数は少ないのだけれども、小学校に上がるとき

になると、その年齢の子供たちが一定程度増えて

きて、なっているというような状況がありまし

て、子育て世代の支援も当然必要で、今、その対

策もしているところでございますけれども、それ

以前の、結婚を進めるというか、あくまでもこれ

はそれぞれの方々の任意の考えというのもありま

すけれども、結婚して出産ができるような、安心

したそういう福祉政策、それを今後も不足してい

る部分は進めていきたいというふうに思います

が、今の段階では、待機児童対策だとか、あとは

そういう出産から子育ての支援の部分で、先ほど

政策推進課長が申し上げたような施策を進めてい

るという状況ですので、そこにプラス結婚に結び

つけるような施策なども今後検討していきたいと

いうふうに考えておりますので、御理解いただき

たいというふうに思います。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 上野武彦議員。 

○９番（上野武彦） 先ほどから質問の中にあり

ましたまち・ひと・しごと創生人口ビジョンで掲

げた施策として、二つ挙げておりました。それに

ついて、具体的にどうなのかと、どういう施策を

考えて実施しようとしているのかというような質

問になっていたはずなのですが、その一つとし

て、高齢者に対する健康増進施策ということに関

しては、どうもはっきりした答弁が得られません

でした。高齢者の場合は特定健診という形で実施
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することになっておりますけれども、七飯町は特

定健診の受診率、非常に低いのですよね。平成２

６年で古いですけれども、１５.６％しか受診し

ていないというようなことで、これを受診率を上

げるというのが、このまち・ひと・しごと創生人

口ビジョンの中でも掲げられているわけですけれ

ども、そのためには、受診率を上げる抜本的な対

策がまず必要だと。それから、受診率を上げた

ら、その中で見つかった健康状態のよくない人に

対する具体的な指導体制とか、改善の取り組みに

支援をするとか、そういうような具体的なことが

出てくるはずなのですが、一切その辺についての

触れる答弁がなかったので、もう一度、進んだ町

では受診率８０％近くまでいって対応している町

もあるので、１５.６％、これは余りにも対応が

遅れていると。それを改善するのに、何をしよう

としているのか、その辺についてもう少し答弁し

ていただきたいなと。８０とか、目標数値も含め

て、いつまでにどのぐらいの目標で、そのために

何をするのかと、これはあのビジョンで掲げてい

ますので、具体化しなければならない問題のはず

なのですね。その辺について、もう一度答弁をい

ただきたいなというふうに思います。 

 それから、出生率上昇や出生数増加の対策、こ

れも、どうもそれで出生数が増えるのかどうかと

いうことになりますと、どうもぴんとこない部分

がありますので、その辺についてどう考えておら

れるのか、いつまでにということで言えば、この

人口ビジョンの中では、本来、人口がどんどん

減っていくということへの対策として、いつまで

の人口減少をどういうふうに抑えるという数字ま

で上げているのですよね。その数字にふさわしい

対策が必要かなというふうに思います。 

 例えば２０６５年、令和４７年には、七飯町の

人口は１万５,２４７人まで減ると。これは２万

８,０００から１万５,０００ですから、一万数千

人の減少ということになるわけですよね。それ

を、２,０００人は減らないようにしますよと

か、そういう形でビジョンを掲げているのです

よ。それで言えば、そういう具体的な成果の上が

る対策を打ち出す必要があるのではないかという

ふうに思うので、その辺、何を考えておられるの

か、もう少し具体的なものがあれば答弁いただき

たい。 

○議長（木下 敏） 政策推進課長。 

○政策推進課長（中村雄司） まず、上野議員

おっしゃっているまち・ひと・しごとの人口ビ

ジョンの話をおっしゃっておりますが、その人口

ビジョンというのは、将来推計に基づいた七飯町

の人口がどのくらい減ってしまうだろうというよ

うな課題を掲げたものでございます。そして、そ

の人口ビジョンに対して、町の今後５年間で行う

戦略というものをまち・ひと・しごと創生総合戦

略ということで取りまとめさせていただいてござ

います。そういった人口ビジョンのお話をされて

おりますが、町の対策といたしましては、総合戦

略ということでございますので、その中に記載の

ある、今御質問のあった内容について御答弁をさ

せていただきたいと思います。 

 まず、子供を安心して産み育てられるという課

題につきましては、子育てサポート事業、そして

地域子ども子育て支援事業、こんにちは赤ちゃん

事業、放課後児童健全育成事業、子育て支援セン

ターの設置事業、子ども医療助成事業、多子世帯

給食費軽減事業、民生委員児童委員会活動の充

実、育英資金の貸し付け、学習支援設置事業、適

応教室の開設事業、特別支援教員支援の配置事業

等が、地域における子育て支援体制の充実という

ことで実施を予定してございます。 

 また、妊娠、出産を支援するという部分でござ

いますけれども、そういった部分では、乳幼児健

診事業や妊婦健診事業を予定しているというとこ

ろが子育て施策に対するところでございます。 

 また、高齢者の部分でございますが、住み続け

たいと思える生活環境を整えるという目標値がご

ざいまして、その中で、高齢者の安心を支える医

療福祉サービスの確保を予定してございます。そ

の中で、高齢者、障がいのある方々を支える仕組

みといたしましては、見守り活動と安全対策に取

り組むと。そして、地域包括ケアシステムの構

築、持続可能な介護保険の運営というところで考

えてございます。 

 また、一番最初に、高齢者の健康についてでご

ざいますけれども、第３期健康づくり基本計画と
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いうことで個別計画を持ってございますので、そ

の中で高齢者、また、高齢者に限らず、健康づく

りについて対策を講じてしているというものでご

ざいます。 

 こういったことを行うことによって、合計特殊

出生率の維持を期待するところでございますが、

上野議員おっしゃる２.０７というのが最終目標

でございますが、計画的に実施できればなと思っ

てございます。 

 あと、この総合戦略の中で目指している姿とい

うのが、令和４７年、２０６５年でございます

が、人口が１万３,２２５人まで減るというよう

な推計のある中、それを２,０００人程度上回る

といいますか、１万５,２４７人を目標値とし

て、ちょっと長期なものでございますけれども、

それを目指して維持をしていくというところで今

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。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 暫時休憩いたします。 

午前１０時５５分 休憩 

────────────── 

午前１１時０５分 再開 

○議長（木下 敏） 休憩前に引き続き、再開い

たします。 

 一般質問を続けます。 

 通告順に発言を許します。 

 若山雅行議員。 

○１５番（若山雅行） それでは、今回、四つ

テーマを設けました。 

 まず１点目、町道改良工事に関する計画につい

て。 

 今年度、令和３年度の当初予算において、道路

橋梁新設改良費の予算科目で、飯田町８号線改良

事業７,５００万円、峠下２号線改良事業１億３,

０００万円の二つの事業が、社会資本整備総合交

付金事業費（道路）として計上され、現在、事業

が執行されている。町道改良工事は計画的に進め

られていると承知しているが、今後の町道改良工

事の着手予定等について伺いたい。 

 １点目、平成２１年に、町民から、道路が狭

い、歩道なし、カーブの見通しが悪い、通行量が

増えて危険等の意見、要望が出され、町として

も、平成２７年以降に改良事業を進めたいと答え

ていた緑町の鶴野線、正式には本町１号線の名称

がついている町道の改良工事はどうして進んでい

ないのか、いつ着手する予定なのか。 

 ２点目、町道改良工事計画の優先順位判断は、

どのような項目に基づいて総合的に判断されてい

るのか。 

 ３点目、今年の６月に千葉県で学童の列にト

ラックが突っ込むという痛ましい事故が発生し、

政府が危険な通学路について点検等の指示を出し

たと聞いている。当町の危険な通学路等の状況及

びその対応はどうなっているか。 

 ４点目として、町道改良工事についての予算作

成において、社会資本整備総合交付金事業費（道

路）予算の特定財源の活用を含め、町道改良工事

費として年間使用可能な予算は、町の財政規模等

から、その上限額が決まってくるのか。毎年、予

算額はどのようにして決まるのか。 

 ５点目、令和２年度から執行され、今年度で完

了予定の峠下２号線改良事業は、事業費規模が少

し大きいのではないかと考えるが、町の見解はい

かがか。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 土木課長。 

○土木課長（佐々木陵二） では、土木課のほう

からは、１点目、２点目、４点目、５点目につい

てお答えさせていただきます。 

 答えに入る前に、御質問の中で、平成２７年度

以降に改良事業を進めたいと答えていたとありま

すが、こちらは議事録を確認しますと、進めてい

きたいと考えているということで、ちょっと言葉

のニュアンスが違いますので、ちょっと訂正させ

ていただきます。 

 では１点目につきましては、令和元年第３回定

例会において、同僚議員の質問と重複いたします

ので、その際の回答内容につきましては割愛させ

ていただきますが、答弁内容といたしましては、

補助事業として採択されることが非常に厳しいこ

とと、１０億円前後と高額な事業費のため、平成

２７年度、第１０次町道整備５か年計画に要検討

として登載して現在に至っておりますが、現状と
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いたしましては、計画を凍結せざるを得ない状況

となっておりますと回答しております。 

 その際の再質問でお答えしましたとおり、令和

２年度の工事で町有地部分の拡幅、舗装工事と電

柱移設を行いまして、現状でできることといたし

まして、工事を行っております。したがいまし

て、喫緊での補助事業等での拡幅工事の予定はな

いということで、御理解願いたいと思います。 

 ２点目につきましては、道路維持につきまして

は、道路の破損状況や舗装のひび割れ、修復状況

を判断して、補修や改修を行います。 

 補助事業等による拡幅工事につきましては、交

通量の増加や危険度合いを鑑み、基本的には町道

整備５か年計画を策定し、計画的に事業を行って

おりますが、それ以外にも、民間事業との連携

や、その他、町の計画なども総合的に判断し、着

手する場合もございます。それ以外では、町内会

要望等により計画する場合もございます。 

 ４点目につきましては、予算段階でシーリング

を設定し、予算を計上していきますが、七飯町全

体の予算総額を考慮し、決定していきますので、

特に上限額を設定し、決定していくわけではござ

いません。 

 ５点目につきましては、峠下２号線の事業費規

模が少し大きいのではないかということでござい

ますが、補助事業といたしましては、５億円を超

える事業は大規模事業となりますが、当路線の事

業費規模は２億円強で、交付金等による国の補助

事業といたしましては、小規模事業となります。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 学校教育課長。 

○学校教育課長（俉楼 司） ３点目について御

答弁申し上げます。 

 ６月２８日に発生した千葉県八街市の事故を受

け、通学路における合同点検の実施について、国

から７月９日に通知がありました。この通知によ

り、９月末をめどに合同点検の実施及び対策必要

箇所の抽出を行い、１０月末をめどに対策案の検

討、制作することを求められております。 

 このような中、当町では、この通知の以前か

ら、通学路の安全確保について取り組みを進めて

おり、５月１９日開催の校長会において、各学校

に通学路における合同点検の実施に伴う危険箇所

把握のための調査依頼をしており、８月末で各学

校から２０か所の報告を受けております。 

 それらを踏まえ、今後、９月末までに、警察、

国、道、町の道路管理者、町立学校、町関係部局

等で組織しております七飯町通学路安全推進会議

を開催し、合同点検を実施の上、危険箇所の具体

的な対策内容の検討をする予定でございます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 若山雅行議員。 

○１５番（若山雅行） 今回の１問目の質問につ

いては、先ほどちょっと説明もありましたけれど

も、令和元年の第３回定例会、９月１１日での同

僚議員の質問と、それと、平成２５年に開かれた

とされている出前町長室での地元の方とのやりと

りの記録の中から、今回、どうなっているのか

な、どうしていけばいいのかなということで、質

問させていただいております。 

 その中で、ちょっと先ほど、進めていきたいと

うあれがあったのですけれども、私の手元の資料

でいくと、確かに改良事業を進めていきたいと考

えていると。進めていきたいと考えているという

ことは、やるということではないのかどうか。確

かに同僚議員の質問に対しては凍結という回答が

あって、何回かに分かれて道路工事の計画、５か

年計画がありますよね、９次、１０次、今、１１

次までいっているのですかね。その中で、本町１

号線も当然入っているのかなと思っております

し、というのは、経済産業常任委員会で所管調査

をしたときの、広報の報告の中に、第１１次町道

整備５か年計画で整備が予定されている本町１号

線というようなことで、写真まで入っておりまし

て、これについては、予算の関係もあるし、来年

すぐやるとか、そういうことはなくても、当然、

視野に入って、ましてや同僚議員に答えたとき

も、高額な予算と言っていまして、計画を立てる

たびにちょっとずつ、６億円だとか１０億円だと

か、上がっていくというような説明もございまし

て、毎年少しずつでもやっていかなければいけな

い、そういう危険地区というような認識があっ

て、何とかしていきたいというニュアンスを捉え

たのですけれども、それがここでこういうふうに
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やっていて、今回の質問をしたら、いや、来年は

無理でもやっていきますよという回答が来るかと

思っていたのですけれども、ちょっと凍結という

ような回答では、町民の方も納得がいかないのか

なと思いますし、そういう出前町長室でいろいろ

なやりとりをしたり、要望を何回も出していると

いう町民に対して、何か要望書に対する回答だと

か、説明だとか、そういうものは何回か設けてい

るのかどうか、そこのところをちょっともう一度

お聞きしたいなというふうに思います。 

 それと、本町１号線というのは、該当でいけば

何メートルになるのかということと、峠下２号線

の工事のやつについては、これは何メートルにな

るのか、ちょっと費用の大きさとか何かからいっ

て、距離が短いのだけれども、土地の買収費だと

か、そういうような形で、ちょっと大きいのでは

ないかという印象があって、質問させていただい

たのですけれども、そこのところをちょっと教え

ていただきたいなというふうに思います。 

 それと、国の指示に基づいて、通学路の危険な

ものを調査して、９月、１０月でその成果を見直

すというので、これでいう本町１号線というのは

入っていないのかどうか、そこのところをちょっ

と教えていただきたいと思います。まだ公表段階

でないのであれば、それはそれで構わないのです

けれども、国も相当予算をつけて、これに対して

は対策をしてくれそうなので、危険だと思うよう

なところをたくさん挙げて、どんどんどんどん要

望を出して、言っていく必要があるのではないか

なということで、きちんとした基準に基づいて判

断していっているとは思うのですけれども、そこ

のところで、本町１号線のこの通路のところにつ

いて、踏切があったり、駅前であったりするよう

なところの場所について、通学路として危険だと

いう判断をしていないのかどうか、そこのところ

をちょっとお答えいただければなと思います。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 土木課長。 

○土木課長（佐々木陵二） やるということでは

ないかということでございますが、補助事業につ

きましては、国の補助事業を活用する以上は、国

の流れに沿わなければなりません。町の単独であ

れば、前の年に予算化するかしないかと、計上し

て、予算査定を受けて、議会で諮って予算化しま

すけれども、補助事業の場合は、事業化する前、

２年間くらいかかります。前の年に要望というも

のを上げて、それが採択されれば、次の年の春に

内示ということになりますので、やりたいと考え

ているということは、事業化する前の段階でのや

りたいということでございますので、まだ事業化

するということに至っておりませんので、やりた

いと考えているという回答をしております。 

 １１次の５か年計画に入っている本町１号線に

つきましては、今、当初の６８０メーターで６億

７,０００万円だと思ったのですが、の計画をし

ておりました。その後、補助事業採択にするに

は、七飯の駅から本町の鶴野の交差点まで事業化

しなければ、補助事業の採択基準には合致しない

ということで、８８０メーターで１０億円程度と

いうことで回答させていただいております。 

 １１次５か年計画に入っている本町１号線とい

うのは、駅前通りの舗装が傷んでおりますので、

舗装部分と、歩道部分の修復、その分で１１次５

か年には入れておりますけれども、全体で入れて

いるわけではありません。 

 あと、凍結という表現ですけれども、永久的に

凍結ということで回答したのではなくて、一時凍

結せざるを得ないと。財政状況を鑑みながら、い

つできるのか、着手できるのかできないのかとい

うことを考えていかなければならないということ

で、一時凍結という回答をさせていただいており

ます。 

 あと、本町１号線の延長ですけれども、道路台

帳上の延長といたしましては１,３７７メート

ル、そのうち８８０メートルを改良区間として設

けております。当時、８８０メートルで１０億円

程度ということで回答させていただいておりまし

たけれども、ほかの路線でＪＲさんとお話する機

会がありまして、本町１号線、七飯駅前から、線

路と並走して、踏切を渡って鶴野に抜けるという

道路構造になっておりますけれども、本町１号

線、並走して踏切に入るということが好ましくな

いということで、今、踏切構造改良、踏切道改良

促進法の法１１条にのっとって踏切改良、構造改
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良を行うとなると、一度道路を５号線のほうに上

げて、線路と並走しない形で交差点を上に設け

て、そこから線路におろしてくるような構造にし

ていただきたいということになっておりますの

で、当時の８８０メーターで１０億円という事業

はさらに膨らむかなと、実際、事業化すると。 

 峠下２号線の延長については、ちょっと押さえ

ていませんけれども、今回計画している部分は、

全体の延長ということではなくて、３００メー

ター弱程度だったと思います。 

 回答については以上となります。 

○議長（木下 敏） 学校教育課長。 

○学校教育課長（俉楼 司） それでは、私のほ

うからは、通学路点検の調査によって、今の本町

１号線が危険箇所として報告が上がっているかと

いうことについて御答弁申し上げます。 

 調査の中では、本町１号線として、危険箇所だ

ということの報告がございます。今後、各関係機

関で現地調査を行い、どこがどういうふうに危険

なのか、その対策についてもどうすべきかという

のは、９月末までに会議を行い、合同点検を行っ

て、対策を講じるということで進めてまいりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 若山雅行議員。 

○１５番（若山雅行） 全部土木課のほうで答え

るのかなと思っていたのですけれども、学校関係

のほうの話があって、今回の国の指示というか要

望というか、調査のあれについては、学校教育関

係と土木と、どのように連携して、要望が全く別

なものとして予算化とか、そういうものになるの

かどうか、そこのところをちょっと、今後の中身

についてちょっと教えていただきたいのと、それ

と、本町１号線の１１次に上げているのは、全体

的な抜本的な改革ではなくて、舗装が傷んでいる

ところを若干修正するというような形の内容だよ

ということなのですけれども、令和元年の同僚に

対する答えの中では、確かに高額だし大変だけれ

ども、分けてやるとか、そういうような話もあっ

たりして、実際、要望を出して、予算、そういう

ことをやろうとしたという、そういう働きかけみ

たいなものはされていたのかどうか、そこのとこ

ろを、最初から高額だからということで諦めてし

なかったのか、そこのところをちょっと確認した

いなと思います。 

 なぜなら、今も聞いたとおり、峠下２号線は３

００メートルですよ。本町１号線、８８０メート

ルで１０億円という話です。だけども、峠下２号

線は、距離からいくと結構な額ですよね。今年度

の予算でも１億３,０００万円上がっているし、

去年でも相当な額が上がっているので、そうなる

と、金額的にどちらが急ぐかとか、そういう優先

度合いとかというのは、それぞれ町のほうで判断

して選んだ結果の政策だと思うので、それはあれ

だと思うのですけれども、ちょっと金額が大きい

からと、そういうあれではなくて、危険度合いと

か、その辺の認識を、今の政府の指示の調査とあ

わせて、どのように今後対処されていくのかにつ

いて、ちょっと両方から御意見を伺いたいなと思

うのですけれども。 

○議長（木下 敏） 学校教育課長。 

○学校教育課長（俉楼 司） それでは、私のほ

うから、通学路点検の関係でございますので、御

答弁申し上げます。 

 まず、国から町のほうに通知が来てございます

が、教育委員会のほうに来ているのは、文部科学

省のほうから来ているのですけれども、その前

段、千葉県での事故を踏まえて、文部科学省、国

土交通省及び警察庁の３省庁が連携をして対策を

講じるということが国で決まってございまして、

それぞれの組織を通じて下におりてくるというこ

とでございますので、教育委員会には文部科学省

から通知が来てございますし、多分、土木課のほ

うにも国土交通省から通知が流れてきているとい

うところでございます。 

 七飯町においては、七飯町の通学路安全推進会

議というものを持ってございまして、この会議に

つきましては、道路管理者であるだとか、警察、

また、町の機関である土木課、あとは住民課、教

育委員会、学校教育課などで組織をしてございま

して、その会議の会長については学校教育課長が

務めるということになってございます。また、推

進会議の事務局については土木課で行うというこ

とになっておりまして、この通学路の安全対策に
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ついては、それぞれの機関が連携をして取り組む

ということになってございます。 

 今後、今、私どものほうで進めている、調査を

して、９月末までに会議を開いて現地確認をする

ということで、１０月の末までに現地確認を踏ま

えて具体的な対策を講じるということで、先ほど

御答弁してまいりました。 

 その後、道路管理者だとか警察のほうに、対策

について要望を出すだとかのスケジュールになり

ます。また、国のほうには、対策をどういうふう

にしていったのかということも報告も求められて

いるようなスケジュールとなってございますの

で、御答弁にかえさせていただきます。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 土木課長。 

○土木課長（佐々木陵二） では、お答えいたし

ます。 

 分けて施行はできないのかということでござい

ますけれども、こちらは町の単独事業で局部的に

５０メーターですとか２０メーター部分だけを拡

幅するというのは可能ですけれども、国の補助事

業をねらっていく分には、やはり起点から終点ま

で、全てを計画して、この事業がどういう便益が

得られるのか、費用便益が得られるのかというこ

とを考えていかなければなりません。そこには人

口の推計ですとか、将来人口、将来交通量、将来

の企業の張りつきですとか、現在からの地域とし

ての交通形態といったものがどうなっていくか、

その際に、前にも同僚議員のほうの御質問にお答

えしておりますけれども、費用便益調査、コスト

ベネフィットといいますけれども、行いまして、

それが１.０以上でなければ補助事業は事業化で

きないということになります。今よりも費用便益

が少ない、便益が得られないということになれ

ば、採択自体が難しい状態となりますので、局部

的に補助事業を上げていくということではなく

て、路線として、地域として、交通体系の効果が

得られるということで、全体的なものを見ていか

なければなりませんので、部分的に補助事業を計

上しても採択はされません。全体的な計画を持っ

てやっていくということになります。 

 峠下２号線がメーター数的には高いのではない

かということですけれども、峠下２号自体、何の

構造物もございません。施工的にも至って単純な

工事、穴を掘って舗装をかける、拡幅して舗装を

かけるだけの工事となります。 

 本町１号線につきましては、交差点もあります

し、踏切部分、踏切も電化された踏切構造改良と

いうことになりますと、大型障害検知装置という

ものが必要になりまして、それだけでうん千万

円、うん億と、拡幅に対しても、恐らく今であれ

ば２億円以上、踏切だけでかかると思います。下

には用水路の橋梁もありますし、下にまた交差点

があり、信号機もあるということですので、本町

１号線の改良に対しましては、ちょっと事業の難

易度でいくとハードルも高いということで、なか

なか事業化できていない、金額も相当額上がると

いうことで、まだまだちょっと事業化には難しい

状態となっております。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 若山雅行議員。 

○１５番（若山雅行） １点、質問漏れ、確認漏

れであれなのですけれども、町民からいろいろ要

望が出て、何回も出されていて、それに対する回

答というか、納得する説明をきちんとしているの

かどうか。町民はもうやってくれるのかなという

ようなニュアンスで、出前町長室のやりとりを見

ていると、何年間か放っておかれるけれども、そ

の後はやりますよというニュアンスの話だったよ

うなふうに捉えているところもあるようなので、

その後の説明というか、凍結とか何とかというの

は、議会でのやりとりを見てくれとか、そういう

ことで終わりなのかどうかというところで、どの

ように要望があった先に対して、こういうことで

できませんよとか、そういうことをされたのかど

うか、そこのところをもう１回確認したいのと、

今、教育関係のほうで２０か所ほど危険だという

ところがあって、これから、実際、危険なのか、

どれを優先するのかということで出していくとい

うことなのですけれども、それに対して、土木課

のほうとしても、危険だと上がってきたものに対

しては優先的に何か施策としてやっていくとか、

そういうようなところまで連携とか何かされてい

るのかどうか。本町１号線がちょっと危険なとこ
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ろに上がっているということなのですけれども、

ほかに２０か所ということなので、もっと危険な

ところがあるかもしれないし、優先度合いは分か

りません。でも、本町１号線を期待している人た

ちも、もっと危険なところがあるのですよという

ことで説明されれば、それが終わった後に、では

うちのほうをやってくれとか、そういう話になる

と思うので、その辺の説明とか何とかはされてい

るのかどうか、そこのところをちょっと最後に確

認したいなというふうに思います。 

○議長（木下 敏） 土木課長。 

○土木課長（佐々木陵二） では、平成２１年度

から要望が、たしか５回程度上がっていると思い

ますけれども、その中で、平成２５年度に町長出

前講座を行っております。その際の回答といたし

ましては、事業もあり、なかなかほかの事業もあ

りますので、給食センター等ですね、難しいとい

うことで、一部的に局部改良を行い、平成２５

年、２６年あたりに電柱移設をしたいという回答

をしております。それも町内会役員の方と、局部

改良、真ん中ら辺のカーブのとこら辺になります

けれども、局部改良を行いたいということで、町

内会役員の方々と一緒に、地権者の方に用地を協

力していただけないかと。道路に垣根もありまし

たので、垣根の移設、用地交渉、用地買収等、で

きないかということで、町内会役員の方々と一緒

に行っておりますけれども、その際、断られてお

ります、全く協力しないということで。で、局部

改良もできずに現在に至って、令和２年度に町１

部分だけの拡幅。行っていただければ分かるので

すが、赤いコーンを立てて、歩行者と車両が区別

したような状態でつくっております。 

 歩道整備も、縁石を設けて、１５センチ、２０

センチの段差をつけて、その上を歩行者に歩いて

いただくですとか、昨今の事故状況もありますの

で、噂によりますと、歩道と車道の間に柵を設け

なければならないのではないかというふうになっ

ていくのではないかと言われていますけれども、

北海道は豪雪、積雪地帯でありますので、なかな

か柵を設けてしまうと除雪ができないという形に

なります。本州の方とか、北海道の道路、広くて

いいですねとよく言いますけれども、道路が広い

わけではなくて、雪をためる施設、１次堆雪、２

次堆雪、落ちこぼれ幅でありますけれども、雪を

寄せるために路肩が広いので、北海道の道路は広

いという見方になります。車道部分の広さは本州

も北海道も変わりませんけれども、その中で、な

かなか柵をつけたりということであると、教育委

員会のほうでも、国の通達では柵をつけなさいと

なるかもしれませんけれども、北海道については

ちょっと要検討が必要かなと思っております。 

 道路交通法では、歩道は縁石を設けて歩車道を

区分するというだけが歩道ではなく、路側帯を含

めたものも歩道だと、歩道等という道路交通法で

は表現になっておりますので、歩道を設ければと

いうことだけではないのかなと思います。 

 国、日本全体でいっても、国道での歩道整備率

については、２０１６年の道路統計年報によりま

すけれども、歩道の整備率は国道で６０.３％、

都道府県道で３９.１％、市町村道で８.９％程度

となっております。ちなみに、七飯町の歩道整備

率は１５％となっておりますので、他市町村と比

べるとちょっと歩道整備率は高いほうとなってお

ります。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 若山雅行議員。 

○１５番（若山雅行） この問題については、

今、教育委員会のほうが主体となって、学校関係

が主体となって、危険箇所を洗って、それで今後

の対策をということですので、今年の北海道の開

発局の予算の概算要求の中でも、この危険な道路

について、多少、何かやっていこうという予算の

額をうたっているような感じで新聞の記事には

載っていますので、その点で今後とも注目して見

ていきたいなと思いますので、ひとつよろしく対

応をお願いしたいと思います。 

 これで１問目は終わります。 

 ２点目です。当町の各種基金残高等について。 

 第２回定例会の一般質問に続き、七飯町の基金

について伺いたい。 

 １点目、第２回定例会の私の一般質問の答弁と

して、この財政シミュレーションでは、財政調整

基金の最低限度額を７億円としているわけではな

く、基金総額に対して７億円に維持し、当時作成
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した財政推計上の基金と比較した資料となってご

ざいます。これは財政サイドが考える下限設定金

額として、今後、行財政改革に取り組む指標の金

額の一つとして現在に至る。 

 また、一般会計の管理に属する基金で、処分が

可能な基金の総額を、最低限度確保すべき基金現

在高を７億円と設定し、との答弁があった。当町

の基金条例は、現在、１１件あるが、一般会計の

管理に属する基金で処分が可能な基金とはどれを

指したものか。 

 ２点目として、財政調整基金の残高が最も多

かったのはいつの時点で、その金額は幾らであっ

たのか。 

 また、一般会計の管理に属する基金で処分が可

能な基金と言っている残高が最も多かったのはい

つの時点で、その金額は幾らであったのか。 

 ３点目、各基金にはそれぞれ設置目的があり、

その目的を達成するために必要な範囲で処分可能

と定められている。一般会計の管理に属する基金

で処分が可能な基金の総額を、最低限確保すべき

基金現在高を７億円と設定することは、そもそも

条例の基金設置目的をないがしろにするものでは

ないのか。 

 ４点目、最低限確保すべき基金現在高を７億円

と設定としているが、財政調整基金以外でも７億

円あり、財政調整基金は全て使用することが想定

されているのか。七飯町の財政見通し（中長期財

政計画）の最終年度である令和７年度の基金推計

額は８億２,０００万円と想定されているが、そ

の内訳はどうなっているのか。 

 ５点目、最後です。基金の運用から生ずる収益

及び財政調整基金の地方財政法の第７条第１項に

定める額を除き、基金の積み立ては指定の寄附金

及び予算で定める金額となっており、基本的には

予算に計上し、意識的に積み立てしなければ増え

ない仕組みであり、積み立てを継続していく必要

があるのではないか。積み立てをする計画は作成

していないのか。 

 以上です。 

○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、２問

目の質問について、順次お答えいたします。 

 最初に、１点目の、一般会計の管理に属する基

金で処分可能な基金となりますが、一つ目に、一

般会計財政調整基金、二つ目に、減債基金、三つ

目に、活力のあるまちづくり推進基金、四つ目

に、福祉基金、五つ目に、環境保全事業推進基

金、６点目に、社会教育施設整備基金、７点目

に、公共施設整備基金、最後の森林環境譲与税基

金の８基金が一般会計において処分可能な基金と

なります。 

 次に、２点目の、財政調整基金の残高が最も多

かった時点と、その金額、処分可能な基金の残高

が最も多かった時点と、その金額は幾らであった

のかという質問ですが、基金残高の額をあらわす

期日、時点ですけれども、これについては、各会

計年度の出納閉鎖日である５月３１日を時点とし

てお答えいたします。 

 財政調整基金については、平成２５年度末、平

成２６年５月３１日時点で１０億３,７００万

円、処分可能な基金の総額については、同じく平

成２５年度末、平成２６年５月３１日時点で２９

億７,１４５万６,０００円の基金残高でございま

す。 

 次に、３点目の質問ですが、議員の皆様には、

これまで総務財政課が作成した財政見通し、財政

推計について、その推計の考え方や、収支不足額

の対応として、基金繰入金による不足額の穴埋

め、減少する基金に対して、最低限確保すべき基

金の総額などをお示しし、その推計期間におい

て、行財政改革を継続して進めていくこと、ま

た、町債残高の圧縮を図っていくことなど、町財

政の考え方を説明してきたところであります。 

 この財政推計では、現状の収支状況に対し、歳

入が不足することから、当面は基金繰入金により

収入不足を解消するとした中長期的な財政状況を

示した推計となっており、その中で、基金繰入金

は、総額から毎年度不足する額を繰り入れすると

いうような計算となり、ここでは、どの基金を幾

ら繰り入れするというような考えのもとで作成し

たものではないということを御理解願います。 

 実際、当年度の実行予算において、基金繰入金

により予算を編成した場合は、基金の設置目的に

より、認められた事業にのみ充当していることか
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ら、決して基金の設置目的をないがしろにしてい

るわけではないということを御理解願います。 

 次に、４点目の質問ですが、３点目の質問で財

政推計の作成の考え方を説明させていただきまし

たが、４点目の質問も同様に、基金の使用につい

ては、その順序、または額、令和７年度の基金推

計上の金額、８億２,０００万円の内訳として、

財政推計ではどの基金を幾ら繰り入れするという

ような考えのもとで作成したものではないという

ことを御理解願います。 

 最後に、５点目の質問ですが、議員がおっしゃ

るとおり、基金をふやすためには、意識的に基金

に積み立て予算を計上し、毎年度、継続的に行わ

なければ、基金は増加するものではないというこ

とを理解しておりますが、そのためには、歳入、

収入額が、歳出、支出額を上回る財政構造に転換

させる必要があり、今後も継続して行財政改革に

取り組む必要があります。 

 これまで減少の一途をたどってきた基金総額

も、平成３０年度から令和２年度の決算におい

て、基金総額を減らすことなく維持することがで

きましたが、現在も財政構造に大きな変化はない

ことから、積み立てをする計画は、将来の課題、

目標として考えていきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 若山雅行議員。 

○１５番（若山雅行） 今の答弁を聞いて、

ちょっと一つ驚いたのは、令和７年度の８億２,

０００万円について、個々具体的な基金の積み上

げではないという回答にちょっとびっくりしたの

ですけれども、要は、先ほども言ったとおり、使

う目的が各基金、決まっているわけですよね。そ

うすると、これから令和７年度まで、何をいつど

こで使うから８億円になるのだということで、

黙って使えるのは、黙って使うって変な話ですけ

れども、よく繰り入れで出てくるところは財政調

整基金なので、これは法律上、２分の１を積み立

てろというのだけれども、使う分に関しては、議

会の承認さえあればできる、条例では１から３に

該当する場合とかと決まっていますけれども、議

会の承認があれば使えるということで、今までも

積み立て以上に使ってきているというような状況

があるのですけれども、そうすると、８億２,０

００万円の令和７年度の残高について、財政調整

基金が幾らで、ほかにもある減債基金だとか、活

力のあるまちづくり推進基金だとか、そういうも

のが幾らかというのは何もなくて、幾らになると

いうことで、一般的にも全部一般会計の中でどん

どん使ってしまうという、そういう想定でシミュ

レーションしているのかどうか、そこのところ

を、当初、僕も何回も説明を受けているので、決

算等のたびに説明を受けているのであれなのです

けれども、そこのところ、ちょっともう一度説明

をいただきたいなというふうに思います。 

 それと、そうすると８基金が一般会計で使用可

能だということで挙げておりましたけれども、と

いうことは、育英基金だとか、国保財政調整基金

だとか、介護保険財政調整基金については、これ

は別会計なので、これ以外の基金については一般

会計の中で使用可能だという前提でやられている

わけですね。 

 ということで、皆さんもう御存じだと思います

けれども、積み立ての目的の中で、財政調整基金

条例の中では、一般会計の財源の不足を生じたと

きの財源を積み立てるためと。減債基金条例で

は、町債の償還に必要な財源を確保し、もって将

来にわたる町財政の健全な運営に資するためと。

七飯町活力あるまちづくり推進基金条例では、町

民の公益的な自主的活動を推進する事業及びまち

づくりを推進する事業の財源に当てるためと。福

祉基金については、高齢者等福祉活動の促進、快

適な生活環境の形成等を図るためと。教育施設整

備基金条例では、社会教育施設整備に当てるため

と。環境保全事業推進基金では、大沼（小沼、蓴

菜沼を含む。）の環境保全事業の推進に当てるた

め、基金を積み立てると。公共施設整備基金条

例、これは最も新しくできたやつで、土地開発基

金条例と新幹線推進基金条例を統合したものに

なっていますけれども、これについても、公共施

設（社会教育施設を除く。）の計画的な整備又は

大規模な改善、改修を円滑に実施するためという

ことで、明確に目的が決まって、なおかつ処分す

るときには何々に当てるためという、その設置の

目的に従ってやるのだというふうになっているわ
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けです。その中で、どれが幾らになるか分からな

いけれども、その総体で８億何がしあるから、７

億円あればいいのだという、だから財政調整基金

が幾ら必要なのかとか、そういうような判断では

なくて、トータルで７億円あればいいのだとい

う、そういう大雑把な設定については、運営を間

違うのではないかなというふうに思うのですけれ

ども、そこのところの見解を少しお願いしたいな

と思います。 

 それと、令和元年の９月の同僚議員の質問で、

基金の残高について、７億円という話をしている

ときに、僕が聞いたものと、議事録を読んだとき

の記録についても、確かに基金と言ったり財政調

整基金と言ったりしているので、おっしゃるとお

り、基金総体を指しているのだと言われれば確か

にそうかもしれないのですけれども、あのときの

議論は、財政調整基金が大幅に目減りをして、こ

れで大丈夫なのかと、そういうニュアンスの質問

だったので、財政調整基金、今６億円とか５億円

とか、そういうような見込みの中で、７億円を維

持していくのだと、そういう答弁のように聞い

て、ほかの基金については、それはそれで目的に

合わせて取り崩して使えば、学校教育の関係で使

えば、その残高がゼロになっても、それはそれで

当然だと思うのですけれども、だから、僕の解釈

がちょっと違っていると言われればそれまでだけ

れども、財政調整基金を７億円確保するために、

簡単なことではないと思いますよ。だけれども、

そういう目標を立てないと、そもそも前に進んで

いかないのではないかというふうに思うのですけ

れども、やっぱり答弁、先ほどもちょっと読み上

げたとおり、一般会計の管理に属する基金で処分

可能な基金の総額を最低限７億円ということでよ

ろしいわけですか。そこのところをちょっとお願

いしたいなと思います。 

 なぜかというと、財務諸表の分析で、収益性だ

とか、安全性だとか、成長性だとか、いろいろな

分析の仕方はあるのですけれども、自己資本比率

というのでしょうか、積み立てが幾らありますよ

というようなのが一番、内部留保がどのくらいあ

るのかというのが、一番、民間企業の会社を見る

上では大きなところで、株で持っていますよ、土

地で持っていますよということで、含み益で評価

の問題が出てきますけれども、七飯町の場合は現

金で基金としているわけなので、評価の問題はな

いので、その数字が予算に対して幾らあるから大

丈夫だとか、そういうようなことで言えるのかな

というふうに思っていました。財政健全化という

ふうに言ったときに、何を指すのかというのは、

それぞれ個人によっていろいろ違うのだと思いま

す。こういう点を指して、子供たちのためにしっ

かり今投資をするのだというのが財政再建だとい

う人もいるかもしれないし、僕の場合は、今のと

ころ、まず基金の残高をどう維持していけばいい

のかというところを健全化の着手の第一歩として

考えているので、そこのところをもう少し説明し

ていただければなと。ちょっと質問、幅広になり

ましたけれども、お願いします。 

○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、順次

お答えいたします。 

 財政推計で８億２,０００万円の内訳がない、

それについてという話なのですけれども、これま

で何回か七飯町の財政の見通し、中長期財政計画

というものをお出しして、その中で、基金の総

額、この中にも基金が現在幾らあるので、それが

どんどんどんどん下降の一途をたどっている。こ

の中には、例えば当初に出した平成２７年の基金

総額については２６億３,０００万円というよう

な形で出しておりますけれども、これは総額を指

して出したものですので、財政調整基金だけに

ピックアップして出したわけではないのです。 

 さらに、ここで皆さんがちょっと勘違いされて

いるものが、標準財政規模という言葉に基づいて

財政調整基金というふうにとらえられているのか

もしれませんけれども、あくまでも標準財政規

模、１割以上、７億円、これは基金総額に対し

て、財政推計、こちら、今までの過去の行われて

きた事業、もしくは入ってきた歳入、今後見込ま

れるというのは、個々具体的な事業ではなくて、

今のこの決算ベースに作成したもとの考え方、も

しくは当初予算ベースで考えた場合の伸び率や、

そういうもので比較してつくった財政推計です。

ですので、まだまだ歳入と歳出の開きがあるの
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で、この部分についての穴埋めを行っていきた

い、もしくは、それは当面は基金の繰り入れに

よって行われることになりますけれども、これを

確実に減らしていきたい、もしくは維持していき

たいというような考え方のもとでつくったものに

なりますので、今のこの財政推計上では、将来的

に８億２,０００万円という数字で１回お出しし

ていますけれども、この内訳については、そこま

でそういうふうな考え方のもとでつくられたもの

ではないということをまず御理解していただきた

いと思います。ですが、基金については、毎年実

行予算、その年の予算ですけれども、基金繰入金

なのですけれども、どの基金からどの事業に対し

て繰り入れするかというのは、きちんと予算の中

でも、または決算の中でも、最終的には議員の皆

さんのほうにお示しして、決算を報告しているわ

けでございますので、その点について御理解して

いただきたいと思います。 

 次に、基金の設置目的をないがしろにしている

のではないかということになりますけれども、過

去、これまで基金については、毎年、その基金か

ら運用された収益について、もしくは基金をある

程度、整理予算のときには積み立ても行っており

ますので、それに対して積み立てと繰り入れを繰

り返しております。当然、財政調整基金、減債基

金については、財政調整基金については財源調整

に不足が生じたとき、減債基金は町の借金の償還

のために、もしくは、特定目的基金については、

それぞれの設置目的に応じて、その内容について

充当しております。例えば活力のあるまちづくり

推進基金であれば、まちづくり推進事業助成金、

もしくは町内会館の改修工事のために、もしくは

社会教育施設整備基金については、その当時、文

化センターの改修工事などに、それぞれの基金の

目的に設置して充当しております。ですので、そ

の基金の設置目的をないがしろにして、ただやみ

くもに充当しているわけではないということをま

ず御理解いただきたいと思います。 

 最後に、基金の残高をどう確保するのかという

ことでございますけれども、財政推計で、今まで

これは決算に基づいて、もしくは今の予算の現時

点のものについて、このような財政の見通しにな

ります、なっていくという一つの考え方でつくら

れておりますけれども、これは決算を迎えること

によって、この年度については基金の繰入金をで

きるだけしないように、もしくは積み立てをし

て、それを徐々に徐々にというか、回復させるよ

うにしております。近い将来というか、財政の考

え方では、まず皆さんがおっしゃるとおり、財政

調整基金については、標準財政規模である７億円

をある一定程度確保するように、できるように、

今後も努めていきたいと思っておりますので、そ

のような御理解をお願いいたしたいと思います。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 若山雅行議員。 

○１５番（若山雅行） 先ほど財政調整基金の

ピークだとか、一般会計で使用可能な基金の合計

額のピークの数字について、平成２５年、財政調

整基金でいくと１０億３,７００万円というあれ

でいったと思ったのですけれども、自分が調べた

決算書の基金の、最後に載っている基金の数字を

見ると、平成２６年度、２７年度、２８年度につ

いては、１１億３,８００万円で、残高同じで推

移しておりまして、これが先ほどの２５年の１０

億３,０００万円がピークだというのであれば、

１１億３,８００万円がピークではないのかなと

いうふうに思うのですけれども、そこの確認を

ちょっともう１回お願いしたいのと、何回も繰り

返しになってしまいますけれども、今、減債基金

が１億６,０００万円あって、活力のあるまちづ

くりが１億８００万円、福祉基金が９,５００万

円、社会教育施設基金が１億４,１００万円、環

境保全事業推進基金が６,７００万円、公共施設

整備基金が１億３,５００万円、これだけで、僕

は森林環境税も目的のあれなので、１,１００万

円、今ありますけれども、ないのかなと思ったの

ですが、これを足したとしても７億１,０００万

円、財政調整基金のほかであるわけですよね。今

現在、財政調整基金は６億８,５００万円なの

で。 

 だから、この合計の金額が８億円に推移してい

くというときに、例えば例として、図書館を建て

るので、この基金がこの年度でなくなりますよと

か、学校の体育館を直すので、この基金がここで
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なくなりますよとか、そういう目的がなくて、た

だトータルで７億円以上あればいいのだというこ

とであれば、例えば大学進学資金を事業資金に入

れてしまうとか、マイホーム資金を事業資金に繰

り入れてしまうとか、そういうようなことになっ

てしまいそうなので、そこの考え方はちょっと乱

暴なのかなと思うので、そこのところだけもう一

度、トータルで、財政調整基金で７億円という目

標だったら分かるのですけれども、ほかのも合わ

せて７億円だというのは、ちょっと目標の設定と

しては乱暴なのかなという気がするのですけれど

も、そこのところをもう一度答弁をお願いしたい

なと思います。 

○議長（木下 敏） １時まで、暫時休憩いたし

ます。 

午前１１時５９分 休憩 

────────────── 

午後 １時００分 再開 

○議長（木下 敏） 休憩前に引き続き、再開い

たします。 

 一般質問を続けます。 

 若山雅行議員に対する答弁より入ります。 

 総務財政課長。 

○総務財政課長（青山栄久雄） それでは、質問

は２点あったかと思います。 

 最初に、基金の現在高を整理する日として、３

月３１日、５月３１日という形での質問があった

かと思いますけれども、これは二つの日付があり

まして、議員が確認されたのは、決算書により確

認している日ではないかと思います。こちら、決

算書には、当該決算年度の３月３１日現在の日

で、それぞれの基金が基金会計として整理した日

を決算書に表示しております。これには、基金に

は、一般会計があるように、決算を整理する日と

して出納閉鎖期間が一般会計には設けられており

ますが、基金会計については、この出納閉鎖期間

がないことから、３月３１日という表示で、まず

決算書のほうには載せております。 

 一方、先ほど冒頭の説明でもしておりますけれ

ども、５月３１日で整理している日には、これは

一般会計において、４月１日から５月３１日の期

間において、先ほど申し上げたとおり、出納を閉

鎖する期間を設けておりまして、この期間の中

で、その基金の積み立てまたは繰り入れが行われ

ており、議員がおっしゃった１１億３,８００万

円、私が答弁した１０億３,７００万円は、この

期間の中で一般会計に１億１００万円の繰り入れ

が、この平成２６年度に行われたことを意味して

おります。これによって、この数値をもって決算

となる各種財政指標の数値がつくられております

ので、この決算の中において、私が答弁した中に

おいては、５月３１日時点の日付で答弁しており

ます。 

 次の２点目として、基金の総額の内訳を示すべ

きではないかということでありますが、これまで

も、先ほどの答弁の繰り返しとはなりますけれど

も、七飯町の財政見通しにおいては、最終年度、

令和７年度の基金推計額８億２,０００万円につ

いては、まず推計の方法としまして、今後５年

間、それぞれの年度において算出された歳入総額

と歳出総額の収支差を出した上で、各年度におい

て、収支不足が生じる場合には、その不足額を、

同額の基金を繰り入れて収支差を同額にする方法

で組み立てております。このような方法により見

通しを立てているため、各推計年度において見込

んでいる基金の繰り入れについては、町のどの基

金を活用するかまでは盛り込んだ計画とはなって

おらず、よって、財政調整基金を全て使用すると

いった答弁や、８億１,０００万円の内訳は幾ら

ですかといった回答は、この財政推計の中ではで

きかねますので、御理解いただきたいと思いま

す。議員のおっしゃるとおり、内訳を示すべきと

の指摘も御理解しているところではございます

が、あくまでも推計の仕方として、このような手

法により策定したものでございます。 

 また、最初に議員の皆様に、町の財政、今後の

見通しについてということで、平成３１年２月時

点で作成した財政推計を御説明しているかと思い

ます。これは一番最初の当初の財政の見通しのパ

ターンです。これについては、今現在、令和３年

度時点で、当初の財政推計では、これは７億円を

下回るような基金の推計額と出ておりましたが、

今現在、Ｒ３の段階では、１３億２,２００万円

と、確実に盛り返しており、今後は財政調整基金
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について、最初の目標としまして、標準財政規模

の１割以上を確保するべく、財政運営に努めてま

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） 若山雅行議員。 

○１５番（若山雅行） 僕の何か勘違いがあった

ような言い方をされてあれなのですけれども、も

らっている決算書の基金内訳の中の残高が１１億

３,８００万円になっているわけです。そうする

と、基金のピークといったらその数字にならない

のですか。その後、何かいろいろ調整する項目が

あるということで、減るというか、使っているわ

けですか、基金を。そこのところの説明がちょっ

と分かりませんでした。我々いただいている決算

書の最後のページのところに載っている基金の残

高のところに１１億３,８００万円ということ

で、２６年、２７年、２８年、間でいろいろ動く

のはあるかもしれないのですけれども、その数字

がピークにならないのかなと思うのですけれど

も、わずかな数字ですけれども、いつの時点でと

らえるかというのは、確かに同じ時点でとらえな

いと比較ができないのであれだと思いますけれど

も、僕としては、だから少なくともこのときが

ピークだという数字でとらえて、そこから幾ら落

ちているのかな、その減り方がどうなのかなとい

う判断をしようかなと思っていたのですけれど

も、そこのところはもう少しあれしたいと思いま

す。 

 ただ、ちょっと議員の間でやりとりしていた

ら、二十何億円とか、財政調整基金、もう少し多

い時期があったのではないかというような、どこ

まで遡るのかちょっと分からないですけれども、

あったのではないかという話があって、僕、手元

の資料では、２７年度の決算書以降しか持ってい

ないので、２６年度までのしか分からないのです

けれども、それは間違いなく、１１億円なのか１

０億円なのか、３月なのか５月なのかの差はある

にしても、それ以上のときがあったというような

ところは間違いないかどうか、そこでもう一度答

弁お願いします。 

○議長（木下 敏） 総務財政課長。 

○総務財政課長（青山栄久雄） 議員の皆様に

も、こちら、決算参考資料というものを、最終的

には決算の概要を説明したものをお配りしており

ます。こちらのほうにも、基金の年度末の表示は

２か所ありまして、確かに一番のピークといいま

すと、議員がおっしゃるとおり、平成２６年度、

平成２７年度の１１億３,８００万円の財政調整

基金が、金額上では一番のピークになります。し

かしながら、ここの中から、一般会計の処分可能

な基金という意味合いで申し上げますと、４月１

日から５月３１日の間にかけて出納を閉鎖するた

めの間に、この財政調整基金からの繰り入れ、ま

たは積み立てが行われていることを意味しており

ます。ですので、金額的な表示については、決算

書に載っている金額が一番ピークかと思いますけ

れども、財政上の決算の数値を作成するための金

額としては、我々が捉えているのは、この年度末

の、一般会計からなる年度末の財政調整基金の残

高で先ほど御答弁した内容になります。ですの

で、金額的な解釈については二通りあるかと思い

ますので、その点、御容赦願いたいと思います。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 若山雅行議員。 

○１５番（若山雅行） ２問目の質問は終わりま

す。 

 あと二つありまして、すみません、３番目の質

問にいきます。 

 ３点目、道の駅なないろ ななえに隣接して建

設するとされている民間の温浴施設の計画につい

て。 

 当初、令和３年４月の開業予定を目指してい

た、新型コロナウイルス感染症の影響で計画の練

り直しをするとしていた道の駅なないろ ななえ

に隣接して建設予定の温浴施設について伺いた

い。 

 １点目、温浴施設の建設計画はその後どうなっ

ているか。建設スケジュール等に関する情報は町

に提供されているか。町に報告されているとすれ

ば、その内容はどのような内容か。 

 ２点目、温浴施設の許可開発を受けている民間

企業の観光施設等に関するこれまでの実績にはど

のようなものがあるか把握しているか。 
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 ３点目、温浴施設とあわせて営業しようとして

いる観光農園の活動等について、現在どのような

状況になっているか把握しているか。 

 ４点目、温浴施設の建設に先行して行われてい

た温泉ボーリングの結果、温浴施設に活用できる

十分な温泉は確保できたのか把握しているか。 

 ５点目、道の駅エリアの開発として、温浴施設

は必要と考えているか。 

 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） １点目についてで

すが、令和２年１２月、第４回定例会一般質問で

の答弁では、事業者側から、新型コロナウイルス

感染症拡大が進行しており、その対策も必要と

なったことから、当初予定されていた温浴施設内

容について再検討を行い、スケジュールについて

は当初より１年程度ずれ込む予定であると答弁し

ております。 

 その後の七飯町に報告されているスケジュール

内容になりますが、令和３年２月に事業者側よ

り、新型コロナウイルス感染症拡大に歯どめがか

かっていない状況を踏まえ、改めて事業の見直し

も含め、本工事の着手に向かいたいとの報告を受

けており、開発行為の工期延長に伴う変更届けが

提出され、現在に至っている状況にあります。 

 次に、２点目と３点目について、令和２年１２

月、第４回定例会一般質問の同僚議員への答弁を

含め、重複する部分がありますが、あわせて答弁

させていただきます。 

 現在、開発行為事業者については、農地保有適

格法人の民間企業が北海道内にて農業経営を行っ

ております。 

 御質問の、観光施設等に関する事業実績はござ

いませんが、開発行為事業者と関連する民間企業

におきまして、道内３か所を経営しております。

本事業においては、あくまで農地保有適格法人が

農地を取得し、観光農園を行いながら、宿泊を兼

ね備えた温泉施設を運営するものでありますの

で、御理解願います。 

 また、現在の活動状況になりますが、事業箇所

の農地の一部を今年度においても、七飯町が男爵

イモ発祥の地であることのＰＲを含め、道の駅に

隣接している民間企業と連携し、ジャガイモを作

付けし、その収穫物を店内レストランなどで提供

する予定と伺っております。 

 次に、４点目についてですが、昨年、北海道の

新エネルギー導入支援事業を活用し、１０月中旬

に補助金交付決定を受け、その後着手、令和３年

３月に完了し、検査時の温泉分析数値では、泉温

が５３.５度、泉出量が毎分２００リットル、泉

質が低張性弱アルカリ性高温泉と報告を受けてお

ります。 

 次に、５点目についてですが、現在、ダンシャ

クラウンジ、ラッキーピエロなどの飲食店、そし

て冬場にはパークゴルフ場施設が立地しておりま

す道の駅エリアは、新函館北斗駅から３キロとほ

ど近く、また、国道５号など、広域交通の結節点

となっているため、訪れる人々の交流の場とし

て、利用しやすいエリアととらえておりますの

で、宿泊を兼ね備えた温泉施設と観光農園事業に

ついては、町、地域の活性化、そして道南の大沼

国定公園を含めた周遊観光等の拠点地になり得

る、必要な施設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。 

 以上であります。 

○議長（木下 敏） 若山雅行議員。 

○１５番（若山雅行） 現在、コロナ禍なので、

こういう事業がなかなかあれだと思うのですけれ

ども、行って、どうなっているかを見たときに、

雑草が生えていて何もないという状況で、看板だ

けが、当初、令和３年３月３１日だったのが、令

和５年１２月２０日まで延びていて、同じ看板で

町長が許可したあれで、工事着工年月日はそのま

ま２年４月２８日ということで、同じ許可番号で

載っておりまして、ということは、令和５年１２

月２０日までには着工しますよというようなもの

なのか、とりあえず変更ということで延ばしたと

いうものなのか。今現在、どうなのでしょうか。

前回、同じ一般質問でしたときには、１年ぐらい

遅れると。１年遅れて何とか着手したいというよ

うな前向きな話、コロナ禍でスペースをどう確保

するかということで、いろいろ検討していますよ

というような回答だったので、多少遅れることは

あっても、進むのかなと思っていたのですけれど
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も、そこのところを、今のところ全く何も進んで

いないというような感じなのか、その変更の内容

について、もう少し、伝えられる範囲でお願いし

たいなというふうに思います。 

 それと、民間企業のこれまでの実績等について

の考え方なのですけれども、たまたま謄本、

ちょっと許可を受けた民間企業の会社が、関連会

社と二つ合わせて何かやるような感じなのですけ

れども、片方について、直接許可を受けた会社に

ついては、平成２８年９月の設立で、特に温浴施

設を謄本の目的などに登記しておりませんで、も

う一つの関連会社のほうが、設立は昭和５１年で

古くて、温浴施設というのを目的に入れて、これ

が平成２年２月１日に変更しているのですけれど

も、既にもう、先ほど説明があったとおり、道内

３か所で、今、七飯町でやろうとしているような

事業の先駆的な営業をされているということなの

かどうか。この謄本の内容を見ると、七飯町が初

めて行うのかなという、目的を変えて、温浴施設

というものをやるというのを、初めて営業目的の

中に入れて進めるということなのかなと。新規で

やっても別に何ら問題ないことなので、ただ、今

までの話ですと、何かすごい実績があって、そこ

で七飯町にも同じようにそのノウハウを生かし

て、道の駅エリアとして、観光施設として参加し

ていくというようなニュアンスで勝手に捉えてい

たものですから、本当に３か所、きちっとこの定

款の年度の中でその後処理されているのか、それ

とも別な形での事業なのか、そこのところを

ちょっと教えていただきたいなというふうに思い

ます。 

 それと、温泉がきちっと、結構な温泉が出てい

るという、今の説明でいけば、数字でなっていま

すけれども、今のところ垂れ流し、どういうふう

な、やぐらも何もないし、何もないのですけれど

も、温泉は営業したらもうすぐ使えるような状況

で、ちょっとふたをしているとか、そういうよう

なことなのかどうか、そこのところをちょっと教

えてください。 

 あわせて、やはり道の駅エリアの中では、あと

１年後なのか２年後なのか分からないけれども、

温浴施設というものは非常に重要な観光資源とし

て、これからも積極的に町として支援するなり、

何らかのサポートをしていくと、そういうことで

よろしいのかどうか、そこのところをちょっと教

えていただければなというふうに思います。 

 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） それでは、４点の

うち、初めに１点目、変更届けの年度の部分です

けれども、変更届けについては、今年の３月に出

されて、議員のおっしゃるとおり、令和５年１２

月２０日に一応工期を延ばしております。その中

で、今、業者のほうが進めているのが、コロナ対

策に伴って、改めて事業の施設の内容、施設の組

み方というのですか、その部分について、今検討

しておりまして、それにあわせて、開発行為の部

分について、変更許可申請が今後出てくると思わ

れますので、それにあわせて、工期が、予定であ

れば令和５年１２月２０日になっておりますけれ

ども、その辺については、工期については延長に

なる可能性もございます。 

 また、現在、温泉施設の営業の部分についてで

すけれども、今回の峠下については、あくまでも

農地適格法人が観光農園を実施しながら温泉施設

もやっていくという部分で捉えております。私が

さっき言った、関連会社の民間企業の３施設、

今、道内で温泉をやっておりますけれども、その

会社と連携して、技術的な部分も指導をもらいな

がら、今の農地保有適格法人が実施していきたい

というふうに報告を受けております。 

 また、現在の温泉の現地はどうなっているかと

いう部分については、泉源についてはふたをして

とめてある状態であります。今後の道の駅エリア

の支援、活性化という部分については、現時点で

は、先ほど答弁したとおり、今の道の駅エリア

が、観光農園を含めた温泉が来ることによって、

さらなる活性化をする部分で期待している部分は

ありますので、それについては、引き続き連携し

て、支援するものはしていきたいというふうに考

えておりますので、御理解願います。 

○議長（木下 敏） 若山雅行議員。 

○１５番（若山雅行） 既に３か所で経営されて

いるという内容のものなのですけれども、これは
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あくまでも今回、七飯町で建築許可をした許可会

社及びその関連会社というか、２社なのですけれ

ども、そこが経営しているものということであれ

なのですか。僕が謄本を見たら、温浴施設という

項目が出てくるのは令和２年なのですよね、この

目的の中に入れているのが。その前にやっている

のかなというか、別会社なのかなというか、そこ

のところは、直接許可を受けた会社は、農場だと

か、そういうのは目的に入っているのだけれど

も、温浴施設とかというのは特にないわけなので

すけれども、もう一つ、直接許可を受けていない

関連会社というか、そういうところの目的の中に

温浴施設というのが個別に入って、温浴施設の営

業というのが２８番目の項目で入っていて、それ

は令和２年２月１日変更で、令和２年２月１７日

登記というふうになっていて、その前の実績だ

と、ちょっと営業の目的に入っていない行為をし

ていたのかなと思うのですけれども、そこのとこ

ろ、間違いないかどうか、ちょっともう一度教え

ていただければなというふうに思います。その点

だけですね、時間がないので。 

○議長（木下 敏） 都市住宅課長。 

○都市住宅課長（川島篤実） すみません、登記

の部分、ちょっと今、私、手元にないのであれな

のですけれども、関連会社の民間企業について、

３か所やっておりまして、平成１８年から２か所

経営されていまして、もう１か所、ちょっと記憶

がちょっとあれなのですけれども、基本的に、そ

の関連会社のほうが経営を、温泉もやっていると

いうことで確認しておりますので、御理解のほど

お願いいたします。 

○議長（木下 敏） 若山雅行議員。 

○１５番（若山雅行） 僕も謄本の表面づらを見

ているだけなので、実際にこれ以外の動きが移動

の中であるのかもしれないので、それ以上はあれ

しませんけれども、そういう実績を持つ会社だと

町は認識して考えていると。民間企業なので、収

益が出なかったらやめたり、投資をやめたり、い

ろいろそういうのはあると思うので、それはもう

しようがないことだなというふうに思っておりま

す。 

 ただ、町長の施政方針の中で、令和２年度のと

きに、特に本年度の企業立地としては、道の駅の

隣接地に観光農園と宿泊を兼ね備えた温浴施設の

建設が予定されているほかとか、非常に前向きで

力を入れて、ありがたい話だということで、そう

いうものに期待をするところが大だったのですけ

れども、こういうコロナ禍で、ちょっと延びてし

まったということなので、今後の推移を見守って

いきたいなというふうに思っております。 

 ３番目は以上で終わります。 

 最後、すみません、４点目、道の駅なないろ 

ななえの決算及び運営状況等について。 

 道の駅なないろ ななえの指定管理者の第４

期、令和３年３月期の決算書が、これまでと同様

に、同社のホームページに掲載された。また、令

和２年度の公の施設の指定管理者における業務状

況評価も公表された。 

 決算は、売上高が対前年比７,７００万円減の

約２億８,４００万円、当期純利益が対前年比７

００万円減の約４００万円と、減収減益で、業務

状況評価も、総合評価及び各項目全てＡ評価で

あった。決算期間中を通してコロナ禍であったこ

とを勘案すると、非常に健闘された結果となって

いる。 

 ついては、道の駅なないろ ななえの決算及び

運営状況等について伺いたい。 

 １点目、決算書の売上高の項目は、売上高、テ

ナント収入、出店手数料、内部売上高と仕分けさ

れているが、この項目の売上高について、農産物

の主なものと、主要商品別の内訳は、２期、３

期、４期、それぞれ幾らとなっているか。 

 また、指定管理者の収益は、当該売り上げに応

じた一定割合と当初の基本計画に記載されている

が、それは現在何％か、決算上、どのように反映

しているのか。 

 ２点目、令和３年３月の今期決算は、売り上げ

総利益率は前年の３２.３８％から３３.５２％に

改善しているものの、販売費及び一般管理費を差

し引いた営業損益段階で、前年の８００万円の営

業利益から１００万円の営業損失となっている。

しかし、営業評価の①適切な管理運営の確保の項

目で、運営経費の節減に努めているとの説明で、

前期のＢ評価から、今期、Ａ評価になっている。
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Ａ評価に上がったポイントはどこか。 

 また、運営経費の圧縮の内容について伺いた

い。 

 ３点目、売上高を年間利用者数で割った１人当

たり売上高は、前年３４９円から３６１円と、わ

ずかに改善されているが、相変わらず低水準と思

われるが、他の道の駅の資料等から比較して、低

すぎないか。 

 ４点目、今期の決算書で営業外収益の雑収入６

００万円により、経常利益約５００万円を確保し

たが、この雑収入の内容は何か。 

 また、今期借入金が計上されたが、これは運転

資金なのか設備資金なのか、資金使途は何か。 

 最後、５点目、指定管理料及び不動産借上料を

合わせて約２,５００万円が毎年支出されている

が、町への経済効果は十分と考えているか。 

 また、コロナ禍でも最終利益４００万円を確保

している結果は、指定管理料が多かったというこ

とにはならないか。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 商工観光課長。 

○商工観光課長（福川晃也） では、御質問に御

答弁をさせていただきたいと思います。 

 まず１点目ですが、主要な農産物は、リンゴ、

トマト、トウモロコシ、キノコや花などで、特に

売り上げ金額が高いのがキノコ類となっており、

２期で約１,７６５万円、３期で約１,７８９万

円、４期で約１,２４２万円となっております。

また、リンゴは２期で約３９１万円、３期で約５

６６万円、４期で約５１８万円。花は、２期で約

４１６万円、３期で約３９８万円、４期で４６１

万円となっております。農産物につきましては、

売り上げ金額の１７％を出店手数料に記載してお

ります。 

 ２点目ですが、新型コロナウイルス感染症によ

る北海道の緊急事態措置に伴う令和２年４月２０

日から５月１５日までの休館対応や、その後の時

短営業の実施や、感染拡大防止対策の徹底など、

困難な状況にもかかわらず、利用者に安心してい

ただける施設運営に取り組んでいただきました。 

 また、運営経費においては、従来より業務分担

の見直しによる時間外勤務の縮減や、委託業務内

容の見直し、空調管理の省力運転や、電気機器の

節電使用を通じた削減に努めてきたほか、契約条

件の比較を踏まえた電力会社変更による電気料金

の削減を行い、適切な管理運営の確保がなされて

いるとして評価をいたしました。 

 ３点目ですが、ほかの道の駅の１人当たり売上

高につきましては、利用者数の把握方法が道の駅

それぞれによって異なるなど、その点につきまし

ては比較できませんが、道の駅なないろ ななえ

の利用者数は、トイレ利用のみのお客様などを含

めた施設入場者数となっているほか、取り扱う商

品において、近隣飲食業との相乗効果を目指し、

軽食を中心としたメニュー提供となっていること

など、１人当たりの購買額は低くなると考えられ

ます。引き続き多くのお客様に御来場いただき、

七飯町の特産品などを御紹介し、観光や特産品、

食や歴史などの魅力を紹介してまいります。 

 ４点目ですが、雑収入につきましては、新型コ

ロナウイルス感染症に伴う国などによる持続化給

付金や、雇用調整助成金など、補助金等が約５０

０万円、自動販売機手数料など約１３５万円が主

な内容となっております。 

 また、長期借入金につきましては、運転資金で

あります。 

 ５点目ですが、令和２年第３回定例会での一般

質問に御答弁申し上げました、国や道が実施した

各種調査を活用した試算による経済効果は、令和

２年度の売上高から約５億６,５００万円となり

ましたが、これで十分との考え方ではなく、地域

経済の活性化のため、より大きく波及するよう努

めてまいります。 

 また、指定管理料は、施設の管理運営に必要と

考えられる経費として見積もっており、新型コロ

ナウイルス感染症による影響を受けている中での

この結果につきましては、評価できるものと考え

ております。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 若山雅行議員。 

○１５番（若山雅行） 時間がないので、もう結

論のような形で質問させてもらいますけれども、

まず前提として、道の駅なないろ ななえの経済

活動を評価する前提として、指定管理者の決算
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書、公表されている決算書が、イコール道の駅の

経済活動、売り上げだとか、そのトータルだとい

うふうに考えていいのかどうか。指定管理者独自

の、指定管理業務以外の収益とか、何かそういう

ものも入っていて、何か足したり引いたりしなけ

ればいけないものではないのかどうかという前提

に、僕は全部道の駅の経済活動だとして、売り上

げがどうだとか、１人当たりどうだとかと、単純

に数字を勝手に出しているだけなのですけれど

も、そういうふうにとらえていいもの、そういう

前提で議論を進めていいのかどうか、そこのとこ

ろをまず確認させていただきたいなと思います。 

 それと、今、農産物の売り上げの年度別のいろ

いろ数字が上がりましたけれども、全て足して

も、そんな大きな金額ではないのかなと、全体の

売上高のそれぞれ決算書、公表されている売上高

の中の数字からいくと、非常に少ないのかなと。

そうすると、ほかにワインだとか酒だとか、肉類

だとか、そういうやつの売り上げが相当なのかど

うか、そこのところをちょっと、質問の中で

ちょっとそこまで言っていなかったので、そこの

ところをちょっと確認したいなというふうに思い

ます。 

 僕が思うのは、道の駅が活発に経済活動をし

て、人がたくさん来て、売り上げが伸びたという

ことになれば、その一部が七飯町にも還元する仕

組みなのかなと、前にも同じ議論をさせてもらっ

たのですけれども、そういう仕組みがないので、

幾ら売り上げて利益が出ても、指定管理者の内部

留保になってしまうだけで、指定管理者が一生懸

命やって、売り上げを上げて利益を出しても、七

飯町に直接返ってこない。フィクションとして、

経済効果として幾らという数字が出てくるだけな

ので、そういう仕組みを考えないと、せっかく立

派な建物をつくって、指定管理料２,３００万

円、２００万円の不動産賃貸料を払っていて、全

く町に還元がないというのが、返ってこないもの

というが、ちょっとそのままでいいのかなという

のが素朴な疑問です。 

 それと、個別売り上げ、１人当たりの売り上げ

でいくと、当初計画でいくと、来た人の約６割が

買い物する人だと。４割がトイレだけとか、休憩

だけとかという形なので、それではじいたとして

も、三百何十円が六百何十円になるぐらいの数字

なのですよね。その数字が果たして高いのか低い

のか、これは僕自身も判断つきかねるのだけれど

も、ほかの道の駅で、どのぐらい来場者１人当た

り売り上げになっているのか、そこはちゃんと調

べる必要があるのではないかということを……。 

○議長（木下 敏） 若山議員に申し上げます。

発言時間の制限を超えていますので、すみませ

ん、５５秒、次のピーまで。 

○１５番（若山雅行） ５５秒あると、シュート

２回ぐらいできますので、ひとつよろしくお願い

します。 

 ということで、そういう比較の数字とか、そう

いうものをちょっと調べる必要があるのではない

かということで、御意見を伺いたいなと思いま

す。 

○議長（木下 敏） 商工観光課長。 

○商工観光課長（福川晃也） では、今の御質問

に御答弁させていただきます。 

 まず、指定管理者と、いわゆる道の駅との決算

額、決算書がイコールかどうかということでござ

いますが、こちらにつきましては、現在のとこ

ろ、確実な御答弁にはならないかもしれません

が、ほぼほぼそうであろうというように把握して

ございます。 

 今後、指定管理者のほうにも定款等ございます

ので、それに見合いの事業が始まっているやもし

れませんので、そちらにつきましては、このたび

はこの程度の答弁にとどめさせていただきたいと

思います。 

 また、売上高のシェアで、冒頭の御答弁の中、

農産物につきまして御答弁をさせていただきまし

た。今、御質問の中にありましたとおり、売上高

に占めるシェアは、基本計画時には、大体それぞ

れ等分ぐらいのシェアを見込んでいたようです

が、やはり物販のほうが非常に大きなシェアを占

めているということで、御理解をいただきたいと

思います。 

 それから、従来から御意見等いただいている指

定管理者の町への還元の仕組みということでござ

います。るる同僚議員、皆様からも御意見をいた
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だいているところでございまして、現在のところ

の道の駅の指定管理制度におきましては、３か年

で上限を定めて指定管理料をお支払いする。た

だ、道の駅の指定管理の制度の中では、利益還元

の手法としまして、寄附による還元というものも

想定して枠組みをつくっているところでございま

す。 

 また、還元の手法につきましても、様々なやり

方があると思います。例えば、手数料、販売手数

料を引き下げて、もっと皆さんに活用していただ

くとか、そういった手法もあると思います。 

 ただ、現在のところは、このような制度の枠組

みできていますので、今後の検討課題として把握

させていただきたいと思います。 

 それから、１人当たり購買単価の他の道の駅と

の比較でございます。これは御指摘のとおり、ぜ

ひ把握をしてまいりたいと考えておりますが、冒

頭の御説明のとおり、うちの場合は施設に入場さ

れる方について、その人数をカウントしていく。

ほかのところは、例えば駐車場に入っている車両

の台数から、１台当たり３人とか、そういったの

で割り出している道の駅もございます。また、レ

ジカウンターによっていらっしゃったお客様を把

握しているところもありますので、残念ながら単

純にこうだという比較はできないのですけれど

も、国や道とか、そういった関係機関の調査資料

などもぜひ探して、今後の道の駅の運営に役立て

ていきたいと考えておりますので、御理解のほど

よろしくお願いいたします。 

○議長（木下 敏） 通告順に発言を許します。 

 横田有一議員。 

○１番（横田有一） それでは、３問、質問させ

ていただきます。 

 まず１番目、ぽぽろ館の運営方針はこれで良い

のか。 

 七飯町精神障がい者通所授産施設ぽぽろ館の運

営規程には、就労継続支援Ｂ型の事業は、利用者

が自立した日常生活または社会生活を営むことが

できるよう、通常の事業所に雇用されることが困

難な利用者に対し、就労の機会を提供するととも

に、生産活動その他の活動の機会の提供を通じ

て、知識及び能力の向上のために必要な訓練その

他の便宜を適切かつ有効に行うものとする。 

 また、自立訓練（生活訓練）等の事業は、利用

者が自立した日常生活または社会生活ができるよ

う、地域生活を営む上で、生活能力の維持、向上

等のために、食事や家事等の日常生活能力を向上

するための支援等の必要な訓練その他の便宜を適

切かつ効果的に行うものとするとある。 

 そこで、以下の点について、町長の所見を伺い

たい。 

 １、就労継続支援Ｂ型とは。 

 ２、就労継続支援Ｂ型と自立訓練の現在の利用

者数は。 

 ３、精神障がい者と知的障がい者の現在の利用

者数は。 

 ４、就労継続支援Ｂ型の就業場所（先）は。 

 ５、工賃は。 

 ６、介護保険者に移行する利用者数は。 

 ７、一般就労に移行した利用者数は。 

 ８、ぽぽろ館運営上の特徴は。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（木下 敏） 福祉課長。 

○福祉課長（村山德収） それでは、１点目の就

労継続支援Ｂ型とはでございます。 

 まず、事業の内用については、今、議員が質問

で述べられたとおりの内容でございますが、その

上で事業の概要をお答えさせていただくと、事業

所や雇用契約に基づく就労が困難である方へ就労

の機会を提供、生産活動の機会の提供、その他の

就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な

訓練その他の必要な支援を行い、一般就労への移

行が可能となった方への移行を支援する事業でご

ざいます。 

 ２点目でございます。就労継続支援Ｂ型と自立

訓練の現在の利用者数でございますが、就労継続

支援Ｂ型は２６名、自立訓練（生活訓練）はゼロ

名でございます。 

 ３点目でございますが、精神障がい者の利用者

数が１３名、知的障がい者の利用者が１３名でご

ざいます。 

 ４点目でございますが、現在、ぽぽろ館施設内

のほか、施設外就労場所として、北斗市に所在す

る菌床キノコ栽培会社でございます。 
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 ５点目、工賃でございますが、令和２年度の実

績になりますが、１人当たりの月額工賃平均額２

万３,６０８円でございます。 

 ６点目の、介護保険に移行する利用者数でござ

いますが、今年度中に移行する方はゼロ名でござ

いますが、現在、１号被保険者となっている方は

４名利用しております。 

 ７点目の、一般就労に移行した利用者数でござ

いますが、令和２年度の実績はゼロ名でございま

すが、過去３年間において２名が一般就労に移行

しております。 

 ８点目の、ぽぽろ館運営上の特徴でございます

が、農産物の生産だけではなく、加工、さらには

販売までを一貫して行う６次産業化を実践してい

るところでございます。また、生産、加工、販

売、各作業工程の様々な作業種を提供することに

より、利用者の選択肢が広がり、自分自身の強み

を生かせる就労を見つけ、やりがいや達成感を見

出せる環境を整えているのが特徴でございます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 横田有一議員。 

○１番（横田有一） ここに書いていないのです

けれども、現在、ぽぽろ館に来ている方が２６名

なのですけれども、平均年齢、もし分かったら

ちょっと教えていただきたいと思いますけれど

も、分かりますか。 

○議長（木下 敏） 休憩とりますか。とるなら

とる、はっきり。 

 それでは、１時５０分、再開いたします。１時

５０分まで、暫時休憩します。 

午後 １時４５分 休憩 

────────────── 

午後 １時５０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。 

 横田有一議員に対する答弁より入ります。 

 福祉課長。 

○福祉課長（村山德収） 大変貴重な時間を費や

してしまい、まことに申し訳ございませんでし

た。 

 御質問にあった平均年齢でございますが、４

４.６１歳が平均年齢となっております。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 横田有一議員。 

○１番（横田有一） ４４.６１歳ということで

あるならば、結構お若い方たちで、ぽぽろ館で

やっている就労の継続のＢ型というのは、どちら

かというと一般就労に向かないよという方を入れ

ているということなのですけれども、七飯町に

は、そうしたら一般就労に向くという移行型はな

いですよね。たしかないと思うのですよ。で、七

飯町内で結構就労型でやっているところが何箇所

もあるのですけれども、この中で、やはり平均年

齢を聞くならば、４４.６１歳ということは、一

般就労をやってみたいという方はおるのですか。 

○議長（木下 敏） 福祉課長。 

○福祉課長（村山德収） 今、議員おっしゃられ

たとおり、町内には就労Ｂが４か所しかなくて、

就労移行とか就労Ａがないという状況でございま

す。 

 それで、ただいまの現在通所している中で、３

名がハローワークのほうの障がい者雇用のほうの

登録を済まさせていただいておりまして、そうい

う若い方も、意欲のある方が通っているというの

が現状でございます。 

 また、先ほど一般就労につながった、最近なの

ですけれども、最近の数値を答えさせていただい

たのですけれども、ぽぽろ館、１５年から始まり

まして、７名の方が一般就労に、過去、昔、ずっ

と振り返っていくと、７名の方が、パン屋さんで

あったりとか、中古車販売屋さんとか、そういう

形で就労はしているという実績がございます。若

い方も、２０代５名、３０代５名、４０代６名と

いうことで、若い方が比較的多いので、また、働

きに、外部に行って、そこでやりがいを見つけ

て、そこで就職したというケースもございますの

で、中にはそういう一般就労に向けて頑張る若者

もいらっしゃるということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 横田有一議員。 

○１番（横田有一） そういうことであるなら

ば、例えば今、先ほどの８番のところで、運営上

の特徴とは何ですかといったならば、６次産業化
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させた、そういう農業を中心にやっている。これ

は今、どこの就労支援のところも、皆さん農業の

ほうに走っているという部分があるので、そんな

中で、どういうふうに差別化して、例えばその人

たちがあくまでもぽぽろ館で働きたいよというふ

うなものにしていくというのは、そういうところ

はどういうふうに差別化というか、差別化という

よりも、区分していくのかという、どういうふう

に考えているのですか。 

○議長（木下 敏） 福祉課長。 

○福祉課長（村山德収） ぽぽろ館に通っている

方、今、いろいろと、毎月アセスメントして、本

人の働きぶり、本人、またその家族の方といろい

ろと話し合いをして、本人の適性を、ぽぽろ館の

作業で満足なのかというアセスメントとかも行っ

て、もし駄目であれば、違う就労Ｂに行かれる方

もいらっしゃいますし、また逆に、違うところが

駄目で戻ってこられる方もいらっしゃいますし、

ずっと気に入っていただいて、ずっと働くという

方もいらっしゃるので、そういうところもマメに

お話し合いを持って運営しているというところで

ございます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 横田有一議員。 

○１番（横田有一） そういうふうにして一般の

就労のほうに向かって働きたいということがある

というならば、私、いつもあそこ、朝、上がって

いくのですよ、平日も土、日も。そうすると、ぽ

ぽろ館は土、日、祭日、休みなのですよね。そう

いうところで、一般就労をする人たちが、やっぱ

り特に農業なんていったら日曜日も仕事だよとい

うふうなことがあるのだから、どっちかという

と、そうしたらその辺は反対に休みというのはな

くして、その人たちのために、例えば土、日、祭

日もやる、そういうふうな就労支援のＢ型にする

ということは考えられないのですか。 

○議長（木下 敏） 福祉課長。 

○福祉課長（村山德収） ぽぽろ館の運営が土、

日、休みだというところで、さすがに議員おっ

しゃられるとおり、一般企業については休日も、

土曜日もやっていたり、例えば土、日休みではな

くて、平日が休みだったりという、いろいろなパ

ターンも考えられますので、もしそういう一般就

労に向けて、もし次のステップを踏むのであれ

ば、そういうところの訓練も今後考えていかなけ

ればならないのかなというのは、先ほど答えさせ

ていただいた、本人、家族とのアセスメントの中

で、そういうところも、例えば土曜日は施設外就

労で体を慣れさせるとかという形も考えられます

ので、そういうのもちょっと検討していきたいと

思っております。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 横田有一議員。 

○１番（横田有一） １問目、終わります。 

 それでは、２問目、大中山小学校プロパンガス

の購入方式は変更になったのか。 

 昨年、当時の総務財政課長より、秋より実施し

た灯油、軽油、重油と同様に、この４月より新方

式で購入すると発言があった。 

 そこで、以下の点について町長の所見を伺いた

い。 

 １、４月より実施され、どのような方式になっ

たのか。 

 ２、町として保有するバルク数と、７月末日の

単価と納入業者について。 

 ３、単価の出し方については、以前決めたＣＰ

連動単価を継続しているのか。 

 ４、バルク供給でＬＰガスを使用してから、各

年度の使用数量と使用金額について、教えていた

だきたいと思います。よろしくお願いします。 

○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、２問

目の質問について、順次お答えいたします。 

 最初に１点目ですが、質問の前段に、昨年、当

時の総務財政課長より、秋より実施した灯油、軽

油、重油と同様に、この４月より新方式で購入す

ると発言があったことについてですが、恐らく令

和３年３月８日開催の予算審査特別委員会でのや

りとりと思われ、その際の会議録を確認しました

ところ、プロパンガスについても４月をめどに始

めていきたいと考えておりますが、少し業者とも

やりとりをしていますので、４月からスタートと

いうのはできないかもしれませんが、今、そうい

う業者との打ち合わせをしているところでござい
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ますと、当時の総務財政課長が答弁しておりま

す。 

 その後の協議の内容について説明させていただ

きますが、町の施設のうち、月の使用数量が少な

い小規模施設の取り扱いで、ガスの使用がない月

は、従前から基本料金を請求されていない施設、

または月の基本料金がなく、従量料金のみで請求

されている施設など、町の施設でも一部の業者と

の取り引きでばらばらな状態となっているものも

見受けられ、それを統一することができるかどう

か、また、月の使用数量が１００立方メートルを

超える大口施設は、それぞれで個別契約をしてお

り、それを一たん解除し、新たな基本料金、従量

料金の体系にできるかどうかの協議をしていると

ころでございます。 

 ４月からスタートすることは、当時のやりとり

でも、もう少し時間をいただきたいと答弁してい

るところでありますが、プロパンガスの新たな契

約方式の移行については、現在も町内のガス供給

業者と実施に向けて協議を進めているところであ

り、できるだけ早い時期に新方式へ移行したいと

考えているところでございますので、御理解願い

ます。 

 次に、２点目の、町として保有するバルク数と

７月末日の単価及び納入業者ですが、現在、バル

ク供給する施設は３施設あり、新方式へ移行する

前ですから、契約については従来の個別契約とな

りますので、その内容についてお答えいたしま

す。また、料金については、全て税込み単価とな

ります。 

 大中山小学校は貯槽容量２.９トン１基、基本

料金１万２,８１５円、従量単価、１立方メート

ル当たり３８４円５４銭、納入業者は有限会社七

飯ガスナカガワ。 

 次に、大中山多世代地域交流センターは、貯槽

容量０.９８トン１基、基本料金、２,６０７円、

従量単価、１立方メートル当たり３８５円７５

銭、納入業者は有限会社七飯ガスナカガワ。 

 水防センターは、貯槽容量０.９８トン１基、

基本料金、２,０３５円、従量単価、１立方メー

トル当たり７７０円、納入業者は株式会社林商店

となっております。 

 次に、３点目の質問ですが、大中山小学校につ

いては、当初、これは平成２９年９月２２日、契

約時点でございますが、ＣＰ連動基準額での単価

設定としておりましたが、平成３０年１月以降納

入分からは、ＣＰＭＢ連動の両方の変動価格によ

り単価決定をしているところであり、大中山多世

代地域交流センター、水防センターについては、

ＣＰ連動またはＣＰＭＢ連動での単価とはなって

おらず、単価改定の際は、必要に応じ、協議によ

り改定されるという現在の契約内容となっており

ます。 

 最後に、４点目の質問ですが、バルク供給施設

の各年度の使用数量と使用金額についてですが、

大中山小学校は平成２９年１０月からガス供給と

なり、平成２９年度使用数量８,８５３立方メー

トル、支払い金額３３１万円、平成３０年度、

３,０８８立方メートル、１１８万５,０００円、

令和元年度、３,４２３立方メートル、１２７万

２,０００円、令和２年度、４,７７８立方メート

ル、１８２万９,０００円、令和３年７月末まで

は７３２立方メートル、３２万６,０００円とな

り、次に、大中山多世代地域交流センターは、平

成３１年４月からの供給で、令和元年度、使用数

量１,３５９立方メートル、支払い金額７６万５,

０００円、令和２年度、１,６７６立方メート

ル、９３万円、令和３年７月末までは４３９立方

メートル、２７万１,０００円。水防センター

は、平成２９年４月からの供給で、平成２９年度

使用数量７６立方メートル、支払い金額５万５,

０００円、平成３０年度、１３４立方メートル、

１１万４,０００円、令和元年度、２９９立方

メートル、１９万５,０００円、令和２年度、７

５立方メートル、７万６,０００円、令和３年７

月末までは３３立方メートル、３万１,０００円

となります。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 横田有一議員。 

○１番（横田有一） ということは、１番で、新

方式でやるということは、まだできていない、速

やかに進めていくよということで、問題点が多々

ありますということですよね。そうしたら、それ

までは、今までのところに納入させるということ
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で、ここにある七飯ガスさんでいいということで

よろしいのですか。 

○議長（木下 敏） 総務財政課長。 

○総務財政課長（青山栄久雄） すみません、ま

だ新方式に移行されておりませんので、これらの

納入業者については、今現在も同じ供給業者か

ら、全ての施設が同じ供給業者から行われており

ます。小口施設、大口施設含めて、同じ業者で

す。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 横田有一議員。 

○１番（横田有一） ということは、一番最初に

大中山小学校が新しく暖房用のガスが入った時点

も、その前の時点も、ナカガワさんが納入業者

だったから、そのままそれを継続しているという

ことですよね。そういうことですね。 

○議長（木下 敏） 総務財政課長。 

○総務財政課長（青山栄久雄） はい、そのよう

な形になります。 

○議長（木下 敏） 横田有一議員。 

○１番（横田有一） ということは、今、私はあ

くまでも前の随契をそのままやっているというこ

とで聞いているのですけれども、結局、その随契

は、本来は大中山小学校の厨房で使うガスだった

ときは、今入れているところでということですよ

ね。その後も、厨房以外の燃料用のガスも使うよ

うになっても、そのままそこにやらせたというこ

とでいいのですよね。 

○議長（木下 敏） 教育次長。 

○教育次長（扇田 誠） それにつきましては、

現在、そのとおり、議員さんのおっしゃるとおり

でございます。 

○議長（木下 敏） 横田有一議員。 

○１番（横田有一） ということは、本来、随契

というのは、数量が少なくて、当時は、プロパン

を使うところを、皆さんの燃料屋さんで区分けし

てやっていたというふうに聞いたのですけれど

も、そういう考え方でいいのですか。 

○議長（木下 敏） 学校教育課長。 

○学校教育課長（俉楼 司） それでは、私のほ

うから、事務的なものを説明してまいります。 

 当初、古い大中山小学校については、多分、煮

炊きといいますか、ガスでお湯を温めるだとか、

そういうものに使っていたのだと思われます。新

しい大中山小学校、建築したときには、暖房の燃

料としてガスを採用したというところでございま

す。その際、新しい学校ですので、その際のガス

の供給契約というところになりますが、その際に

は、大中山小学校のガスバルクを設置した業者、

北海道イワタニ株式会社というところと、ガスの

供給契約をしている町内のガスの小売店が１社し

かなかったこと、また、ガスの安全性といいます

か、大中山小学校、非常に多くの子供たちが日ご

ろ学校で生活をしているところでございますの

で、緊急時に迅速な対応ができるところを業者と

して採用してございますので、その点の２点、大

きなところは２点になりますけれども、そういう

観点から、今の業者と随意契約しているというと

ころでございます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 横田有一議員。 

○１番（横田有一） 総務課長に聞きたいのです

けれども、随意契約の決まりというのはどういう

ふうになっているのですか。 

○議長（木下 敏） 総務財政課長。 

○総務財政課長（青山栄久雄） 随意契約の決ま

りといいますか、随意契約の地方自治法上の施行

令で読み上げますと、指名競争入札にかわり随意

契約をすることができることとして、９項目あり

ます。その中には、金額以下であれば随意契約、

指名競争入札の手間を省けると。次に、不動産の

買い入れまたは、これについては契約の性質、ま

た、内容が競争入札に適さないものなど、その他

いろいろありますけれども、緊急の必要により、

競争入札に付することができないとき、競争入札

に付することが不利と認められるとき、もしくは

時価に比して著しく有利な価格で契約をすること

ができる見込みがあるときなど、９項目にわたっ

て随意契約の条項が定められております。これに

伴って、七飯町の契約規則運用方針がどこに当て

はまるかによって、その契約が位置づけられると

思います。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 横田有一議員。 
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○１番（横田有一） 多分、今のは、地方自治法

施行令第１６７条の２第１項というやつだと思う

のですよね。ここのところに、今回のＬＰガスの

場合は、そうしたら、これ、物品の購入に当たる

のですか。 

○議長（木下 敏） 総務財政課長。 

○総務財政課長（青山栄久雄） 燃料類、ガスも

しくは灯油、軽油、重油などについては、本来で

あれば、これは物品の購入に当たるかと思いま

す。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 横田有一議員。 

○１番（横田有一） 物品の購入ということは、

幾ら以下の場合は随契でいいのですか。 

○議長（木下 敏） 総務財政課長。 

○総務財政課長（青山栄久雄） 物品といいます

か、地方自治法上では財産の買い入れ、物品と同

じですけれども、これは金額以上であれば指名競

争入札、金額以下であれば随意契約という形で、

例えば見積り合わせ、もしくは、それ以下であれ

ば基準的には１社でもよろしいという形の条項が

定められております。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 横田有一議員。 

○１番（横田有一） ちょっと議長、今、聞きづ

らかったのですけれども、もう１回、今のとこ

ろ、すみません。 

○議長（木下 敏） 総務財政課長。 

○総務財政課長（青山栄久雄） 失礼しました。

地方自治法上では、財産の買い入れといいまし

て、同じ物品の購入と考えて構いません。これは

１６７条の２第１項第１号では、８０万円以上で

あれば指名競争入札、それ以下については随意契

約、または、その金額以下であれば１社でもよろ

しいというような金額の内容になります。 

○議長（木下 敏） 横田有一議員。 

○１番（横田有一） ということは、８０万円以

上あったならば、これは指名競争入札しなくては

いけないよということでいいのですよね。 

○議長（木下 敏） 総務財政課長。 

○総務財政課長（青山栄久雄） これは随意契約

によることができるという条項ですので、例えば

８０万円以上であっても、その内容によっては随

意契約をすることはできるという条項になります

ので、全てがそれに伴ってやるかどうかというこ

とではないかと解釈されます。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 横田有一議員。 

○１番（横田有一） では、町側は、それは随意

契約に当たるというふうに解釈したということ

は、何をもって、そうしたらそういうところが

残っているのですか。何かの書類として残してあ

るはずですよね、当然。 

○議長（木下 敏） 教育次長。 

○教育次長（扇田 誠） 先ほども学校教育課長

が申し上げましたとおり、業者の選定、当時の書

類は残ってございます。それで、その随意契約に

した理由ですけれども、それにつきましては、先

ほど言ったイワタニというところが許可を得てガ

スバルクを設置したと。それの継続的に売買契約

を結んでいるのが七飯ガスナカガワさんでござい

ましたので、そこから事務手続、または保守点検

等、できた後には円滑な引き継ぎができると。ま

た、大中山小学校については、緊急時の避難場所

としても指定されてございますので、ガスの供給

業者が決まりますと、それに伴って、保守点検と

かする義務が発生いたしますので、これについて

は七飯ガスナカガワさんを随意契約とした理由で

ございます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 横田有一議員。 

○１番（横田有一） そうすると、大中山小学校

以外の複合施設と、水防センターのガス設備はど

ういうふうになったのですか。 

○議長（木下 敏） 総務財政課長。 

○総務財政課長（青山栄久雄） 大中山地域多世

代交流センターのほうについては指名競争入札

で、水防センターのほうについては、取扱高が少

ないものですから、そのまま地域の業者との供給

契約により契約しております。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 横田有一議員。 

○１番（横田有一） そうすると、先ほど次長が

言ったように、緊急時の対応ができる、できない
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というものは加味されているのですか。それと同

時に、保安について、例えば、今入れたところし

かできないよというふうに言っているのですけれ

ども、そういうふうなものを、大中山小学校以外

の２か所については、そういうような文言という

のは入っているのですか。 

○議長（木下 敏） 教育次長。 

○教育次長（扇田 誠） 今回の大中山小学校の

ガスにつきましては、その規模が、一般の家庭の

ＬＰＧと、まず全然、水防センターと複合施設と

比べましても全然違って、ガス管の長さの総延

長、１,０００メートルぐらいございますので、

大中山小学校の保守管理については、きちんとそ

ういうふうに業者に任せるという契約を結んでご

ざいます。ほかについては、規模がそんなに大き

くないので、そこについてはそういうことで縛り

はかけていないというか、そういう感じにしてい

ると思います。 

○議長（木下 敏） もう一度、時間でなってい

るので、答弁漏れ、ここのところをもうちょっと

きちっと答弁してくださいと。 

 横田有一議員。 

○１番（横田有一） 今、僕が言ったのは、ほか

の２か所については、そういうものは入っていな

いよということでいいのですね。 

○議長（木下 敏） 総務財政課長。 

○総務財政課長（青山栄久雄） 大中山多世代地

域交流センターについては、指名競争入札でござ

いますので、あくまでもそういうものはなく、ま

た、水防センターについては、扱い高が少ないも

のですから、通常の供給契約で行っております。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 横田有一議員。 

○１番（横田有一） 距離があろうが、トン数が

多かろうが、液化石油ガス法で定められているや

つは、書面で交付でいただいていますよね。いた

だいていますよね、書面の交付は。プロパン屋さ

んが営業を始めるときに、中宮町長さんのところ

の自宅にプロパンを納めますといったら、最初に

交わす、そして使用前点検をする、そういうこと

を全部しなくてはいけないのですよ。そのとき

に、そういうのは全部同じなのですよ。緊急時で

あろうが、それはみんな同じなのですよ。トン数

が大きいからとか、配管が長いですからと、そん

なの理由にならないでしょう。これが違う、産業

用のものでやるのだったら別ですよ。あくまでも

暖房用でやるのだったら同じですよ。そういうよ

うなのはまやかしですよ、本当に。どうなのです

か。 

○議長（木下 敏） 教育次長。 

○教育次長（扇田 誠） 大中山小学校だけそう

いう随意契約にした理由は、先ほどから申し上げ

ているとおりでございますけれども、当然、契約

する場合は、そういうほかの施設についても、契

約するときにやるべきことはきちんと契約する前

に、お互いに利用者と交わすということは、当

然、皆さん同じなのですけれども、随意契約にし

た理由、大中山小学校だけ随意契約にしたという

ことは、先ほどから申し上げているとおりの理由

でございます。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 横田有一議員。 

○１番（横田有一） どういうわけか教育委員会

の方が出てくるのですけれども、ちょっと違うの

ですよね、言っていることが。おたくたちのとこ

ろだって、大中山小学校だって、書面の交付を受

けて液石法でやったのですかと。そうしたら、液

石法でないのですか。液化石油ガス取締法という

やつでないのですか。そうなのですか。それだっ

たら、そういうふうな距離がどう、長いとか短い

とか、管が太いだとか、タンクが大きいとか、全

然関係ないですよ、そんなこと。 

 それから、イワタニ産業さんだけが道南ででき

るところではないではないですか。バルクロー

リーを持っているところは大体みんなやっていま

すよ。この町内でいうと、日通商事さん、それか

ら池見石油さん、函館石炭石油さん、それからエ

ア・ウォーターさん、それからエネオスさん、昔

でいうと住商第一石油ガス。それは詭弁ですよ。 

 それから、そこにつけた、供給側につけたガス

のメーターから内側、内側と外側、外側のボンベ

のほうは供給設備というのですよ。内側は消費設

備と。消費設備についたものに対して、そうした

ら、そこにつけたものについて、おたく、お金
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払ったのですか。 

○議長（木下 敏） 教育次長。 

○教育次長（扇田 誠） 大中山小学校について

は、供給部分のことについて、基本料金の中で、

保守料金等含めて、今、業者と契約してございま

す。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 横田有一議員。 

○１番（横田有一） 本来は、こういうやつに書

いているのですけれども、消費者がお金を払わな

くてはいけないのは、メーターから中側。メー

ター器はガスを納めるところが払う。表側は供給

する側が払わなくてはいけない。これ、ちゃんと

この中に、決まりになっているのですよ。そうい

うふうになっているのですよ。それに関わらず、

うちで払いますよ、それから、何年かたったらそ

れで検満になるから、メーターが切れるから、そ

の分も毎月の基本料金に入れますよと。それ、違

うと思いますよ。 

○議長（木下 敏） 教育次長。 

○教育次長（扇田 誠） 通常の一般の家庭で

も、契約自体を、供給設備、メーターまでの、そ

こについては大体基本料金に含まれております。

それと、あとは従量料金といって、使った量をあ

わせて、毎月のガス代ということで支払いをして

いるということですから、そのメーターにつきま

しても、基本料金の中に含まれているので、これ

は全部町が負担するということには、全てがなら

ないわけで、全部で委託した業者と一緒に料金の

中に含まれるということで御理解をしていただき

たいと思います。 

○議長（木下 敏） 横田有一議員。 

○１番（横田有一） それならば、そうしたら、

何年かに一遍、保安検査をしなくてはいけないの

ですよね。これはそうしたら何年ですか。 

○議長（木下 敏） 教育次長。 

○教育次長（扇田 誠） 保守点検については、

その機器については、月１回ですね。月１回、ま

ず保守点検は見ていただくようになってございま

す。そして、メーター類につきましては、５年な

いし７年という、警報器とかそういうのも含めま

して、そういう期限でうちのほうでは契約してご

ざいます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 横田有一議員。 

○１番（横田有一） 次長、これ、僕、何かもう

間違ったことの上乗せ、ずっと追及しているけれ

ども、僕、追及できるのですけれども、これ、

やったってしようがない話なのですよね。自分だ

けで、少なくなって、これ、随契でやるのはおか

しいから、今年の４月から改めるというふうに

なったのでないの、そこ。違うのですか。それは

あくまでもこの大中山小学校については別です

か。 

○議長（木下 敏） 教育次長。 

○教育次長（扇田 誠） 今までうちがやってい

た随意契約というのは、あくまでも適法だと思っ

てございます。それで、町のほうでは、灯油とか

重油関係の契約の見直しを、去年の１０月から行

いましたので、その違う、今度はＬＰガスについ

てもそのような動きがあるということで我々も承

知してございますので、町として統一した契約体

制をとるのであれば、教育委員会も一緒にそれに

ならっていくということでございます。 

○議長（木下 敏） 横田有一議員。 

○１番（横田有一） では、どこを直したら、今

もう既にやっているところと、この４月からやろ

うとしたところで、さっき総務財政課長が、基本

料金の部分だとか、従量料金だとか、１００立米

以上のところがどうのこうのと言っていたのです

けれども、そうしたら、どこをどういうふうにし

たらいいのですか、大中山小学校の場合。 

○議長（木下 敏） 総務財政課長。 

○総務財政課長（青山栄久雄） まず、小口施

設、大口施設含めて、新たな契約方法ということ

で、町のこっちのほうで、総務財政課で考えてい

る、まず協議している内容について御説明したい

と思います。 

 まず、小規模施設、これは小口施設で、月の使

用数量が１００立方メートル未満の施設について

は、まず一つ目に、価格体系ということで、石油

情報センターの公表値をもとに、相手方との交渉

の上、同意を得た場合には、市場の一般価格より

はある程度安い価格での納入を続けていきたいと



－ 37 － 

考えております。 

 また、納入単価の改定方法については、こち

ら、小口施設でございますので、石油情報セン

ターの公表値の価格変動を参考に、現在の納入単

価との差に対して、まだここの部分についてはあ

れですけれども、約１割程度とか、そのくらいの

差があった場合、価格変動があった場合には、単

価改定の協議を申し入れることとしたいと考えて

おります。 

 次に、基本料金の件でございますけれども、町

の施設において、今現在、基本料金が請求されて

いない施設については、今後、基本料金プラス従

量料金の２部制料金体系に全て切りかえ、基本料

金のもとに、保安管理が適正に行われるよう、ま

ず施設間でばらばらとなっているガス料金の請求

を統一することに改めたいと考えております。そ

の場合、現状の予算でおさまらない施設もありま

すので、適宜予算措置を行いたいと思っておりま

す。 

 次に、大規模施設でございます。こちらは大口

で、月の使用数量が１００立方メートルを超える

施設については、まず一つ、価格体系としまして

は、大口施設の価格設定は参考となる法的な料金

表が公表されていないことから、現状、現契約で

今行われております契約単価をまずベースに、石

油情報センターが公表する公表値を参考にしなが

ら、一律単価から、使えば使うほど従量料金が下

がる逓減制料金の考え方を取り入れるものとして

進めていきたいと考えております。 

 次に、納入単価の改定については、ＣＰＭＢ連

動による変動価格制を全ての大口施設に導入し、

より実勢価格が反映される単価設定を検討してい

きたいと思っています。 

 また、改定の時期については、小口施設の単価

改定の、これは改定というのは単価改定ですけれ

ども、この時期については、小口施設の単価改定

の考え方を参考に、ある一定程度の変動があった

場合には、単価改定をするような仕組みにしたい

と考えております。 

 次に、大口施設の基本料金でございますけれど

も、大口施設に納入されるガス施設はバルク供給

を受けている施設のため、基本料金の設定につい

ては、まずバルク設備の貯槽容量、保安管理装

置、ガスメーターなどの数などをもとに、その施

設ごとの基本料金を算定し、検討を進めたいと考

えております。 

 最後に、大口施設、小口施設の共有事項となり

ますけれども、新しい契約方式移行、例えばこれ

に伴って契約期間の中途、または契約解除によ

り、施設のガス供給業者に変更が生じる場合は、

保安管理上の責任及び引き継ぎに関する一切の事

項については、新規供給業者の責任のもと、契約

変更前、または解除前の供給業者との調整を行う

ものとして整理する考えでございます。その上

で、今現在、協議を進めているところでございま

す。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 横田有一議員。 

○１番（横田有一） 急にわけ分からないような

のが出てきたのですけれども、それならば、また

私も続けてやらせていただきます。 

 最初、ＣＰ連動でやりますよと言って始めたや

つが、途中でＣＰＭＢ連動基準額を用いるという

ふうに、これ、民生文教の報告書を見させていた

だいているのですけれども、それに変更になった

ということなのですけれども、このＣＰでやって

いくといったときに、私が一番最初にそれの質問

をしたときには、１円でも動いたら、１円でも上

げさせてもらいます、下げさせていただきますよ

というふうに言ったのだけれども、これって、

今、そのとおりやっているのですか。 

○議長（木下 敏） 教育次長。 

○教育次長（扇田 誠） 現在もＣＰ連動でござ

います。 

○議長（木下 敏） 横田有一議員。 

○１番（横田有一） 今、ＣＰ連動なのですか。

ＣＰＭＢ連動ではないのですか。違うのですか。 

○議長（木下 敏） 教育次長。 

○教育次長（扇田 誠） 申し訳ございません。

ＣＰＭＢ、両方に連動してございます。 

○議長（木下 敏） 横田有一議員。 

○１番（横田有一） ＣＰのＭＢ連動でやってい

くよということになれば、何で今さらここでＭＢ

というやつが出てくるの。今、このＭＢというの
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は、たしかアメリカ産のガスが入ってきた場合に

はこれを使うよというふうなことで、ＣＰという

のは、あくまでもサウジアラビアのアラムコ国営

石油会社がやっている方式なのだよね。何でそれ

を採用するということになったのですか。 

○議長（木下 敏） 教育次長。 

○教育次長（扇田 誠） 当時はサウジのＣＰの

みでございました。それが、平成２９年の１２月

から、北米のＭＢの価格も、日本の輸入する中

で、約３０％ほど絡んで価格が決まっているとい

うことで、国のほうでそういうふうな連動になり

ましたので、それに応じて、七飯町もやっている

ということでございます。 

○議長（木下 敏） 横田有一議員。 

○１番（横田有一） そうしたら、今、実際に

は、ＣＰＭＢ連動を使っているということは、今

月の単価は、そうしたらいつのＣＰＭＢの、国か

ら来たときの政府の価格なのですか。 

○議長（木下 敏） 教育次長。 

○教育次長（扇田 誠） これは１か月前に決

まった価格を教育委員会のほうに説明がありまし

て、両者協議の上で決めてございます。 

○議長（木下 敏） 横田有一議員。 

○１番（横田有一） そうすると、例えば今、大

きい２.９トンのタンクが入っていて、満タンに

入っていて、夏場、使わない。使わない中で、お

たくで言えば１か月前のあれですよ、セーフです

よというのだったら、全然現状に合わないではな

いですか。タンクの、１回入れたら、今なんて５

か月も６か月ももちますよね。１か月何ぼ使う、

４００か５００でないですか。何でそういうもの

を使うのですか。 

○議長（木下 敏） 教育次長。 

○教育次長（扇田 誠） 今、月ごとの使ってい

る量については、ちょっと押さえていないので、

それはちょっと時間をいただいて、調べさせてい

ただきたいと思いますので、暫時休憩をお願いし

ます。 

○１番（横田有一） 時間がないからいいです。 

 次、いきます。 

○議長（木下 敏） そうしたら、質問、切り替

えてください。 

○１番（横田有一） そういうふうに、何かおた

くたちは本当に、随契でやったことがまずいと思

うのだったら、まずいと思ったから、この４月か

らみんなと同じ方式にしようということになった

のでないの。何か自分のところは正しいと、さっ

き、次長、言ってしまうと、この話は落としどこ

ろがなくなってしまいますよ、これは。これはも

う平行線で、単価の話をした、何の話をしてい

る、私もこれ、全部調べてきたら、永遠としゃべ

りなさいよと言ったらしゃべれるよ、これ。改め

てそうやって言ったということは、少なくてもま

ずい部分もちょっとあったから、それというのは

改めますよとかというふうなことをやっぱり言っ

てもらわないことには、そうでなかったら、何の

ためにそうしたらガスもそうやって変えますよと

いうことで、さっきそういう話になったのです

か。もうやってしまったのだから、これはこう

やって改めます、今後はそういうことのないよう

にとかということを気をつけながらやりますよと

かとなかったら、これ、永遠に終わらないです

よ、本当に。どうなのですか。 

○議長（木下 敏） 教育次長。 

○教育次長（扇田 誠） 大中山小学校のプロパ

ンの契約につきましては、教育委員会は法に基づ

いた随意契約が正しいとして行ってございます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 横田有一議員。 

○１番（横田有一） 先ほどの話ですけれども、

イワタニ産業さんと継続的な売買契約をしている

のは、今納めているところですよ、だからそこに

決定しましたと。その決め方はどうなのですか。

それから、そのときに、安価ですよと言っている

のですよ、次長が、平成３０年の定例会の第１回

定例会のとき。安価ですよと。その安価というこ

とは、言っている、どこだかを指して、函館市の

何とかを見たならば、函館より安いですよと。そ

の函館市の安いというのはどこなのですか。 

○議長（木下 敏） 教育次長。 

○教育次長（扇田 誠） これは一般社団法人プ

ロパンガスの消費者協会というところが出してい

るところでございまして、それの北海道の平均

が、基本料金では２,１４６円、従量が７８６
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円。函館市については、基本料金が２,１３５円

で、従量が６７８円というふうに、今、公表され

てございます。当町の場合につきましては、基本

料金が、今現在、１,０８０円、それと、従量の

１立米当たりが３６８円ですから、いずれもそう

いう平均を下回っているという状況にございま

す。 

○議長（木下 敏） 横田有一議員。 

○１番（横田有一） ということは、大中山小学

校と同じ２.９トンのタンクがおさまって、その

単価で使用量も同じような中身だということでよ

ろしいですか。そして、具体的な名前があるの

だったら、やっぱり名前を出してもらいたいと思

う。そんな消費者協会だって、そんなこと、中途

半端なこと……。 

○議長（木下 敏） 教育次長。 

○教育次長（扇田 誠） 個々の契約につきまし

ては承知してございません。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 横田有一議員。 

○１番（横田有一） 承知していないものを、こ

んな議事録に残されたら困る。そうしたら、議事

録、これ、削ってもらってくださいよ。議長、い

かがですか。 

○議長（木下 敏） 横田有一議員にちょっと尋

ねますが、今、要は前回、平成３０年の定例会の

ときに教育委員会のほうで函館の単価を述べたの

は何なのだと。そうしたら、横田議員にすると、

要は同じ仕様でないのに平均価格を述べてくると

いうのは、それでよろしいのかと。だから、そう

いうことであるのであれば、それが正しい、それ

で、要は横田議員に納得してほしいというけれど

も、自分は納得できないということでしょう。 

 今の部分について、暫時休憩しまして、議会運

営委員会を開きまして、ちょっとそこの部分、

どっちの話がどうなのかというのをきちっとして

おかないと、またこれ、混乱のもと、また決算委

員会もありますので、ここが引き合いになるとい

うのも、やっぱりちょっとまずいので、やはりこ

このところはちょっと暫時休憩しまして、議会運

営委員会を開いて調整したいと思います。 

 暫時休憩いたします。 

午後 ２時４３分 休憩 

────────────── 

午後 ３時３３分 再開 

○議長（木下 敏） 休憩前に引き続き、再開い

たします。 

 横田有一議員の一般質問の発言に対する対応に

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） 先ほど横田議員

から、過去の会議録の修正を求められ、議会運営

委員会において協議した結果、発言の取り消しな

どは、その会期中でなければできませんので、今

回、会議録の修正などはできない旨の報告をいた

します。 

 以上、報告といたします。 

○議長（木下 敏） 教育次長。 

○教育次長（扇田 誠） 貴重な時間を費やしま

して、大変申し訳ございませんでした。 

 先ほどの私の随意契約の発言につきましては、

言葉足らずのところがございました。大変申し訳

ございませんでした。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 副町長。 

○副町長（宮田 東） 私のほうからも、貴重な

時間を費やし、大変申し訳ございませんでした。 

 私のほうから、今の燃料の関係について、今、

ガスの購入についてという御質問でございます

が、町の考え方についてちょっと申し述べたいな

と思ってございます。 

 これまで、数年と言ったほうがいいのでしょう

けれども、燃料につきましては、灯油、ガソリ

ン、ガスも含めて、軽油も含めて、種々いろいろ

な形の中でばらばら感のあったものを統一してい

きたいというような形で、新方式にできないかと

いうことで検討してまいりました。そのいろいろ

種々、議員さんのほうにも御相談させていただい

て、春に、灯油、ガソリン、軽油については、あ

る程度新方式に移行できたということで、改めて

御礼を申し上げる次第でございます。 

 ガスにつきましては、そのときに一緒にという

ことであればよかったのですけれども、ガスにつ

いては、結構価格の面だとか、基本料金だとか、
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ややこしい調整が必要だというような形です。パ

ターン的には、基本料金と従量料金と２本立てと

いうのが、通常、主な料金体系になってございま

す。その料金体系も、使う量だとか、それによっ

てもばらばら感があって、そのあたり、どう統一

していくか、どういう考え方で進めていくかとい

うことで、４月にできなくて、時間を費やしてい

るというところでございます。 

 このたびいろいろな形の中で検討してまいりま

した。燃料については、皆さんも御存じのとお

り、まず安定した供給が必要だろうというような

こともありまして、値段についても当然そうです

し、災害時については、そのところが避難所とな

る、だから安心してそこに避難できるような体制

についてもできるような形の中で、協定など、燃

料のところの会社のほうと、事業所のほうと協定

を結びながら進めているというのが現在でござい

ます。それに伴って、ガスについても、そのよう

な形の中で、同類というような形の中で進めてき

まして、先ほども言ったことと重複しますけれど

も、ちょっと時間がかかりましたけれども、何と

か１２月、年内をめどに実施してまいりたいなと

いうふうにして考えてございます。その辺につい

て、新方式に移行したいという考え方をしており

ますので、その点、御理解をお願いしたいなと

思ってございます。 

 いずれにしても、この新方式が町民の安全、安

心のほうにつながるような形の中で、今後も継続

して努めて進めていきたいと思いますので、その

点、御理解を申し上げたいなと思ってございま

す。 

 私のほうからは以上でございます。 

○議長（木下 敏） 横田有一議員。 

○１番（横田有一） それでは、３問目、いきま

す。 

 町の障がい者の就労支援等について。 

 町は以前、封筒詰めなどの軽作業を町内の福祉

事業所等に通う障がい者の就労支援として提供し

てきたが、障がい者枠の常勤職員を雇用してから

は行っていない。 

 町は、このようなことで町内の企業などに支援

をお願いできるのか、町長の所見を伺いたい。 

○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、町の

障がい者の就労支援等について、これまで町が

行っております役場庁舎内、または公共施設での

軽作業、就労支援の内容についてお答えいたしま

す。 

 この事業、七飯町障がい者就労体験研修事業

は、平成１９年度より、障がい者の社会参加への

足掛かりとするとともに、障がい者の就労に対す

る町民及び町職員の理解を深めるため、役場庁舎

内または町の公共施設において、障がい者の就労

体験研修を実施することを目的として開始された

事業であります。 

 事業開始の平成１９年度から令和元年度まで

は、封筒詰め作業、庁舎花壇の植栽整備、役場、

文化センターでの備品清掃作業など、毎年継続し

て実施しておりましたが、令和２年度は新型コロ

ナウイルス感染症の影響により、相手方との協議

により中止したもの、または相手方から御遠慮し

たいなどという経過により、事業ができなかった

ものであり、令和３年度も同様の状況となってご

ざいます。 

 また、町の障がい者の常勤雇用は、平成３１年

１月からで、その後の令和元年度も事業を実施し

ていることから、決して障がい者枠の常勤職員を

雇用してからは行っていないということではあり

ませんので、その点について御理解いただきたい

のと、コロナの感染状況が落ちついた後は、引き

続き再開したいと考えておりますので、御理解願

います。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 横田有一議員。 

○１番（横田有一） コロナがあるからやってい

ないよということなのですけれども、今、障がい

者の方々も、コロナワクチンを打っているという

ふうに聞いています。ぜひ、七飯町はそれこそ養

護学校があるし、それこそぽぽろ館がある。結構

町内では障がい者にやさしい町だというふうに評

価されているし、今年の町長の施政方針にもある

ように、共生社会という言葉を使って、今まで共

生社会という言葉は使っていなかったのですけれ

ども、全然使っていないというのでなくて、若干
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使っていたのですけれども、今年は何かすごい、

何ページも見ると、何を見ると、本当に共生社

会、共生社会という言葉が出てきます。それなら

ばもっと、やはり地元の企業等に使っていただく

とかということをしていただきたいし、もう一つ

は、先ほども同僚議員からありましたけれども、

道の駅とか、指定管理者のところに、やはり障が

い者の雇用、ここに道の駅の指定管理者の最初の

ころの中に、環境保護や福祉に対する取り組みと

いうところがあって、障がい者雇用など、福祉対

策についての取り組み実績と今後の方針について

記入してくださいとかというのを書く欄があると

いうことは、当然、何らかのことを書いてあると

思うのですけれども、そういうことを実施してい

くという姿勢があるのかないのか、その点、御意

見聞かせていただきたいと思います。 

○議長（木下 敏） 福祉課長。 

○福祉課長（村山德収） それでは、今の質問に

対しまして、福祉課のほうから答弁させていただ

きます。 

 それでは、当課においてなのですけれども、ま

ず地域共生社会の実現ということで、推進すると

いうことで、今回、施政方針、令和３年度、載せ

させていただいております。 

 その中で、本年度より重層的体制整備支援事業

について、我が町において推進しているというと

ころでございます。 

 その事業メニューの具体な例の一つといたしま

しては、障害者総合支援法の利用対象とされず

に、それでも引きこもりの方であったりという方

を、制度の狭間の方というのですか、介護保険で

も総合支援法の対象でもないけれども、引きこ

もっている方とかの支援が必要だと。そういった

場合に、委託契約、もしくは報償報酬の方法によ

り、企業、福祉事業者等の協力をいただき、就労

体験、就労支援を実施する参加支援事業というも

のも国から示されている、実施しなければならな

いという状況でございます。実施するには、対象

者のニーズを丁寧に把握して、七飯町内、いろい

ろな企業がございますので、その中で、その方に

合ったマッチングを行い、新たな、その方のニー

ズに合わないということもございますので、そう

いった場合、新たに企業を探して、事業所を探し

てお願いするというところの支援、協力をお願い

すると、町から。そういう事業も始めなければな

らないという状況でございます。 

 今、横田議員から質問のあったとおり、いろい

ろ七飯町においても、国においても、障がい者施

設、障がい者の雇用の賃金向上計画とか、いろい

ろ障がい者の雇用の部分について、国でも進めて

いますので、その法律の中では、地方自治体も推

進していかないとならないというところでござい

ますので、町のほうとしましては、いろいろな指

定管理者の施設、先ほど言われた道の駅であった

りとか、あとは国際セミナーハウスの散策路の

チップをまくとか、いろいろなものがあるとは思

うので、そういうところで協力しながら、働く機

会を与えて、就労の喜びとか、先ほど１問目で答

えたような就労Ｂとか、一般就労につながるよう

な働きかけをしていきたいと思っておりますの

で、よろしくお願いします。 

○議長（木下 敏） まだ会議が進んでいるの

で、私語、お慎みください。 

 以上で、一般質問を終わります。 

  ─────────────────── 

延 会 の 議 決           

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） この際、お諮りいたしま

す。 

 本日の会議はこの程度にとどめ、延会いたした

いと思いますが、これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、本日の会議はこの程度にとどめ、延会

することに決定いたしました。 

  ─────────────────── 

延 会 宣 告           

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 本日は、これをもって延会

いたします。 

 お疲れさまでした。 

午後 ３時４６分 延会 
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