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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。 

 稲垣明美議員から、本日の会議を忌引により欠

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、 

４番  池 田 誠 悦 議員   

５番  田 村 敏 郎 議員   

以上２議員を指名いたします。 

  ─────────────────── 

 日程第２ 

議案第２８号 七飯町大沼ネイチャーセ 

ンター条例の制定について 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第２ 議案第２８号七

飯町大沼ネイチャーセンター条例の制定について

を議題といたします。 

 ただいま議題といたしました案件については、

令和３年６月８日の本会議において、民生文教常

任委員会に付託されたものであります。 

 閉会中に審査を終了しておりますので、その結

果の報告を求めます。 

 坂本委員長。 

○民生文教常任委員長（坂本 繁） それでは、

委員会報告をいたします。 

 委員会報告第１３号民生文教常任委員会報告

書。 

 令和３年６月８日第２回定例会における議決に

基づき、当委員会に付託された事件について、審

査した結果を下記のとおり報告する。 

 令和３年７月２６日。 

 七飯町議会議長木下敏様。 

 民生文教常任委員会委員長坂本繁。 

 記。 

 １、事件名。 

 議案第２８号七飯町大沼ネイチャーセンター条

例の制定について。 

 ２、審査の経過。 

 令和３年６月９日、１８日、７月９日、２６日

の４日間、委員会を開催し、民生部長、環境生活

課長の出席を求め、審査及び現地調査を行った。 

 ３、決定及び理由。 

 (１)決定。 

 原案可決。 

 (２)理由。 

 当委員会に付託された議案第２８号七飯町大沼

ネイチャーセンター条例の制定については、令和

３年３月３１日をもって撤退となった一般社団法

人自然公園財団大沼支部より、事務所及び附属車

庫についての無償譲渡の申出があり、当該建物の

利活用を検討した結果、当該建物を自然への理解

を深め、人と自然との触れ合いを推進する自然環

境活動の拠点施設として、七飯町大沼ネイチャー

センター（以下「ネイチャーセンター」とい

う。）を設置するため、この条例を制定するもの

である。 

 第１条は、設置規定で、ネイチャーセンターの

設置に関する条例を制定する趣旨及びネイチャー

センターの設置に必要な事項を、この条例に定め

ることを規定している。 

 第２条は、ネイチャーセンターの名称及び位置

を定めている。 

 第３条は、ネイチャーセンターで行う業務の範

囲を定めた規定で、ネイチャーセンターの業務の

範囲は、次の(１)から(３)までのとおりである。 

 (１)大沼の自然に関して、解説板や実物標本、

模型、写真、図表などの資料の展示を実施する。 

 (２)町内や町外から訪れる小中高等学校などに

よる自然教育活動、また大学研究者などによる自

然保護に関する研究活動について、情報提供や案

内・利用・指導などの支援を行う。 
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 (３)その他ネイチャーセンターの設置目的に沿

う事業を行う。 

 第４条は、施設の使用に関する規定で、大沼の

自然環境を紹介する資料を自由に見学することが

でき、入館料は無料と定めている。同条第２項で

は、同項の規定のいずれかに該当するときは、使

用させないことができると定めており、具体的な

事例については、次の(１)から(４)までのとおり

である。 

 (１)指定暴力団やその他集団的又は常習的に暴

力的不法行為を行うおそれがある団体又は組織の

利益になると認められるとき。 

 (２)危険物を持ち込むことや、施設内の使用者

の人体に危険を及ぼし又はそれらの人々の財産を

損傷するおそれがあるとき。 

 (３)建物又は設備を汚損、損傷又は滅失をさせ

るおそれがあるとき。 

 (４)その他上記のケースを予防するための職員

の指示に従わなかったとき。 

 第５条は、使用者の現状回復義務を規定してお

り、展示資料や椅子、机などについて使用後に整

頓するなど、使用後は使用者が直ちに現状に復す

ることを定めている。 

 第６条は、損害賠償に関する規定で、故意又は

過失により施設等を汚損、損傷、滅失したとき

は、使用者がその損害を賠償しなければならない

ことを定めている。ただし、やむを得ない特別の

事情があると町長が認めたときは、賠償額を減

額、免除することができる。 

 第７条は、委任規定で、ネイチャーセンターの

管理運営に関し必要な事項は「七飯町大沼ネイ

チャーセンター条例施行規則」で定めることとし

ており、委員会での審査の際にその素案が示され

たところである。 

 施行規則においては、ネイチャーセンターの休

館日、開館時間、行為の禁止等を定めており、休

館日については、土曜日及び日曜日、国民の祝日

に関する法律(昭和２３年法律第１７８号)による

休日、１２月３１日から翌年１月５日までの日を

定めているが、予約等があった場合は休日の日で

も開館することを考えているとのことであった。 

 そのほか、大沼の自然に関する資料の展示につ

いて、自然教育活動や自然保護に関する研究活動

についてなどの質疑応答や、現地調査を踏まえた

上で条例の内容を審査したところ、全員一致で原

案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

 以上で、報告を終わります。 

○議長（木下 敏） これより、質疑を許しま

す。 

 上野武彦議員。 

○９番（上野武彦） それでは質問させていただ

きます。 

 ネイチャーセンター、設置そのものには賛成す

るわけでありますけれども、センターの運営その

ものに関して若干質問させていただきたいと思い

ます。 

 このネイチャーセンター、大半は観光客なんか

が訪れる際の何といいますか、解説や実物標本の

標示とか、模型、写真、図表、こういう資料の展

示をしている場合の利用するのが多くは観光客が

多いのではないかと。そのほか学校の生徒の利用

だとか、それからここに書いてありますように研

究者など、自然保護団体など、そういった対象は

いろいろ考えられるわけですけれども、通常の場

合は主に観光客が訪れる確率が非常に高いと。 

 ただ、その場合、休日が観光客が一番動く曜日

ではないかというふうに考えられるのですけれど

も、それについては事前に予約があった場合には

対応するという形なのですけれども、観光客が事

前に個人で動いている場合なんか、事前に予約な

んかするということは通常考えられないというよ

うなことを考えますと、もう少しそういった休日

対応というのは基本に考えるべきではないかとい

うふうに思うのですが、条例の審査の中で、ほか

の自治体なんかで設置されているネイチャーセン

ターが、そういう運営規定は参考にされているの

かどうか。その結果、こういうふうな土日お休み

というようなものが出てきているのかどうか、そ

の辺の検討の状況についてちょっとお伺いしま

す。 

○議長（木下 敏） 坂本委員長。 

○民生文教常任委員長（坂本 繁） 今、上野議

員からお話されたことにつきましては、委員会の

中でもそのような意見も若干出たわけであります



－ 5 － 

けれども、この第３条にネイチャーセンターの目

的それらを踏まえたときには、あくまでも観光客

には利用させないとかそういうことではないです

けれども、この１番、２番に書いているとおり、

土曜・日曜日というのは観光客が多いのですけれ

ども、第一の目的はやはり１番に書いている、大

沼の自然に関し解説板、実物標本……そういうも

のを子供たち、そしてまた自然を愛する人々にこ

れを参考に、教育の参考にしてもらうことが第一

の目的であるので、観光客にも利用させないとい

うことではないのですけれども、目的は子供、ま

た研究者なり大学なりの生徒、そういう人たちに

主に活用してもらうということで、そういうこと

が第一の趣旨ということでありますので、我々委

員会の中でも若干議論があったのですけれども、

観光客にも最大限活用してもらうのですけれど

も、第一の目的はやはり小学校・中学校・高校、

そしてまた自然を愛する人たちに、その目的に達

するようにということでありますので、上野議員

おっしゃるのも分かるのですけれども、それが第

一の目的でありますので、観光客にも利用させる

ということでありますので、その辺、理解をして

いただきたいと思います。 

○議長（木下 敏） ほか質疑ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 質疑を終わります。 

 委員長、お疲れさまでした。 

 これより、討論を許します。 

 上野武彦議員。 

○９番（上野武彦） それでは、ネイチャーセン

ター設置条例の制定に関して、反対の討論をさせ

ていただきます。 

 先ほども述べましたけれども、基本はやはりよ

り多くの人にこの施設の利用を門戸を開いてやる

べきだというふうに思うわけですが、この条例の

中では土・日、祝日を基本休館とするということ

になりますと、ほとんどの観光客、一般の観光客

の大半は土・日、祝日という形での移動が大半で

すので、そういった人たちが、このネイチャーセ

ンターの恩恵を受けることができないということ

になると思うのですね。 

 ですから、当初からそういうことある程度意見

が出ていたのであれば、その辺を考慮した対応が

しかるべきでなかったかというふうに思いますの

で、今後、この運営においてその辺の改善を図る

ことを求めながら、反対討論をさせていただきま

す。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） ほか討論ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 討論を終わります。 

 これより、起立により採決を行います。 

 議案第２８号七飯町大沼ネイチャーセンター条

例の制定についての委員長の報告は、原案可決で

あります。 

 本案について、委員長報告のとおり原案可決す

ることに賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（木下 敏） 起立多数であります。 

 よって、本案は、委員長報告のとおり原案可決

することに決定いたしました。 

  ─────────────────── 

 日程第３ 

同意第１号 教育委員会教育長の任命に

ついて 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第３ 同意第１号教育

委員会教育長の任命についてを議題といたしま

す。 

 提案説明を求めます。 

 町長。 

○町長（中宮安一） それでは、同意第１号教育

委員会教育長の任命について、提案理由を御説明

申し上げます。 

 次の者を教育委員会教育長に任命したいので、

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条

第１項の規定に基づき、議会の同意を求めるもの

でございます。 

 次の者とは、氏名、與田敏樹氏で、住所及び生

年月日は、議案に記載のとおりでございます。 

 提案理由となりますが、現在、教育委員会教育

長であります與田敏樹氏が、令和３年１０月７日

で任期満了となることから、引き続き同氏を任命

したく提案するものでございます。 
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 與田氏は、昭和５５年４月１日に七飯町に奉職

し、平成２６年４月までの３４年間、一般職とし

て行政の第一線で町民の福祉の向上のために活躍

され、その行政手腕は高く評価されているところ

であります。 

 また、平成２６年５月１日からは、教育委員会

教育長として活躍されており、教育行政に関し優

れた識見を有していることは、御承知のことと存

じます。 

 よって、同氏を適任と考え、任命したいと存じ

ますので、御同意くださいますようよろしくお願

い申し上げ、提案理由の説明を終わります。 

○議長（木下 敏） これより、質疑を許しま

す。 

 平松俊一議員。 

○３番（平松俊一） ２点質問をいたします。 

 今回の一般質問の中でも何度か出ていましたけ

れども、大中山小学校の暖房に関していろいろ問

題が出ていますし、暖房の経費に関しても当初の

もくろみと違う数字が出されています。こういっ

たことに対して、教育長が最終決定をした方式で

ありますので、私としては何らかの責任を問う必

要があるのではないかというふうに考えています

ので、町長の見解を聞きたいのと、もう１点は来

年度、町長は５期立起しないと。その理由に対し

て若いリーダーだということを何度もおっしゃっ

ていました。首長がそういう考えであって、教育

長の任命に関して何期もやっていらっしゃる方を

また推薦するというのはどうなのか。私は、町長

が５期を目指さないのであれば、同じ理由で若き

教育長を任命すべきだというふうに考えますが、

いかがでしょうか。 

○議長（木下 敏） 町長。 

○町長（中宮安一） まず、大中山小学校の暖房

の関係、これは当時議論されて、そして予算であ

れ決算であれ議決をされて、この間来ているとい

うふうに認識しておりますので、そういう意味で

は私は問題がないというふうに考えております。

ですから、教育長の責任問題については私は発生

しないという、そういう考え方でございます。 

 それから、若きリーダーということで、私は次

の首長に求められるのはそういうことだというこ

とも言いました。今、私がまだ町民の負託をいた

だいた期間、任期まで７か月あります。この７か

月間をしっかり務めるためにも、教育行政には私

は今の與田教育長が適任であるという、最低でも

ですよ、最低でも７か月間。その後はどういう形

になっていくのかは、これは私は想像できません

けれども、新しい町長が違う人を選んでいく可能

性というのも十分にあると思いますし、でも私が

まずは残っている７か月間、この教育行政を一歩

も止めないでこのまま進んでいきたいという、そ

ういう思いで提案をさせていただきました。 

 そして、その中身は何かということになると、

これまで與田教育長の学校づくり方針といいま

しょうか、その中には子供たちにとって行きたい

学校、保護者にとって行かせたい学校、先生方に

とっては働きがいのある学校、こういう学校をつ

くっていきたいというそれに向かって努力をな

さってきました。 

 そしてもう１点、何よりも私は感心しているの

は、毎朝、各小・中学校で児童生徒の出迎えをし

ている、毎朝やっているのです。私は、こういう

教育長は全道あるいは全国でも、全国と言えば

ちょっと言いすぎかもしれません。全道でもお聞

きしたことがございません。極めて立派だなとい

うそういう思いでおります。この教育長を私は再

任したいというそういう思いで提案をさせていた

だきましたので、ぜひ御考慮願いたいと存じま

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） 暖房問題に関しては、その

責任を問う気はないとおっしゃる、その考え方も

分かるのですが、実質何百万という単位で、これ

から何十年も学校の経費がかかっていくという結

果がはっきり出ました。 

 今回の決算審査の中でも、その点についてはい

ろいろ議論されることかと思いますが、やはり長

い年月スタートで間違えたという責任は、私は大

きいというふうに捉えます。 

 それから、今、最後におっしゃいました教育長

が一生懸命やっていると、これは私も異論はな

い、確かにそういうところでは一生懸命やってい
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らっしゃいます。しかし、今、世の中の流れとい

うのは子供１人にタブレット端末１台与えて、ど

んどん昔とは違う教育の流れが出てきている。 

 それから、小・中が一緒になった学校もできて

いると、こういうことにどんどん対応できる世代

というのは６０代でなくて３０代、４０代、こう

いう方ではないかというふうに考えますが、その

点についてはいかがですか。 

○議長（木下 敏） 町長。 

○町長（中宮安一） 暖房費の問題については、

見解の相違だということでお答えをさせていただ

きます。ぜひまた、これから決算特別委員会もあ

るわけでありますから、そこでの御議論をしっか

りお願いしたいというふうに思います。 

 そして人材の関係でありますけれども、確かに

３０代、４０代、やっぱり若い力というのはすご

いです。国のほうでもデジタル庁というのをつ

くっています。そういう意味からすれば、そう

いったものをどんどん取り入れるというのは、や

はり若い世代でしょう。 

 しかし、私どもの與田教育長も非常にタブレッ

ト、あるいは携帯電話ですか、スマホ、こういっ

たものをかなり駆使している方でありますので、

私はそういう意味ではあまり心配はしておりませ

ん。何よりも子供たちのことを真剣に考えてくだ

さる、こういう方が私は、私の時代ではまずは必

要だというそういう考えで今回提案をさせていた

だいておりますので、そういう意味ではぜひ御理

解を賜りたいと存じます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） ほか質疑ございませんか。 

 川村主税議員。 

○１３番（川村主税） どうしても確認したいこ

とがありまして質問をさせていただきます。 

 ちょっと気になることがございまして、今回、

私も一般質問させていただきました。今回で中宮

町長、勇退されるということになりましたけれど

も、それに関してのことなのですが、教育長が今

度、選挙に出られる方なのだと思いますけれど

も、町長経験者宅に御挨拶に伺ったということを

耳にしまして、要は政治活動なのか、後援活動と

いうのかちょっと分かりませんけれども、政治活

動になるのかなと私は思いますけれども、教育長

の立場、また特別職、当然、公務員ですからそう

いった部分で政治活動に関わるということは御法

度、法に触れてしまう行為ではないかと思いま

す。 

 私も教育長、組合を経験したり、そういった政

治活動をやっていい悪いというのは、当然、頭の

中には入っているかとは思いますけれども、もし

かすると別な部分に関して、そういうふうにとら

れてそういったうわさが流れているのかもしれま

せんけれども、そういった疑念が出ている以上

は、はっきり議会の中でしたほうがいいのではな

いかと思って今回質問させていただいておりま

す。お願いいたします。 

○議長（木下 敏） 町長。 

○町長（中宮安一） うわさでの話ですよね。で

すから、それがもし政治活動になるということで

あれば、御質問のとおり御法度と言いましょう

か、今、言いましたとおり、やってはいけないこ

とと。教育長というのは、常に政治的には中立で

なければなりませんので、それはちょっと問題が

あります。 

 ただ、うわさでの話でありますから、私もうわ

さで、教育長の進退に係る問題でありますので、

私もそこをしっかり確認したいので、暫時休憩願

いたいのですが。 

○議長（木下 敏） 暫時休憩いたします。 

午前１０時３１分 休憩 

────────────── 

午前１１時０９分 再開 

○議長（木下 敏） 休憩前に引き続き、再開い

たします。 

 中宮町長の答弁より入ります。 

 町長。 

○町長（中宮安一） 大変長い時間を費やしてし

まいまして、大変申し訳ございませんでした。 

 事実関係でありますけれども、６月１０日に町

長経験者のお宅に１人で訪問をしたものでありま

す。その際、町長経験者は留守だったために、留

守番を預かっていた方に伝言を伝えてきた、それ

が事実でございます。 

 その伝言内容については、これ受けた方もいま
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すので、伝言を受けた方からもどういう内容だっ

たのかということをお聞きしなければ一方通行に

なりますので、それをお聞きするということは少

し時間が必要だという判断をしますので、今回の

同意第１号については、撤回をお願いしたいとい

うふうに存じます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） ただいま町長のほうから議

案の撤回という発言がございましたので、暫時休

憩しまして、議会運営委員会を開きまして、その

件についての手続、手順について協議していきた

いと思います。 

 暫時休憩いたします。 

午前１１時１０分 休憩 

────────────── 

午前１１時２７分 再開 

○議長（木下 敏） 休憩前に引き続き、再開い

たします。 

 同意第１号教育委員会教育長の任命についての

撤回の申出に係る議会運営委員会の報告を求めま

す。 

 中川委員長。 

○議会運営委員長（中川友規） ただいま議会運

営委員会で協議した結果、同意第１号の撤回につ

いてを日程に追加し、追加日程第１として日程の

順序を変更し、直ちに協議することといたしまし

た。 

 以上、報告といたします。 

  ─────────────────── 

追 加 日 程 の 議 決           

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） ただいま議題となっており

ます同意第１号教育委員会教育長の任命につい

て、町長より撤回したいとの申出がありました。 

 お諮りいたします。 

 同意第１号教育委員会教育長の任命について撤

回の件を日程に追加し、追加日程第１として日程

の順序を変更し、直ちに議題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、同意第１号教育委員会教育長の任命に

ついて撤回の件を日程に追加し、追加日程第１と

して日程の順序を変更し、直ちに議題とすること

に決定いたしました。 

  ─────────────────── 

 追加日程第１ 

同意第１号 教育委員会教育長の任命に

ついて撤回の件 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 追加日程第１ 同意第１号

教育委員会教育長の任命について撤回の件を議題

といたします。 

 撤回理由の説明を求めます。 

 町長。 

○町長（中宮安一） それでは、事件撤回請求

書。 

 令和３年９月７日に提出した事件は、次の理由

により撤回したいので、会議規則第１９条第２項

の規定により請求いたします。 

 記。 

 事件名、同意第１号教育委員会教育長の任命に

ついて。 

 理由、再精査のため撤回します。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております同意第１号教育

委員会教育長の任命について撤回の件を許可する

ことに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、同意第１号教育委員会教育長の任命に

ついて撤回の件を許可することに決定いたしまし

た。 

  ─────────────────── 

 日程第４ 

同意第２号 教育委員会委員の任命につ

いて 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第４ 同意第２号教育

委員会委員の任命についてを議題といたします。 

 提案説明を求めます。 

 町長。 

○町長（中宮安一） 引き続き同意第２号教育委
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員会委員の任命について、提案理由を御説明申し

上げます。 

 次の者を教育委員会委員に任命したいので、地

方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第

２項の規定に基づき、議会の同意を求めるもので

ございます。 

 次の者とは、氏名、信夫恵美子氏で、住所及び

生年月日は、議案に記載のとおりでございます。 

 提案理由となりますが、現在、教育委員会委員

であります信夫恵美子氏が、令和３年９月３０日

で任期満了となることから、引き続き同氏を任命

したく提案するものでございます。 

 信夫氏は、平成２７年３月に函館市立光成中学

校校長として退職されるまでの４０年にわたり、

生徒の教育及び育成に精励努力され、退職後も教

育現場での実務経験を生かし、渡島管内における

教育の振興に御尽力されました。 

 また、周囲の信望も厚く、人格高潔で、教育、

学術及び文化に関し豊富な識見を有しており、平

成２９年１０月から１期４年にわたり、教育委員

会委員として御活躍されていることは御承知のこ

とと存じます。 

 よって、同氏を適任と考え、任命いたしたいと

存じますので、御同意くださいますようよろしく

お願い申し上げ、提案理由の説明を終わります。 

○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。 

 お諮りいたします。 

 本件は、人事案件でありますので、議会運営例

規第５４項により討論を省略いたしたいと思いま

すが、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、本件については、討論を省略すること

に決定いたしました。 

 これより、採決を行います。 

 同意第２号教育委員会委員の任命について、こ

れに同意することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件については、これに同意すること

に決定いたしました。 

  ─────────────────── 

 日程第５ 

議案第３７号 七飯町防災行政無線施設

の設置条例の一部改正について 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第５ 議案第３７号七

飯町防災行政無線施設の設置条例の一部改正につ

いてを議題といたします。 

 提案説明を求めます。 

 情報防災課長。 

○情報防災課長（若山みつる） それでは、議案

第３７号七飯町防災行政無線施設の設置条例の一

部改正について提案説明いたします。 

 議案関係資料１ページ、資料１を御覧くださ

い。 

 七飯町防災行政無線施設の設置条例の一部を改

正する条例の概要でございます。 

 １、改正理由といたしまして、防災行政無線整

備等事業業務委託契約により、新たな防災行政無

線を設置することに伴い、七飯町防災行政無線施

設の設置条例（平成９年条例第２号。以下「条

例」という。）の一部を改正するものです。 

 ２、改正の内容。 

 主な改正の内容は次のとおりです。 

 (１)無線施設の名称及び設置場所。改正前の条

例における別表を、新たに設置する無線施設の名

称及び設置場所に改め、同表を別表第１とする。 

 (２)屋内受信機器の設置場所及び設置限度数。

改正前の条例における設置場所が大沼地域に限ら

れている規定及び第３条第１項の表を削り、別表

第２として新たに設置する屋内受信機器の設置場

所及び設置限度数を定め、同条第２項及び第３項

を削る。 

 (３)所要の規定の整備。新たな防災行政無線を

設置することに伴い、改正前の条例における文言

等の改正を行う。 

 (４)別記の削除。改正前の条例における別記と

して、七飯町防災行政無線戸別受信機管理簿が定

められているが、新たに防災行政無線を設置する

ことに伴い、記載内容の改正が必要なことから、
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別記を削り、新たに規則等で別に定める。 

 ３、施行期日。 

 この条例は、令和３年１２月１日から施行いた

します。 

 議案関係資料２ページ目からは、資料２といた

しまして、新旧対照表となります。 

 簡単ですが、提案説明は以上です。よろしくご

審議いただきますようお願いいたします。 

○議長（木下 敏） これより、質疑を許しま

す。 

 若山雅行議員。 

○１５番（若山雅行） 別表第２の受信機器の設

置場所及び設置限度数についての説明を確認した

いなと思いまして、質問させていただきます。 

 この中で設置限度数のところで、町長が指定す

る台数とありますけれども、この基本的な考え方

についてまだ決まってなければ、それはそれで構

わないのですけれども、このような考え方である

というところをちょっと事前に教えていただけれ

ばなと思います。 

 それと、設置場所の位置、災害対策基本法によ

る要配慮者ですね、それと６番目の水防法の洪水

浸水想定区域に居住する者の住家ということと、

７番目の土砂災害警戒区域等における居住する者

の住家、あと８番目の駒ヶ岳の避難区域に居住す

る者、この場所の設置する数というか、それぞれ

どのくらいになるのかどうか、そこのところを

ちょっと教えていただきたい。 

 それで町で用意している受信機の数が幾らで、

予算のときにやったかもしれないのですけれど

も、その単価が幾らで、既に全てここに設置する

ものについては予算済みで、あとは設置するだけ

だということでよろしいのかどうかをもう一度確

認したいなと思います。 

 それと、ここの表現ではっきり分からなかった

のですけれども、例えば駒ヶ岳の避難区域にある

ホテルだとか宿泊施設のようなものについての設

置台数の考え方、やっぱり１台ということになる

のかどうか、あるいは別の規定のところを準用す

るのか、そこのところを確認させてください。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 情報防災課長。 

○情報防災課長（若山みつる） それでは順にお

答えしてまいります。 

 まず、別表２ということで議案の２ページ目と

いうか、議案第３７号の１ページめくっていただ

くと、別表２が記載されてございますので、御覧

ください。 

 初めに、設置の台数の概算といいますか、それ

ぞれどのくらいあるのかということなのですが、

まず初めに６番の水防法に規定いたします洪水浸

水想定区域の数ですが、約９０件ほどになりま

す。それから、７番、土砂災害警戒区域等におけ

る土砂災害警戒区域の数ですが、大体５２０件程

度となります。それから、８番の北海道駒ヶ岳火

山避難計画に規定いたします避難区域につきまし

ては約４１０件ほどとなります。 

 次に、戸別受信機の台数ですが、当初から御説

明いたしましているとおり、４,５００台を現在

準備してございまして、予算については当初確保

した予算の中で全て調達済みでございます。 

 それから、宿泊ホテル等施設等大きな施設に関

しましては、施設が大きくて１台では不足するよ

うなことが考えられる。または今回４番の町内会

長さんの家にも設置することになっていますが、

町内会の構成員が多い場合、副会長さん等にも設

置するというようなことも考えてございます。そ

の場合、９番のその他町長が必要と認めた場所と

いうところを適用しながら、臨機応変にそこは設

置していきたいと考えてございます。（発言する

者あり）要配慮者のところ、すみませんでした。 

 １番の要配慮者の台数の概算といたしまして

は、４,４００台程度を予定してございます。要

配慮者につきましては、災害対策基本法で定めら

れている要配慮者、高齢者、それから障がいのあ

る方等を対象といたしまして現在４,４００戸程

度、貸し出しの予定してございます。 

 ３番の町長が指定する台数というのは、先ほど

の宿泊施設の説明ともダブってしまうかも分かり

ませんが、施設等において大きな施設、それから

１台では不足してしまうのではないかと想定され

るような施設につきましては、基本は１台です

が、複数台必要であれば複数台を設置することも

可能ということで、このような表現にさせていた
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だいてございます。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 若山雅行議員。 

○１５番（若山雅行） そうすると、町長が指定

する台数というのは、学校だったり医療機関だっ

たりするので広い区間が想定されていて、何平米

に１台とかそういうものがあるわけではなくて、

人の動きに合わせて必要だと思われる台数を適宜

というような考え方だということでよろしいかど

うか。 

 あと、先ほど言ったホテルというのは、９番目

の町長が必要と認めた場所というようなことで、

また多く設置するということが、この条例の改正

の中で対応可能だよということでいいのかどう

か、そこのところをもう一度。 

 あと、単価についてもう一度教えていただきた

いのと、先ほど予算済みで４,５００台と言っ

て、要配慮者のところ４,４００と言ったのかな

と、聞き間違いかなと思う感じがあるのですけれ

ども、全部足して４,５００台を用意していて、

要配慮者のところだけで４ ,４００台だと、

ちょっと数が足りなくないのかな、その数字は

合っているのかなと。どのくらい、全部配置した

ら余るのかなというか、そこのところはどうなの

でしょう。４,５００でこの数字、今のやつで十

分間に合うということでよろしいのかどうか、そ

このところを。当初の考え方と、この条例の改正

に合わせて実際に設置するときにそれで間に合う

のかどうか、不足しないのかどうか、そこのとこ

ろをお答えいただければと。 

○議長（木下 敏） 情報防災課長。 

○情報防災課長（若山みつる） それでは、質問

に順次お答えいたします。 

 まず、先ほど言った３番の部分の大きな施設等

につきましては、議員おっしゃるとおり、その施

設によって広さがどうこうというよりもここは複

数台必要であろうというところは、適宜判断しな

がら複数台を貸し出しいたすというような考えで

そういう表現としてございます。 

 また、ホテルにつきましても、すみません。９

番の町長が必要と認めた場所につきましては、先

ほど４番の副会長のところとかというところでご

ざいまして、３番に宿泊施設が入ってございます

ので、そこは町長が指定する台数ということで１

台以上２台３台と複数台も設置可能と、宿泊施設

につきましては３番のところでカバーしようとい

うところでございます。 

 単価につきましては、大体２万円をちょっと下

回るくらいな金額で、今回は調達させていただい

てございます。 

 台数について、足りなくならないのかというこ

とだったのですが、かなりの数、先ほど言った台

数と重複して、例えば要配慮者なのだけれども、

危険区域に住んでいる方とかそういうのもありま

して、重複している部分。また、既にもう必要な

いよというような、対象者は４,０００数いるの

ですけれども、必要ないという方も結構いらっ

しゃいまして、そういう部分も差し引いて貸し出

しの対象としてはこの数字ですが、実際、貸し出

す見込みとしては４,５００台の調達の中で足り

る見込みで計画しておりますので、御理解いただ

ければと思います。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 若山雅行議員。 

○１５番（若山雅行） この表の中で、設置場所

の中でダブっているところもあるので、数として

は個別に聞いたのでざっとあれだというのは分か

りましたけれども、一家に１台設置して、受信機

器の性能その他で家の中にいれば、どこかに置い

ておけば大体聞こえるとか、そういうような実際

の運用面での問題点とかそういうのは、この予算

導入のときにもこういう方式でいいのかどうか

と、いろいろ議論したのですけれども、それは一

家に１台あれば、外にいれば聞こえないにしても

家の中にいれば大体聞こえるとかというような、

そういうふうに考えていいであるということでよ

ろしいでしょうか、そこのところだけもう一度、

最後に。 

○議長（木下 敏） 情報防災課長。 

○情報防災課長（若山みつる） それでは戸別受

信機の扱いについて、家に１台あれば十分なの

か、よく聞こえるのかということなのですが、現

在、既設で設置されております防災行政無線につ

きましては、壁につけた固定のタイプのもので、
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例えば２階に寝室ある方とかは、茶の間について

いたら聞こえないという可能性もちょっとあった

のですが、今回、導入する戸別受信機につきまし

ては四角いラジオ型のというか、キューブ型の持

ち運びが可能なタイプとなってございます。なの

でもしも寝室が離れている場所とか、２階であれ

ば２階にお持ちいただければ、寝てる間でも分か

るようなものとなっております。 

 また、外に出た場合も電波を受信できるのであ

れば、外でも乾電池等で受信ができますので、

ちょっと裏で仕事するときとかなんかもお持ちい

ただければ、何かあったときにはそれで受信でき

るというようなものとなってございますので、御

理解いただければと思います。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） ほか質疑ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 質疑を終わります。 

 これより、討論を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 討論を終わります。 

 これより、採決を行います。 

 議案第３７号七飯町防災行政無線施設の設置条

例の一部改正について、原案のとおり可決するこ

とに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、本案は、原案のとおり可決されまし

た。 

  ─────────────────── 

 日程第６ 

議案第３８号 令和３年度七飯町一般会 

計補正予算（第５号） 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第６ 議案第３８号令

和３年度七飯町一般会計補正予算（第５号）を議

題といたします。 

 提案説明を求めます。 

 総務財政課長。 

○総務財政課長（青山栄久雄） それでは、議案

第３８号令和３年度七飯町一般会計補正予算（第

５号）について提案説明申し上げます。 

 このたびの補正予算（第５号）ですが、第１条

は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞ

れ３億６,００３万２,０００円を追加し、総額を

歳入歳出それぞれ１１７億９,２２０万５,０００

円とする補正予算と、第２条は、地方債の変更に

ついて、第２表に定めるものでございます。 

 それでは、初めに歳出から御説明申し上げま

す。 

 １１ページをお開き願います。 

 今回提案します補正予算の概要となりますが、

主なものとして冬期間の除排雪及び関連経費に約

１億５,０００万円を計上するほか、民間幼稚園

の認定こども園化に伴う保育所等整備交付金、接

種対象年齢の引き下げによる新型コロナウイルス

ワクチン接種事業の経費追加分が主なもので、ま

た、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時

交付金事業において、事業が完了したものについ

ては減額、事業期間が延長されたものにあっては

増額補正をし、改めて事業の組み直しを行ったも

のは追加事業として計上しております。 

 このため補正予算額はなく、事業予算名の下に

財源更正と表示されているものは財源内訳の変更

のみとなりますので、その部分の説明については

省略させていただきますことをあらかじめ御了承

願います。 

 最初に、２款総務費１項１目一般管理費は、冒

頭に説明しました臨時交付金事業の執行残として

２２万円の減額。 

 ３目財政管理費は、令和２年度会計の決算にお

いて繰り越された実質収支額純繰越金のうち、そ

の２分の１以上の額を翌年度に積立てをする地方

財政法第７条の規定に基づいて、財政調整基金に

積立金として２,７００万円を追加。 

 ５目財産管理費は庁舎管理費（臨時交付金事

業）として、事業勘定に伴う執行残３９万円の減

額。 

 ６目電算管理費は、電算管理費として、施設間

ネットワーク回線の増設により電話料、専用回線

通信料で１万５,０００円。総合行政情報システ

ム改修委託料は、制度改正等に対応するための各

種行政システムの改修委託料に４７６万８,００

０円を追加し、事業合計で４７８万３,０００円
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を追加。次に、光ケーブル設置管理費は、西大沼

地区の国道５号拡幅工事により既設の光ケーブル

が支障物件となることから、その移設費用として

光ケーブル等移設工事負担金１５９万５,０００

円を追加。 

 ８目出張所費は、大沼出張所運営費として、敷

地内の除雪委託料に５７万２,０００円を追加。 

 １１目交流推進費は、現在、空席となっている

コンコード町から１０月以降に新しい国際交流員

を迎える関連経費の補正で、赴任旅費として米国

からの交通費及び入国後１５日間の隔離に伴う宿

泊代合わせて４９万３,０００円。住居費とし

て、国際交流員の町内借上住宅に係る災害共済保

険料１万５,０００円。住宅借上料に４０万円を

追加し、事業合計で９０万８,０００円を追加。 

 次に、２項１目税務総務費は、令和４年１月か

ら３月にかけて実施する確定申告業務に対応する

人員の確保として、会計年度任用職員７人分の報

酬に１９６万円、同じく費用弁償として６万円を

追加。償還金、利子及び割引料は１３ページに移

りまして、今後、支出が見込まれる過年度還付金

に２００万円を追加して、事業合計で４０２万円

を追加。 

 次に、３款民生費１項１目社会福祉総務費は、

社会福祉総務費（地域福祉）として、冬期間に町

内会等へ貸出しする小型除雪機の使用前点検・修

繕に機械修繕料として５１万円。役務費は、同じ

く小型除雪機の盗難保険料として６万円を追加。

扶助費は、高齢者等の世帯に対して１世帯当たり

５,０００円のアップル商品券を、福祉灯油とし

て助成する福祉灯油事業助成券購入費に４３０万

円を追加し、事業合計で４８７万円を追加。 

 次に、社会福祉総務費（臨時交付金事業）は、

事業完了に伴い、高齢者・障がい者入所施設職員

等定期ＰＣＲ検査委託料は７１３万９,０００円

の減額。介護施設等新規入所者検査委託料は、７

月末までとしていた事業期間を１２月末まで延長

するもので１５５万円を追加。社会福祉施設等職

員任意検査費用立替払分補助金も同様に、１２月

末までの期間延長に伴い１６５万円を追加し、事

業合計で３９３万９,０００円の減額。 

 次に、重層的支援体制整備事業費は、大中山子

育て支援センターの施設管理用消耗品費として１

万５,０００円を追加。自動車修繕料は、福祉課

が管理する公用車の修繕料に１５万円。役務費

は、大中山子育て支援センターのストーブ分解手

数料として２万円を追加し、事業合計で１８万

５,０００円を追加。 

 次に、６目社会福祉施設費は、社会福祉施設整

備費として、民間介護施設において新型コロナウ

イルス感染拡大の防止を図るための施設改修補助

金で、介護サービス提供基盤等整備事業補助金３

５０万円を追加するものですが、この事業は事業

費と同額の国庫支出金を伴うものでございます。 

 次に、２項１目児童福祉総務費は、委託料とし

て病児保育事業委託料は、国の子ども・子育て支

援交付金の交付要綱改正に伴い、対象事業が拡充

されることから６５万４,０００円を追加。障が

い児保育事業委託料は、今後、新たに対象となる

幼児の増員が見込まれるため３５５万８,０００

円を追加。一時預かり事業委託料は、町内民間保

育所の一時預かり事業開始により１,０７９万７,

０００円を追加。負担金、補助及び交付金は、認

可保育所等において新型コロナウイルス感染拡大

の防止を図るための事業補助金で、保育対策総合

支援事業費補助金１３５万円を追加するものです

が、この事業も事業費と同額の国庫支出金を伴う

ものでございます。 

 次に、保育所等整備交付金は、町内民間幼稚園

の認定こども園化に伴う施設改修交付金で４,１

５８万４,０００円を追加するものですが、この

交付金には事業実施主体が行う施設改修の対象経

費に対して、国が２分の１、町が対象経費の４分

の１を負担するものとなり、補正予算額は国と町

の負担分の合計を交付金として支出するものでご

ざいます。 

 次に、償還金、利子及び割引料は、前年度事業

の事業費の確定により既に交付された国庫支出金

及び道支出金の精算に伴う返還金で、子ども・子

育て支援交付金は２３６万５,０００円。子ども

のための教育・保育給付費負担金は７４３万９,

０００円。子育てのための施設等利用給付費負担

金は２４６万２,０００円の追加で、事業合計で

７,０２０万９,０００円を追加。 
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 １５ページに移りまして、放課後児童対策費

は、学童保育所のストーブ分解手数料として９万

６,０００円を追加。同じく学童保育所の敷地内

の除雪委託料に４５万２,０００円を追加し、事

業合計で５４万８,０００円を追加。 

 次に、２目児童措置費は、大中山保育所運営費

として、主に新型コロナウイルス感染症対策のた

めの消耗品費３１万３,０００円。ストーブ分解

手数料に８万４,０００円。敷地内の除雪委託料

として３１万９,０００円を追加し、事業合計で

７１万６,０００円を追加。 

 次に、４款衛生費１項２目予防費は、母子保健

対策費として予算不足が見込まれる養育医療扶助

費に５８万円を追加。新型コロナウイルスワクチ

ン接種事業は、ワクチン接種の対象年齢引き下げ

に伴う事業費の追加で、集団接種時の協力医師等

への謝礼金に３７４万４,０００円。同じく集団

接種時の補助業務として雇い上げする看護師等へ

の報償金として１０万５,０００円。通常の個別

接種に係るワクチン接種委託料として２,９８８

万５,０００円を追加し、事業合計で３,３７３万

４,０００円を追加。 

 次に、３目環境衛生費は、火葬場及び墓地管理

費（臨時交付金事業）として事業勘定に伴う執行

残８万８,０００円の減額。 

 ４目環境保全対策費は、生活環境対策事業費と

して、本年度は申請件数の増加により今後も追加

の申請が見込まれることから、合併処理浄化槽設

置整備補助金に３４０万円を追加。大沼ネイ

チャーセンター管理費は、１０月から施設を改修

するための管理費で、需用費は消耗品費１１万

４,０００円。燃料費（灯油）７万５,０００円、

プロパン２万円、電気料１２万円、上下水道料２

万４,０００円、施設修繕料に１０万円を追加

し、役務費は電話料９万６,０００円。施設看板

の書換え等の手数料に１９万８,０００円、委託

料は無線ＬＡＮ機器設置等委託料として１９万

８,０００円、内線電話移設等委託料に８万５,０

００円。 

 １７ページに移りまして、使用料及び賃借料は

ＡＥＤの借上料に１万６,０００円。工事請負費

は照明器具交換工事に５１万５,０００円。原材

料費は、駐車場用原材料費に１万２,０００円。

備品購入費は、庁用備品購入費としてウォシュ

レット便座の購入に１５万円を追加し、事業合計

で１７２万３,０００円を追加。 

 次に、５目保健センター管理費は、女子トイレ

のタンクの一部に不具合が生じていることから、

施設修繕料として９万５,０００円を追加。委託

料は、敷地内の除雪委託料に１１万５,０００円

を追加し、事業合計で２１万円を追加。 

 次に、６目健康センター管理費は、施設敷地内

の除雪委託料に１１３万円。備品購入費は、現在

使用中の源泉ポンプが故障した場合のバックアッ

プ用ポンプとして１台分、また、老朽化が著しく

修理も困難なアップル温泉浴室内の床清掃用ポ

リッシャーの購入として３８５万６,０００円を

追加し、事業合計で４９８万６,０００円を追

加。 

○議長（木下 敏） 総務財政課長、ここで休憩

を取りたいと思います。 

 それでは、１時まで暫時休憩いたします。 

午後 ０時０２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。 

 議案第３８号令和３年度七飯町一般会計補正予

算（第５号）の６款農林水産業費からの提案説明

を求めます。 

 総務財政課長。 

○総務財政課長（青山栄久雄） 引き続き提案説

明申し上げます。 

 ６款からとなります。 

 ６款農林水産業費１項３目農業振興費は、農業

支援対策事業費として、新規に農業経営を開始し

た農業者への補助金に、北海道農業次世代人材投

資事業補助金１５０万円を追加。 

 ７款商工費１項１目商工費は、特産品ＰＲ事業

費として、新型コロナウイルスの感染拡大に伴

い、事業中止となったはこだてグルメサーカス関

連予算の減額で、事業合計１６万５,０００円の

減額。事業継続給付金費（臨時交付金事業）は、

事業管理に伴う執行残４,２５０万円の減額。次
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に、飲食店応援券発行事業費（臨時交付金事業）

は、新型コロナウイルスの感染拡大により、厳し

い経営環境に置かれている飲食事業者を応援する

ため、町内の飲食店で使用できる応援券を発行す

るもので、応援券、封筒などの印刷製本費に１４

１万３,０００円。応援券などの発送に伴う郵便

料に６０９万６,０００円。発送用封筒の封入封

緘作業等に伴う手数料に３２万９,０００円を追

加。 

 １９ページに移りまして、換金業務委託料に１

２６万９,０００円。飲食店応援券発行事業交付

金として４,２３０万円を追加し、事業合計で５,

１４０万７,０００円を追加。 

 次に、２目観光費は、新型コロナウイルスの感

染状況を注視しながら、観光地大沼の誘客促進と

地域を活性化させる開催事業の補助金として、観

光振興補助金１００万円を追加。 

 ３目国際交流プラザ管理費は、国際交流プラザ

改修事業費（臨時交付金事業）として、事業完了

に伴う執行残４万２,０００円の減額。 

 ８款土木費１項１目土木総務費は、道路台帳整

備委託料として３４４万３,０００円を追加。土

木作業車管理費は、冬期間の除排雪作業に伴う土

木作業車の燃料費（軽油）に３９７万７,０００

円を追加。自動車修繕料は、土木作業用重機の修

繕料に１００万円を追加し、事業合計で４９７万

７,０００円を追加。 

 ２項１目道路橋りょう維持費維持費は、道路維

持に必要な大型土のう袋等の消耗品費として１８

万２,０００円を追加。除排雪対策費は、冬期間

の除排雪業務に必要な塩化カルシウム等の消耗品

費に１４８万８,０００円。自動車消耗品費は、

除雪車両の冬タイヤ等の購入に３７８万３,００

０円を追加。委託料は、町道等の除雪委託料とし

て１億１,６３０万３,０００円。 

 ２１ページに移りまして、使用料及び賃借料

は、除雪作業用重機等借上料として８８３万５,

０００円を追加し、事業合計で１億３,０４０万

９,０００円を追加。 

 次に、２目道路橋りょう新設改良費は、町道等

単独改良事業費として、地域から待避堆肥場確保

の要望があった本町１３号線の用地測量委託に１

４０万円を追加。工事請負費は、冬期間の凍上対

策としての改良舗装や大雨による災害防止のため

の排水施設整備として、各地区新設改良等工事に

２,６９０万円を追加し、事業合計で２,８３０万

円を追加。 

 次に、３項１目河川費は、河川改良費として、

排水路の決壊が複数箇所ある軍川の下流排水路整

備工事に７００万円を追加。 

 ４項２目公園費は、公園整備管理費として、冬

期間の総合公園管理棟維持管理委託料に１３万

７,０００円。同じく総合公園の敷地内の除雪委

託料に６１万２,０００円を追加し、事業合計で

７４万９,０００円を追加。 

 次に、５項１目住宅管理費は、公営住宅管理費

として、町内各地区の町営住宅内の除雪委託料に

１０４万１,０００円を追加。 

 ９款消防費１項１目消防施設費は、町内で開催

予定だった渡島地方消防総合訓練大会が新型コロ

ナウイルス感染症の影響により中止となったこと

から、不用額となった町負担分の負担金１８万

７,０００円の減額。 

 ２目災害対策費は、災害対策費（臨時交付金事

業）として、事業完了に伴う執行残３万８,００

０円の減額。防災行政無線整備管理費は、町内各

地区に設置工事中の防災行政無線のうち、１２施

設について電気引込み工事が発生することとなっ

たため、その負担金に３７万６,０００円を追

加。 

 １０款教育費１項２目事務局費は、事務局費

（学校庶務）として、新型コロナウイルスの感染

拡大の影響により、香川県三木町小学生との相互

交流事業が中止となっている現状で、新たな交流

事業として、それぞれの地元食材を使用した給食

交流事業を実施するため、その事業補助金に６８

万円を追加。事務局費（臨時交付金事業）は、２

３ページに移りまして、新型コロナウイルス感染

症の影響により、予定していた町立学校の修学旅

行が中止、または延期となった場合に発生する旅

行代金のキャンセル料について保護者等の経済的

な負担を軽減するため、中止、または延期となっ

た場合のキャンセル料として１６７万７,０００

円を追加。スクールバス運行費（臨時交付金事
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業）は、新型コロナウイルス感染症対策として実

施中のスクールバスの増車運行について、９月末

までの実施期間を１２月末まで延長するもので３

４１万４,０００円を追加。学校教育公用車管理

費は、自動車消耗品費として、学校教育課が管理

する公用車の冬タイヤの購入に５万８,０００円

を追加。 

 ２項１目学校管理費は、校舎等営繕費（小学

校）として、今後の修繕に対応するため６６万

１,０００円を追加。委託料は、各小学校の敷地

内除雪委託料として１４１万２,０００円を追加

し、事業合計で２０７万３,０００円を追加。次

に、校舎等営繕費（臨時交付金事業）、事業完了

に伴う執行残１９万８,０００円の減額。 

 ３項１目学校管理費は、校舎等営繕費（中学

校）として、七飯中学校及び大中山中学校の体育

館電気器具の修繕のほか、今後見込まれる分とし

て６２万２,０００円追加。委託料は、各中学校

の敷地内除雪委託料として７２万８,０００円を

追加し、事業合計で１３５万円を追加。 

 次に、４項１目社会教育総務費は、生涯学習事

業費として、報償費は来年１月実施予定の成人式

開催に伴う記念品代に２４万２,０００円を追

加。需用費は、同じく成人式の消耗品費１０万

１,０００円。印刷製本費に１２万５,０００円を

追加し、事業合計で４６万８,０００円を追加。 

 次に、２目文化振興費は、図書室管理費とし

て、図書室のストーブ分解手数料に２万９,００

０円を追加。公民館管理費は、各公民館のストー

ブ分解手数料に９万２,０００円。委託料は、各

公民館の敷地内除雪委託料として１９３万１,０

００円を追加し、事業合計で２０２万３,０００

円を追加。 

 次に、３目社会教育施設振興費は、文化セン

ター管理費として、敷地内の除雪委託料に３８万

６,０００円を追加。２５ページに移りまして、

大中山コモン管理費は、敷地内の除雪委託料とし

て９９万９,０００円を追加。大沼婦人会館管理

費は、冬期間の除雪等に伴う施設維持管理報償費

に１７万円を追加。委託料は、敷地内の除雪委託

料として６６万９,０００円を追加し、事業合計

で８３万９,０００円を追加。社会教育施設管理

費は、冬期間の除雪等に伴う施設維持管理報償費

に６８万４,０００円を追加。委託料は、敷地内

の除雪委託料として１１３万円を追加。備品購入

費は、東大川振興会館の石油暖房器の老朽化が著

しいことから、その購入費に９万１,０００円を

追加し、事業合計で１９０万５,０００円を追

加。 

 次に、４目文化財保護費は、歴史館管理費とし

て、敷地内の除雪委託料に７万２,０００円を追

加。 

 ５項１目保健体育総務費は、スポーツ合宿事業

費として、新型コロナウイルス感染症の影響によ

り、プロサッカーチームなど一部の実業団合宿が

中止となったことに伴う不用額の減額で、事業用

賄費が１４万１,０００円。自動車借上料が１９

３万６,０００円を減額し、事業合計で２０７万

７,０００円の減額。次に、体育施設管理費は、

施設修繕料として、大中山地域体育館及びスポー

ツセンターの各設備の修繕料に２５万３,０００

円を追加。体育施設管理費（臨時交付金事業）

は、事業完了に伴う執行残２７万３,０００円を

減額するものでございます。 

 続きまして、７ページの歳入にお戻り願いま

す。 

 １０款地方交付税１項１目地方交付税は、普通

交付税として、令和３年度の普通交付税決定額に

より、このたびの補正用財源収支調整分として２

億円を追加するものでございます。 

 次に、１４款国庫支出金１項２目衛生費国庫負

担金は、保健衛生費負担金として、歳出の増額に

伴う２分の１の国庫負担分として、養育医療給付

費負担金に２１万５,０００円。新型コロナウイ

ルスワクチン接種負担金は、追加のワクチン接種

事業に係る経費の減額で３,３７３万４,０００円

を追加。 

 ２項１目総務費国庫補助金は、総務管理費補助

金として、新型コロナウイルス感染症対応地方創

生臨時交付金の追加交付により５２５万１,００

０円を追加。 

 ２目民生費国庫補助金は、児童福祉費補助金と

して、子ども・子育て支援交付金は、交付要綱の

改正に伴う補助金の増額分として４０１万円。保
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育対策総合支援事業補助金は、新型コロナウイル

スの感染拡大防止に係る対策事業として、認可保

育所等へ支出する歳出と同額の１６０万円。保育

所等整備交付金は、民間幼稚園の認定こども園化

に伴い、事業実施主体が行う施設の改修費の２分

の１の交付金で２,７７２万３,０００円を追加。 

 ３目衛生費国庫補助金は、保健衛生費補助金と

して、歳出の電算管理費において計上しておりま

す総合行政情報システム改修委託料に係る補助と

して、健康診査情報標準化整備事業補助金２４２

万１,０００円を追加。 

 ６目商工費国庫補助金は、観光費補助金とし

て、観光振興補助金に係る補助率２分の１の補助

で、地方創生推進交付金５０万円を追加。 

 １５款道支出金１項２目衛生費道負担金は、母

子保健衛生費負担金として、国庫負担金と同様に

歳出の増額に伴う４分の１の道負担分として、養

育医療給付費負担金１０万８,０００円を追加。 

 ２項２目民生費道補助金は、社会福祉費補助金

として、福祉灯油事業に係る補助として地域づく

り総合交付金６０万円。介護サービス提供基盤等

整備事業交付金は、民間介護施設における新型コ

ロナウイルス感染拡大の防止対策として実施する

施設改修補助金と同額の３５０万円を追加。児童

福祉費補助金は、子ども・子育て支援交付金とし

て国庫補助金と同額の４０１万円を追加。 

 ４目農林水産業費道補助金は、農業費補助金と

して、北海道農業次世代人材投資事業補助金とし

て、歳出同額の１５０万円を追加。 

 ５目土木費道補助金が土木費補助金として、軍

川下流排水路整備工事に係る２分の１の補助とし

て３５０万円を追加。 

 １９款繰越金１項１目繰越金は、前年度繰越金

として、地方財政法第７条の規定に基づいて積立

てを行う財政調整基金積立金の２,７００万円分

を含む２,７１１万８,０００円を追加。 

 ２０款諸収入５項４目雑入は、諸実費徴収金と

して、養育医療費一部負担金１５万１,０００円

を追加。 

 ９ページに移りまして、雑入は、横津岳連絡道

路除雪経費負担金として１,５１９万１,０００円

を追加。 

 ２１款町債１項２目土木債は、道路橋りょう債

として、町内各地区の新設改良等工事に伴う町債

として、町道単独改良整備事業債２,６３０万円

を追加。河川債は、軍川下流排水路整備事業債と

して２６０万円を追加するものでございます。 

 続きまして、この町債の追加に伴う地方債補正

の説明といたしまして、３ページにお戻り願いま

す。 

 第２表地方債補正でございます。 

 変更となるのは、町道単独改良整備事業及び軍

川下流排水路整備事業で、歳出予算の増額に合わ

せ限度額を４,６００万円から７,２３０万円に、

５００万円から７６０万円にそれぞれ変更するも

のでございます。 

 なお、起債の方法、利率、償還の方法につきま

しては、議案に記載のとおりでございます。 

 提案説明は、以上でございます。よろしく御審

議を賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（木下 敏） これより、質疑を許しま

す。 

 平松俊一議員。 

○３番（平松俊一） 何点かお尋ねをします。 

 一般の１８ページの中の備品購入、この中で健

康センター用の備品購入費が３８５万６,０００

円、ポリッシャーという説明がありましたけれど

も、何台御購入になったのか、この説明をお願い

します。 

 それから、次のページで土木費の中の土木総務

費、１２の委託料で道路台帳の整備委託料、これ

は昔からあるのですけれども、これはマイクロ

フィルムなのか、それともＣＡＤか何かで新しい

方式になっているのか、そこの説明をお願いした

いと思います。 

 また、次の２２ページですが、消防費の中の災

害対策費、防災行政無線、金額少ないのですけれ

ども、１３項目の１２施設に電気が必要になった

という御説明だったと思うのですけれども、これ

は仮設の電源を取ったという説明なのかなと思う

のですが、ちょっとこの説明、詳しくお願いした

い。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 福祉課長。 
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○福祉課長（村山德収） それでは福祉課から、

一般の１８ページの健康センター管理費の備品購

入でございますが、こちら温泉の源泉のポンプの

予備を１台購入するものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 土木課長。 

○土木課長（佐々木陵二） 委託費のマイクロか

どうかという御質問でございますが、２年ほど前

から手書きでもともと書いておりましたけれど

も、書き手がいないということで、今、全て電子

化となっております。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 情報防災課長。 

○情報防災課長（若山みつる） それでは防災行

政無線の負担金の３７万６,０００円の内容でご

ざいます。 

 １２施設につきまして、現在、整備してござい

ます防災行政無線の鉄柱に供給される電源の話で

ございます。通常であれば建物から電源の線を延

ばして柱に電源を供給するところなのですが、建

物から離れた場所等がございまして、建物から延

ばせないという箇所につきまして、北電柱から新

たに引込みを行う１施設２引込みということで、

２引込み目以上からは利用者の負担ということに

なりますので、１２施設分につきまして今回補正

させていただくということでございます。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 福祉課長。 

○福祉課長（村山德収） すみません。それでは

源泉のポンプを予備用ポンプでございます。それ

を１台購入させていただくというものでございま

す。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 平松俊一議員。 

○３番（平松俊一） すみません。聞き違えたの

かね。ポリッシャーと聞こえたのですけれども、

ポンプだったのですね。それ確認をしたいと思い

ます。温泉でポリッシャーと言えば、洗浄するた

めの装置かなというふうに聞いたので、ポンプだ

ということであれば、それは了解ですので、もう

１回その確認だけお願いします。 

 台帳のほうは電子化、これは了解しました。 

 それから、防災行政無線の工事の中で引込み線

というのは、それ設計が落ちていたという話なの

ですか。それとも何か当初発注したときから条件

が変わって、電線の引込みが新たに必要になった

ということなのか確認をさせてください。 

○議長（木下 敏） 福祉課長。 

○福祉課長（村山德収） すみません。先ほど、

ポンプの説明はしたのですけれども、この金額の

中にほかにポリッシャー、床の掃除用のポリッ

シャーも１台含まれて３８７万円ということで購

入させていただくと。 

○議長（木下 敏） 情報防災課長。 

○情報防災課長（若山みつる） それでは、今の

引込みの話でございますが、設計段階では建物か

ら電線をまわす等で考えてございましたが、実際

建てたときに予定していた場所からいろいろな現

地の関係上、ずらすということが生じた場所につ

きまして、建物から離れた位置になるというとこ

ろから、今回、北電さんから真っすぐ引込みをそ

の柱にするというところで追加になったというこ

とでございます。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 平松俊一議員。 

○３番（平松俊一） ポリッシャーはもう買った

ということなのですね、そうしたらポンプとポ

リッシャーの金額を説明してください。 

 それと、最後の防災行政無線の建物から引くは

ずだったものが、鉄塔の場所が変わったので、新

たに北電から引込み線が必要になったという御説

明だと思うのですけれども、それが１２施設なの

ですか。結局、その管理というのは、今後、どう

いうふうになってくるのかですよね。 

 誰かが、北電のメーターをチェックに来て、役

場に請求を上げてくるというような形が１２施設

増えることになるのかなと、その確認をお願いし

ます。 

○議長（木下 敏） 福祉課長。 

○福祉課長（村山德収） 健康センターの備品の

内訳でございますが、予備温泉源泉ポンプ１台で

３６９万６,０００円、そして浴室床清掃用ポ

リッシャー１台、２３万８,７００円となってい

るものでございます。 
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 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 情報防災課長。 

○情報防災課長（若山みつる） １２施設の新た

に電線を引き込みます鉄塔の管理等につきまして

は、引込みが１本増えるわけですから、メーター

も当然１個増えるということになりまして、その

電気料につきましては防災行政無線の維持費とい

たしまして、こちらに請求して支払いしていくと

いうような形になります。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） ほか質疑ございませんか。 

 上野武彦議員。 

○９番（上野武彦） それでは何点か質問させて

いただきます。 

 最初は１４ページ、１４ページの社会福祉総務

費の中の福祉灯油事業助成券購入費ということ

で、４３０万円ということになっておりますが、

これは補正としての提案なのか。当初予算に対し

てはこのままなのか、その辺についてまずお聞き

したいなというのと、それから対象人数、それに

ついても伺いたいと思います。 

 それから、２点目に保育所等整備交付金、これ

について対象の保育所で……。 

○議長（木下 敏） 上野議員、ページも言って

もらえれば……。 

○９番（上野武彦） すみません。同じページで

１４ページの児童福祉総務費になります。この中

の保育所等整備交付金ということで、４,１５８

万４,０００円ということになっておりますが、

対象の保育所、そしてその施設整備の内容といい

ますか、これはコロナとの関係があるのかどう

か、その辺についても含めてお伺いしたいなと。 

 それから、一般の１６ページになります。ここ

で新型コロナウイルスワクチン接種で集団接種の

取組ということで、対象年齢の引き下げもという

ことなのですけれども、ここで行う集団接種の対

象年齢と人数などについてお伺いしたいと。 

 それから、これは後で出てくると思うのですけ

れども、一般の１８ページ、飲食店応援券発行事

業費ということで事業計画が出されております。

５,１４０万７,０００円ということなのですが、

これに関して具体的な内容はこれから出されると

思いますけれども、大まかにこの事業はどのよう

な内容になるのか、まずお伺いしたいと思いま

す。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 福祉課長。 

○福祉課長（村山德収） それでは一般の１４

ページ、社会福祉総務費（地域福祉）の扶助費、

福祉灯油事業助成券購入費でございます。こちら

４３０万円については、当初予算では計上してお

りませんので、今回補正で全額、今、全事業費を

補正させていただいたというところでございま

す。（「人数」と発する声あり） 

 あと、対象者数でございますが、対象世帯とし

ましては８６０世帯分を計上させていただいてい

るというところございます。 

 以上でございます。 

○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） それでは、

１４ページの保育所等整備交付金について御説明

をいたします。 

 これにつきましては、対象施設の名称は、七飯

マリア幼稚園ということでございます。この幼稚

園が認定こども園化することによっての必要箇所

の整備ということで、主に保育所部分の整備とい

うことの対象箇所になります。 

 続きまして、１６ページの新型コロナワクチン

の接種の内容でございます。集団接種に関しまし

ては、年齢が１２歳まで引き下げられたというこ

とがありまして、対象となる人数につきまして

は、対象年齢は１２歳以上全ての方が対象になり

ます。 

 また、集団接種の受付人数としましては、土曜

日・日曜日に開催予定でございまして、両日を合

わせておおむね８３０名程度を予定しているとい

うことで、この内容の予算計上をさせていただい

ております。 

 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） 私のほうからは、

１８ページの飲食店応援券発行事業費の概要につ

きましては御説明させていただきます。 

 こちら事業の目的といたしましては、新型コロ
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ナウイルス感染症の感染再拡大により、外出等自

粛の影響で厳しい経営環境におかれている飲食事

業者を応援するものでございまして、これらの店

舗で使用することができる飲食店応援券を発行す

るものでございます。額面は５００円を６枚つづ

り、１世帯単位で３,０００円として配布を行い

ます。そして配布対象になります世帯数は１万

４,１００世帯を想定してございます。 

 また、本券の使用に当たりましては、取扱事業

者を公募いたしまして、さらに感染症の拡大防止

対策をしっかりと行っていただくということを条

件といたしまして、実施してまいる予定でござい

ます。 

 本券の使用期間につきましては、配布開始おお

むね１０月下旬頃を予定しておりまして、それか

ら翌年度、令和４年の２月上旬までを想定してお

ります。 

 また、これら使用された応援券の換金作業につ

きましては、町内の金融機関を指定してまいる予

定でございます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 民生部長。 

○民生部長（杉原 太） 先ほど、子育て健康支

援課長のほうから答弁ありましたけれども、保育

園の関係につきまして、私のほうからも内容につ

いて御説明いたします。 

 マリア幼稚園でございますけれども、現在、１

６０名の幼稚園ということなのですけれども、幼

保一元化に施設移行するということで、この整備

によって保育所機能がつきまして、保育所の園児

については３５名、幼稚園の子供さんについては

４５名ということで、８０名の認定こども園の施

設に改良するということで、このことによってゼ

ロ歳から２歳までの部分の保育園機能が設備され

ますので、待機児童対策にも有効だというような

状況でございます。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 上野武彦議員。 

○９番（上野武彦） まず、福祉灯油に関して、

追加された予算だということなのですが、この追

加理由といいますか、これはどうなのか。例え

ば、コロナ禍において収入が減少した世帯が増え

たとか、そういう理由が何かあると思いますの

で、その辺についてちょっと説明いただきたいな

というふうに思います。 

 それから、１８ページの飲食店応援券発行事業

に関してですけれども、今回は、この対象の店と

いうのは地域の限定はないのか。例えば、住んで

いる地域から大沼は何店舗だとか、前にそういう

ようなことありましたけれども、全く対象店舗は

自由に選んで利用できるということなのか、その

辺についてもう一度お願いします。 

○議長（木下 敏） 福祉課長。 

○福祉課長（村山德収） それでは、一般１４

ページの福祉灯油事業助成券購入費でございます

が、こちらの今年度の当初予算は、予算を計上し

ていないゼロ円でございます。そして今回、冬期

の予算の対応というところで初めて４３０万円追

加というか、計上させていただいたというもので

ございますので、御理解のほどよろしくお願いし

ます。 

 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） 飲食店応援券発行

事業費の関係でございますが、このたびの応援券

につきましては、使用できる地区は町内というこ

とで、それ以外の制限はございません。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 民生部長。 

○民生部長（杉原 太） 認定こども園、幼稚園

から保育園機能を追加するという部分につきまし

ては、コロナということではなくて少子高齢化に

対応して、ゼロ歳から３歳未満児の保育園を求め

る需要が高まっているということと、それから幼

稚園の部分でいきますと、どちらかというと保育

園のほうがニーズが高まっているということで、

事業の展開を認定こども園という形で切替えると

いうことですので、御理解いただきたいというふ

うに思います。 

○議長（木下 敏） 上野武彦議員。 

○９番（上野武彦） 福祉灯油、今年度初めての

計上ということなのですけれども、従来、対象者

に対して予算計上が半分くらいの予算の計上とい

う形が行われてきたわけですけれども、今回はど
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ういうふうになっているのか。この８６０世帯と

いうのは、従来、倍くらいの本来の対象者がいる

のだけれども、実態が実際の需要といいますか、

利用する人数が少ない、世帯が少ないということ

で、予算計上が本来の対象世帯の５０％程度の計

上ということが行われてきたのですが、今回はど

ういうふうになっている。 

○議長（木下 敏） 福祉課長。 

○福祉課長（村山德収） それでは１６ページの

福祉灯油でございますが、こちら今回４３０万円

の計上の考えでございますが、昨年度においては

８４０世帯分で計上しておりましたが、実績とし

ては８４９世帯というところで、予算を超えて申

請があった状況でございます。そういったとこ

ろ、今回も申請状況が増加すると見込まれるとい

うことで、令和２年度の予算より２０世帯多く８

６０世帯で計上させていただいております。 

 先ほど言ったとおり、議員のおっしゃられたと

おり、対象となると想定される世帯のおおよそ５

０％ぐらいの形で毎年推移してございますが、

年々少しずつ上昇しているというのが現状でござ

います。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） ほか質疑ございませんか。 

 田村敏郎議員。 

○５番（田村敏郎） それでは３点ほどお聞きし

たいと思いますけれども、まず１点目でございま

すけれども、これは確認でございます。 

 財調の積立金が２,７００万円ということで、

ほかの基金についてはしないという認識でよろし

いかということです。これ１２ページ。 

 それから、１４ページの福祉灯油の関係でござ

いますけれども、これは既に申請をして８４９人

の９世帯というのですか、応募があったというこ

とで、予算計上は８６０世帯、５,０００円で割

ればそうなりますけれども、１００円として５０

リッターお渡しするというそういう制度だと思う

のですけれども、そこら辺がどうなのか。５０

リッターで、今、非常に経済的にも厳しいコロナ

禍で、そういう中でこのままでいいという考えな

のか、その確認でございます。 

 それから、申請が８４９人あったと。前回・

前々回もしわかれば、申請して実際使用した世帯

というのですか、人員というのですか、使用率と

いうのですか。町としては渡すのだけれども、実

際それが生かされているのかどうかというのをど

ういうふうに確認しているのかどうか。あるいは

アップル商品券でお渡ししているというような先

ほど話ありましたけれども、それでもいいので、

具体的に今申しましたように灯油、使用している

のかどうかというのがどういう確認をしているの

か、ちょっとそこを教えていただきたいと思いま

す。 

 それから、２０ページ、観光振興補助金１００

万円でございます。１９ページに特定財源、国か

ら５３万２,０００円、町が４６万８,０００円、

これで１００万円ということなのですけれども、

私ちょっと分からないのは、一般の８ページに観

光補助金５０万円の歳入の補正があるということ

で、これからいけば３万２,０００円合わないの

かなと。これ財源更正だとかぼかしていますの

で、そういう形なのか、ちょっとこれだけでは分

からないものですから、歳入が５０万円に対して

財源内訳が５３万２,０００円と４６万８,０００

円ということで、ちょっとそこら辺を説明いただ

きたい。 

 それから、今年度の当初予算の編成時に、非常

にコロナ禍に関しての事業展開というのを慎重に

やられてきたと思うのですよ。かなり事業を抑え

たり、あるいは中止にしたりということで、そう

いう中で今回観光振興補助金１００万円を出し

て、まずどこが主催してやるのか、いつやるの

か。そして町が補助金を出すということは、コロ

ナ禍の中でもある程度の条件がクリアできれば、

大丈夫だという判断したと思う。それで補助金を

出していると思うのですけれども、実際、４月の

年度初めのそのときの慎重なコロナ禍の状況と、

今のコロナ禍の状況がどういうふうに変わってそ

ういう判断をされたのか。 

 私は、むしろ札幌だとか大都市は別にして、こ

ういう町村、市町村がだんだんだんだんコロナ

禍、七飯も先週十何人とか、先々週何人とか出て

いますけれども、だんだん郡部に広がってきてい

る中で、こういう判断をされたということは道の
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指針にもありますけれども、どういう考えで、そ

して４月の当初とどういうふうにコロナ禍の環境

が変わって、そういう判断されたのか教えていた

だきたい。 

 そして主催者のほうに、町としてどのような対

策を指示したのか、それも補助金を支出する際、

こういう条件ですよというのをテレビにもいろい

ろ出ましたよね。それで問題になりましたけれど

も、どういったような指示をしたのか。 

 それから、参加者は１００名程度ということだ

と思うのですけれども、町内のみなのか、あるい

はほかの全国という話になればとんでもないあれ

になりますけれども、それは考えていないと思う

のですけれども、道内であればある程度、また札

幌だとかほかの市ということは問題に、特定措置

地域というのですか、そういういろいろな問題が

出てくると思うのですけれども、ここら辺の考え

方をどういうふうに町としてはお示しになったの

か、そこら辺を伺いたいと思います。 

○議長（木下 敏） 総務財政課長。 

○総務財政課長（青山栄久雄） １点目の財政調

整基金の２,７００万円の積立てですけれども、

これは地方財政法第７条第１項による積立てで、

９月に定例会で補正予算計上させていただいたも

のであります。また、ほかの基金については今後

３月の定例会ですか、補正予算として各歳入の減

額補正なり歳出の減額補正に伴って、ほかの基金

については運用益とともに計上していきたいと考

えていますが、今の段階では財政調整基金、後ほ

どほかの基金を原資として積み立てる。原資プラ

ス運用益を積立てていきたいということになりま

す。 

 先ほど、観光費の財源更正ということで１００

万円追加に対して、国・道支出金５３万２,００

０円、一般財源４６万８,０００円。１００万円

に対して５０万円までの説明がされておりますけ

れども、こちら新型コロナウイルス感染症の対応

地方創生臨時交付金事業に伴いまして、下のペー

ジで行きますと２０ページに、団体旅行誘客促進

事業と宿泊促進事業の臨時交付金事業、二つが該

当しておりますが、一番上の団体旅行誘客促進事

業については、事業費は変わらず１,２０５万円

ですけれども、これに充当される交付金がこれら

の今、減額・増額、または事業追加に伴いまし

て、上については１万５,０００円増加、さらに

その下の宿泊促進事業の臨時交付金事業について

は、この事業もまだ継続中というか、実施中なも

のですから、事業費合計は１,４００万円で、こ

れに対しての財源充当が１万７,０００円変化し

て、これらが３万２,０００円増加したことに

よって、４６万８,０００円となります。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 福祉課長。 

○福祉課長（村山德収） それでは、一般１４

ページの福祉灯油事業助成について説明申し上げ

ます。 

 こちらの助成事業については、町の条例に基づ

き実施しており、申込み受付が毎年１１月１日か

ら申請を受け付けるという形でございます。８４

９世帯は昨年度の実績でございまして、昨年度は

令和２年度ですけれども、８４０名の予算に対し

て８４９名が申請していただいたというところ

で、コロナ禍もあり、人数が増えたのかなという

ふうには分析してございます。 

 また、５,０００円が妥当なのかどうかという

ところでございますが、こちらも５,０００円に

ついては条例制定する際に、いろいろと皆さんと

新規で条例制定するものですから、いろいろな考

えを皆さんと議論していただき、決定した金額で

ございます。 

 また、こちら灯油だけではなく、ガスであった

りとか電気であったりと、暖房のものの一部の助

成という形でございますので、そういった意味で

は５,０００円が妥当かどうかというところでご

ざいますが、全道のこれ道の補助金でございます

ので、増の状況、全道の状況を見ると、大体七飯

町規模・クラスの自治体には大体このぐらいの金

額の助成を行っているのかなというところで、妥

当ではないのかなというふうに思ってございま

す。 

 また、アップル商品券交付後の使用の追跡とい

うのですか、調査というのですか、そちらについ

ては当課のほどは全く行っておりませんので、交

付された後、その方が使っているのか使っていな
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いのかというのは、押さえていないという状況で

ございますので、御理解のほどよろしくお願いい

たします。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 商工観光課長。 

○商工観光課長（福川晃也） 私のほうから、観

光振興補助金につきまして御答弁をさせていただ

きます。 

 まず、御質問の実施時期につきましては、１０

月の中旬から１１月の上旬をめどに予定をしてご

ざいます。 

 また、こちらの実施の主体につきましては、七

飯大沼国際観光コンベンション協会ということで

御理解いただきたいと思います。 

 また、現在、北海道におきましては緊急事態宣

言下ではございますが、札幌等は非常に厳しい感

染防止対策を実施しているところですが、七飯町

につきましては、その一段階手前のところでイベ

ント等につきましてもある程度の指針のもと、実

施ができる状態となってございます。 

 新型コロナウイルスの感染状況は、刻一刻と変

化をしているところでございますが、こういった

地域の観光施設のための事業費でございますの

で、まずは補正予算を御提案申し上げて、この実

施につきましては、その時事の状況をきちっと把

握しながら決定をしていきたいと考えてございま

す。 

 参加範囲につきましては、こういった状況から

道外とか、そういった緊急事態宣言下にあるとこ

ろからの参加ということには現在のところなりま

せんので、そういった地域は不要不急の外出自粛

等の制限下にございますので、そういったことか

ら七飯町民を対象としたイベントとして実施する

という予定でございます。 

 また、当初予算には新型コロナウイルス感染症

の影響が不透明であるといったところで、そう

いった事業費はほぼほぼ全て予算計上を見送って

いるという状況でございますが、今、これだけ新

型コロナウイルスの影響が長引いており、地域経

済の支援のためにはこういった事業を打ち出して

いくということも必要と考えてございます。 

 一定の制限の中、実施できるイベントがどのよ

うなものなのか、当然、感染予防対策には徹底を

していただく。例えば、このたびの観光振興補助

金につきましては、屋外でのウオーキングイベン

トを予定しておりまして、例えば参加される方に

つきましては参加時間をそれぞれずらす、スター

ト時間をそれぞれずらす、密にならないような対

応、それから参加者名簿を管理して、万が一の際

にも追跡調査を迅速に対応できるといったような

さまざまな感染予防対策を施して、万全を期して

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） 田村敏郎議員。 

○５番（田村敏郎） まず、福祉灯油の関係です

けれども、実態は分かりましたけれども、前回と

いいますか、８４９人の申請があったということ

で、ここら辺で何世帯というのですか、何人とい

うかちょっと分からないですけれども、そこら

辺、何人使われたというのは分からないというこ

とですよね。 

 これはちょっと私も勉強不足で申し訳ないので

すけれども、申請あったら送るのですか、それと

も取りに来てもらうのですか、それ確認しておき

たいと思います。 

 それから、観光振興補助金の関係ですけれど

も、これについては、今、１０月中旬から１１月

というようなそういう話ですけれども、通常補助

金を出すという場合は、いつどこで、そういうも

のをどういう形でという要綱というのですか、こ

ういうものがはっきりしないものに対して、例え

ば開催時期が１０月中旬から１１月初旬とか中旬

とか、それでも町としては補助金をやはり出して

いくという考え。町としては地域の、あるいは経

済の振興を図るのだと、分かりますけれども、補

助金の支出の要件そのものがそういう不安定な部

分で、特にこういうコロナ禍の状況においては、

要綱だとか、しっかりしたものを町が検討して、

では１００万円出しましょうという話になるの

か。これは町も一緒にやるから、その時期来たら

やりましょうという考えなのか、なかなかこうい

う表現をされてしまうと、本当に町がお金を出す

ということは責任もあるということなのですよ

ね。だから、これはコンベンションで補助金も
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らってやるのだから、コンベンションだというこ

とではなくて、これで大丈夫だというから補助金

を町は出すと思うのです。 

 したがって、もう少し詰まった話をしていただ

かないと、何となく地域振興、あるいは観光振

興、そういったようなものだからまあいいかみた

いな感じであれば、万が一の時は取り返しつかな

いと思うのです。今だからこそ、今まで以上の

しっかりとした要綱の精査をして、補助金を出す

というそういう考え方があってしかるべきだと私

は思うのですけれども、そこら辺の考えをもう一

度お願いします。 

○議長（木下 敏） 福祉課長。 

○福祉課長（村山德収） それでは、１６ページ

の福祉灯油の詳細でございますけれども、福祉灯

油、申請ございまして、決定したらアップル商品

券で送りますけれども、アップル商品券は６か月

の使用期限でございますので、申請決定したらす

ぐアップル商品券購入して、私どものほうで商品

券６か月ですよと、あと使える場所等いろいろ入

れて、書留で送付させていただいているのが現状

でございます。 

 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） 今、実施時期も定

まっていないのにというような御質問であったか

と思います。 

 先ほど、御答弁申し上げましたとおり、このた

びの観光振興補助金につきましては、新型コロナ

ウイルス感染症に対する今後のイベントの実施の

在り方とか、そういったものも一緒に実証できる

のではないかというところも考えてございます。 

 昨今、つい先日、今日につきましても北海道に

おける緊急事態宣言が延長になるだろうというよ

うなお話になってございます。こういった日々、

その状況が変わっていく中にあって、現在におけ

る実施時期の特定というのはなかなか困難ではな

かろうかと考えてございます。 

 また、その宣言とまん延防止等、その種々の状

況によりましては、イベントの開催の制約もそれ

ぞれ変わってくると思います。今の状況であれ

ば、このたびのイベントは開催可能であると考え

ております。もちろん実施に当たりましては、当

然、感染予防対策を徹底していくというのが前提

になりますので、そのあたりはしっかりとコンベ

ンション協会等と協力しながら実施してまいりた

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） 田村敏郎議員。 

○５番（田村敏郎） 今、答弁ありましたけれど

も、例えば、今回これを実施をするなんていうの

は、まさに私は参加する人を愚弄していると思う

のですよ。絶対安全だから来てくださいというの

が、地元でやるイベントだと思うのですよ。これ

を足がかりにいろいろなことをやっていくのだと

いう話であれば、これはちょっと私は問題あると

思うのですね。気持ちは分かりますよ。だけれど

も、今、これだけ大変ないろいろな変異株が出て

きて、だんだん函館も大変だ、七飯にも出てきて

いる、どこにも出てきているという中で、むしろ

コロナの感染の状況をコントロールできるような

そういう場面にならなければ、実施は慎重にしな

ければならないのではないかと思う。 

 ４月当初は、まさにそういうことだったのです

よね。私も言いましたけれども、経済も回さなけ

ればだめでないのかと、慎重にやるべきなのだ

と。それ今は前よりもいろいろな意味で、変異株

だとか出てきて、地元にもたくさんの数の感染者

が出ようとしているかもしれない。そういう中で

こういうことをやるというのは、やはりちょっと

私は理解に苦しむのですけれども、そこら辺もう

一度考え方を教えてください。 

○議長（木下 敏） 商工観光課長。 

○商工観光課長（福川晃也） 御答弁申し上げた

いと思います。 

 万全を期していく、人知を尽くすというのは前

提であります。そして先ほども申し上げましたと

おり、国または道のそういった制約、基本的な方

針、それに沿った形でやるのも当然必要なこと

で、今回の場合はまさにそれに合致して、しっか

りと感染予防対策をやっていこうということで考

えております。 

 また、現在、御指摘のとおり、町内でも新型コ

ロナウイルス感染症の感染事例が増えてきている
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というのはごもっともでございますが、これを

もって全ての経済対策等を行わないということに

はならないと考えてございます。当然、実施する

かしないかは、ぎりぎりまで状況を確認させてい

ただくことは御理解いただきたいと思いますし、

また、今回今までも当初予算も含めまして補正計

上した事業費につきましても、その状況状況によ

りましては実施ができない。３月に整理をさせて

いただくということは、多々あると思いますの

で、こういった状況にある中、地域の皆さんの生

活を守る、それから経済をどうにか浮上させてい

くという考え方に基づきまして、実施をしてまい

りたいと思いますので、ぜひ御理解のほどよろし

くお願いいたします。 

○議長（木下 敏） ほか質疑ございますか。 

 畑中静一議員。 

○７番（畑中静一） 今、質疑を聞いていて、質

問するつもりはなかったのですけれども、田村議

員の質問の中で福祉灯油の部分ございました。質

問していたのがあるのですけれども、それは

ちょっと確認なのですけれども、８６０世帯、そ

して金額が５,０００円、そしてまた、それは

アップル商品券でというふうなことでしたのです

けれども、そのアップル商品券でしたら、例えば

福祉灯油、灯油買わなくても別なもの買ってもい

いという考えですか、どうですか、その辺まず一

つ。 

 それからもう一つは、なぜ私、質問するかとい

うと、田村議員が質問したときに、この使った８

６０世帯に送るのだけれども、後でそれを調べて

はいないというような答弁がございましたのです

けれども、それでそういうものかなと。やはり福

祉灯油という部分で確保しているのですから、そ

ういったものをきちっと確かめるべきではないか

なというふうに思ったものですから、その辺のお

考えをお尋ねします。 

○議長（木下 敏） 福祉課長。 

○福祉課長（村山德収） 今の畑中議員からの１

４ページの福祉灯油でございますけれども、こち

らアップル商品券で給付する条例を制定する際に

も民生文教常任委員会のほうにも、アップル商品

券で交付することの是非を問われました。 

 そういった中で、アップル商品券で交付するこ

とのまずは意味なのですけれども、七飯町内でも

灯油とかはアップル商品券で購入できるところも

たくさんあるというところで、まずは町内で消費

してもらうというのが大前提でございます。そう

いったところで、アップル商品券いろいろ出て、

交付してしまって、その後アップル商品券財布か

ら出すときに、たまたま現金で買う人もいるだろ

うし、クレジットカードで買う人もいるかもしれ

ないでしょうけれども、そこの５,０００円につ

いてはアップル商品券で灯油であったりとか、例

えばそこで燃料代をアップル商品券で絶対払えよ

という縛りではないので、１回懐に入ってしまっ

て、財布に入ってしまえば同じという考えであり

ますので、まずはその分、相当分をアップル商品

券で交付して、アップル商品券は七飯町内で使っ

ていただくという経済関係も含めた形のものであ

るという形で、御理解していただきたいなと思っ

ております。 

 また、そういう使い方なものですから、アップ

ル商品券がガソリンスタンドであったりとか、例

えば余り使っていないかもしれないですけれど

も、石炭とか、電気代とか、電気代アップル商品

券使えないと思うのですけれども、いろいろとそ

ういう使い道が、アップル商品券はここのお店で

使われたという調査はなかなか難しいと。 

 今、述べたような形でございますので、一度、

皆さんのほうに入っていただいて、アップル商品

券相当分５,０００円入れてもらって、灯油相当

分を５,０００円使ってもらうと、七飯町内で還

元していただくというのが趣旨でございますの

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） 畑中静一議員。 

○７番（畑中静一） 今、福祉灯油の事業でアッ

プル商品券を発行すると、この考え方については

私も考えるのですけれども、大体こういう受給す

る方々は失礼なのですけれども、低所得者であろ

うなという考えもあるのですから、だからある程

度、自由に使ってもいいのだなという考えもない

わけでもない。 

 でも福祉灯油という事業の名目からいくと、ど
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うなのかなと思うので質問しただけで、それであ

れば、あとどのように使ったか調べるあれはない

ですよね、考えてみればね。ですから、私は町の

考え方について、今、確かめましたのでこれでい

いです。ありがとうございました。 

○議長（木下 敏） ほか質疑ございませんか。 

 若山雅行議員。 

○１５番（若山雅行） ６点ほど確認の質問をさ

せていただきたいと思います。 

 まず、一般の７、８ページのところで普通交付

税、今回、２億円補正してございます。この間、

新聞報道で普通交付税の決定額ということで一覧

が載っていて、３４億９,１７１万８,０００円と

ありましてですね。だからこの差額１億９,１７

１万８,０００円は、まだ財源に余裕があると考

えていいのかどうか、そこのところを確認させて

ください。 

 それと、一般の１１、１２ページで、先ほど同

僚議員のほうからも質疑がありましたけれども、

財政調整基金積立金２,７００万円これについ

て、これは今回いただいた決算書の実質収支額と

いうところの５,３３８万７,５５５円の２分の１

以上を積み立てるということで、その２分の１の

端数があって、ちょっと繰上げて２,７００万円

にしたいというふうに考えていいのかどうか。 

 これと、前年度繰越金として今回２,７１１万

８,０００円があって、その金額。だから財政調

整基金に積立てした金額の残りが、前年度繰越金

ということで上がっているというふうに考えてい

いのかどうか、そこのところを教えてください。 

 それと、一般の１３、１４ページのところで、

社会福祉総務費のＰＣＲ検査委託料で、７１３万

９,０００円が減額補正されて、先ほどの説明の

中では事業完了ということでございましたけれど

も、これだけ大きな金額が残ってしまうというこ

とに対して、事業の総括として必要なかったとい

うことなのか、それともこういう事情でこれだけ

のものが残ったのだと。実際の事業としては、十

分成果は上げているのだよというところを確認さ

せてください。 

 それと、一般の１５、１６ページのところで、

今回、新しく先ほど条例制定されました大沼ネイ

チャーセンター管理費の中で、金額は小さいので

すけれども、委員会の説明で受けた金額を若干増

えているところがありましたよね、１１番の役務

費の金額がちょっと増えて計上されていると。そ

れと１７番の備品購入費が、前回の説明で全くな

かったのですけれども、今回上がっていると、こ

このところの説明を求めたいなというふうに思い

ます。 

 それと、一般１７、１８ページで、同僚議員か

らも何度か聞かれておりましたけれども、飲食店

応援券発行事業費ということで、臨時交付金事業

として今回５,１４０万７,０００円が計上されて

おります。これについては、先ほど同僚の質問の

中で発行する世帯について、だから使用する側の

世帯については１万４,１００世帯ということ

で、掛ける３,０００円の予算ですよということ

で分かったのですけれども、これを使えるお店と

いうのですか、飲食店、これについては何か店ぐ

らい想定しているのか。 

 飲食店ということでアルコールを提供する店に

ついても可能なのかどうか、そこのところをお聞

きしたいなというふうに思うのと、あとは５,１

４０万７,０００円のうち経費の部分が９１０万

７,０００円もあって、ちょっと費用がかかりす

ぎるのではないか、事業の内容としては歩留まり

が悪いのではないかと。 

 逆に言えば飲食店の軒数が限られているのだっ

たら、５,１４０万７,０００円を割って直接交付

したほうが、事業の効果としては大きいのではな

いかというふうに考えるのですけれども、そこの

ところの御意見を聞かせていただきたいなと思い

ます。 

 それと、飲食店の疲弊は僕も十分感じます。だ

けれども、疲弊しているのは業種として飲食店だ

けではないのだ。ないのではないかなと思うので

すけれども、今回、飲食店に特定して支援してい

くというところで、七飯町の業種の中でコロナで

疲弊している調査というか、この業種については

こういうあれだけれども、大丈夫だとか、そうい

うような調査というか、そういう調べがきちっと

できていて、一番疲弊しているのが飲食店ですよ

と。観光も疲弊しているのではないか、観光は、
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また別に支援しているところがあるのであれです

けれども、そこのところをちょっと御意見を伺わ

せていただきたいなと思います。 

 それと最後は、一般２５、２６のところで、ス

ポーツ合宿事業費です。先ほど、コロナ禍でプロ

サッカーが来なかったとかということで、減額補

正の理由を挙げていただきましたけれども、実

際、合宿に来ている企業もあるのではないかなと

思いまして、今夏は、今年の夏、合宿事業で来た

実績というのですか、その数字と今回減額に至っ

た、中止になった内容というのですか、もう少し

詳しく教えていただければなと思います。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） ２時半まで暫時休憩いたし

ます。 

午後 ２時１４分 休憩 

────────────── 

午後 ２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。 

 議案第３８号令和３年度七飯町一般会計補正予

算（第５号）の質疑を続行いたします。 

 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、総務

財政関係に３点御質問がありましたので、順次お

答えいたします。 

 まず最初に普通交付税で、議員がおっしゃると

おり、普通交付税については決定額が既に出てお

りまして、これの差額１億９,１７１万８,０００

円が今のところ留保されている財源ではございま

すけれども、これは今後、補正用財源としては使

用可能ではありますけれども、このたびの同僚議

員からの質問にありましたとおり、今回既に減額

が見込まれるものがあるものと、また今回これま

での補正予算の中で財政調整基金からの繰入金を

行う補正予算を計上しておりますので、これを何

とか穴埋めできるな財源のほうに回していきたい

というような考え方で考えております。 

 ですから、１億９,１７１万８,０００円はあり

ますけれども、今のところ留保とはいえども、今

後見込みの財源であるということで考えておりま

す。 

 次に、財政調整基金２,７００万円、これは実

質収支額の２分の１、これはおっしゃるとおり

で、決算書または決算の説明書に、この実質収支

額５,３３８万７,５５５円の２分の１で２,６６

９万円とかになりますけれども、これを丸めた数

字で２,７００万円と計上しております。 

 最後に、繰越金が２,７１１万８,０００円で、

２,７１１万８,０００円から先ほどの財政調整基

金の積立金２,７００万円を差し引いた１１万８,

０００円は、歳出予算と今回上げています補正の

歳出予算と歳入予算を合わせるための調整額、端

数調整分となりまして、実質的な繰越金からこの

１１万８,０００円で全体の補正予算額をまとめ

たという形になります。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 福祉課長。 

○福祉課長（村山德収） それでは福祉課から

は、一般１４ページの社会福祉総務費（臨時交付

金）の委託料、高齢者・障がい者入所施設職員等

定期ＰＣＲ検査委託料の減額理由でございます。 

 こちらについては、月１回で施設の職員の方々

のＰＣＲ検査を定期的に行う事業でございまし

た。こちらについては、ワクチンの接種が医療法

人の施設が、まず医療機関関係者というところで

ワクチンの接種時期が早かったというところでご

ざいます。 

 また、町のほかの医療法人以外の社会福祉法人

であったり、ほかの株式会社等の福祉施設の職員

についても保健センターの頑張りで、ワクチンの

打つ時期が早まって定期のＰＣＲ検査が、ニーズ

がないというか、もうワクチン打ったのでそこの

部分については、利用者が少なくなったというと

ころでございます。 

 また、七飯町内の当該高齢者障害者施設におい

てはＰＣＲ検査のおかげ、また職員の皆様の日頃

の健康維持、健康管理のおかげで、特にコロナの

感染が起きてクラスターになったとかそういうと

ころはないので、事業の評価的にはすごく意義の

あったものと捉えているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 環境生活課長。 
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○環境生活課長（磯場嘉和） 大沼ネイチャーセ

ンターの管理費についてでございますが、委員会

と並行して現地の財団のほうと協議したところ、

設置されているＦＦのストーブ４台あるのです

が、しばらく点検してなかったということが分か

りまして、そちらのほう点検の手数料ということ

で、その分増やさせていただいております。 

 また、一般１８の備品購入費についてでござい

ますが、委員会で現地視察に行った際に、トイレ

の改修についても委員の皆様からアドバイスをい

ただきまして、洗浄器つきの便座に取り替えよう

ということで、２基ありまして、そちらのほうに

備品購入ということで計上してございます。 

 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） 私のほうからは、

一般の１８ページの飲食店応援券発行事業費につ

いてでございます。 

 まず、今回の応援券を取り扱う事業者の要件と

いたしましては飲食店ということで、飲食店営

業、または喫茶店営業の許可を受けていることを

前提としたいと考えてございます。 

 また、店の数ですが、目下実施中でございます

クーポン券発行事業、こちらの取扱店舗の中でこ

ちらに該当するであろう店の数が大体五、六十店

舗ございました。また、そのほか当課のほうで町

内取扱店舗に入っていない店舗等もいろいろと調

べましたところ、おおむね２０から３０程度はま

だ店舗があるのではないかということですので、

これらの合算の前後が取扱い店舗になり得ると想

定しております。 

 また、直接交付ではないこのような間接的な形

としたことについてですが、直接交付につきまし

ては、町独自の持続化給付金事業、昨年度実施し

たりして、そういった給付につきましては実施を

してきたところでございますが、日々の業務、そ

れから事業者・金融機関等との意見交換、情報交

換の中で、事業者サイドから給付金という形より

は自分たちの商売、なりわいを継続して実施した

い。ぜひお客様に来てほしいというような声があ

りまして、給付金という形よりは、そういった形

でお客様とお付き合いをしていきたいというよう

な御意見を多々いただいたところでもございまし

たので、こういったことで不要不急の外出自粛に

よって、来客が激減している飲食店につきまし

て、このような形で支援をしてまいりたいという

考え方でございます。 

 そして飲食店を対象としたという根拠でござい

ますが、先ほどお話したとおり、そういった情報

交換の中で飲食店への影響は大きいと。また、金

融機関等が定期的に発行しております経済状況等

の調査の中でも、飲食店を含む業種については、

非常に大きな打撃を受けているという数字が出て

ございましたので、これらに基づきまして今回は

このような形で、ぜひ事業を実施させていただき

たいと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 または、こういった事業をやる際に、今、御説

明したとおり、種々の目的を達成するためにはど

うしても事務経費というものがかかってしまいま

す。印刷経費、それから１万４,１００世帯に発

送する送料等の事務経費がかかってしまいます。

これらにつきましては、過度に大きなものは問題

かと思いますが、このたびはこのような積算の結

果になりましたので、おおむね１５から１６％程

度の事務経費になろうかと思いますが、今回はこ

のような積算となりましたので、ぜひ御理解をい

ただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） スポーツ振興課長。 

○スポーツ振興課長（川崎 元） それでは、ス

ポーツ合宿事業費の減額の件について御説明申し

上げたいと思います。 

 まず、合宿の実績になりますけれども、実業団

陸上が当初７チーム予定していたところが、５

チームになったということでございます。あと、

１件、プロサッカーチームということで川崎フロ

ンターレが、６月の下旬くらいから来る予定だっ

たのですが、これも試合の関係、コロナの関係で

中止ということになりました。 

 理由ということでも聞かれていましたけれど

も、実業団のチーム二つは、コロナ禍で自粛とい

うことでございます。一つ具体的に言いますと、

所在地のチームの社長が、県のコロナ対策の役員
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になっているというのもあって合宿を控えたと、

選手が感染したわけではございません。そういう

理由となっております。 

 それと、川崎フロンターレにつきましては、１

月にアジアのクラブチームの大会が６月に延期さ

れたということで、これも非常に流動的で中止に

なるかならないかということでぎりぎりまでやっ

たのですが、結局、６月後半に実施されたという

ことで合宿が中止になっています。そういうこと

がございまして、今回、事業用賄費、こちらが減

額ということになります。そのチーム分ですね。 

 それと、自動車借上料、これは今回減額するの

は、当初上げた１９３万６,０００円、全額減額

ということになります。これは、川崎フロンター

レを空港から宿泊地までの送迎と、それから練習

日、練習のときに宿泊先からトルナーレまでの往

復２台用意するということで、全額減額というふ

うになっております。 

 説明は以上です。 

○議長（木下 敏） 若山雅行議員。 

○１５番（若山雅行） 何点か追加で、また確認

したいと思うのですけれども、まず普通交付税の

留保というか、その金額１億９,１００万円、丸

めて言いますけれども、これについては基金の穴

埋めとかそっちのほうを優先とかという話だった

のですけれども、昨日基金をもっと多くしろと

か、積立てしろとか言ったものとしてはちょっと

あれなのですけれども、こういうコロナ禍の中こ

そもっと何かできることはないのかと。１億９,

０００万円ある中で、１億９,０００万円は特別

交付金の額と同じぐらいの額ですので、何かやれ

るものはないのかと。 

 私見ですけれども、学校の先生のＰＣＲ検査だ

とか、生徒のＰＣＲ検査だとか、そういうものを

やってみたらどうかとか、そういうものを活用す

るようなことをもっと、今回２億円だけの補正で

はなくて、全額入れて何かもっと大きなことを

やってほしいなと思うのですけれども、その辺の

見解はいかがでしょう。 

 もちろん基金を積立てするとかというのも大事

な政策の一つではないかと思いますけれども、そ

このところをもう一つ、お答えいただけないかな

というふうに思います。 

 それと、社会福祉総務費のＰＣＲ検査、減額補

正なのですけれども、これワクチン接種したら、

もうＰＣＲ検査は不要だという発想はちょっと早

計ではないのかなという。ワクチン接種してもか

かるというようなそういうようなことが、状況が

起きてきた中でもう少し見直しを。終わったから

いいんだとかそういうことではなくて、本当に必

要ないのかどうか、そこのところをどう考えたの

か、もう一度御答弁いただきたいなというふうに

思います。 

 ネイチャーセンターについては、金額が少ない

ですし、いろいろなものがあるので分かりました

ので、それはよしとします。 

 飲食店応援券発行事業の中で、先ほど答弁いた

だいた使用される店の軒数について、足しても１

００軒いかない感じなのかなという。これはやっ

てみないと、手を挙げる人がどのぐらいあるの

か、応募を求めるということなのですけれども、

１００軒だとしても５,０００万円だったら単純

に５０万円、みんなに配ったほうが政策として簡

単だし早いのではないかと、振込手数料どうのこ

うのとあるかもしれないけれども。 

 先ほど、費用としてこのパーセンテージはしよ

うがないという話なのですけれども、５,０００

万円の事業費で９００万円も費用かかるという、

待っている町民のところに届かないというか。印

刷する事業だとか、配達する郵便局だとか、そう

いうものはいくのですけれども、ちょっと歩留ま

り的に悪いのではないかなという感じがするので

すけれども、これが３,０００円だからであっ

て、これが前のクーポン券と同じように６,００

０円とかなら、まだもう少し費用は同じなので歩

留まりが悪くならないのかなと思うのですけれど

も、そこのところの考え方をもう一度。 

 だって１００軒だったら９１０万７,０００円

が費用なので、割ったら９万円、約１０万円ぐら

い店にあれできますよ。もちろん店に来てほしい

し、利用する応援券を使って新しいお客さんが来

てくれるという商売をされればいいかもしれない

けれども、飲食店の方が待っているのは真水での

給付金というか、そういうものであればそっちの
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ほうを求めるのではないかなと思うのですけれど

も、そこのところの考え方をもう一度お願いした

い。 

 町内の業種の商工観光課として、何か疲弊して

いる業種の調査というか、行って話を聞くとか、

この業種がどうだとか何とかについては、金融機

関のレポートを読んで、それだけで終わりなので

すか。実際、店主の話を聞いたり、いろいろな業

種、いろいろな業種があると思いますよ。うまく

いっているところもあるかもしれないし、コロナ

の影響ではなくても苦しいところもあるかもしれ

ない。 

 何とも言えないのですけれども、そういう本当

に疲弊しているかどうかの調査というか、コロナ

禍なので出ていけないとか、話を聞きづらいとか

あるけれども、電話とかそういうものでいろいろ

聞いて、どういうところがどういう疲弊をして何

を求めているのか、そこのところをもう少し調査

して、それで今回は飲食店にスポットを当てた

と。そういうようなことになるのかなと思うので

すけれども、ほかの業種は大丈夫ですよというよ

うな答弁が来れば、そうですかとなるのだけれど

も、そこのところでもう少し飲食店に何かやると

いうのは、それはそれで反対するようなことでは

ないのですけれども、ちょっとほかの業種に対し

ての調査とか、次はどこにどういう光を当ててい

くかとか、そういうようなことを考えていただき

たいなというふうに思うのですけれども、そこの

ところをお願いしたいなと思います。 

 それと、スポーツ合宿費については、７チーム

中５チームが来てくれたということで、大沼のと

ころにのぼりが立っているので、来ているのだな

というのが分かってあれなのですけれども、要は

このコロナ禍であっても来て、コロナ対策をしな

がら合宿というか、訓練をしている人たちがいる

ということで、当初予算には計上せずに、補正で

スポーツ合宿費用を上げて、来ることが決まった

ので上げてやったというようなことがあって、こ

れは何かあったら中止すればいいだけであって、

当初から予算を上げて来てくださいとか、こうい

うコロナ対策をしますよとか、そういうような事

業の流れというか展開のほうが、スムーズに職員

の方が作業を進めやすかったのではないかなとい

うふうに思うのですけれども、そこのところで今

回来ていただいた５チームがコロナ対策、コロナ

にかかってなくて、しかも毎日ＰＣＲ検査したと

か、こういうことをしてコロナ対策をしたという

ような事例があれば、ちょっと教えていただい

て、そういうことできちっと来てくれるチームも

あるのだということで記憶していきたいので、そ

このところをもう一度教えていただければと思い

ます。 

 フロンターレについては、いろいろな事情が

あって残念だったなというだけであれですけれど

も、以上、そこのところお願いします。 

○議長（木下 敏） 副町長。 

○副町長（宮田 東） それでは、私のほうから

１億９,０００万円ほどの金額、留保していると

いうような関係についてお答えしてまいりたいな

と思ってございます。 

 まず、総務財政課長がお答えしていたとおり、

基金のほう、財政調整基金を予算計上して取り崩

すよというような形の部分あります。それをでき

るだけ埋めていきたいというのが、申し上げたと

おり１点目、これからの調整としてございます。 

 若山議員、言われている１億９,０００万円も

あるのなら、もっとコロナ対策のほうにお金を回

したほうがいいのではないか、地元にも出ていま

すし、まだこれから対策が必要ではないかという

ようなことだと思います。 

 それに対してお答えしてまいりますが、今現

在、私ども先行きの部分についてはなかなか見越

せないというのか、見定めないといいますか、今

のコロナの関係、確かに町内増えていますけれど

も、これがどのような形の中で拡大するのか、こ

れは札幌もそうですし、都会もそうでしょうけれ

ども、ニュースでは緊急事態宣言も今月末まで延

びるというような形もございます。ただ、北海道

においては札幌近辺はありますけれども、このあ

たりについては緩やかな感じの規制といいましょ

うか、そのような形で。 

 なおかつ、ちょっと私も判断つかないのは、国

のほうの今現在におきましてワクチン接種の証明

書を出すと、かなり緩和をしていくというような
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形の一部報道がございます。それに伴って、ま

た、補正予算についても考えているというような

形です。そうしたら、どのぐらいのお金が地方に

補正として流れてくるのかというのは、今現在、

全くつかみはしないのですが、それの金額を見定

めてどういう対策を国がやるのか。それに対して

私どもではコロナ対策に上積みするかとか、経済

対策に上積みするかとか、そういうことを見定め

て検討をしていきたいなと思っています。 

 ただ、今、すぐの話ではないのですが、そのあ

たりの状況を踏まえながら対応してまいりたいと

思いますので、ちょっと状況を推移を少し見極め

てからということで時間をいただきたいなと思っ

ています。今の段階で、ただ、使って使って効果

のないものにしたくないということです。できる

だけ効果のあるものに集中して使っていきたい

と、それについてそういう使途で考えてございま

すので、その点御理解のほどお願いいたします。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 福祉課長。 

○福祉課長（村山德収） それでは、一般１４

ページのＰＣＲ検査でございます。 

 今の副町長からも答え一部ありましたけれど

も、定期的なＰＣＲ検査については、強制ではな

かったのですよ。施設のほうから受けるというこ

とでやっていたので、それで実際ワクチン接種が

始まってから、利用の率が下がってきたというの

が現状でございました。 

 それで当初、延べ１,４７６名の高齢者の施設

の職員を予定していましたが、実際に８８７名と

いうところで、やっぱりワクチン打った後になか

なか皆さん、その頃まだデルタ株とか出てなかっ

たので、そういう形で利用率が下がってきたとい

うところでございます。効果は、先ほど答弁した

とおり、クラスターとか感染とかなかったので、

効果はあったというところでございます。 

 また、今後、いろいろ変異株が出てきて状況が

まだ見えない状況でございますので、そうなった

ときまた、副町長、先ほど答えたとおり、臨機応

変に対応しながら対応していきたいと思ってござ

いますので、よろしくお願いします。 

 また、これとは別に任意でＰＣＲ検査受けた場

合の補助制度を、今回の１６５万円ほど増額で補

正させていただいているので、そういう職員の方

も、もし体調悪かったり、熱があった場合はＰＣ

Ｒ検査して、その費用を補助金でお戻しする制度

は延長で増額させていただいているので、そう

いったものも併用して活用していただきながら、

こういう感染症対策を打っていきたいと考えてご

ざいますので、御理解のほどよろしくお願いしま

す。 

○議長（木下 敏） 商工観光課長。 

○商工観光課長（福川晃也） まず、経費の割合

のお話になりますが、先ほど副町長の答弁にもあ

りましたが、財源という問題もございまして、結

局はこの事務経費につきましても、給付に当たる

経費を拡大化すれば割合は下がってくると。いわ

ゆる歩留まりとおっしゃっていましたけれども、

これが良化するというような理屈ではございます

が、さまざまな条件等ございますので、このたび

はこのような積算をさせていただいたということ

で、この経費率でございます。 

 また、飲食店の関係につきましては、クーポン

券事業の際もそうだったのですけれども、利用可

能店舗を登録しまして、この飲食店応援券を発送

する際に、それらのリストを同封させていただき

ます。このことによって、新たな店舗を知ってい

ただく、非常にＰＲ効果あるものだと考えていま

す。さらにこちらの飲食店応援券につきまして

は、お釣り等発行できない形になりますので、御

来店いただいた際にプラスアルファのお買い物と

か、こういった商品も取り扱っているのだという

気づきの一助になれば幸いだと思っています。 

 また、今回の飲食店とした経緯につきまして

は、先ほども御答弁申し上げましたとおり、聞き

取り調査、当然行っております。ただ、それが全

てできているかといったら、それは大変ちょっと

困難な部分もありますので、関係団体等も含めま

してそういった情報をもとに、このたびはこの形

がよろしいであろうということで計上をさせてい

ただきました。当然、関係団体、大沼のコンベン

ション協会等の観光業界、それから食品衛生協

会、こちらは飲食店ですね。ほうではそういった

感染症防止にも、非常に力強く啓発活動に当たっ
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ていただいておりますので、これらの機関と連携

しながら、このたびの事業をまず成功裏に収めて

いきたいと思っておりますので、御理解のほどよ

ろしくお願いいたします。 

○議長（木下 敏） スポーツ振興課長。 

○スポーツ振興課長（川崎 元） 先ほどの再質

問でコロナ対策ということでお聞きされていたと

思うのですが、まず町のほうでやっている部分に

つきましては、空港だとか、北斗駅に選手たちを

迎えに行くという時に人数が多い場合について

は、バスで間引きりして座るような形で感染対策

をしております。 

 それから、どのチームも確認したところ、ＰＣ

Ｒ検査を受けて、感染対策をしっかりして来町す

るということで、実際５チーム来たわけですけれ

ども、特に問題なかったかなと思います。 

 それにちょっと残念な部分なのですが、本当で

あれば陸上教室、そういうものも開きたかったの

ですが、それもこの状況ですので開けなかったと

いうことになりますと、町民との接点というとこ

ろもないので、コロナ対策については大丈夫だと

いうふうに思っているところでございます。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 若山雅行議員。 

○１５番（若山雅行） 最後の質問になってあれ

ですけれども、確かにクーポン券事業でも飲食店

応援券についてですけれども、送られてくる中

にカタログのようにどの店がどこでとかと載って

いるので、そういう意味では無駄というよりも宣

伝費みたいなそういう感じがあるので、できるだ

け多くの飲食店というか、そういうものに働きか

けていただければなというふうに思うのと、先ほ

ど一番最初に聞いたのですけれども、飲食店とい

うことでアルコールを提供する店についても、特

に排除するとかそういうことでないのかどうかを

もう一度、最後に確認したいのと、あともう１点

は普通交付税で１億９,１００万円あってという

ことなのですけれども、おっしゃることは分かり

ます。 

 当初の説明では、できれば基金に戻したい、

今、１億２,０００万円ぐらいの基金の崩しがあ

るので戻したいということですけれども、それに

も限定しているわけではなくて、必要であれば有

効な施策として、まさにこれは政策として町長が

イニシアチブをとって進めていくことになろうと

思いますけれども、やっていくということで、そ

の活用についてこれから検討していくという、そ

ういうことでよろしいということで念のため確認

です。 

 以上、２点お願いします。 

○議長（木下 敏） 副町長。 

○副町長（宮田 東） それでは１億９,０００

万円の留保資金についての形は、柔軟性があるの

かどうかというような話かと思いますけれども、

今現段階で私もできるものについては、財政調整

基金のほうに埋めていきたい。使っている部分に

ついては、使っているものについては戻していき

たい、そういう考え方を今現在は優先していると

いうことで、御理解いただきたいなと思っていま

す。 

 これから状況が大きく変わるのであれば、当

然、議会の皆様にお諮りしながら、こういう形の

中で今の留保資金をこういう活用していきたい

と。それは今度いろいろな国の状況だとか、それ

を見定めながら検討してまいりたいと思いますの

で、その際はまた御相談させていただきたいと思

いますので、そのように御理解いただきたいと思

います。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 商工観光課長。 

○商工観光課長（福川晃也） 今回の事業につき

ましては、お酒を提供するお店であっても除外せ

ず登録可能とさせていただいております。しかし

ながら、国・道そういったところの方針、指針、

制限、そういったものにはちゃんと遵守をしてい

ただいて、感染症予防対策を徹底した上で登録し

ていただくという考えでおります。 

 また、こういった登録店舗につきましては、今

までクーポン券事業等もやっておりますので、登

録可能であろう店舗に関しましては、お知らせを

させていただく予定でおります。 

 また、そのほかにも報道機関の協力を得ながら

周知について御協力をいただくという考え方でお

りますので、よろしくお願いいたします。 
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○議長（木下 敏） ほか質疑ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 質疑を終わります。 

 これより、討論を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 討論を終わります。 

 これより、採決を行います。 

 議案第３８号令和３年度七飯町一般会計補正予

算（第５号）を、原案のとおり可決することに御

異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、本案は、原案のとおり可決されまし

た。 

  ─────────────────── 

 日程第７ 

議案第３９号 令和３年度七飯町国民健

康保険特別会計補正予算（第１号） 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第７ 議案第３９号令

和３年度七飯町国民健康保険特別会計補正予算

（第１号）を議題といたします。 

 提案説明を求めます。 

 住民課長。 

○住民課長（清野真里） それでは、議案第３９

号令和３年度七飯町国民健康保険特別会計補正予

算（第１号）について提案説明申し上げます。 

 このたびの補正予算は、既定予算の総額に歳入

歳出それぞれ２５６万２,０００円を追加し、歳

入歳出予算の総額をそれぞれ３３億４,９２６万

２,０００円とするものでございます。 

 今回の補正内容は、新型コロナウイルス感染症

の影響に係る国保税減免による国庫支出金等の前

年度精算返還分を増額計上するものでございま

す。 

 それでは、国保７ページの歳出から御説明申し

上げます。 

 ８款諸支出金１項３目その他償還金、国庫支出

金等返還金２５６万２,０００円の追加でござい

ます。 

 次に、国保５ページの歳入に戻っていただきま

して、６款繰越金１項１目繰越金、前年度繰越金

として２５６万２,０００円の追加でございま

す。 

 提案説明は以上でございます。御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

○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。 

 これより、討論を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 討論を終わります。 

 これより、採決を行います。 

 議案第３９号令和３年度七飯町国民健康保険特

別会計補正予算（第１号）を、原案のとおり可決

することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、本案は、原案のとおり可決されまし

た。 

  ─────────────────── 

 日程第８ 

議案第４０号 令和３年度七飯町後期高

齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第８ 議案第４０号令

和３年度七飯町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第１号）を議題といたします。 

 提案説明を求めます。 

 住民課長。 

○住民課長（清野真里） それでは、議案第４０

号令和３年度七飯町後期高齢者医療特別会計補正

予算（第１号）について提案説明申し上げます。 

 このたびの補正予算は、既定予算の総額に歳入

歳出それぞれ１９１万５,０００円を追加し、歳

入歳出予算の総額をそれぞれ４億５,４４１万５,

０００円とするものでございます。 

 今回の補正の内容は、前年度会計の出納整理期

間中、具体的には令和３年４月から令和３年５月

の間に収入となった保険料を令和３年度の保険料

負担金として北海道後期高齢者医療広域連合へ支

出するため、補正するものでございます。 

 それでは、後医７ページの歳出から御説明申し



－ 34 － 

上げます。 

 ２款後期高齢者医療広域連合納付金１項１目後

期高齢者医療広域連合納付金は、保険料等負担金

として１９１万５,０００円を追加するものでご

ざいます。 

 次に、後医５ページの歳入に戻っていただきま

す。 

 ３款繰越金１項１目繰越金は、前年度繰越金１

９１万５,０００円を追加するものでございま

す。 

 提案説明は以上でございます。御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

○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。 

 これより、討論を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 討論を終わります。 

 これより、採決を行います。 

 議案第４０号令和３年度七飯町後期高齢者医療

特別会計補正予算（第１号）を、原案のとおり可

決することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、本案は、原案のとおり可決されまし

た。 

  ─────────────────── 

 日程第９ 

議案第４１号 令和３年度七飯町介護保

険特別会計補正予算（第１号） 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第９ 議案第４１号令

和３年度七飯町介護保険特別会計補正予算（第１

号）を議題といたします。 

 提案説明を求めます。 

 福祉課長。 

○福祉課長（村山德收） それでは、議案第４１

号令和３年度七飯町介護保険特別会計補正予算

（第１号）について提案説明申し上げます。 

 このたびの補正予算ですが、第１条、既定の歳

入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４,７３７

万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出そ

れぞれ２８億４,７１１万３,０００円とするもの

でございます。 

 それでは、介保７ページの歳出から御説明申し

上げます。 

 今回提案します補正予算の概要は、主なものと

して介護保険財政調整基金に積立てるための積立

金及び令和２年度の介護給付費負担金等精算に係

る国、社会保険支払基金及び道への返還金の補正

でございます。 

 それでは、２款保険給付費でございます。１項

１目介護サービス等諸費は、追加交付される過年

度分介護給付費交付金等を充てるための財源更正

でございます。また、次の２項１目介護予防サー

ビス等諸費から６項１目特定入所者介護サービス

費諸費までについても同様の理由による財源更正

でございます。 

 次に、５款１項１目基金積立金は、地方財政法

第７条に基づく積立金として、介護保険財政調整

基金積立金５１０万円の追加。 

 １０ページに移りまして、７款諸支出金１項２

目償還金は、国庫支出金等返還金として４,２２

７万円の追加。 

 次に、介保５ページに戻っていただき、歳入で

ございます。 

 ４款支払基金交付金１項１目介護給付費交付金

は、過年度分介護給付費交付金として７９１万

８,０００円の追加。 

 次に、５款道支出金１項１目介護給付費負担金

は、過年度分介護給付費負担金として４２７万円

の追加。 

 次に、８款繰越金１項１目繰越金は、前年度繰

越金として３,５１８万２,０００円の追加でござ

います。 

 以上、簡単ではございますが、提案説明とさせ

ていただきます。御審議のほどよろしくお願いし

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。 

 これより、討論を許します。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 討論を終わります。 

 これより、採決を行います。 

 議案第４１号令和３年度七飯町介護保険特別会

計補正予算（第１号）を、原案のとおり可決する

ことに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、本案は、原案のとおり可決されまし

た。 

  ─────────────────── 

 日程第１０ 

議案第４２号 令和３年度七飯町下水道

事業会計補正予算（第１号） 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第１０ 議案第４２号

令和３年度七飯町下水道事業会計補正予算（第１

号）を議題といたします。 

 提案説明を求めます。 

 上下水道課長。 

○上下水道課長（笠原泰之） それでは、議案第

４２号令和３年度七飯町下水道事業会計補正予算

（第１号）について提案説明申し上げます。 

 今回の補正予算は、資本的支出の建設改良費で

で、下水道管に接続する汚水桝新設工事につい

て、当初７か所程度の新設を見込んで予算計上し

ておりましたが、８月末時点において予算不足を

生じることが見込まれることから、さらに５か所

分の設置について追加補正するものでございま

す。 

 まず、議案第１条は、令和３年度七飯町下水道

事業会計補正予算（第１号）を次のとおりとする

総則でございます。 

 第２条は、予算第４条に定めた資本的収入及び

支出について、本文括弧書中を「資本的収入額が

資本的支出額に対し不足する額２億３４５万５,

０００円は、当年度分消費税及び地方消費税資本

的収支調整額５６６万８,０００円、過年度分損

益勘定留保資金１,１２５万２,０００円及び当年

度分損益勘定留保資金１億８,６５１万５,０００

円」に改め、支出の第１款資本的支出で１６３万

５,０００円を追加し、４億９,３０３万５,００

０円とするものでございます。 

 それでは、資本的収入及び支出の支出から御説

明申し上げます。 

 ３ページをお開き願います。 

 １款１項２目管渠整備費は１６３万５,０００

円の追加で、新設改良費で汚水ます新設工事の追

加となっております。 

 提案説明は以上でございます。よろしく御審議

くださいますようお願い申し上げます。 

○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。 

 これより、討論を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 討論を終わります。 

 これより、採決を行います。 

 議案第４２号令和３年度七飯町下水道事業会計

補正予算（第１号）を、原案のとおり可決するこ

とに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、本案は、原案のとおり可決されまし

た。 

  ─────────────────── 

 日程第１１ 

議案第４３号 町道路線の廃止について 

 日程第１２ 

議案第４４号 町道路線の認定について 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第１１ 議案第４３号

町道路線の廃止について、日程第１２ 議案第４

４号町道路線の認定について、以上２件を一括し

て議題といたします。 

 提案説明を求めます。 

 土木課長。 

○土木課長（佐々木陵二） それでは、議案第４

３号町道路線の廃止について及び議案第４４号町

道路線の認定について、一括して提案説明申し上

げます。 

 それでは初めに、議案第４３号町道路線の廃止

についてでございます。 
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 道路法第１０条第３項の規定により、町道の路

線を別紙のとおり廃止するため、議会の議決を求

めるものでございます。 

 今回は、１路線の町道廃止を行うものでござい

ます。 

 それでは、議案書の後ろに添付しております町

道路線認定調書と位置図により御説明させていた

だきます。 

 路線図番号１と記載されております位置図をお

開き願います。 

 峠下１号線でございます。この場所につきまし

ては、場所は、峠下のラッキーピエロの向かい側

の町道で、久根別川までの道路でありまして、今

回、橋梁の架け替えにより終点部が変更となるこ

とから、町道を廃止するものであります。 

 戻りまして、町道路線認定調書を御覧願いま

す。 

 整理番号１４０１の峠下１号は、起点が字峠下

１番地、終点が字仁山１３の１番地で、路線総延

長は５１８.９メートル。用地幅員は６.５メート

ルから９.０メートルでございます。 

 続きまして、議案第４４号町道路線の認定につ

いてでございます。 

 道路法第８条第２項の規定により、町道の路線

を別紙のとおり認定するため、議会の議決を求め

るものでございます。 

 それでは、議案書の後ろに添付しております町

道路線認定調書と位置図により御説明させていた

だきます。 

 路線図番号２と記載されております位置図をお

開き願います。 

 峠下１号でございます。この路線は、議案第４

３号での説明のとおり、路線で橋梁架け替えに伴

い終点部の架橋位置変更に伴い、終点部が変更と

なることから、一度、廃止した町道を再度認定す

るものでございます。 

 戻りまして、町道路線認定調書を御覧願いま

す。 

 整理番号１４０１の峠下１号は、起点が字峠下

１番地、終点が字仁山１０の２番地、路線延長は

５８０.５メートル。用地幅員は６.５メートルか

ら２６.６メートルに変更して、新規に認定する

ものでございます。 

 今回の廃止・認定につきましては、昭和２９年

１１月１７日建設省道発第４１６号で、路線認

定、区域決定及び供用開始等の取扱いについてに

よる通達で、起点もしくは終点またはそのいずれ

もが変更する場合においては、旧路線の廃止及び

新路線の認定の二重の手続を要するものと改正さ

れたいとなっており、したがいまして変更前の路

線を１度廃止して、終点部の変更に伴い同じ路線

を新たに認定しなければならないため、このよう

な手続となっております。 

 提案説明は以上でございます。御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

○議長（木下 敏） これより、議案第４３号、

議案第４４号、以上２件について一括して質疑を

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。 

 これより、討論、採決を行いますが、討論、採

決は１件ごと行います。 

 初めに、議案第４３号町道路線の廃止につい

て、討論を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 討論を終わります。 

 これより、採決を行います。 

 議案第４３号町道路線の廃止について、原案の

とおり可決することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、本案は、原案のとおり可決されまし

た。 

 次に、議案第４４号町道路線の認定について、

討論を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 討論を終わります。 

 これより、採決を行います。 

 議案第４４号町道路線の認定について、原案の

とおり可決することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、本案は、原案のとおり可決されまし

た。 
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  ─────────────────── 

 日程第１３ 

諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦

について 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第１３ 諮問第１号人

権擁護委員候補者の推薦についてを議題といたし

ます。 

 提案説明を求めます。 

 町長。 

○町長（中宮安一） それでは、諮問第１号人権

擁護委員候補者の推薦について、提案理由を御説

明申し上げます。 

 次の者を人権擁護委員の候補者に推薦したいの

で、人権擁護委員法第６条第３項の規定に基づ

き、議会の意見を求めるものでございます。 

 次の者とは、氏名、飯田祐紀子氏で、住所及び

生年月日は、議案に記載のとおりでございます。 

 提案理由となりますが、現在、人権擁護委員で

あります飯田祐紀子氏が、令和３年１２月３１日

で任期満了となることから、引き続き同氏を推薦

したく提案するものでございます。 

 飯田氏は、平成２５年１月１日に人権擁護委員

に就任されて以来、３期９年務められ、人格高潔

で知識の豊富さ、公平性、公正性、そして温和さ

と信頼性を兼ね備えており、人権擁護委員には適

格な方であります。 

 よって、同氏を適任と考え推薦したいと存じま

すので、御意見賜りますようよろしくお願いを申

し上げ、提案理由の説明を終わります。 

○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。 

 お諮りいたします。 

 本件は、人事案件でありますので、議会運営例

規第５４項により討論を省略いたしたいと思いま

すが、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、本件については、討論を省略すること

に決定いたしました。 

 これより、採決を行います。 

 諮問第１号人権擁護委員候補者の推薦につい

て、これを可とすることに御異議ございません

か。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件については、可とすることに決定

いたしました。 

  ─────────────────── 

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１９分 延会 
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