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午前１０時００分 開会 

  ─────────────────── 

開 会 ・ 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４回七飯町議会定例

会を開会いたします。 

  ─────────────────── 

町 長 挨 拶           

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程に入る前に、今期定例

会の招集に当たり、町長より挨拶の申出がありま

すので、これを許可いたします。 

 中宮安一町長。 

○町長（中宮安一） 皆さん、おはようございま

す。 

 本定例会の開会に当たり一言御挨拶申し上げま

す。 

 本日は、令和３年第４回七飯町議会定例会の招

集を申し上げましたところ、議員の皆様に御参集

を賜り厚くお礼を申し上げます。 

 本年も残すところ約３週間となりました。振り

返りますと、今年は特に大きな災害もなく経過

し、農作物の収穫もほぼ終わり、安堵していると

ころであります。 

 しかしながら、農作物全般、収量は確保された

ものの、長期間にわたるコロナ禍の影響により、

巣ごもりの需要はあるものの、外食産業を初めと

する飲食店の需要が落ち込み、価格の低迷が続い

ております。 

 また、原油価格の高騰により、燃料を初め諸物

価の値上がりが目立つなど、一日も早い経済の回

復を願うものであります。 

 新型コロナウイルス感染症については、ワクチ

ン接種の高まりにより感染者が激減し、規制の制

限が緩和されるなど、国ではウィズコロナとして

３回目のワクチン接種と経済の回復に向けて動き

が活発になってきています。 

 しかしながら、オミクロン株という新たな変異

株が出現し、第６波の流行も懸念されているとこ

ろです。 

 七飯町においても１０月７日の発症者を最後

に、本日まで発症者はありませんが、再流行の兆

しもあることから、３回目のワクチン接種を今月

から、２回目のワクチン接種から８か月経過した

医療従事者から順に進めるとともに、引き続き基

本的な感染防止対策のお願いに努めてまいりま

す。 

 町政動向報告にも記載しておりますが、一身上

の都合により２名の退職者がありました。９月３

０日付で民生部長の杉原太が退職し、後任として

宮田副町長を事務取扱として発令し、その後の１

１月１５日付で土木課長の佐々木陵二が退職し、

後任に青山経済部長に兼務の発令を行いました。

年度途中の退職であり、人事異動については、他

の業務にも支障が出ることから兼務とさせていた

だいたことに御理解をお願いいたします。 

 また、東大沼在住で、七飯町文化功労賞受賞者

であります新井満さんが去る１２月３日金曜日午

前８時４６分、誤嚥性肺炎でお亡くなりになりま

した。ここに謹んで心よりお悔やみを申し上げま

す。 

 新井さんは、皆様御存じのとおり、芥川賞作家

であり、名曲「千の風になって」の生みの親であ

ります。「千の風になって」は、大沼湖畔で誕生

し、日本レコード大賞作曲賞を受賞されるなど、

今でも多くの人に愛され続けられています。ま

た、全国に大沼国定公園の魅力を発信していただ

いた御縁もあり、大沼岳陽学校の校歌の作詞・作

曲をいただくなど、七飯町の発展に多大なる御功

績を賜り、深く感謝を申し上げるとともに、心よ

り哀悼の意を表します。 

 本定例会に提出いたします議案は、同意１件、

承認１件、議案１３件の合計１５件でございま

す。詳細につきましては、担当課長より御説明申

し上げますので、よろしく御審議をいただき、議

決賜りますようお願いを申し上げ、開会に当たっ

ての挨拶といたします。 

 ありがとうございました。 

○議長（木下 敏） 町長の挨拶を終わります。 

  ─────────────────── 
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 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、 

１１番  澤 出 明 宏 議員   

１２番  中 島 勝 也 議員   

以上２議員を指名いたします。 

  ─────────────────── 

 日程第２ 

  会期の決定 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第２ 会期の決定を議

題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本定例会の会期は、本日から１２月９日までの

３日間といたしたいと思いますが、これに御異議

ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、本定例会の会期は、本日から１２月９

日までの３日間と決定いたしました。 

 会期予定表は、お手元に配付のとおりでありま

す。 

  ─────────────────── 

諸 般 の 報 告           

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） この際、諸般の報告を行い

ます。 

 地方自治法第１２１条の規定により、本会議に

出席を求めた説明員は、その職、氏名を印刷し

て、お手元に配付のとおりであります。 

 次に、中川友規議員から、一身上の都合により

令和３年１１月１日をもって議員を辞職したい旨

の届出があり、同日付で議長において許可したこ

とを、会議規則第９７条第２項の規定により報告

いたします。 

 次に、閉会中の議会の動向については、議会動

向報告として、お手元に配付のとおりでありま

す。 

 また、町政動向報告についても、お手元に配付

のとおりであります。 

 以上で、諸般の報告を終わります。 

  ─────────────────── 

 日程第３ 

  議会運営委員の選任 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第３ 議会運営委員の

選任を行います。 

 議会運営委員については、委員会条例第６条第

４項の規定では、議長が会議に諮って指名するこ

とになっております。 

 なお、今回の選任は、中川友規議員の辞職によ

る会派の変更届によるものであります。 

 お諮りいたします。 

 議会運営委員に川上弘一議員を指名したいと思

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、ただいま指名しました川上弘一議員を

議会運営委員に選任することに決定いたしまし

た。 

 暫時休憩をいたします。 

午前１０時０７分 休憩 

───────────── 

午前１０時１３分 再開 

○議長（木下 敏） 休憩前に引き続き、再開い

たします。 

  ─────────────────── 

諸 般 の 報 告           

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） この際、諸般の報告をいた

します。 

 議会運営委員会より、中川友規議員の議員辞職

に伴い、委員長が不在となることから、委員長に

川上弘一議員を互選した旨の報告がありました。 

 この際、委員長就任の挨拶を求めます。 

 川上委員長。 

○議会運営委員長（川上弘一） ただいま開かれ

ました議会運営委員会におきまして、互選により

まして新しい委員長に選ばれました川上と申しま

す。 

 不慣れではございますけれども、議員の皆様
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方、そして理事者の皆様の御協力をいただきなが

ら議会運営をスムーズに、そして円滑に進めるこ

とができるよう頑張りますので、今後とも皆様の

御協力をよろしくお願い申し上げまして、委員長

就任の挨拶にされていただきます。よろしくお願

いいたします。（拍手） 

○議長（木下 敏） 就任の挨拶を終わります。 

  ─────────────────── 

 日程第４ 

  常任委員会報告 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第４ 常任委員会報告

を議題といたします。 

 民生文教常任委員会の報告を求めます。 

 坂本委員長。 

○民生文教常任委員長（坂本 繁） それでは、

委員会報告を行います。 

 委員会報告第１５号。 

 民生文教常任委員会報告書。 

 令和３年９月２４日第３回定例会における議決

に基づき、当委員会の所管について調査した結果

を下記のとおり報告する。 

 令和３年１１月１７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。 

 所管事務調査事項。 

 ・各学校における新型コロナウイルス感染症対

策について。 

 令和３年１０月８日、２８日、１１月１７日の

３日間、委員会を開催し、教育次長、学校教育課

長の出席を求め、提出資料に基づいた説明の聴取

を行った。 

 １、調査の目的。 

 町内小中学校の児童生徒が新型コロナウイルス

感染症に感染した場合の対応や今後の対策などに

ついて調査を行った。 

 ２、調査の方法。 

 町内小中学校の児童生徒における新型コロナウ

イルス感染症の感染状況や保護者との連絡体制、

今後の行事等の取扱い、新型コロナウイルス感染

症対策としてのＩＣＴ活用の体制等に関する資料

の提出を求め、教育次長、学校教育課長への聴取

を行った。 

 ３、新型コロナウイルスに感染した児童生徒の

人数について（濃厚接触者含む）、新型コロナウ

イルス感染症陽性者及び濃厚接触者の人数は以下

のとおりである。表を御覧ください。 

 ４、新型コロナウイルスに感染した児童生徒が

いた場合の対応マニュアル、保護者等への連絡体

制について。 

 文部科学省が作成した「学校における新型コロ

ナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル～

「学校の新しい生活様式」～」、「学校で児童生

徒や教職員の新型コロナウイルスの感染が確認さ

れた場合の対応ガイドライン」に基づき、以下の

とおり対応している。 

 （１）学校等への連絡について。 

 児童生徒等や教職員の感染が判明した場合に

は、医療機関から本人や保護者に診断結果が伝え

られるとともに、医療機関から保健所にも届出が

なされる。学校には、通常、本人や保護者から感

染が判明した旨の連絡がなされ、学校から町教育

委員会へ、町教育委員会から北海道教育委員会渡

島教育局へ報告する連絡体制となっている。 

 感染者本人への行動履歴等のヒアリングは保健

所が行い、また、保健所が学校において、感染者

の行動履歴把握や濃厚接触者の特定等のための調

査を行う場合には、学校や町教育委員会も協力す

る。 

 （２）感染者や濃厚接触者等の出席停止につい

て。 

 児童生徒等の感染が判明した場合、または濃厚

接触者に特定された場合には、各学校において、

当該児童生徒等に対し、学校保健安全法第１９条

に基づく出席停止の措置を取る。 

 なお、出席停止の場合は、指導要録上「出席停

止・忌引等の日数」として記録し、欠席とはしな

い柔軟な取扱いをしている。 

 濃厚接触者に対して出席停止の措置を取る場合

の出席停止の期間の基準は、感染者と最後に濃厚

接触をした日の翌日から起算して２週間とし、感

染者や濃厚接触者が教職員である場合には、病気

休暇等の取得、在宅勤務や職務専念義務の免除等
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により出勤させない扱いとする。 

 なお、出席停止に該当する場合は以下のとおり

である。 

 ・感染者は、治癒するまで（１４日間）。 

 ・濃厚接触者は、保健所が指定する健康観察期

間（１４日間）。 

 ・濃厚接触者以外でＰＣＲ検査を受けた場合、

検査結果が判明するまで。 

 ・本人、同居する家族に発熱等の風邪症状があ

る場合は、本人、同居家族の症状がなくなるま

で。 

 ・ワクチン接種の場合。 

 ・ワクチン接種で副反応が出た場合。 

 ・保護者が感染の不安で休ませたい場合（地域

の感染状況等合理的な理由により、校長判断で出

席停止とすることができる）。 

 （３）校舎内の消毒について。 

 児童生徒等や教職員の感染が判明した場合に

は、保健所及び学校薬剤師等と連携して消毒を行

うが、必ずしも専門業者を入れて施設全体を行う

必要はなく、当該感染者が活動した範囲を特定し

て、汚染が想定される物品を消毒する。 

 また、症状のない濃厚接触者が触った物品に対

する消毒は不要とされている。表面についたウイ

ルスの生存期間は２４時間から７２時間くらいと

言われており、消毒できない箇所は生存期間を考

慮して、立入禁止とするなどの処置も考えられ

る。 

 （４）臨時休業の範囲や条件の例について。 

 学校で家庭内感染ではない感染者が発生したと

きなど、学校内で感染が広がっている可能性が考

えられる場合には、当該感染者等を出席停止とす

るとともに、学校医等と相談し、以下のとおり臨

時休業を検討する。 

 まず、濃厚接触者等の特定及びその検査結果が

判明し、全体像が把握できるまでの期間及び校舎

内の清掃消毒等に要する期間（全体として概ね数

日～１週間程度）、臨時休業を行うことが考えら

れる。 

 なお、ばく露から症状発症まで、最大１４日、

多くは５日と長いこと、既に感染が顕在化した時

点で、臨時休業を行ったとしても感染の拡大がさ

らに広がる可能性があることに留意し、把握され

た全体像の状況によって、感染が拡大している可

能性がある場合においては、学校や町教育委員会

は、次の必要な対策として、学級あるいは学年・

学校単位の臨時休業の検討をする。 

 ①学級閉鎖。 

 以下のいずれかの状況に該当し、学級内で感染

が広がっている可能性が高い場合に実施する。 

 ・同一の学級において複数の児童生徒等の感染

が判明した場合。 

 ・感染が確認された者が１名であっても、周囲

に未診断の風邪等の症状を有する者が複数いる場

合。 

 ・１名の感染者が判明し、複数の濃厚接触者が

存在する場合。 

 ・その他、設置者で必要と判断した場合。 

 （※ただし、学校に２週間以上来ていない者の

発症は除く。） 

 学級閉鎖の期間としては、５～７日程度を目安

に、感染の把握状況、感染の拡大状況、児童生徒

等への影響等を踏まえて判断する。 

 ②学年閉鎖。 

 複数の学級を閉鎖するなど、学年内で感染が広

がっている可能性が高い場合に実施する。 

 ③学校全体の臨時休業。 

 複数の学年を閉鎖するなど、学校内で感染が広

がっている可能性が高い場合に実施する。 

 委員から、学級閉鎖等になった場合の保護者へ

の連絡体制について質疑があり、保護者が各学校

の安心メールに登録をしている場合はメールで複

数回周知し、登録をしていない場合は電話連絡を

行っている。また、交番・交通指導員等、各関係

者へも電話連絡を行い、臨時休業を知らずに登校

してしまった児童生徒への対応を行っているとの

回答であった。 

 ５、今後の行事等の取扱いについて。 

 北海道教育委員会で作成した「学校における新

型コロナウイルス感染症対策を踏まえた教育活動

等について」に基づき、感染症対策を徹底した上

で、修学旅行、宿泊研修、部活動などの学校行事

等を実施する方向であるが、感染リスクが高い活

動は慎重に検討することとしている。 
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 ６、新型コロナウイルス感染症対策としてのＩ

ＣＴ活用の体制等について。 

 児童生徒がやむを得ず学校に登校できないよう

な事態の際の学びの保障を目的に、各学校担当

者・学校指導教育主事・ＧＩＧＡスクールサポー

ター等１９名でＩＣＴ推進委員会を組織し、体制

を強化している。 

 現時点では、毎日の授業や持ち帰り学習で活用

しているが、インターネット利用時間の長時間化

やコミュニティサイト（ＳＮＳ等）での被害の増

加、他者の個人情報の取扱いや不正請求等の危険

への対応など、問題点もある。 

 また、持ち帰り時の家庭でのルールの作成やＷ

ｉ－Ｆｉ未整備家庭の取扱いについての検討が今

後の課題となっている。 

 委員から、Ｗｉ－Ｆｉ未整備家庭の割合はどの

くらいあるのか、また、休校となった場合は家庭

でタブレット端末を使い、授業を行う体制が整っ

ているのかとの質疑があり、現在のＷｉ－Ｆｉ設

置率は９６％、未整備家庭は６３家庭であるが、

経済的な問題のほか、家庭内でゲームをさせたく

ない等の教育方針による理由もある。また、全て

の児童生徒が家庭内でタブレット端末を使用し、

授業できる環境が整っていないため、今後どのよ

うにするべきか検討していかなければならないと

の回答であった。 

 ７、まとめ。 

 各学校における新型コロナウイルス感染症対策

については、文部科学省や北海道教育委員会で作

成したマニュアルを基に実施している。 

 現在は新規感染者が減少傾向にあるが、冬季間

は学校内での換気が難しくなり、児童生徒等の感

染リスクが高まると考えられることから、衛生管

理マニュアルに基づいた感染症対策を徹底し、各

学校内で感染拡大への警戒を継続するとともに、

感染者が確認された場合は迅速に対応できる体制

及び保護者や地域への連絡体制や情報共有を強化

することを望む。 

 また、児童生徒が出席停止となった場合や学級

閉鎖等により登校できない場合に備え、ＩＣＴを

活用したオンライン授業等により学びを保障する

体制整備について早期に確立することを望み、委

員会報告といたします。 

 以上で終わります。 

○議長（木下 敏） 議会運営例規第７９項によ

り、本件に対する質疑を省略し、報告済みといた

します。 

 委員長、お疲れさまでした。 

 以上で、常任委員会報告を終わります。 

  ─────────────────── 

 日程第５ 

  出納検査報告 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第５ 出納検査報告を

議題といたします。 

 監査委員の報告を求めます。 

 神﨑監査委員。 

○監査委員（神﨑和枝） １２月定例会に報告い

たします例月出納検査につきましては、８月、９

月、１０月分の３か月分です。 

 ８月分につきましては、９月２７日、２８日、

２９日、９月分につきましては、１０月２６日、

２７日、２８日、２９日、１０月分につきまして

は、１１月２５日、２６日、２９日、３０日に

行っております。 

 会計課長及び上下水道課長より提出されました

諸帳簿類の額と現金及び預金等の金額がつり銭を

除いた額と一致しており、計数上の誤りがなかっ

たことを御報告いたします。 

○議長（木下 敏） これより、質疑を許しま

す。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 質疑を終わります。 

 以上で、本件は報告済みといたします。 

 監査委員、お疲れさまでした。 

 以上で、出納検査報告を終わります。 

  ─────────────────── 

 日程第６ 

  一般質問 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第６ 一般質問を行い

ます。 

 通告順に発言を許します。 

 平松俊一議員。 
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○３番（平松俊一） それでは、通告に従いまし

て、大綱３問、質問を行いたいと思います。 

 １問目であります。町立学校における特別支援

学級についての質問であります。 

 社会福祉で使われる用語のノーマライゼーショ

ンという言葉は、１９５０年代に北欧諸国から社

会理念の一つとして、障害者も健常者と同様な生

活ができるように支援する考えで、障害のある人

を変えるのではなく、その人たちを取り巻く環境

や障害のない人たちの意識など、周囲が変わるこ

とを意味しております。 

 そして、その考えに基づきまして、平成１９年

４月から特別支援教育の本格的実施が始まりまし

た。共生社会の形成に向けたインクルーシブ教

育、障害のあるなしにかかわらず、共に学ぶ仕組

みのことをインクルーシブ教育と言いますが、こ

れが推進され、今では本人、保護者の意向を可能

な限り尊重する就学制度へと進展してきておりま

す。つまり、希望する学校への入学は、特殊な事

情がない限りどこへでも可能となっております。 

 また、七飯町は５歳児健診の実施をしておりま

して、早い段階から支援を要する子供たちへの対

応ができる体制が整いつつあります。 

 これらのことから、今後支援を要する児童生徒

の受入数が増えることが予想され、なお一層のき

め細かな対応が学校現場に求められてくるものと

考えられます。 

 私は平成３０年の第３回定例会でも特別支援学

級に関する質問を行っておりますが、この当時か

らの進展と、併せて次の点について伺いたいと思

います。 

 １、小学校、中学校、義務教育学校、それぞれ

の支援級に通級する児童生徒数について。 

 ２、交流及び共同学習の現状と今後の課題につ

いて。 

 ３、教職員の専門性と現状について。 

 ４、今後の教職員の増員計画について。 

 ５、外部人材の活用を含め、学校全体の専門性

向上について。 

 ６、教職員への障害のある者を採用・配置する

ことについてであります。 

 お願いいたします。 

○議長（木下 敏） 学校教育課長。 

○学校教育課長（俉楼 司） １点目について御

答弁いたします。 

 小学校、中学校、それぞれの令和３年５月１日

現在の数値となりますが、義務教育学校前期を含

めた小学校では、特別支援学級が１５学級、児童

が６８名、義務教育学校後期を含めた中学校では

７学級、生徒が１７名、全体で２２学級、８５名

となっております。 

 ２点目、交流及び共同学習の現状と今後の課題

についてでございます。 

 障害のある児童生徒と障害のない児童生徒が活

動する場を共にすることを通して、児童生徒の社

会性や豊かな人間性を育むこと、相互理解や多様

性を尊重する心を育むことを目的とし、一人一人

の児童生徒への合理的配慮がなされた個別指導計

画に基づく交流及び共同学習が実施されます。 

 七飯町における交流及び共同学習は、児童生徒

の障害の種別や特性に応じ、交流及び共同学習の

頻度や教科はまちまちでありますが、小中学校共

に３割の授業において行われております。 

 課題としては、児童生徒、保護者のニーズに基

づき、個別に交流や共同学習の拡大を進める上

で、児童生徒が授業にスムーズに参加するための

支援が必要となります。 

 その際、複数の児童生徒を担任する特別支援担

当教員は、交流学級での全ての授業をサポートす

ることが物理的に困難であり、交流学級の担任が

学級全員に対し授業を行う一斉授業形態では、そ

の児童生徒のサポートにかかり切りになることも

できないため、人的配置が課題となります。 

 ３点目、教職員の専門性と現状についてでござ

います。 

 各校の特別支援担当教員は、おおむね特別支援

教育に係る教員免許状を取得しています。ただ

し、人事異動などの関係で、一部専門免許を持っ

ていない教員もいる状況です。免許を保持してい

ない教員については、長期休業中に、北海道教育

委員会が主催する認定講習などへの参加を進めて

おります。 

 また、日常的な校内研修、職場での業務を通じ

て知識を身につける方法であるＯＪＴによる研
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修・研さん、北海道立特別支援教育センターが主

催する研修会への参加、また、各学校に配置して

いる特別支援コーディネーターとの連携を行って

いるところです。 

 ４点目、今後の教職員の増員計画についてでご

ざいます。 

 北海道の公立学校の教職員の定数については、

北海道の定数配置基準により配置されておりま

す。今後、支援が必要な児童生徒が増加した場

合、この基準により教員も増加することになりま

す。 

 ５点目、外部人材の活用を含め、学校全体の専

門性向上についてでございます。 

 外部人材については、教員免許取得者、障害者

について知識やスキルを持つ方などで、希望があ

れば町の支援員として採用は可能ですので、各学

校での状況により配置を検討いたします。 

 学校全体の専門性向上については、特別支援教

育のその重要性と意義を研修に取り上げ、教職員

の専門性を高めています。近年では、特別支援教

育の視点を持った教育活動の改善は、障害のない

児童生徒にとっても理解がより深まり、安全・安

心な居場所づくりに効果的な手段として認知され

ており、全教職員がユニバーサルデザイン、バリ

アフリーの授業構築について、渡島教育局の特別

支援教育スーパーバイザーの巡回指導、巡回訪問

を活用するなど、工夫を凝らして研修を進めてい

ます。 

 ６点目、教職員への障害のある者を採用・配置

することについてでございます。 

 公立学校の教職員は、北海道が採用・配置する

ものであり、七飯町にはということではなく、北

海道全体の中で配置しているものと考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 平松俊一議員。 

○３番（平松俊一） ありがとうございます。 

 １点目から再質問をさせていただきます。 

 ２２クラスで８５名の支援を要するお子さんが

いらっしゃる。これは平成３０年に質問したとき

には、全体で１７クラスの６３名だったというこ

とですから、５クラスの２３名、クラスも生徒も

増えてきているということになります。やはり今

までは気づかなかったけれども、支援を要する子

供に準ずるような子供たちがいろいろ見えてきて

いるということで、こういうクラスの設定が増え

てきていると、今後も増えていくことになると思

うのですが。 

 ２点目で質問をさせていただきました、交流と

共同学習ということについての再質問をさせてい

ただきます。 

 ほとんど課長の答弁は、文科省の教育局の特別

支援教育課の中に書かれている文章が答弁に相当

反映されていましたので、私の質問を用意したも

のとほとんど合致しているのであれなのですけれ

ども、２点目で言う交流、共同学習、ここについ

て、文科省のほうで書かれている文章をちょっと

読み上げます。 

 特別支援学校と幼・小・中、高等学校等の間、

また、特別支援学級と通常の学級との間で、それ

ぞれ行われる交流及び共同学習は、特別支援学校

や特別支援学級に在籍する障害のある児童生徒に

とっても障害のない児童生徒にとっても、共生社

会の形成に向けて経験を広め、社会性を養い、豊

かな人間性を育てる上で大きな意義を有するとと

もに、多様性を尊重する心を育むことができる

と。御答弁の中でも同じような表現がありまし

た。言っていることは、できるだけ普通の子供と

なるべく同じ状況で教育を受けていくと。 

 私が平成３０年に質問したときには、「みんな

の学校」という映画がありました。その中で、あ

るところで実際に行われた教育を１年間取材をし

た映画でした。それは、普通のクラスに支援を要

する子供も一緒に勉強している姿を作った映画で

した。 

 そのときにも同じ質問をしまして、今の御答弁

では、大体３割ぐらいは、支援を要するお子さん

たちも普通級で勉強しているという御答弁でした

けれども、できるだけこの時間を増やしていくこ

とを国としてもやはり重要だと考えている。この

辺の時間を増やしていくことについて、具体的な

お考えはないのか。何か基準になるものがあっ

て、支援級に移す、または普通級に戻る、この辺

の判断基準というのが何か持っていらっしゃるの
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か、この点についての再答弁を求めたいと思いま

す。 

 教員の専門性については、かなりの方が資格を

持っていらっしゃってということなので、これは

問題がないと思いますけれども、自分の休暇を

使って研修をするということなのか、我々で言う

有給休暇なんかを使って研修しているのか、もし

その辺が分かるようでしたら、ちょっと簡単な説

明をお願いしたいと思います。 

 それと、これもやっぱり文科省の教育課で出さ

れている文章なのですけれども、特別支援学級や

通級による指導の担当教員は、特別支援教育の重

要な担い手であり、その専門性が校内のほかの教

員に与える影響も極めて大きいと。このため専門

的な研修の受講等により、担当教員としての専門

性を早急に担保するとともに、その後も研修を通

じた専門性の向上を図ることが必要であるという

ふうに書かれています。 

 今の御答弁では、資格を持っていらっしゃる方

は結構いらっしゃると。それはいいことなので

す。これからのことです。その後の研修も非常に

必要だというふうに文科省は書いていますけれど

も、この辺の対応をどんなふうに計画されている

のか具体的に説明をお願いしたいと思います。 

 ４点目の再質問ですけれども、道の基準で教員

が採用されているということなので、教員のこと

はいいのですけれども、教員をサポートする学習

支援員、それから特別教室のほうには特別学習指

導員というのが町内にはかなり配置されていま

す。函館の教育関係者からは、七飯町は本当にす

ばらしいと。この辺随分しっかりやってらっしゃ

いますという評価をいただいていました。 

 この支援員です。普通級に障害がある、疑いの

ある子供たち、こういった者にサポートするため

につくのですけれども、この現状、今どのくらい

いらっしゃるのかをお聞きしたい。というのは、

やはり教員だけでやっていると、かなり大変な面

というのは、まだまだ改善の余地があるのです。

この支援員を今どのくらいつけている、それから

支援員の給与体系、もしこれから、これは道では

なくて町のほうで支払っていることなので、まだ

まだ必要だというふうに現場では求めているよう

ですが、その辺、教育委員会ではどういう判断

で、今後の計画をお持ちなのか、この点について

の再質問したいと思います。 

 学校全体の専門性については、スーパーバイ

ザーなんかの提案を受けながら、指導を受けなが

らやっていらっしゃるということで、これはいい

です。 

 それと６点目、これも教員の採用は道のほうの

所管であるということなのですけれども、支援を

受ける人、それから支援をする人、この人たちの

中で、やはり障害を持っている方が支援する立場

に回る、もしくは教員として、障害を持ちながら

子供たちの教育に当たるということは、随分、教

育を受ける側からすればインパクトが違うのでは

ないのかなと。そういうことで、例えば教員の配

置、町のほうからある程度リクエストできると

言ったら変な言い方ですけれども、ぜひうちの学

校には、そういう障害を持った先生の配置を望む

とか、そういうことが可能なのかどうか、それ

と、そういうお考えがあるのかどうか、この点に

ついて再質問いたします。お願いいたします。 

○議長（木下 敏） 学校教育課長。 

○学校教育課長（俉楼 司） それでは、順次お

答えしてまいります。 

 まず、交流、共同学習、現状では３割ぐらい実

施しているということでございます。これをもっ

ともっとできないかというところでございますけ

れども、やはり障害者の方たちにとって、学習を

する上で、どういう場所で学びをしていただくか

というのが非常に大きいと思ってございます。障

害の種類とか、その子の特性によって、大勢の教

室で学びをすることが、その子にとっていいのか

どうかというところも一つあると思ってございま

す。大勢の中で音がなかなか嫌な子もいれば、非

常に１人が合っているという子供もいらっしゃる

と思うので、その中で、学校現場では、その子に

合った中で最大限交流できるようなことを考えて

学びを進めているというところでございます。 

 個別に最適な学びということで、共同的な学び

というところの両者を考えてやっていくと。それ

は３割、多いか少ないかということもございます

けれども、今後もできる範囲の中で、お互い必要
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なことであると思いますので、児童生徒が社会に

出たときに、当然他者との関わりも深く関係しま

すので、そういう共同的な学びも必要だというこ

とで、そこら辺も踏まえて今後も進めてまいりた

いと思ってございます。 

 ２点目は、研修についてどのようにというとこ

ろでございます。学校で働きながらということも

ありますので、長期間休んで研修となると、学校

に配置されている先生方についてはなかなか難し

いところでございまして、例えば夏季休業だと冬

季の休業期間を使って研修をするだとか、また、

単発のものであれば、今、ズーム会議、ズーム研

修なども増えてございます。先ほど申し上げまし

た北海道の道立機関である特別支援センターのほ

うでもウェブでの研修会をやっているところでご

ざいますので、そういうものを活用しながら研さ

んを図っているという現状でございます。 

 続いて、学校での状況というか、特別支援の関

係の連携というところでございますけれども、学

校には特別支援コーディネーターということで、

学校と家庭だとか教育委員会だとか子育て支援セ

ンターと連携を図るコーディネーターがおりま

す。その方たちと特別支援学級の先生、また、教

頭先生だとか、いろいろ学校の特別支援に関わる

担当教員でチームを組んでいろいろ情報交換、研

修というか、業務の中で知り得たものをみんなで

共有するという中で日頃から行っているというと

ころでございます。 

 続いて、町が採用している学習支援員、特別支

援員についてでございます。今、現状、学習支援

員については１１名、特別支援員については１０

名、合計２１名を採用して各学校に配置している

というところでございます。報酬につきまして

は、１時間１,２０１円ということで、勤務体

系、条件としては、１日５時間程度、週１９時間

程度という中で業務を行っていただいているとい

うところでございます。 

 ６点目でございます。障害者を雇う考えはある

のかというところでございます。議員おっしゃ

る、インパクトがあるというところでございます

けれども、私どもとしましては、学校現場という

ことで、ある意味子供たちの安全・安心を守ると

いうことが最優先であると思ってございます。そ

の中で、障害のある方が教員免許を持っていると

か、そこに配置されても十分学校で業務ができる

というような方であれば採用は拒むものではござ

いませんので、そこら辺含めて総合的に勘案して

進めてまいりたい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） 平松俊一議員。 

○３番（平松俊一） ありがとうございます。 

 おおむね理解できることばかりなのですけれど

も、問題は、もう少しグレードを上げると言った

ら、表現として合っているかどうか分かりません

けれども、実際問題、教員の方たちは、せっかく

学習支援員をつけてくれるのであれば、もう少し

欲しいというのが本音なのですけれども、この点

について、教育委員会というのは学校現場と何か

具体的なやり取り、そういう話合いみたいなこと

をしていらっしゃるのかどうか。それと、例えば

あと何人欲しいとか、そういう具体的な数字を

言ってきている学校なんかがあるのか。この辺が

非常に大事なポイントになるような気がします。 

 実際に指導している教員の人たちはかなり勉強

もしていますし、頑張っていると。それから常に

新しい情報を取り入れるためにズーム参加とか、

そういうことで研さんを積まれているということ

は、今の報告で分かりましたけれども、やはり教

員にかかる負担を減らすという意味では、支援員

が必要になってくる。 

 親御さんの話を聞いても、支援級に行ってもら

いたい子供がいるのだという表現をする親御さん

がいらっしゃいます。結局自分たちの子供の勉強

の支障になるのだと。そういう子供は支援級に行

くのか、普通級に残るのか、それもなかなか判断

が教育委員会として難しいかもしれませんけれど

も、普通級に残っているときに、やはりそこで

ずっとサポートしてくれる方が生徒のそばについ

て今いれるかどうかです。例えば５人いても、１

人の先生がその５人を見ているのか、一クラスに

５人もいるということはないと思いますけれど

も、実際に担当している教員のほうからは、もう

少し欲しいなという声があるのですけれども、こ

の点についてどうなのか、最後の質問をさせてい
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ただきます。 

○議長（木下 敏） 学校教育課長。 

○学校教育課長（俉楼 司） それでは、再質問

にお答えしてまいります。 

 私ども教育委員会としても、特別支援関係だけ

ではなく、いろいろな部分で学校側とは情報共有

をしているところでございます。その中で、現場

としては、やはりたくさんの方たちに、子供に

とって携わっていただいたほうがいいと感じる場

面はあると思ってございます。教育委員会として

それを受けまして、学校、児童生徒が学びに対し

て困ることのないようにということで常日頃から

考えているところでございます。 

 支援員を増員するかというところの話になりま

すけれども、そこは、先ほど申し上げましたとお

り、学びに対して困ることのないように、これか

らも進めていくというところでございまして、財

政上の課題もあることから、今この場で増員とい

うのはなかなかお答えできませんけれども、今後

も学校、児童生徒が困らないように進めていくと

いうことで、答弁に代えさせていただきたいと思

います。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 大綱１点目の再々再質問は

休憩後にしたいと思います。 

 暫時休憩いたします。 

午前１１時０１分 休憩 

───────────── 

午前１１時１３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。 

 平松議員の再々再質問から入ります。 

 平松俊一議員。 

○３番（平松俊一） 学校教育課長のほうからサ

ポートスタッフについての答弁では、財政の問題

があるということを、これは確かにそうでしょう

ね。人を雇うということは、幾ら時給が１,２０

１円とはいっても、５人も１０人もどんどん増や

すというのは大変だと思います。 

 ただ、教育長、ちょっとお聞きしたいのですけ

れども、体育館の暖房の件で、この議会で何回も

私ほか同僚議員とやり取りがありました。今は、

設計価格と大分違う、その調査をなさっていると

いうことなのですけれども、少なくても一冬たっ

た時点で１３０万円かの設計予算を、５００万円

近いお金を払っている事実があるわけです。そう

いう何百万円単位のお金を平然と払っているの

に、子供たちのサポートに必要な人のお金は出せ

ないというこの矛盾について。 

○議長（木下 敏） ちょっとそれは余りにも飛

躍し過ぎている質問なので、もう一度質問し直し

てください。自分がそう思っているだけのことで

あって、思いは分かりますけれども、表現を変え

てください。 

○３番（平松俊一） 子供たちにお金をかけると

いうことに対して、必要だという認識は、今まで

のやり取りで十分分かりましたけれども、現場で

はもっと欲しいと言っている。何かいろいろ見直

し、切り詰めをして子供たちの支援に予算を回す

ということが可能かどうか、教育長の答弁を求め

たいと思います。 

○議長（木下 敏） 教育長。 

○教育長（與田敏樹） 人の関係は多ければ多い

ほど子供たちに手厚く支援できるというふうに

思っております。 

 ただ、その大前提になるのが、特別支援級に行

くのか養護学校に行くのか、あるいは通常級に行

くのかということについて、入学前あるいは入学

してからも、教育支援委員会というのがあって、

そこのところで判断します。基本的には、そこの

ところで、例えば養護学校がいいですよとか、特

別支援級がいいですよというふうな判断をしたと

しても、御質問にありましたけれども、今は保護

者がどこを選ぶかということが優先されますの

で、支援級が妥当だという判断をしたとしても、

保護者が通常級に行かせてあげるということであ

れば、そこは教育委員会としてもしっかり対応し

なければいけないというふうに思っています。 

 なぜ通常級なのかというところ、これはいろい

ろな理由があると思いますけれども、その理由の

一つの中に、まだまだ支援級に対する誤解という

ものがあるのかなと思っています。先ほど来の質

問で答弁していますけれども、その中で３割ぐら
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いは交流学習をやっていますということです。コ

ロナ禍になってからできていませんけれども、３

年前に養護学校にいるバギーの子が大中山小学校

に行って交流学習をしました。子供たちというの

は全く障害に対して前提条件がなくて、普通に触

れ合っていました。非常にいいことだと思いま

す。支援の必要な子供にとっても、それはよかっ

たということで、保護者の方からも話を伺ってい

ますので、この交流学習についてはこれからも進

めていきたいと思いますが、障害の種類、程度に

よって、１００％やることがいいかどうかという

こともあります。３割で十分だという場合もあり

ますし、その子にとっては６割が十分だというこ

ともありますので、ここは率で議論すべきではな

いと思いますが、いずれにしても、そういうこと

をやりながら、支援級に在籍することによって、

その子が本来伸びるべき能力を伸ばすことができ

るのですと、通常級よりもいいのですということ

をしっかりと保護者のほうに理解をしていただけ

れば、支援級という判断もある子供もいると思い

ます。その辺についてしっかりとやりながら、そ

の中で通常級で、これは支援級に行くほどでもな

いけれども、今は課題のある子供たち、これは障

害ということではなくて、少し目配せをしなけれ

ばいけない子供たちが増えてきているのが現状で

す。ですから、そういう子供たちに対しても、こ

れは特別支援員、支援級の支援員だけではなく

て、学習支援員も含めて対応していく状況です

が、トータルで考えたときには、いかんせん、そ

の状況によっては難しいクラスもあるというのが

現実です。 

 そうした中で、学校としては、管理職を対応さ

せたり、いろいろな形でやってきております。そ

の中で、うちとしても今全部で２０人、全体で２

０人の特別学習も含めて支援員をやっております

が、学校の要望はよく分かりますけれども、そこ

は、先ほどの、かけるべきところにもっとかける

べきではないかという発想については、まさしく

そうだと思いますが、それは、よそからお金を増

やすという現状にはありませんので、教育委員会

内部において、特別支援級に行くかどうかという

判断も含めて、しっかりと保護者に対して対応し

てもらいたいというのと併せて、人数の増減につ

いては、少し知恵を絞りながら対応していきたい

というふうに思っております。なかなか人数の増

加については妙案はございませんが、保護者との

関係で納得できるような学びの環境をつくってい

きたいというふうに思っておりますので、ぜひそ

ういうことで御理解していただきたいと思いま

す。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 平松俊一議員。 

○３番（平松俊一） １問目を終わります。 

 それでは、２問目に移らせていただきます。 

 ネオニコチノイド系殺虫剤というものがありま

す。最近、ネオニコチノイド系殺虫剤という言葉

を見聞きする機会が増えてきましたが、平成５年

頃から全国で広く使用されている殺虫剤の総称で

あります。使いやすく、適用できる害虫の種類が

多く、危険性が少ないと。農作物の生産性向上に

寄与してきているものであります。 

 しかし、最近、各方面の研究者からミツバチな

どの昆虫、海では貝類やイカなどの生態系への影

響が疑われてきているという状況にあります。 

 ネオニコチノイド系殺虫剤について、河川の環

境基準は今のところ設定されておりませんけれど

も、水質汚濁の基準としては大幅に下がっている

ということで、国内のほとんどの地域では問題が

ないと考えられてきておりました。 

 万が一、このネオニコチノイド系殺虫剤か規制

されると、農業従事者の方にとっては防除手段が

奪われ、食料供給に大きな問題が生じるというふ

うにも思われます。 

 ただし、生態系へ与える影響も疑われている物

質で、注視する必要があると発表している国内の

公的機関もあります。害虫も益虫も影響を受け

る、人体への影響についても、新生児の尿から検

出報告があると、国連環境計画の中でも取り上げ

られております。ＥＵこういったところ、それか

ら各国ではネオニコチノイド系殺虫剤の規制強化

が広まっているところもあります。こういった中

で、日本では農業から一般家庭までの殺虫剤まで

広く使用されている現状であります。 

 そこで、次の点について伺いたいと思います。 
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 １、環境保護団体もしくは類する団体からの申

入れ等について。 

 ２、農業生産団体、生産法人、こういったとこ

ろからの報告について。 

 ３、国、道、近郊自治体の対応状況について。 

 ４、今後、七飯町が呼びかけ人となり、道南に

おけるネオニコチノイド系殺虫剤に関する調査・

研究を行うことについての質問であります。 

 お願いいたします。 

○議長（木下 敏） 農林水産課長。 

○農林水産課長（村上宏樹） それでは、ネオニ

コチノイド系殺虫剤について御答弁申し上げま

す。 

 １点目ですが、環境保護団体もしくは類似する

団体からの申入れはございません。 

 ２点目ですが、農業生産団体、生産法人等から

の報告は特段ありませんが、厚生労働省では、食

品中に残留する農薬が人の健康に害を及ぼすこと

がないよう、農薬等について残留基準を設定して

おります。 

 食品衛生法により、平成１８年５月２９日から

残留農薬等に関するポジティブリスト制度が実施

され、ネオニコチノイド系についても整理されて

いる状況でございます。基準値を超えて農薬など

が残留する食品の販売等は禁止されております。

農薬が基準を超えて残留することがないよう、農

林水産省が残留基準に沿って農薬取締法により使

用基準を設定しています。 

 町内の農業者が農産物を農業団体に出荷する

際、病害虫防除等に係る農薬使用の履歴が分かる

生産履歴を同団体に提出しているところです。 

 ３点目、４点目については一括して答弁させて

いただきます。 

 国では、農薬取締法により、農薬の安全性、そ

の他の品質及びその安全かつ適正な使用の確保を

図り、農業生産の安定と国民の健康の保護に資す

るとともに、国民の生活環境の保全に寄与するこ

とを目的として、ネオニコチノイド系薬剤を含む

農薬について登録の制度を設け、販売及び使用の

規制等を行っております。 

 北海道においては、関係機関により、消費者へ

信頼される安全・安心な道産農産物づくりを目指

し、農業者へ農薬に依存しない耕種的防除技術や

病害虫発生予察情報を参考とした効果的な防除技

術、ネオニコチノイド系薬剤を含む農薬の安全か

つ適正な使用を指導、啓発しております。 

 七飯町においては、町内農業者及び関係機関等

と連携を行い、蜜蜂への用心として、町内養蜂農

家の養蜂場所周辺に水稲の作付がある場合は、農

薬による出穂後の病害虫防除時期について、養蜂

農家と情報共有を図り、一つの試みとして、ネオ

ニコチノイド系以外の薬剤の選定、また、養蜂農

家においても蜜蜂への農薬の暴露を避けるため、

防除時期は巣箱からの蜂の出入りについて特に注

意を行う等の取組が行われております。 

 なお、近郊自治体で知り得る限り、特段の対応

を行っている情報はございません。 

 こうしたことから、国に登録のあるネオニコチ

ノイド系薬剤は適正利用が可能であるため、調

査・研究を行うことを考えておりません。 

 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） これはなかなかややこしく

て、国は適正の範囲だと判断をしているのです。

それは私も承知しているのですが、外国では規制

が始まっているということなのです。そこを一自

治体が国を差し置いていろいろなことをするとい

うことがどうなのかというのも、おっしゃるとお

り、問題というほどではないのでしょうけれど

も、独自に調査・研究を行うという発想がないか

どうかということを中心に今回の質問をしまし

た。 

 というのは、やはり七飯町の主要産業というの

は農業、実際に私の知り合いで蜜蜂を使って商売

をなさっている方もいるのですけれども、やはり

だんだんに蜜蜂の数が減ってくるのだそうです。

いろいろな文献を見ますと、このネオニコチノイ

ドというのは非常に水によく溶けて、効果が高

い。ところが残留する期間が非常に長いのだそう

です。 

 ということは、例えば田んぼにまいた、ビニー

ルハウスにまいた、リンゴにまいた、こういうも

のが雨が降って流れていった先でもまだ成分とし

て残っていると。その成分基準は、今のところ川
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まで流れていったら初めて規制対象になるのです

けれども、ふだんのところでは、なかなか危ない

状況だとかなんとかという判断をする基準がない

というのが現状なのです。 

 それで、主要産業である七飯の例えば花卉とか

も恐らく使っていると思うので、一生懸命勉強し

て、今、水稲農家がちょっと研究というのです

か、代わるものはないかということをやっている

と。そういうものをもっともっと伸ばしていっ

て、例えばあちこちで問題だという声が上がった

ときには、もう既に七飯町はかなり次の対応策を

考えているという報道がなされるくらいに持って

いったほうがいいのではないのかなと。今すぐ、

危険だからどうのこうのという話には持っていな

い状況ですので、この先、今、一部の農家の方が

やっているのであれば、町も一緒になってそうい

うことを進める必要があるのではないかというこ

となのですが、その点について再答弁を求めま

す。 

 この薬は、昆虫にとって免疫機能が落ちてい

る。それから生殖機能が低下するという結果は

はっきり出ているのです。ですから、代が代わっ

ていくとどんどん減っていくという現象になって

きています。実際我々が見てもトンボだとかの数

がほとんど時期になっても見られなくなっていま

す。やはりこの薬の影響というのは現実的に現れ

ているのかなと思いますので、再答弁をお願いし

たいと思います。 

○議長（木下 敏） 農林水産課長。 

○農林水産課長（村上宏樹） それでは、再答弁

していきます。 

 この先の件でございますが、農林水産省では、

農薬取締法の一部改正を平成３０年に行ってござ

います。背景といたしまして、農薬の安全性の向

上があり、科学の発展により、蓄積される農薬の

安全性に関する新たな治験や評価方法の発達を効

率的かつ的確に反映できる農薬登録制度へと改善

し、最新の科学に基づき、定期的に同一の有効成

分を含む農薬について安全性を評価し、最新の科

学的水準の下で安全性や品質を担保しつつ、必要

に応じて登録の変更、取消しなどがあるものとい

う改正でございます。 

 法律の概要としては、同一の有効成分を含む農

薬について、一括して定期的に最新の科学的根拠

に照らして、安全性等の再評価を行うというもの

でございます。 

 この改正後に登録された農薬は、今後１５年ご

とに再評価が行われ、今回の既存農薬について

は、２０２１年度、今年度から優先順位に応じて

順次再評価というものが行われることになりま

す。 

 これに基づきまして、令和元年９月９日の農林

水産省告示により、再評価を受けるべき農薬の範

囲を指定した件によりますと、このネオニコチノ

イド系の３種については再評価を受けるべきもの

が、提出すべき資料の提出期限というものが２０

２１年の１２月２８日、今月２８日とされている

ところですので、既に国ではネオニコチノイド系

についても最新の科学的水準の下で、安全性等の

確認を始めていると考えられますので、御質問の

七飯町が呼びかけ人となり、道南における調査・

研究を行うということは考えてございませんの

で、御理解願います。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 経済部長。 

○経済部長（青山芳弘） 今、課長のほうから答

弁ありましたが、農薬の今までの現行制度、いわ

ゆる認定を申請する際、七、八年かけまして、薬

効・薬害の試験、毒性試験、残留試験などを七、

八年かけてまずやります。その後、申請を二、三

年かけて、農薬として認定されるのは約１０年程

度かかります。 

 現在、今まで、過去ですけれども、認められた

農薬については３年ごとに再登録ということで、

現状進んできたと。ですから、農薬として販売し

たいということであれば、３年ごとに再登録を申

請し、法律に基づいて今までは販売が可能だった

と。 

 それが、今、課長が答弁としたとおり、改正と

なってございますので、新しい科学の発展により

まして、１５年後に再度再評価をした結果、異常

がなければそのまま使用できると。また、平松議

員が危惧される何か成分が発見されたというふう

になれば、その時点でまたいろいろな対応がされ
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るということで、先ほども課長のほうから答弁あ

りましたが、農林水産省、いわゆる国のほうも、

この件については、因果関係ははっきりしていま

せんけれども、そういう事案の疑いが今あるの

で、そういう対応をしているということで、議員

が指摘した、欧米諸国のもので、いろいろという

ことがあるのですけれども、一応国内において

は、因果関係がはっきりしていませんけれども、

国としてはそういう対応をしているということ

で、御理解をいただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 平松俊一議員。 

○３番（平松俊一） 国の対応が進んでいるとい

うことで、それ以上のことは町のほうではしない

と。その答弁は、それで理解をいたしますけれど

も、やはり主要産業でそういうものを使っている

現状でありますので、ぜひしっかりと目を向けて

いく。どこかから何かそういう声が上がったら即

対応できるようなお考えを十分持っていていただ

きたいと思いまして、今回この質問をしました。

納得しましたので終わります。 

 最後、３点目の質問に移ります。 

 大沼観光のことであります。大沼の観光客誘致

について。 

 最近、七飯町は大手旅行会社と観光分野に関す

る包括連携協定を結び、コロナ後を見据えて、観

光関連事業が大いに活気づくことに期待が寄せら

れているところであります。 

 しかしながら、大沼公園の現状は、自然公園法

の規制の中で、七飯町が独自に整備を進めること

も容易ではなく、北海道に対して要望を行うこと

が常態化しているところであります。 

 世の中はコロナ禍の間に随分とアウトドア志向

が進み、キャンプやトレッキングが急速に広ま

り、関連事業の売上げも目に見えて伸びておりま

す。この流れを逃すことなく、大沼観光を再生さ

せなければ、忘れ去られた観光地になりかねない

と。 

 そこで、次の点についてお伺いをいたします。 

 １、大沼地区で運行しているスクールバスの空

き時間を湖畔循環バスに流用することについて。 

 ２、湖畔外周の木道整備について、北海道と協

議を行った経緯について。 

 ３、今後、大沼の湖畔木道の整備推進を森町や

鹿部町とともに要望していくことについてであり

ます。 

 お願いいたします。 

○議長（木下 敏） 学校教育課長。 

○学校教育課長（俉楼 司） １点目のスクール

バスの運行状況について、私のほうから御答弁い

たします。 

 現在、大沼岳陽学校の登下校のためにスクール

バスを導入し、運行しているところでございま

す。日常の運行では、登校は、運行前点検、回送

後の点検及び清掃・消毒作業を含め、おおむね７

時から９時前まで１回の運行、下校は、運行前点

検、回送後の点検及び清掃・消毒作業を含め、お

おむね１４時以降から部活動の終了後の間で３回

の運行を行っております。 

 ただし、登下校は、基本的には決まった時間帯

ですが、学校行事及び天候などにより午前授業と

なるなど、登下校時の時間帯が変わる場合があり

ます。 

 また、大沼岳陽学校の登下校時に使用しない時

間帯においても、町内各学校の行事、部活動にお

いて活用しているところであり、コロナ禍以前の

実績として、令和元年度には、バス２台で２７３

回の稼動がありました。 

 以上のことから、スクールバスを湖畔循環バス

に流用することは、現在も登下校以外にも学校行

事、部活動などで利用していること。また、登下

校においても、学校行事、荒天などの天候による

不規則な運行にも対応しなければならないため、

定期的な運行に活用することは難しいと考えま

す。 

 私からは、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） それでは、１点目

から御答弁させていただきます。 

 まず、１点目につきまして、現在のところ大沼

湖畔を周回するバス事業に類する事例がなく、し

たがいまして、スクールバスの流用等は検討され

ておりませんので、御理解願います。 

 ２点目につきまして、湖畔外周の木道整備につ
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きましては、現時点では予定がないことから、北

海道を初めとした関係機関等との協議は行ってご

ざいません。 

 ３点目につきまして、２点目の答弁と関連いた

しますが、森町や鹿部町とは、観光のソフト事業

などで緊密に連携をしてございますが、現時点で

は、木道の整備に関して検討されてございません

ので、共に要望する環境にはございません。 

 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） 再質問を行います。 

 スクールバスをということ、ちょっと無理があ

るかなという気もするのですが、実は先月、私、

奥入瀬渓流を個人的に見てきました。河川の横

に、全線ではないのですけれども、部分的に歩き

づらいところに木道を設置して、そこを皆さん方

がトレッキングして歩いている。小さいお子さん

から、かなりのシルバー世代まで多くの人がいま

した。 

 これには、一つ、サポートする仕組みがついて

いまして、国内大手のリゾートホテルが独自で動

かしている無料のバスが走っています。十和田湖

から流れ出るところからホテルまでの間を幾つか

バス停を設置しまして、そこにホテルが無料で運

行しているバスが走っていると。例えば上流側に

向かってバスに乗っていって、適当なところで降

りてから、下り、ホテルに向かって歩いてくると

か。もしくは、歩けると思ったのだけれども、途

中で大変だからバス停に立っているとピックアッ

プしてもらえるというふうなことをやっていまし

た。ですから、結構早い時間から、暗くなってか

らもいろいろな方が、バスが動いている間は歩い

ているという現状がありましたので。 

 そういえば七飯町も大沼でバスが３台くらい今

運行していると。この空き時間に何か少しやって

みて、これから冬の観光になりますから、ある程

度周知をして、どのぐらい利用者が出るのか、そ

れから利用者の声を聞くにはいいチャンスではな

いのかということで、今回この質問をしました。 

 せっかく包括連携なんかする大手旅行会社もい

ることですから、何か特別予算を組まなくても、

町内であるもので、観光客の誘致につながるよう

なものを考えられないかなというのが質問の趣旨

であります。 

 それで、何か所かに木道があるので、この木道

は道が設置したものと思っていましたら、お聞き

しましたら、道では一切つくっていないというこ

となのです。どうも地元の人たちが今までつくっ

たようであるということだったので。ただ、昔つ

くった頃、道の協議した形跡がないのか、もう１

回、町担当者にお聞きしたいなと思っていまし

た。何か道のほうでは認めないと言ったのか、勝

手にやるならいいでしょうというレベルだったの

か、前は公園管理事務所というがありましたの

で、そこと何か打合せでもしてやったのかもしれ

ないなということでお聞きしていますので、もし

その辺、何か資料等があるのでしたら、お答えを

願いたいと思います。 

 ３点目は、考えはないと。いずれも考えはない

ということなのですけれども、七飯だけがよけれ

ばという話ではなくて、近郊とタッグを組んで観

光客を誘致するという考えで、周りを巻き込んで

やっていくと波及効果も高いのではないかと思う

のですけれども、それぞれの自治体の考えでやる

ことなのだから、わざわざ一緒にやるということ

は考えていないと、分からないわけではないので

すけれども、一緒にやっても特別予算がかかると

か、皆さん方の業務が極端に重くなるとかという

こともないような気がするのですけれども、その

辺もう少し柔軟なお考えというのは持てないもの

なのか、その辺の再答弁を求めたいと思います。 

○議長（木下 敏） 商工観光課長。 

○商工観光課長（福川晃也） 再質問に御答弁さ

せていただきます。 

 まず、順番は前後しますが、大沼国定公園、い

わゆる周遊道路近辺につきまして、既に木道が一

部整備されている部分がございます。これにつき

ましては、今、御質問の中にお話がありましたと

おり、整備者、所有者不明というところがござい

ます。それから、そういった流れにあるものでご

ざいますから、北海道との協議があったのかどう

かというのも実は不明なところでございます。 

 ただし、一部、七飯町議会の皆様から御議決を

いただいた予算の中で、一部の木道について、非
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常に老朽化して利用者に危険が及ぶところがござ

いましたので、これについては、御議決をいただ

いた予算で整備をしているという経過は一部ござ

います。 

 これにつきましては、北海道においても、その

場所については、サイクリングの駐輪場を整備し

たりだとか、そういった利用促進に取り組んでい

たところもございまして、その時点におきまして

は、北海道との協議の上で、そのような形で対処

させていただいたということで、御理解をいただ

きたいと思います。 

 また、木道に限らない話なのですけれども、

今、質問にございました湖畔外周の木道整備と

いったものにつきましては、冒頭御答弁申し上げ

ましたとおり、現在のところそういった検討がな

されていないので、先ほどのような御答弁をさせ

ていただきました。 

 これもひとえに、大沼国定公園の受け入れ態勢

の整備という一面があるところでございます。こ

れにつきましては、今までも国定公園管理者の北

海道に対しましては、何度かにわたりまして要望

等を行ってございました。例えば周遊道路に関し

ましては、以前に北海道建設部に対しまして、大

沼周辺整備促進に関する要望書といたしまして、

七飯町議会、それから七飯町、それから七飯町議

会防災・災害対策に関する調査特別委員会の連名

におきまして、歩道の拡幅や路肩の拡幅などの要

望を、観光振興の分野からも要望しているという

経過もございまして、これにつきましては、引き

続き北海道において周遊道路近辺の整備が続けら

れているところでございます。 

 また、ほかの関連団体、森町や鹿部町との観光

施策につきましては、御承知のとおり、環駒ヶ岳

という３町一帯の広域観光について、様々なソフ

ト事業を展開しているところでございまして、こ

ちらと共同してやっていくというスタンスは変わ

りはございません。 

 ただし、これら御質問にありました受け入れ態

勢の整備等に関しましては、開発の規模や環境に

対する負荷、それから利活用については、十分地

域の皆様を初めとしまして、検討等をしながら、

相互理解の上、慎重に進めるべきものでございま

すので、今現在のところは、このような形で御答

弁をさせていただくということで、御理解をいた

だきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 平松俊一議員。 

○３番（平松俊一） 全く考えがないという答弁

しか出ない中にあっても、環駒なり何なりで、現

実やっているものもあると、ソフトに関してなの

でしょうけれども、これを何とかハードに向け

て、近郊の町とタッグを組んでやれると、要望す

る力もあるでしょうし、実現する可能性の率も高

まるのではないのかと思うので、検討する場が環

駒であれば、環駒の中で提案しながらやっていく

というのも一つの手かもしれませんけれども。 

 何にしても、先ほど言いましたけれども、コロ

ナ禍にあっても自然のところに出ていく人たち、

それから、そういう人たちが購入する衣類ですと

か靴ですとか、ザックだとかがえらい売れている

のです。こういう会社の株も上がっています。木

古内町にも国内の結構大きいそういうところが、

来年度から調査をして町に提案するという記事が

載っていました。 

 やはり観光地の先進地としての大沼、この大沼

が道南のそういった流れを牽引するくらいの気概

が求められるのではないかと、どうも大沼は寂し

い状況が漂っている。みんなで大沼を中心に観光

客をいっぱい引っ張ってこようと、こういう意思

表示をマスコミを通じてする必要があるかなと思

うのですけれども、最後にもう一度答弁を求めた

いと思います。 

○議長（木下 敏） 商工観光課長。 

○商工観光課長（福川晃也） 先ほども御答弁申

し上げましたが、現在のところハード整備につき

ましては具体的な事例、事案がなくて、検討させ

ていただく部分が今のところ、正直なところござ

いません。 

 しかしながら、これはこういった大沼の受け入

れ態勢の整備を全て否定するということではなく

て、そういったアイデアにつきましては、民間事

業者の取組、それから関係団体、地域住民の方々

と十分意見交換をさせていただきながら、検討し

ていくというのは十分に考えられるところでござ
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いますので、御理解をいただきたいと思います。 

 また、特に大沼国定公園につきましては、管理

者である北海道が整備をすべきというようなとこ

ろは従前から変わってございませんが、こちらの

大沼国定公園のいろいろな環境の整備や改善とい

うことにつきましては、民間事業者のそれぞれの

取組だけではなくて、今まさに地域住民の方が自

らのボランティアによって、様々な看板の修復と

かといったものにも取り組んでいるというような

状況でもございます。 

 それに、大沼国定公園につきましては、四季

折々によって、例えば春であればミズバショウの

鑑賞、夏であれば湖上遊覧、秋であれば散策路等

で紅葉狩りをする。冬はスキーを初めとしたウイ

ンタースポーツなど、様々な自然の資源がありま

すので、こういったものをそれぞれが相互に連携

し合って活用していく。そして地域活性化に寄与

していきたいというような考えでおりますので、

ぜひ御理解をいただきたいと思います。 

○議長（木下 敏） 通告順に発言を許します。 

 神﨑和枝議員。 

○２番（神﨑和枝） それでは、通告に従いまし

て、２問質問いたします。 

 １問目は、子宮頸がん予防ワクチン、ヒトパピ

ローマウイルスワクチンの定期接種についてお伺

いをいたします。 

 子宮頸がんは、子宮の入り口部分である子宮頸

部にできるがんで、今でも日本では年間約１万

１,０００人の女性が子宮頸がんにかかり、約２,

８００人もの女性が亡くなっています。 

 子宮頸がんの原因であるヒトパピローマウイル

スの感染を防ぐヒトパピローマウイルスワクチン

は、１次予防を目指して、２０１３年４月に定期

接種となり、小学校６年生から高校１年生相当の

女子は接種を希望すれば無料で接種が可能となっ

ていました。 

 一方で、同年、２０１３年６月より、国は積極

的勧奨を差し控えるとしたため、多くの自治体が

対象者への通知をやめてしまい、７割近くあった

接種率が１％未満にまで激減しています。 

 国は、昨年１０月と今年１月の２度にわたり、

ヒトパピローマウイルス感染症の対応及び対象者

等への周知について通知を発出し、市町村にヒト

パピローマウイルス定期接種対象者へは、公費で

接種できるワクチンの一つとして、ヒトパピロー

マウイルスワクチンであること。また、ワクチン

の有効性、安全性に関すること。個別送付による

情報提供の徹底を求めています。 

 そこでまず、昨年１０月の国からの通知を受け

ての町の対応と、その結果についてお伺いいたし

ます。 

 １として、昨年１０月に国から対象者への情報

提供に関する指示がありましたが、それに対する

町の対応と今後の予定はどのようになっています

か。 

 ２、町における通知や実施世代における令和２

年度の接種率及び通知未実施であった令和元年度

の同対象者数と接種率はどのようになっています

か。 

 ３、厚生労働省は、積極的勧奨再開について通

知すると報道されていますが、積極的勧奨が再開

した場合の本町での情報提供の方法について、周

知対象、周知方法について伺いたい。 

 まず、この通告後に、国として積極的勧奨再開

が決まったとの報道がありました。この制度の趣

旨を踏まえて、これまで個別通知をしていた世代

も含めた全対象者に対し、国の方針が変わったこ

と及び積極的に接種をお薦めする旨の分かりやす

い訂正、案内を速やかに通知を郵送でお届けすべ

きと考えますが、周知対象、周知方法はどのよう

に考えていますか、お願いします。 

○議長（木下 敏） 答弁は午後からにいたしま

す。 

 １時まで暫時休憩いたします。 

午前１１時５７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。 

 神﨑和枝議員の１問目に対する答弁より入りま

す。 

 子育て健康支援課長。 

○子育て健康支援課長（岩上 剛） １点目の町
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の対応と今後の予定についてでございますが、令

和２年１０月９日付厚生労働省通知に先駆けて、

七飯町では、令和２年６月に中学１年生から高校

１年生相当までの全ての女子に対して情報提供の

通知を行っております。 

 また、令和３年度は、７月に標準的な接種期間

とされる中学１年生と、定期接種期間が終了する

高校１年生の女子へ同様の通知を行っており、さ

らには、国の積極的勧奨への差し控え終了に伴

い、引き続き令和４年４月以降には勧奨作業を再

開する予定としております。 

 特に、対象となる方々へは、個別通知等に基づ

き、分かりやすいパンフレットを作成し、同封す

るなど、国の取扱いに準拠する形で進めてまいり

たいと考えております。 

 ２点目の令和２年度の接種率については、対象

者５７８人に対し、接種済みの方は４１人であ

り、接種率は７.０９％でありました。 

 また、通知未実施であった令和元年度の対象者

数は５７６人で、接種済みの方は１１人であり、

接種率は１.９１％となっております。 

 参考ですが、令和３年度の対象者数は５８４人

で、１０月末現在、接種済みの方は４７人で８.

０５％となっております。 

 ３点目の積極的勧奨が再開した場合についてで

ございますが、１点目と重複いたしますが、町広

報紙や町ホームページにおいて周知を図るととも

に、対象となる町民の方に個別通知を行い、パン

フレットを同封するなど、正しい知識と予防効果

について周知徹底を図ってまいりたいと考えてお

ります。 

 また、今後において、国は積極的勧奨の差し控

えにより、接種機会を逃した方へのキャッチアッ

プ接種の実施に向けた検討も開始しております。

そのキャッチアップ接種につきましても、対象

者、実施期間が明確になり次第、国の方針に従っ

て、積極的勧奨に併せ個別通知等の勧奨作業も進

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） 神﨑和枝議員。 

○２番（神﨑和枝） ありがとうございます。 

 本当にパンデミックのコロナウイルスワクチン

接種の対策に子育て健康支援課は、特に細部にわ

たる業務に多忙を極めている中、国からの急な指

示にもかかわらず、町民に不利益が生じないよう

に迅速に対応していただきました。本当に感謝申

し上げます。 

 まず、前年度より接種者が増えたのは、個別通

知の成果だと思います。定期接種期間内に、正し

く判断するための公的な情報が届けられたこと

で、その情報を基に、一部にインターネットなど

で真偽も不明な情報も多く、かえって混乱してし

まうことも多いと聞きます。そういう中で、保護

者と、恐らく検討に検討を重ねて接種できたこと

は大きな一歩であると思います。 

 また一方で、接種率は、積極的勧奨差し控え前

と比較して、いまだかなり低い状況、それでもこ

のパーセントになって、現在８点幾らになってい

るということはすごいことだと思いますが、昨年

１０月と今年１月の通知は、積極的勧奨として接

種をお薦めする内容ではなかったため、通知を受

け取った人の多くが迷ってしまったのも、その一

因ではないかと思います。 

 ２０１３年４月に、原則無料になって、定期接

種となりましたが、接種後に体の広範囲が痛むな

どの多様な症状の訴えが相次ぎました。テレビで

報道されて、そのときは本当に衝撃的な映像でし

た。それにより、厚生労働省は、同年６月に定期

接種位置づけは維持する一方、積極的勧奨を中止

しました。 

 それから約８年です。ワクチンの安全性や有効

性に関する研究、科学的根拠、また、接種後に生

じた症状に寄り添った形の支援をどうしていくか

ということで国も進め、また、厚生労働科学研究

を初め、全国疫学調査を実施され、審議会や予防

接種・ワクチン分科会など、副反応検討部会と国

内外で調査・研究を現在まで推し進めているとい

う状況でございます。 

 さらには、産婦人科学会や小児科学会、また、

医療者有志の団体からの要望や、接種機会を逃し

た方々の署名活動など、ヒトパピローマウイルス

ワクチンの積極的勧奨再開を求める動きが大きく

なってきております。本年１０月に、厚生労働省

の専門部会では、ヒトパピローマウイルスワクチ
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ンの安全性や効果などを検討し、勧奨を妨げる要

素はないと結論づけております。 

 町としては、全対象者に、中学１年生から高校

１年生までの４学年に、国に先駆けて今年６月に

対象者にしっかり、個人の方に郵送通知をしてい

ただいているということで、本当に七飯町は、町

民の健康について、国の制度以上に対策を進めて

くださっていると、本当にいつも有り難く思って

おります。 

 これまで、国の積極的勧奨差し控えという判断

により、ワクチンの認知度も接種率も非常に低い

状態が続いております。一度接種率が下がってし

まうと、ワクチンの信頼回復や接種率の向上に

は、丁寧な周知と説明が必要となります。命の関

わるがんを予防できるワクチンだということで、

勧奨再開となり、接種期間内に接種いただけるよ

う丁寧な周知と町民の疑問等に寄り添った、今

後、対応をしていかなければならないと考えま

す。 

 近年、２０代、３０代の若年層で子宮頸がんは

増加傾向にあるとのことです。子宮頸がんの発症

後、手術するわけですが、円錐の手術や放射線治

療後は、流産や早産のリスクが高まると言われて

おります。ヒトパピローマウイルスワクチンは、

世界１３０か所以上の国で今承認されておりま

す。 

 今年、２０２１年１月７日に、子宮頸がんの母

親が出産した１歳１１か月と６歳の男児２名が肺

がんの診断を受け、治療を受けたことが国立がん

センターから報告されました。母親の羊水に移行

したがん細胞が遺伝子検査で明らかになったとい

う報道がございます。そしてまた、その後、残念

ながらお母さんは亡くなったということでござい

ますが、本当に新生児の命を守る点においても、

子宮頸がんの予防は重要と考えられます。 

 昨年から情報提供を再開したことで接種者が増

えたことは周知の成果でございます。これまで情

報が届かなかったため接種する機会に気づけてい

なかったことの裏返しでもあると言えます。必要

な情報が届かず、制度が利用できなかったといっ

たことが生じないようお願いいたします。 

 定期接種の対象年齢を過ぎてしまった高校２年

生以上の町民の保護者からの相談も増えていると

のことでございます。 

 ２０１３年６月以降、積極的勧奨の差し控えに

より対象者への個別の通知を取りやめて、そのた

め必要な情報が行き渡らず、多くの対象者が必要

な情報を得ることもできずに接種機会を逃しまし

た。本来なら定期接種の対象期間内に必要な情報

を得て、接種について判断すべきであったところ

を、その情報を得られず接種の機会を失った人た

ちには、改めて接種を受けられる機会が提供され

るべきと考えます。 

 このことにつきましては、先ほども課長のほう

からもありましたが、国ではキャッチアップ制度

ということで、そういった方々の道が急がれてい

る状況でございます。国のキャッチアップ接種が

導入された際の町の対応についてお伺いをいたし

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） それでは、

お答えしてまいります。 

 先ほど答弁の中でもお話ししましたとおり、積

極的勧奨の差し控えによりまして接種機会を逃し

た方、この対象者が、何歳までの方が対象者にな

るのか、その辺も今後、春までには国のほうから

具体的な通知が来るものと考えております。その

中で勧奨方法、積極的な勧奨に継続していくこと

になるのですけれども、その方法とキャッチアッ

プの世代的な大枠を示すことができるかというふ

うに思っていますので、その辺の情報も踏まえな

がら、対象者の方に連絡、通知、詳しい情報をお

伝えできればというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 神﨑和枝議員。 

○２番（神﨑和枝） ありがとうございます。 

 本当に積極的勧奨差し控えによって不利益を

被っていますので、ワクチンの有効性は若年の接

種ほど高いというデータも出ておりました。

キャッチアップ接種の対象者は既に年齢が上がっ

ており、希望者は少しでも早く接種をする必要が

あります。大きな国の方向転換により、対象者も

大変多くいらっしゃる。大変な対応になるかと思

いますが、子宮頸がんのワクチンと検診を組み合
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わせることにより、より効果的に浸潤がん、子宮

頸がんを予防できると言われております。国の大

きな転換です。再度、定期接種対象者以外の方へ

の細かな情報提供について、改めて、お答えでき

ましたらお願いいたします。 

○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） このワクチ

ンの接種率についても、これまでもそうであった

のですけれども、比較的高い率ではないというこ

とでございますので、今回、キャッチアップとい

うことで、受ける機会がなかった方も、このワク

チンを打つことによってどのような効果があり、

どのようにがんから回避していくのかということ

の重要性を、パンフレットの作成の中でイラスト

等を交えながら、中学１年生から高校１年生の方

が対象となるワクチン接種になりますので、保護

者の方にもそのような分かりやすい事例を踏まえ

たイラストも含めた中で、そのような積極的周知

を図ってまいりたいというふうに考えておりま

す。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 神﨑和枝議員。 

○２番（神﨑和枝） ２問目でございます。３歳

児健診における視覚屈折検査の実施についてお伺

いいたします。 

 子供の目の機能は、生まれてから発達を続け、

６歳頃までにはほぼ完成すると言われています。

３歳児検診において目の異常が見つかった場合、

治療により視力回復が期待できますが、６歳以降

になると回復が困難になると言われています。 

 弱視は近視と異なり、眼鏡で矯正しても視力が

十分出ず、見る力が発達する乳幼児期に治療する

ことが重要で、３歳児健診の視力検査は大きな節

目になると言われております。 

 子供は、成長する過程において視覚に最も影響

を与える期間が、視覚の感受性期と呼ばれる期間

で、おおよそ生後１８か月辺りから最も視覚の感

受性が高いピークと言われています。この期間に

近視や遠視、乱視などの屈折異常をしっかり矯正

し、視覚を妨げる要因を取り除かなければ視覚を

刺激できず、弱視になる可能性があると指摘され

ています。 

 医学の進歩により明らかになってくることでの

急速な保健センターの対応が多くなってきていま

すが、子供の将来に関わる重要なことと考えま

す。 

 そこで、本町の子供の視覚検査の現状と今後の

対応についてお伺いいたします。 

 １、３歳児健診時の眼科検査の方法はどのよう

にされていますか。 

 ２、過去３年間の精密検査の判定を受けた人数

と割合はどのようになっていますか、お伺いをい

たします。 

○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） それでは、

１点目の検査方法についてですが、１次検査で

は、事前にアンケート用紙やおもちゃ眼鏡及び絵

視標を送付し、アンケートへの記入と御家庭での

視覚検査に御協力をいただきながら１次検査を

行っております。 

 また、２次検査は、３歳児健診時において保健

師によるアンケート記入項目の確認と２次問診、

御家庭での検査結果と健診会場での視覚検査を照

合する医師の診察を行っている状況でございま

す。いずれも厚生労働省からの指針による必須項

目に従って実施している検査方法となってござい

ます。 

 さらには、これらの視覚検査において、正しい

答えが半数以下の場合や検査自体実施できなかっ

た３歳児には精密検査の受診票を発行し、専門と

なる眼科医の下で詳細な検査を受けていただくな

ど、一連の手順に基づく視覚検査を実施している

状況でございます。 

 ２点目についてですが、平成３０年度では１８

１人の受診人数に対して、精密検査判定の数は２

０人の１１％、令和元年度では１９７人に対して

１１人の５％、令和２年度では２２０人に対して

２６人の１１％という結果になってございます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 神﨑和枝議員。 

○２番（神﨑和枝） 本当に保健センターの健診

体制というのは、大変コロナ禍の中で、そういう

感染対策をしっかりしていただきながらの健診、

大変に御苦労さまでございます。 
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 １次検査は、御家庭でのおもちゃ眼鏡とか、

様々使って、問診票というか検査表に検査をされ

て、その後２次検査ということで、保健センター

で保健師や医師の検査を受けるということで、お

答えがありましたように、その会場、保健セン

ター、お子さんにとってはなかなか慣れない場所

で、その日のお子さんの調子等もあって、なかな

か大変だという。ですから、目の検査になって

も、尋ねられても、見えていないこともあって、

そういうことで特にくずってしまうなど、なかな

か検査がうまくいかない。大変であるようです。 

 検査表に沿って、医師の検査と家庭での問診票

とがなかなか合致しないというようなこともある

ということで、その後は眼科で詳しく検査をして

くださいということになっているということです

ので。 

 日本眼科学会によりますと、弱視の子供はもと

もと見えにくいと訴えることがほとんどないそう

です。ですから、ふだんから見えないのが普通だ

ということで、また、片目だけ弱視の場合も、片

方が見えているので、そういったことがなかなか

分からないというか、見つけられないというか、

子供自身も自分が目が悪いというのも感じ取れな

いし、もちろん保護者も、片方が見えているの

で、普通ではないかと思うような現状があるよう

でございます。 

 ２次検査の検査結果というか、その後はどのよ

うにされているのか、その辺もしあったら、ま

た、どこまでお子さんの、検査に行かれた方々の

追跡というか、そういった支援はどこまでされて

いるのか、その辺もお知らせください。 

○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、

質問に答弁させていただきたいと思います。 

 まず、３歳児健診において、２次検査に至るま

での過程でございますけれども、これは、お子さ

んの１次検査、家庭でやっていただいた内容と、

保健センターの健診時において検査された内容が

合致するようであれば、ほぼ問題ないのかなとい

うことで捉えておりますけれども、中には食い違

いがあるとか、そういうことも可能性としてはあ

りますので、保護者の方に、もしかしたら精密検

査が必要になるかもしれない。国からの基準に

従って判定しているのですけれども、そういうふ

うにお声がけをさせていただいて、精密検査のほ

うに移行していただいているという状況でござい

ます。 

 子供の目が発達する時期については、３歳から

５歳までがピークだというふうに言われておりま

して、６歳頃になると成人の目の視覚に近いよう

な状況になるのですけれども、その期間中に治療

するということがいかに重要かということもござ

います。 

 それで、平成３０年度なのですけれども、先ほ

ど１９６人の対象者に対して、３歳児健診を受け

た方が１８１人、２次検査の必要は２０人の１１

％ということでお答えしたのですけれども、精密

検査の中でも、結果としまして、２０人の中で異

常なしが３８.５％、経過観察が６１.５％と。こ

の数字を見ても、結構２次検査で、経過観察が必

要だというお子さんがいらっしゃるものですか

ら、これは２次検査への導き方に大きな影響を与

えるのかと思ってございます。そういうことか

ら、より精度の高い検査を実施していきたいと

思ってございますので、御理解のほどよろしくお

願いいたします。 

○議長（木下 敏） 神﨑和枝議員。 

○２番（神﨑和枝） すみません、課長。その後

どのようにその子を見て、どこまでのつながりを

持っていくのかというところ。 

○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） すみませ

ん。その後、２次検査に移行して、経過観察とい

う結果を受けたお子さんには、眼科医の先生に、

専門機関に診てもらうことになるのですけれど

も、その先生の指導によって、今後どういう治療

が必要なのかとか、そういうことを保護者の方が

受けて、治療行為に至るという内容です。 

 ただ、この検査で見落としてしまうお子さんが

いるという、２次検査までたどり着くと、将来的

な視覚の可能性というのは心配ないのかと思うの

ですけれども、２次検査に至ることなく、その検

査で漏れてしまうようなお子さんもいらっしゃる

かと思いますので、その辺をどうピックアップし
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ていくかということが今後の課題になろうかと

思っています。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 神﨑和枝議員。 

○２番（神﨑和枝） 本当に３歳児健診の眼科検

診というのは、弱視の早期発見にとても３歳とい

うのが重要であるということで、乳幼児は見え方

に異常があってもそれを上手に訴えられないとい

うような時期であります。生後初めて視力を検査

というか、測る機会であります。その前に、もっ

と早く、１歳８か月で分かると早く治療もできる

わけですけれども、なかなかコミュニケーション

能力とか、いろいろな部分があるものですから、

なかなかできないということで、ある程度物事の

判断できる頃というと、やっぱり３歳児健診とい

うことになると思うのです。子供の目の機能は、

視力は、成長に伴って発達するということで、先

ほどから話していますが、６歳ぐらいで大部分の

子供が大人と同じ視力を持つとされていますが、

正常な発達が妨げられると弱視になるということ

で、視力の発達する視覚感受性時期に早期に治療

を開始することで視力の大幅な回復が期待できる

ということで言われております。やはりこの時期

に発見して治療しなければ、逆に言うと一生、視

力で本当に生活に大きな支障を来してしまうとい

うことになるわけです。 

 健診にいらっしゃる方が大変多いということを

感じますけれども、子供が２人、３人になるとな

かなか親御さんも、うちの子供は元気で走り回っ

ているから大丈夫だということで健診を、お仕事

をしていたり、忙しくて、何かの形でスルーして

しまうというか、健診に見えられないお子さんは

どうでしょうか。視覚異常の早期発見が視力向上

につながる大切な機会であります。このことの保

護者の方々の認識はどうでしょうか。弱視は発見

から治療までの期間がとても短い、限られていま

す。この機会を逃し、治療が遅れ、十分が視力が

得られないわけです。そこで、保護者の方々にさ

らなるそういった周知を図っていく必要があると

考えます。このことについてのお考えを伺いま

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） お答えして

まいります。 

 先ほども答弁の中で、どうしても見落としてし

まうような事案ということもございまして、保護

者も自分のお子さんが目が見えづらいと気づかな

い保護者の方も、議員先ほどおっしゃったとお

り、コミュニケーションでなかなかどう映ってい

るのかお知らせできないようなお子さんも中には

いらっしゃるかと思います。 

 そこで、国のほうとしましても、今まで従来

やっていた検査内容では計り知れないような部分

も最近は把握できているのかなということでござ

いまして、新年度に向けまして、国のほうは精度

の高い機械を導入して、市町村の希望があれば２

分の１の補助をもって購入に支援していただける

という制度もございます。 

 当課としましても、実はこの検査方法について

は、より効果的な検査を実施したいということも

ありまして、スタッフからも当然これまであった

のですけれども、屈折機器の購入を検討させてい

ただいた中で、先ほども申し上げとおり、より精

度の高い検査を実施していく必要性があるのかと

いうこともございまして、現に新年度予算のほう

に計上させていただいて、その対応に向けた取組

について懸命に取り組んでいきたいという思いで

ございました。これについて、国からの補助の概

要等も見ながら、購入については、より慎重に検

討していきたいと思ってございます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 神﨑和枝議員。 

○２番（神﨑和枝） 今、課長からありました屈

折検査というものを導入する。また、これは有効

性は多くの報告により明らかになっています。メ

ディカルページでも、「子供の弱視、見逃さない

で」と「３歳児健診が鍵」と出ております。問診

や視力検査で見落とされることがある、特に片目

の弱視は、外見や行動に現れないため、子供の観

察のみでは判定しにくいということで言われてお

ります。 

 先ほどありましたけれども、厚生労働省は、子

供５０人に１人はいるとされる弱視の早期発見に

向けて、市町村が行う３歳児健診で屈折検査の導
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入を促すことを決めております。屈折検査は、先

ほど課長が言っています検査機器、ほんの数秒目

に当てるだけで、写真を写すだけで、弱視の原因

となる遠視や乱視などが判明できるということ

で、しかし、金額が１台１２０万円に上るという

ことで、今現在は全国で３割程度にとどまって、

それを使用していると言われております。 

 ホットスクリーナーで、生後６か月以降成人ま

で使用できる視覚機能の屈折検査機で、簡易な方

法で検査ができるということで、近視や遠視、乱

視、斜視や瞳孔不瞳孔など、視覚異常のスクリー

ニングが可能となるということで、自治体では、

弱視の発見に有効と報告をされているようでござ

います。 

 今言ったように課長も見られていたのですね。

厚生労働省は、２０２２年度、導入を希望する市

町村に対し、機器の購入の半額補助するとされて

おりますので、今、課長のほうからもありました

けれども、なかなかいい方向に行政としては考え

ているのかなということで、ただ、厚生労働省

は、来年度は１０億５,０００万円ということ

で、大体２,１００台なのです。だから要望され

て、それで、１人の弱視も出さないぞという決意

で、健診事業をしていただきたいと思いますの

で、予算が絡むことですので、町長か副町長か、

そのあたり、本当につい最近のことですので、こ

のあたりを、２,１００台ですので早く要望しな

ければ間に合わないというようなこともあります

ので、その後も、３歳児健診、走り回って保健セ

ンターも大変な思いで、汗だくで一人一人検査を

して、弱視を出さないということで一生懸命して

くださっているということで、そういうことも絡

めて御検討を、御答弁ありましたらお願いいたし

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

お答え申し上げたいと思ってございます。 

 今、神﨑議員と担当課長のやり取りをお聞きし

まして、あっそうなのだと思いました。３歳児健

診は、目についてはかなり重要であると、この段

階で見落としてしまえば大人になっても弱視とい

う影響があると。特に注意すべきことは、片目が

よくて片目が悪い場合についてはなかなか発見し

づらいというお話もあったかと思っています。そ

ういう見落としをできるだけ少なくするためにと

いうことで、国のほうでは検査機器を新たに補助

対象とするということでございます。費用を聞き

ましたら１２０万円ということであれば、町の持

ち出しは６０万円ということになるのでしょう

か。そのあたり、もう少し、検査機器の精度だと

か、管内の導入的なものを含めて調査をさせてい

ただきながら、予算に向けて前向きに検討させて

いただくということで、お許し願いたいと思って

います。 

 私からは、以上です。 

○議長（木下 敏） 通告順に発言を許します。 

 若山雅行議員。 

○１５番（若山雅行） 今回は五つ提出させてい

ただきました。よろしくお願いします。 

 まず１問目、副町長が部長職を兼務しているこ

とについてでございます。 

 七飯町部設置及び事務分掌条例（平成２６年９

月２９日、条例第１７号）第１条では、地方自治

法第１５８条第１項の規定に基づき、町長の権限

に属する事務を分掌させるため、総務部、民生

部、経済部を置くと定められている。 

 また、七飯町行政組織規則（平成２０年１０月

１７日、規則第２２号）第２２条第１項では、部

に部長を置く。同条第２項では、部長は町長の命

を受け、部の事務を掌理し、所属の職員を指揮監

督すると定められている。これは、七飯町課設置

及び事務分掌条例（平成１７年、条例第４号）の

全部改正として制定され、平成２６年１０月１日

から施行されている。 

 しかし、現在、一部の部の部長職を副町長が兼

務している状況である。部長に誰を任命しようと

兼務しようと人事権が町長にあることから、その

判断に何も言うことはできないが、副町長が部長

職を兼務することにより不具合がないのかどうか

伺いたい。 

 １点目として、そもそも部課長とも呼べる制度

の導入の狙いとはどこにあったのか。 

 ２点目、部長職の不在、あるいは副町長との兼

務の理由、経緯は何か。また、部長を任命するた
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めには何か基準や資格というものが必要なのか。 

 ３点目として、副町長は、七飯町地域公共交通

活性化協議会の会長を務めていたり、副町長の本

来業務で多忙ではないか。また、七飯町庁議設置

要綱（平成１９年４月１０日、要綱第１０号）で

は、部課長会議は副町長が主催する。ただし、副

町長が不在のときは総務部長が代理するとなって

いたり、部長職の不在あるいは副町長との兼務に

伴う弊害等はないか、運営に留意しているような

ことはあるか。 

 最後、４点目として、今後ともこのままの状態

で運営していくのか。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 副町長。 

○副町長（宮田 東） それでは、順にお答えし

てまいります。 

 １点目の部課長制度の導入の目的についてです

が、行政判断のスピード化や横断的な事業の効率

化を図ることにより、今後さらに複雑化する国の

情報や多様化する住民ニーズへの対応、町政のさ

らなる推進を図ることを目的として設置してござ

います。 

 ２点目の部長職の不在、副町長との兼務の理

由、経緯についてですが、平成２６年１０月から

スタートとなりました部長制でありましたが、今

年度始まる前までに管理職の中途退職が３名、今

年度、女子職員の産休及び育休により８名の欠員

が生じたことから、人事異動の際、配置が難し

く、やむなく部長職１名と課長職１名の２か所を

兼務発令とさせていただきました。 

 その後も今年度に入り、御承知のとおり部長職

１名と課長職１名の２名が中途退職となったこと

から、同様に兼務発令とさせていただきました。 

 次に、部長の任命に基準や資格が必要かとのこ

とですが、特に定めたものはございませんが、管

理職としての経験値は必要と思います。 

 ３点目の副町長不在あるいは部長職の不在にお

いて兼務の弊害はないのかということですが、部

課長会議は月末の最終月曜日と定めております。

現在のところ、公務が重ならないように調整をし

て運営に努めている次第でございます。 

 ４点目の今後もこのままの状態で運営していく

かということでございますが、来年度には女子職

員３名の復職が予定されていることから、課長職

の兼務は解消する考えでございます。部長職の兼

務については、新しい町長の考えに委ねたいとい

う考えでございます。 

 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、該当者の副町長が

答弁されるというのはちょっと、立場上どうなの

かといろいろ、誰が答弁するのだろうと考えてい

て、これはやっぱり町長が自分の考えをしっかり

述べるべきなのかと思ってあれしましたけれど

も、今の話で、お考え、内容は分かりました。 

 結局、勇退されますので、次期の町長に考えを

委ねるということでございますけれども、果たし

てそれでいいのかどうかというところで、僕は、

副町長の兼務のときに、あくまでもワンポイント

リリーフではないかと思っていました。１か月か

２か月ぐらい、次の人員を選任するためのものと

か、そういうことでワンポイントリリーフだと

思っていました。だけれども、来年の３月までと

いうことになれば、丸々１年不在で通すような形

になるのではないかと。 

 いかに副町長が優秀であったとしても、忙しい

し、本来、部があって、それと町長席との議論を

しながら役割を果たしていくということではない

かと思いまして、兼務することによって、余りよ

ろしくないことがあるのではないかというふうに

思うわけです。 

 そこで考えて、七飯町の職員は非常に優秀な方

がたくさんいると思いますし、多少まだ若いとか

というのがあっても、その職に就けば十分果たし

ていける、経験を積んだ次代が育っているのでは

ないかというふうに思います。誰かを動かせば誰

かがまたそこに欠員が生じるので、いろいろ移さ

なければいけないのかもしれないけれども、いろ

いろな事務というのは引き継ぎというものがござ

います。しっかり引き継ぎをして移せば新しい業

務もしっかり回していけるのではないかと思うわ

けです。 

 そういうふうに考えると、対外的に、七飯町は

部課長制を執っているのに部長がいない。職員も
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部長に相談してきちっとやり取りすべきところ

を、町長職というか副町長とやり取りせざるを得

ないということで、非常に業務がうまく推進しな

いのではないかという懸念を持つわけですけれど

も、そこのところで、もう一度、今のままでいい

のかどうかと。やむを得ないのか、そこのところ

をしっかりあれしていただきたいと思います。 

 副町長も部長職で、今日も出席者のあれで配付

されているものの中で、僕もよく見ていませんで

したけれども、総務部長事務取扱、民生部長事務

取扱ということで副町長が兼務されております。

ものすごく忙しくて、御苦労されているのだと思

いますけれども、本来、部長職をしっかり選任し

て体制をつくるべきではないのかと思うのですけ

れども、そこのところについて、同じ答弁かもし

れないのですけれども、もう一度お願いいたしま

す。 

○議長（木下 敏） 副町長。 

○副町長（宮田 東） まず、そこの部分につい

ては、部長制をなぜ敷いたかというところから、

まず御理解をしていただきたいと思っておりま

す。平成２６年１０月、部長制を敷いたときに

は、当時の総務財政常任委員会のほうに付託をお

願いいたしまして、そこで決定させていただいた

というような形です。 

 目的については、先ほど答弁したとおりです

が、具体的に申し上げますと、ちょうど平成２６

年１０月の部分については、その後、北海道新幹

線の新駅が開業するというようなことを間近に控

えていまして、そのあたりの調整が多々、かなり

案件としてはあったということです。道の駅エリ

アについての開発的なものについても含まれてお

りますけれども、そういう部分について、まず一

つ御理解いただきたいなと。その中には、当然道

の駅のほかに男爵ラウンジだとか新駅の北口から

道道、北海道の道ですけれども、そのあたりの部

分の誘致だとか推進、事業の調整だとかもござい

ますし、車両基地の関係についても調整が、前後

しますけれども、そういうものも詰めていたとい

うようなことでございます。 

 大沼のほうでは、新幹線の関係で、皆さん御存

じのリゾートのエプイ、観光施設、宿泊施設の誘

致の話だとか、そういう開発関係もございました

し、当然新幹線の新駅ができることによって、道

路整備だとか下水道の関係の調整だとか、そうい

う社会基盤整備についても並行して行ったという

形です。それだけボリュームが新幹線関係では

あったという、形のものが控えていたということ

です。 

 それともう一つについては、既に議員の皆さん

に議論をいろいろさせていただいてございますけ

れども、公共施設の老朽化した関係についての部

分について、改築等を併せながら進めてきたとい

うのもございます。一つとしては、大中山小学校

の改築についても進めていた段階です。学校関係

については、耐震性がないというような文科省の

指導もありまして、これに向けて耐震化を図った

というような、ちょうどそういう時期でありま

す。ですから大中山小学校だとか七重小学校の大

改築だとかというのもございますし、しいて言う

ならば、当然大沼岳陽学校の関係についても視野

に入れながら進めてきたという形です。 

 そのほか申し上げると、ちょっと質問の趣旨と

違うかも分かりません。経過だけ押さえていただ

きたいと思います。農産物の集出荷予冷施設だと

か冬トピアの公営住宅の改築だとか、これは長寿

命化という形になります。大中山出張所と学童施

設の改築だとか防犯灯のＬＥＤ化だとか防災無

線、今現在やっていますけれども、この計画の整

備の進め方というのを協議していたと。 

 部長制を敷いてから五、六年の部分について

は、これだけの事業を進めるための形をやらせて

いただいたと。それを進めるために、スピード

アップするために横の連携も必要だし、命令系統

もはっきりさせていかなければスムーズに進まな

いだろうということで部長制を敷かせていただい

たというのが第１点です。 

 今現在どうかという部分です。町の課題につい

ても、かなり老朽化した建物だとかがまだ控えて

います。それは議員のほうからたびたび指摘され

ているものもございます。ただ、当時の部長制を

敷いたよりは、案件的にはかなり数的には少なく

なってきているというのが現状です。 

 先ほど七飯町の職員は優秀だというお褒めの言
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葉をいただきましたけれども、その中で、各課長

は責任を持って、それだけのものについて、これ

がボリュームが広がるとなかなか難しいのです

が、ある程度絞られてきますと、各課担当の段階

でも何とかこなしているというのが現状になって

きてございます。ですから、当時敷いたのと今現

在のと状況が少し変わってきているのだろうとい

うものを感じてございます。それだったらこの１

年頑張りましょうという形の中で、私のほうで事

務取扱というのを引き受けさせていただいて、で

きるだけスムーズな形のものでできないかという

ことで、今現在進めてきているということでござ

います。 

 もう１点、若山議員に注意していただきたいの

は、部長制を敷くということは、給料も上がるし

手当も上がるという形になります。それが新しく

町長が代わったときに、この部長は、言い方は悪

いのですけれども、異動で違う人を部長にさせた

いという形になったら、降格という形になってき

ます。課長のレベルであれば、ある一定程度調整

という形もできますが、部長はそうはいかない

と。そういう案件を抱えていて、今の段階で新し

い町長が来年４月から代わるわけですから、その

段階で、今現在、部長を任命してしまうと、そう

いう弊害も懸念されるということがあります。そ

の辺からすれば、今の段階について、人は絶対数

は足りないのですけれども、今現在は、私が事務

取扱として頑張る方法がよりベターと考えている

という形の中で、今このような形の人事をさせて

いただいたということで、御理解をお願いしたい

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） 若山雅行議員。 

○１５番（若山雅行） 人事案件なので余りあれ

なのですけれども、要は、以前部課長制を敷いた

ときには非常にテーマがたくさんあって大変だっ

たと。今は少しそのテーマが減ってきたと。だけ

れども、与えられたテーマだけをやるのではなく

て、先取りして次に何をするのか、それは各部で

それぞれテーマを決めてどんどんやっていくわけ

です。そのためには、やっぱり部長という職が必

要なのではないかと。副町長が全部兼務するな

ら、そもそもそういう制度は要らなくなるわけで

す。それで何とか回っても、今ある仕事をこなす

だけのものになってしまうのではないかと。もっ

と積極的にやって、言うなれば、例えば今月退職

したので、来月まで兼務で回させてもらいます

と、それは分かります。だけれども、５月でした

か、そこからずっと来ているわけです。そのとき

に、もう既に来年までこのままで行くのだという

ような考え方だったのかどうか、そこのところ

で、もう一度確認ですが、兼務していて、事務で

不都合はないと言い切れるのかどうか、そこのと

ころをもう一度確認させてください。 

 僕としては、やっぱり目に見えないところでい

ろいろ不都合が起きてくるのではないだろうか

と。今決めると、また来年３月はどうなるのだ

と、そういうものはあると思います。それはそれ

で、またそのとき判断してもらえればいいのでは

ないかと思うのですけれども、ましてコロナで大

変なときに民生部長がいないというのはちょっと

問題があるのではないかと思ったりするわけで

す。そこのところを考えた上で、もう一度御答弁

をいただきたいと思うのです。 

○議長（木下 敏） 副町長。 

○副町長（宮田 東） 私のほうからもう一度お

答えしてまいたいと思ってございます。 

 先ほど人が全体数で足りないというお話をさせ

ていただいたと思いますけれども、一番懸念され

るのが、来年３月３１日をもって定年退職者が、

外部団体の課長職もいますが、５名退職者がいる

という状況でございます。今年度、先ほど言いま

したが、女子職員等の産休だとか育休で８名とい

う形のお答えしている。やめる方もはっきりして

いますし、休んでいる方もはっきりしている。そ

の中で人を回して部長に上げてどうのこうのだっ

たら、人が実際問題回らないというのが実態でご

ざいます。それが今の現状という形です。 

 それを今度、１人動かすということは、相対で

なるわけではなくて、１人動かすとまた複数の人

間を動かさないと駄目だというような形になって

きます。その間、例えば新しい町長になったらま

たがらっと代わるというのは、それは行政的にい

いますと、ちょっと停滞する懸念があるのかなと
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いう感じがしています。私が兼務することでも混

乱は起きるかも分かりませんが、それ以上に混乱

があるのかという感じを私は受け止めているわけ

です。異動させるにも人が足りないという。課長

を動かすし係長を動かしたり、係長を課長に上げ

る。今度は係から係長にと。そこの係のほうはど

う埋めるかというところまで掘り下げていくよう

な形になりますので、今の場合については、この

１年間については様子を見ながら、慎重に来年度

に向けて、新たな人事関係について構築といいま

しょうか、充てていきたい。その中で、課長につ

いては、当然、御心配のとおり、業務の停滞だと

かいうものが懸念されるので、何とか４月には配

置させていただいて、部長職については、新しい

町長の考え方もあるでしょうから、そちらのほう

は新しい町長に委ねたいという考え方ですので、

その辺は御理解いただきたいと思ってございま

す。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 若山雅行議員。 

○１５番（若山雅行） 何度も同じようなことを

聞いてあれなのですけれども、一応人事について

きちっとトータルで、集団で辞職するとか、そう

いうような予想外のことが起きるならまた別なの

だけれども、一定の人の異動だとか、何かあった

ときにどうやるかという、人事というのはふだん

からしっかり考えていかないと、人を動かして人

事をやると混乱が生じるのではないかというの

は、そういう話を聞くと、我々としては、そうい

う状況の中で、不測の中で運営している業務自体

が、不測の事態というか、我々が見えないところ

で何かそういうポテンヒットみたいなことが起き

るのではないかという心配があるわけです。そう

いうことが、今の体制で、ないと言えるのかどう

か、しっかり、大丈夫だというふうに言ってもら

えれば、そうなのかななのですけれども、そこの

ところをもう一度お願いしたいと思います。 

○議長（木下 敏） 町長。 

○町長（中宮安一） 今、大変御心配されてい

る、危惧することは重々理解できます。ただ、議

員も、大変職員が優秀だという判断もなさってい

ただいているということです。私も副町長には大

変な責務を与えているのだなという認識でいっぱ

いでございます。非常に、極めて優秀な副町長で

ありますので、二つの部の部長を兼ねても仕事上

支障のないようにしっかりやっていただいてい

る。そこには、実は土木課長も１１月１６日から

兼務していますけれども、それらを兼務されてい

る部長も非常に優秀なために、町政に支障のない

ようにやらせていただいております。 

 そればかりではなくて、それを支える周りの課

長、こういったところも非常に連携を強めて、今

まで以上に連携を強くして、かなりの相談あるい

はディスカッションをしながら職務の遂行に努め

ております。 

 そういう意味では、支障がない体制をしっかり

と持っていく。私も力及ばずかもしれませんけれ

ども、副町長の相談をしっかり受けられるよう

に、たまたま今コロナの関係で会議も実は少ない

のです。ですから役所にいる時間も非常に多く

なっておりますので、ぜひ副町長の相談相手に

なっていけるように努力しております。 

 そういういろいろな皆さんの力で、今ここに

座っている皆さんの力がそれぞれ結集して、町政

運営に支障のないようにこれからも、この３月

いっぱいまでしっかりやってまいりますし、ある

いは３月いっぱいと言わず、４月１６日、私の任

期が来るまでは、皆さんに御迷惑をかけるような

ことのないように、しっかり私自身が指導してま

いりますので、ぜひ御理解をいただきたいと存じ

ます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 若山雅行議員。 

○１５番（若山雅行） １問目は終わります。２

問目に行きます。 

 危険な通学路の調査状況とその対応についてで

ございます。 

 本年、令和３年９月の第３回定例会の一般質問

で、「７月９日の国からの通知に先立ち、通学路

の危険箇所把握の調査を指示、８月末で２０か所

の報告を受けている。９月末までに七飯町通学路

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」と

の答弁を受けています。 
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 ついては、危険な通学路の調査状況と、その対

応のその後の経過について伺いたいと思います。 

 １点目、通学路の危険箇所把握の調査で、８月

末までに報告を受けた２０か所について、本町地

区、大川・大中山地区、藤城・峠下地区、大沼地

区の内訳は、それぞれ何件となっているか。 

 ２点目、９月末までに開催し、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

としていた七飯町通学路安全推進会議では、最終

的に危険な通学路は何件となったのか。 

 最後、３点目、最終的に危険な通学路と把握、

認定された通学路には、どのような対策をいつま

でに実施することとなったのか、この経緯につい

て答弁をお願いいたします。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 学校教育課長。 

○学校教育課長（俉楼 司） それでは、１点

目、地区別の調査箇所の件数について御答弁いた

します。 

 危険箇所の報告件数は、８月末時点で２０か所

でしたが、その後８か所の追加があり、９月２８

日、２９日に合同点検を実施した際には２８か所

を点検しております。この２８件の地区別の件数

としては、本町地区は４件、大川・大中山地区は

１０件、藤城・峠下地区は４件、大沼地区は１０

件となっております。 

 ２点目の危険な通学路の件数についてでござい

ます。関係機関による合同点検の後、通学路安全

推進会議を１０月２８日に開催し、通学路合同点

検を踏まえた今後の安全対策について協議をした

ところでございます。その際の会議においては、

２８か所それぞれ何らかの危険がある通学路であ

ると確認されたところです。また、会議後に新た

に２件の危険箇所の報告があったことから、この

後、関係機関による合同点検の実施、安全推進会

議の開催を予定しているところです。 

 ３点目、今後の対策については、短期的に対応

可能なもののうち、緊急性や重大な事故が予見さ

れる箇所から優先的に対策を講じてまいります。

また、中長期的に対策が必要なものについては、

整備に向けた計画を進め、実施に向け取り組んで

まいります。 

 このたびの危険箇所に対する対策要望を分類す

ると、信号機・横断歩道の設置など、交通安全施

設整備に関するもの、夏期の草刈り、冬期の除雪

体制と道路維持管理に関するもの、また、道路の

拡幅整備に関するものがございます。信号機等設

置に関する対策については、設置の条件などもあ

り、今後、公安委員会、道路管理者である国、北

海道などと協議を進めてまいります。 

 道路維持管理上の対策については、草刈り、除

雪等は、現場の状況を把握・確認し、管理者で実

施することとしております。 

 道路整備等、早急に対応できない箇所について

は、継続協議とし、今後も状況把握に努めるとと

もに、注意喚起看板の設置、町ホームページへの

通学路点検結果の掲載、各学校から児童生徒への

注意喚起など、少しでも解消が図られるよう努め

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） そうすると、前回質問の

ときには２０か所ということであったのですけれ

ども、それが２８か所になって、さらに２か所追

加。提出されたものは、全て何らかの危険という

か、出した何らかの理由があると、危険の度合い

というのは、１から１０までとすると１０のもの

もあれば１のものもあってということで、それだ

け結果あったと。これについて何らかの対応をし

なければいけないということで一致したという

か、それは会議として決まってあれすると。どこ

まで何をするかは別ですけれども。 

 それで、先ほど短期的に対応するものと中長期

的に対応するものという説明がありましたけれど

も、短期的というとどのぐらいになるのでしょう

か、来年の春までには何かやるというようなこと

なのでしょうか。中長期的というのは、２年、３

年とかということなのでしょうか。そこのところ

での考え方、そこのところをちょっとあれしたい

のと。 

 危険箇所の対応方法についても、ガードレール

を作ったり道路を広げたりとか、一方通行にした

いとか、時間に車を入れないとか、いろいろな方

法があって、七飯町だけで、教育委員会だけが、
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こうだと言ってできるものではないのでしょうけ

れども、こういう要望があって、朝の時間だけこ

うする、夕方の時間だけこうするというのもある

かもしれないのですけれども、そういう一つ一つ

具体的に、１から３０までの危険箇所について、

草刈りをすれば当面はいいのではないかと、信号

機をつければいいのではないかとか、そういうこ

とで診断というのですか、そういうものは全部で

きていて、あとは関係箇所との相談で、いつやる

かという段階にまでなっているということでよろ

しいのでしょうか。 

 なおかつ、七飯町だけでやるような、草刈りだ

けだったら七飯町だけでできるのかもしれないの

ですけれども、七飯町だけでやれるようなものに

ついては、来年の予算の中で既に対応するという

ことでいいのか、それともこれからまだそれをど

うするか検討するという、会議とかいろいろな手

続が必要なのかどうか。 

 これについては前回のときにも話したのですけ

れども、国とかもそういう指示を出している以

上、予算もしっかりつけるというニュアンスで考

えているものですから、そういうものを早く対応

するということが必要なのではないかと思ってい

るのですけれども、そこのところの御説明をもう

一度、ダブるかもしれないのですけれども、お願

いしたいなと思います。 

○議長（木下 敏） 暫時休憩いたします。 

午後 ２時０２分 休憩 

───────────── 

午後 ２時１２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。 

 若山雅行議員の２問目の再質問の答弁から入り

ます。 

 学校教育課長。 

○学校教育課長（俉楼 司） それでは、順に答

弁してまいります。 

 まず、短期的なものと長期的な対策ということ

でございます。 

 まず、短期的なものとしては、今考えられるの

は、道路の草刈りだとか除雪だとかでございま

す。また、長期的なもので、当然道路整備が求め

られてきますけれども、それがすぐにできない

と、計画等ありますし、道路管理者のほうの考え

方もあるので、すぐに進まない場合には、現場の

対応としましては、現場に注意喚起看板を立てる

というものも必要になると思ってございます。ま

た、一番先にやらなければならないのは、児童生

徒に対して、そこが危ないところであるというこ

とを認識していただくということと、家庭のほう

もそうでありますけれども、そういうことを広め

ていくということをしていきたいと思っていま

す。そのために各家庭へ学校からの手紙だとか、

町のホームページに通学路点検の結果を、今まだ

載せておりませんけれども、今後また、この議会

の後に第２回、点検する箇所が２か所追加になっ

ておりますので、その点検をして、再度通学路推

進会議を開催するということで予定してございま

す。それが終わった際にホームページに載せてい

きたいということで、短期的な対策をしていきた

いと思います。 

 また、先ほど少し触れましたけれども、長期的

なものとして、交通安全施設、信号機だとか横断

歩道をつける、また、道路整備については、中長

期的に計画が必要になってくるかと思ってござい

ます。１点目は、以上でございます。 

 ２点目です。３０か所の問合せでございます。

まとめとして、３０か所として、維持管理上の問

題があるということで、草刈り、伐木、除雪の関

係ということで、学校側から上がってきているの

が７件ございます。あと、道路整備として、道路

が狭いだとか歩道がないとかということで６件上

がってございます。そのほかに交通安全施設が必

要だということで、信号機、横断歩道、カーブミ

ラーというものの整備の要望として１５件、その

ほかに、道路に対して、停車が多いので何とかし

なければということで、その他２件ございまし

て、合計で３０件というような状況でございま

す。 

 あとは、今後整備を進めるに当たってというこ

とのお話でございます。今、国のほうでは、緊急

通学路点検をするということで、予算的なものと

して、８月ぐらいに国のほうで、国土交通省が概
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算要求をしている中で、通学路点検における対策

として、来年度の予算になりますけれども、２,

２６５億円ということで概算要求しているという

状況でございます。 

 また、今、国会で臨時会されてございますが、

その中で、令和３年度の補正予算の中にも、合わ

せて５０６億円ということで、道路整備に係るも

のが５００億円、信号機整備に係るものが６億円

ということで予算がついているというところでご

ざいます。 

 七飯町においても信号機設置等の課題もござい

ます。それについては、前回の推進会議の中でも

議論しました。この後また２回目がある推進会議

の中でも、七飯町の中で優先順位をつけながら信

号機設置について、公安委員会等のほうに上げて

まいりたいということで考えております。その際

には、当然地元との調整、信号機を新しくつける

ことになりますので、そこら辺の地元との調整と

いうか、説明をするということも必要になりま

す。 

 また、信号機をつけるということは横断歩道も

つきますので、通行する人が待機する場所、まず

は道路の中になければならないということもあり

ますので、そこら辺、道路管理者のほうで整備を

してもらうこともありますので、そういう調整を

今後図っていきながら、整備を進めていただくよ

うに会議を進めていきたいと思ってございます。 

 また、町のほうでできることということでござ

います。これから冬場に向けて除雪が必要になっ

てきますけれども、子供たちが歩く歩道だとかが

狭いことによって、滑って転んだりとか、そうい

う事故のおそれもありますので、そういうところ

は、現場を確認しながら対応してまいりたいと

思ってございます。 

 また、草刈り等についても、夏場になりますけ

れども、現場の状況を踏まえて対応していくとい

うことで、各機関で確認しているところでござい

ます。 

 また、町としての予算ということになります

が、先ほど申し上げた注意喚起看板等について

は、全部ができるわけではないのですけれども、

必要なところから来年の予算に上げて、整備して

まいりたいと考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 若山雅行議員。 

○１５番（若山雅行） それで、町だけでできな

いものもあるということで、その内容は分かった

のですけれども、要は、今３０か所上げた、何か

らの危険があるので、線表のように、ここにはい

つ何をやるか、これについては、国の予算待ちだ

とかというのがあって、七飯町でできるものにつ

いては、土木課の道路関係と併せて、その辺につ

いては打合せ済みということで、優先順位はある

のでしょうけれども、来年全部できるかどうかは

別だけれども、それはもう庁内では打合せ済み

と。 

 先ほど出した３０件については、国のほうに回

答しているというか、回答済みということなので

しょうか、道に出すのか、公安なのですかね、ど

こに出すのかということで、それはもう出したの

かどうかというのと。後で２件とか８件とか追加

になったのに対して、これはどういう経緯なので

すか。学校のほうから、ここもということで来て

いるのか、見に行ったら、ちょっと危険だという

ことで追加になったのか、追加の経緯、選定の経

緯というか、そこのところはどのようにあれして

増えたのか、２０件だったのが３０件というのは

１.５倍ですからね。ちゃんと調査していたのか

という感じもありますし、よくよく考えたらここ

もということで、しっかり調査をしっかりやった

ということでいいのかなと。そこのところの経緯

をもうちょっと教えていただければと思います。 

○議長（木下 敏） 学校教育課長。 

○学校教育課長（俉楼 司） それでは、御答弁

してまいります。 

 まず、国に３０件の箇所について提出したかの

ことについてでございます。私ども教育委員会と

しては、文部科学省から北海道教育委員会を経由

して調査ということになってございますので、教

育委員会としては、北海道教育委員会のほうに３

０か所ということで、調査箇所を上げているとこ

ろでございます。 

 また、追加箇所が増えた件についてでございま

す。当初、学校のほうから、各学校段階で危険な
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箇所はありますかということで調査をして、２０

か所上がって、その後、やっぱりここも必要だと

いうこと等、先ほど答弁しました２８か所になっ

てございます。その後、プラス２か所ということ

でございますけれども、その後、学校から１か

所、ここも対策が必要ではないかということが

あったのと、私ども行政、教育委員会、関係機関

で、学校から上がってきていないけれども、当然

対策をする必要があるというようなことで１か所

ございましたので、それも含めて、トータルとし

て、七飯町の教育委員会として、対策が必要だ

と、通学路推進会議としてそれを議題にして、今

後対策を講じてまいるというところの段階でござ

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） この件については、もう

それであれかなと思います。 

 看板を立てて終わりということがないように、

落石注意という看板があって、何を注意すればい

いのだというのがあったりしますので、それにつ

いては必ず、いつまでに何をやったというのをき

ちっと報告できるように、進捗を進めていただけ

ればというふうに思います。 

 それでは、次の３番目に行きます。 

 ガソリンや灯油等の値上がりの影響についてで

ございます。 

 原油価格の高騰からガソリンや灯油などが急激

に値上がりしている。これから冬の訪れを控え

て、町民の生活への影響が心配される。 

 そこで、ガソリンや灯油等の値上がりの影響及

びその対策について伺いたい。 

 １点目、ガソリンや灯油等の値上がりが町の財

政に与える影響等をどのように考えているのか。

どの程度の経費増加が見込まれるか。 

 ２点目、七飯町福祉灯油等の助成に関する条例

（平成２５年９月２５日、条例第２１号）第４条

（助成額）では、「福祉灯油等の助成する額は、

次条の期間内において世帯につき５,０００円と

する」となっている。また、助成期間は「基準日

（毎年１１月１日）から翌年の３月３１日まで」

であると。 

 条例施行から５年以上たっていること、予想外

の値上がりを受けて、町民への支援策を検討する

必要があるのではないか。この助成額を見直す考

えはないか。 

 最後、３点目、福祉灯油助成額５,０００円の

根拠はどのように説明されるのかということ。ま

た、前年度、令和２年度の実績利用率（対象者に

対する申請者の割合）はどうなっているのか。 

 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、御質

問の１点目についてお答えいたします。 

 ここ最近の原油価格の高騰に伴い、町財政に与

える影響も、これから本格的に公共施設の暖房期

を迎えることから、現状の予算では不足すること

が見込まれており、このため本定例会において、

燃料高騰分の補正予算を計上させていただくこと

としております。 

 燃料高騰分として、補正予算に計上させていた

だくものは、主に灯油、Ａ重油の暖房用燃料とな

り、灯油では４６３万円、Ａ重油で１,１１６万

円の合計１,５７９万円を追加させていただき、

令和３年度の１２月定例会後における燃料総体の

現計予算額を７,９６５万円とさせていただくも

のであります。 

 また、この現計予算額７,９６５万円は、前年

度同時期と比べた場合、現時点で５４３万円増加

することとなりますが、公共施設の温度管理に気

を配りながら燃料経費の節減を図っていきたいと

考えております。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 福祉課長。 

○福祉課長（村山德收） それでは、２点目、３

点目について私から答弁させていただきます。 

 まず、２点目についてですが、御質問のとお

り、七飯町福祉灯油等の助成に関する条例施行か

ら５年以上経過しておりますが、施行時である平

成２５年度の助成期間中の１リットル当たりの最

高額は１１１.６円であり、現在の灯油１リット

ル当たりの価格、現在、こちらは令和３年１１月

２９日時点でございますが、１１３.８円と比較

し、２.６円の差であり、予想外の値上がりでは
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ないと考えております。 

 また、支援策についても、５,０００円のアッ

プル商品券ですので、その家庭に合った利用の仕

方も可能であることから、現在の助成額を変更す

る考えはございません。 

 次に、３点目についてですが、平成１９年度に

６０円台で推移していた灯油価格が９０円台に上

昇し、低所得者世帯を中心に家計を直撃し、冬期

間を迎えるに当たって非常に厳しい生活を送らざ

るを得ない状況にありました。このため、低所得

者の生活支援策として、単年度限りの福祉灯油助

成特別措置条例を制定し、ポリタンク３缶、５４

リットル分の灯油引換券を配布しております。助

成額５,０００円は、このときの助成額を根拠と

し、アップル商品券で助成することから５,００

０円としたものでございます。 

 また、令和２年度の対象と想定される世帯に対

する申請者の割合でございますが、１,５６８世

帯に対し申請数は８４９世帯、申請率は５４.１

５％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） この福祉灯油について

は、９月の定例会で一般会計補正予算（第５号）

として、１９節扶助費として４３０万円計上され

ている状況です。 

 先ほどの説明でいくと、リットル当たり大した

額ではないという話なのですけれども、七飯町の

補正を組んだ、油の値上がりに応じて掛かる費用

が１,５００万円もある中で、トータルで見ると

１世帯当たりの支出は結構な額になるのではない

かというふうに思うわけですけれども、これはそ

んなに値上がりではないというお答えだけでいい

のかどうか、トータルの予算で４３０万円です。

５,０００円で割ると８６０世帯です。 

 広報ななえの１１月号で、七飯町福祉灯油等助

成事業、５,０００円のアップル商品券を助成し

ますということで、対象はこういう人です。こう

いうふうにしてくださいときちっと載っていてあ

れしているのですけれども、９月の補正予算のと

きには値段がこんなに上がると僕自身も思ってい

なかったものですから、５,０００円でいいのだ

ろうかという議論についてはちょっとできていま

せんでした。アップル商品券で配っていいのかみ

たいな、そういうような議論をした記憶があるの

ですけれども、５,０００円がそもそも多いのか

少ないのかというところもあって。 

 前提として考えると、福祉灯油の制度がない自

治体もたくさんあるようなのでびっくりしまし

た。大きな自治体でもそういう制度かない。その

制度がないかわり、どこかほかのところでいろい

ろな、コミュニティバスを走らせているとかいろ

いろな利便性をしているかもしれない、何とも言

えないのですけれども、福祉灯油をやっていると

ころは、そんなにたくさんあるわけでもないとい

うのは分かったので、七飯町は早くからやって、

あれなのかなということで、そこはまず評価して

もいいのかなと思っています。 

 ただ、アップル商品券で５,０００円というの

が、本当に高齢世帯だとか障害者世帯だとか、限

られた形のところに支援するというものなわけで

す。本来であればもう少し、例えば倍にしたって

１,０００万円にならないわけです。そこについ

て、今後もう少し値上がりしたらどうしようと

か、そういうような検討をされているのかどう

か。大した額ではないのだということで割り切っ

てしまうのかどうか、そこのところを答弁をお願

いしたいと思うのと。 

 これは、単純に需用費というのですか消耗品費

というのか、商品券を配るためのほかの費用はか

からないということでよろしいのですよね。過去

の決算を見ると、３,０００円か５,０００円ぐら

いの消耗品費が福祉灯油のあれとして一緒に上

がっているので、それぐらいのあれなのかなと思

うので、純粋にこの予算は、アップル商品券５,

０００円掛ける配布世帯数だと考えていいのかと

いうところを１点確認させていただきたいなと思

うのと。 

 もう一度、本当に５,０００円でいいのかどう

か、検討をしないのかどうか、そこのところを、

今後の調整に応じてまた何かするのであれば、そ

れはそれで構わないです。答弁をお願いします。 

○議長（木下 敏） 福祉課長。 

○福祉課長（村山德收） まず最初に、アップル
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商品券配布以外の経費でございますが、まず、消

耗品３,０００円予算ついていますけれども、そ

ちらは課で使う申請書とか、つづるもののドッチ

ファイルであったりというところでございます

が、アップル商品券、申請世帯に簡易書留で郵送

しておりますので、そちらは総務費の中の郵便料

に含まれて、郵送分は別計上という形になってい

るところでございます。 

 また、この５,０００円についての部分でござ

いますが、今後の形ですが、今、質問の中にも

あったとおり、今後これ以上の値上がり云々とあ

りましたけれども、まず、先ほど答弁したとお

り、平成２５年度に条例案をつくる際、先ほど

言ったとおり平成１９年度の特別措置条例で、ポ

リタンク、５４リットル分で大体９０円の値段

が、１００円まではいかないのですけれども、そ

の間を推移して、前年度から大体３０円ぐらい値

上がりしたというところで、特別措置条例をやっ

て、そのとき５４リットル掛ける９０円で４,８

６０円。９９円だと５,３４６円と。その中間ぐ

らいの値段を取りまして５,０００円という形で

平成２５年はそれをベースに条例を提案させてい

ただいて、民生文教常任委員会にかけていただ

き、平成２５年度、先ほども言いましたけれど

も、マックスで１１１.６円という形で、多分平

成２４年度から灯油価格が高値で推移していた時

期でございますので、おおよそ１００円前後の感

覚で私たちも条例をつくらせていただいたという

経緯でございますので、そこを基準とするのであ

れば、今後、灯油が大幅に、２００円近くになる

ということになるのであれば、それは５,０００

円でいいのかという議論も必要になってくるのか

と思われますが、現状、前回１１１円のところ、

今、同じぐらいの値段なので、そこの基準を考え

ますと、妥当な価格であるのかなと、議会に提案

させていただいたときと大体同じぐらいの水準と

いうことで、今現在のところは平成２５年度の議

決の推移とかを考えますと、５,０００円でいい

のかと考えているところでございますが、今後の

値段の上がり具合は注視しながら、その辺につい

ても全くそこは絶対上げないという考えではござ

いませんので、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） 若山雅行議員。 

○１５番（若山雅行） ５,０００円の根拠とい

うか、そもそも今まで５,０００円相当分の現物

支給していたのを５,０００円に直したという形

なので、それは分かるのですけれども。 

 そうすると、１世帯当たり、冬の暖房費とし

て、灯油を使うのに、５,０００円というのはど

のくらいの割合なのかというか、十分な量なの

か、一部を補助してもういいというあれなのか、

結構、５,０００円ではすぐなくなってしまうの

ではないかという気がしないでもないのですけれ

ども、申し訳ありません。補正予算のときにじっ

くり金額について質問したりして議論すべきだっ

たなと今思っております。何もしないでそのまま

通してしまったのがあれなのですけれども、５,

０００円というのがちょっと。今、値上がりした

から、特に言っているわけではなくて、そもそも

５,０００円でいいのだろうかという気がしない

でもないものですから、その辺のところで、もう

少し検討するとか、その辺の言葉をいただきた

かったのと。 

 これ対象世帯があります。全部が全部申請され

ているわけでもないわけですか。平成３０年度は

４３０万５,０００円決算されています。令和１

年度は３９７万円決算されていて、令和２年度は

４２４万５,０００円、この間やったばかりなの

ですけれども、やっていて、これは対象者が申請

しない人もたくさんいるのでしょうか、その辺の

ところはどのように把握、先ほど質問しているの

で答弁あったのかもしれないけれども、もう一度

そこのところだけ。もっと利用者を増やす必要

と、金額を上げる必要についてのお考えというの

ですか、今後検討するテーマとして、上げていた

だきたいなと思うところなのですけれども、そこ

のところを答弁お願いいたします。 

○議長（木下 敏） 福祉課長。 

○福祉課長（村山德收） それでは、まず先に、

申請率、申請していない世帯があるのではないか

ということなのですけれども、平成２５年度から

の申請率の推移でございますが、初年度は４１.
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８％、２６年度は４９.６％、２７年度は５４

％、２８年度は５３.４％、２９年度は５１.６

％、３０年度は５３.７％、令和元年度は５０

％、昨年度は５４.２％という形で、およそここ

の数年は５０％を行ったり来たりというところで

ございます。 

 私ども想定される世帯の台帳をつくる際、ま

ず、低所得ということで、町民税非課税の者だけ

で構成される世帯、住民票上の世帯番号によって

抽出します。その中で高齢者のみの世帯、高齢者

独り暮らしも含む。あとは障害者の重度障害者の

手帳を持っている方、身体障害であったり精神障

害者手帳であったり療育手帳であったりと、そこ

の部分の方を拾います。そして、独り親世帯の方

も拾う形になりますが、住民票と実際に住んでい

る世帯が、例えば障害者の方で非課税の方で独り

暮らしの方の住民票でありますけれども、実際に

親御さんと世帯番号は違うけれども同じ家に住ん

でいるという方も台帳上はカウントされてしまう

ので、最大限この人は対象であろうという方は拾

いますけれども、実際に申請を受ける際には、ご

めんなさいと、課税者と一緒に暮らしているので

あれば対象になりませんという方もいらっしゃる

のも事実でございます。 

 また、昨年度は灯油価格は比較的安かったので

すけれども、５４.２％ということで、過去最高

の数字を出しているのですが、平成２７年度と２

８年度に国の臨時福祉給付金というものを実施し

ております。その際、七飯町から臨時福祉給付金

と福祉灯油の申請書案内を同封させていただい

て、やらせていただいたのですけれども、そのと

きは、平成２７年度が５４％、２８年度が５３.

４％と。数値的に、各戸に、臨戸で郵便で周知さ

せていただいたのですけれども、なかなか現在、

昨年度の実績に及ばない状況になってございます

ので、そういう形で、灯油価格が安ければ申請の

ほうはなかなかしてくれない傾向もあるのも事実

なのかと思われます。平成３０年度は最高で１０

３円ぐらいの価格になったのですけれども、その

ときも５４％近くになっているので、そういう意

味で考えると、灯油価格の上下で申請率が変わっ

てくるのかと思います。現在、昨年度比７％ほど

申請は増えているので、灯油価格に応じて、皆さ

ん、申請していただく方、申請しない方というの

がいらっしゃるのかという、二つの要因で分析し

ているのが現状でございます。 

 また、５,０００円の値上げの部分でございま

すけれども、平成１９年度単年度のときも、実際

は、値段の高騰分、大体６０円台から９０円台に

上がって３０円分高騰したと。そこの補塡部分と

いうことで、灯油に換算して５４リットルという

考えでやっているので、全体の消費に対して何

リットルという考えではないもので、平成１９年

度は実施しておりますので、先ほど議員もおっ

しゃった、冬期間の灯油の消費量に対して、この

部分だったら少ないと、確かにそうなのかもしれ

ませんけれども、ある程度は、冬期の一部の扶助

費という形なので、社会保障の一部で、幾らが妥

当なのかというのは今後議論が必要になってくる

かもしれませんけれども、考え方的には、全体に

対する部分の何リットル分という形ではなく、単

価が上がった分に対して５,０００円分補塡しま

すという制度でございますので、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） 若山雅行議員。 

○１５番（若山雅行） このテーマについては、

それであれしますけれども、一度金額が決まった

から、それでずっと行くということではなくて、

果たしてそれでいいのかどうか、立ち止まってい

ろいろ考えて、根拠だとかいろいろな状況の変化

だとかを見ていただきたいなと思います。考えて

いただいているのだと思いますけれども、そこの

ところをよろしくお願いしたいなと思います。 

 それでは、４点目です。七飯町のふるさと納税

についてでございます。 

 ふるさと納税は大事な収入源となっている。本

年度、令和３年度は予算歳入額で１億円が見込ま

れている。海の幸などを産する他の地方自治体の

豪華な返礼品には対抗が難しい現状もあると思わ

れるが、歳入総額１００億円程度の当町としては

ないがしろにできないとも言える。 

 そこで、我が町のふるさと納税の現状について

伺いたい。 



－ 37 － 

 １点目でございます。令和３年度の今現在の実

績、件数、金額は幾らか。今年度の見込みは、こ

の時点で幾らと考えているか。 

 ２点目、令和３年の実績見込みに対してどのよ

うに評価しているか。 

 ３点目、七飯町民が他の地方自治体にふるさと

納税をしている実績は把握しているのか。把握し

ている場合は、令和３年度までの実績はどうなっ

ているのか。 

 最後、４点目、ふるさと納税は、返礼品の魅力

の競争となっている現状であるが、七飯町の返礼

品について魅力アップの工夫をしていることはあ

るか。また、現在人気のある返礼品にはどのよう

なものがあるか。 

 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、私のほうか

ら御質問の１点目、２点目、４点目につきまして

御答弁をさせていただきます。 

 １点目につきまして、令和３年１１月末時点で

の実績は１,７５８件で２,６９７万１,０００円

となっております。今年度の見込みとしては、予

算計上額であります１億円を目標としております

が、単純に対前年度比を参考とした場合であれば

３,８４５件で５,９１４万円と推計されます。 

 ２点目につきまして、前問の答弁と関連いたし

ますが、予算計上額であります１億円を目標とし

ており、年度途中であることからも、引き続きふ

るさと納税の推進に取り組んでまいります。 

 ４点目につきまして、現在人気となっている返

礼品としては、冷凍ホタテ貝柱、トウモロコシ、

ミネラルウォーター、地ビールなどが挙げられま

す。このほかにも多様な返礼品が選ばれておりま

すことから、幅広い選択肢を提供すべく、新たな

特産品の追加だけではなく、セット商品としての

組み合わせなど、返礼品件数を増やしているとこ

ろであります。 

 また、ふるさと納税ポータルサイトの追加や関

連イベントへの参加、ＳＮＳやメールによるふる

さと納税ＰＲなどに取り組んでいるほか、七飯町

と関係のある町外企業に対し特産品を御紹介し、

ふるさと納税につなげていくことや、企業との協

定などに基づき、相互に連携をして七飯町へのふ

るさと納税を推進するなど取り組んでいるところ

であります。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 税務課長。 

○税務課長（柴田 憲） それでは、私のほうか

ら３点目についてお答えしてまいります。 

 七飯町民が他の地方自治体に対し、ふるさと納

税を行った場合ですが、住所地である七飯町で

は、２,０００円を超える部分について、一定の

上限まで個人町民税課税において、寄附金税額控

除を適用することとなり、この控除額が個人町民

税に影響する金額となります。 

 令和３年までの実績でございますが、１年間の

収入に対して控除が行われることから、把握でき

ている最新の実績は令和２年分までとなります

が、ふるさと納税をしている人数、寄附金額及び

税額控除額の直近５年分の状況について申し上げ

ます。 

 平成２８年、１８１名、寄附金総額１,２３５

万９,０００円、税額控除額５２３万３,０００

円。平成２９年、２３９名、寄附金総額１,９９

１万８,０００円、税額控除額８５１万３,０００

円。平成３０年、３１１名、寄附金総額２,２１

９万８,０００円、税額控除額９８７万５,０００

円。令和元年、３４５名、寄附金総額２,６３４

万３,０００円、税額控除額１,１９６万８,００

０円。令和２年、５０２名、寄附金総額３,２６

１万９,０００円、税額控除額１,４７２万２,０

００円となっております。 

 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） ２点ほど追加質問させて

もらいますけれども、そもそもふるさと納税とい

うのは、納めた額の３割程度を物品で返礼すると

いう仕組みで、高額納税者に有利であるとか、そ

の制度は本当にいいのかどうかと僕自身、そんな

制度を入れたために自治体は、これはチャンスだ

と捉えていろいろやっているのかどうか、あるい

はそのために自分のところもほかのところに行く

わけですから、それでいいのかどうかというのは

疑問にあるところなのですけれども、こういう制
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度がある以上、ある程度の水準は確保するような

最低限の政策を取らざるを得ないのかなというふ

うに考えたりします。 

 その中で、七飯町の住民も結構ほかのところに

納税してるのだなと、今までの実績からいうと

４,０００万円とか３,０００万円のふるさと納税

で結構もらっているというような感じでいたので

すけれども、その分の３割が経費としてあれし

て、なおかつここも出ているとなると、相当しっ

かり考えていかなければいけないのかなと。税金

を払っている町民が町から還元を受けるなんてこ

とはないわけですけれども、そういうことをしな

くてもいいような形をしっかりつくっていかなけ

ればいけないと思うのですけれども、こういう制

度がある以上、ある程度流出は防いで、くるのは

多くしたいというようなところを、都会に住んで

いる人に七飯町の特産物を届けるチャンスでもあ

りますし、そういうふうにしていただきたいと思

います。 

 そこで、質問の１点目は、そもそも今年度の予

算１億円というのは、ちょっとチャレンジング過

ぎるのではないかという質問です。予算委員会の

ときも話しましたけれども、前年実績の倍以上や

りますということで、頑張りますというのは分か

るのだけれども、本当にその実績がいく見込みな

のかどうか、そこのところ。今のあれでいくと

ちょっと厳しいようですよね。まだこれからある

ので、どんどん入ってくるかもしれないから僕も

何とも言えません。だけれども、ちょっと今のあ

れからいくと１億円の目標というのは厳し過ぎる

のではないだろうかと。 

 そのときにいろいろ説明を聞いたのは、アク

ティビティというか、ホテルに泊まったり、いろ

いろな返礼品の新しいものを出して、その中で魅

力をアップしていきたいということで、戦略はあ

るのですというような答弁だったような感じがし

ます。こういうことでやっていけば１億円の目標

も夢ではないのだというか、達成可能なのだとい

うような答弁を受けて、一生懸命やりますという

ようなことを聞いたのですけれども、今のあれか

らいくと、トウモロコシだとかいろいろなもの

を、地ビールだとかにしても、ちょっと厳しいの

かなという印象を受けます。 

 だから、もともとそんな大きな目標ではなく

て、しっかり前年度の何割増しとか、その程度の

目標でよかったのではないかという感じはします

し、本当に返礼品で魅力を出せるというのであれ

ば、もっと説明があったのかと思います。今の話

を聞くと、そんなに飛びつくような返礼品ではな

いような感じを受けるのですけれども、そこのと

ころの、ここにも書いていますけれども、今現在

の評価、それについてもう一度お聞きしたいと思

います。 

 それと、七飯町の町民がほかのところにふるさ

と納税をして、本来七飯町に入るべき税金が流出

と言ったらおかしいのですけれども、これは選択

なのであれなのですけれども、それに対して何か

手立てというのですか、それはしようがないのか

どうか。返礼品でカニをもらえるとかといった

ら、そっちのほうに流れるとか、そういうのはあ

るかもしれないのですけれども、その辺のところ

での対策というものをどう考えるのかどうか。そ

もそもふるさと納税に力を入れ過ぎると、また

ちょっと足を引っ張られてしまうようなところが

あるので、余りあれはしたくないのですけれど

も、ある程度やらなければいけないという前提

で、その辺のところの対策というか、その辺のと

ころをお聞かせいただければと思います。 

 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） 議員、今、御質問

の中でお話しいただいたとおりでございます。ふ

るさと納税の制度につきましては、本来、地方自

治体が税の再配分を行うということで、住民サー

ビスを向上させるという趣旨で今まで運営されて

いたところに、対外的な部分で、寄附を個人の裁

量によって寄付先を決められる。そういった一般

財源が、いろいろな返礼品や、そういったものに

よって左右されるということで、逆に言うと非常

に流動的で、安定的な地方行政の財政として運営

していくのは非常に難しい状況になっているとい

うような見方もできます。 

 ただし、このふるさと納税制度につきまして

は、納税額云々、私どもは目標を１億円として御
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提案させていただいて、予算を議決していただい

ております。この関係上、この目標については最

後まで追いかけていくということで、御理解をい

ただきたい。 

 また、この制度は、ふるさと納税の寄附額だけ

ではなくて、当町の魅力ある特産品のＰＲの場で

もあるということで、このふるさと納税によって

特産品を１人でも多くの方に触れていただいて、

そういったことで物産の振興にもつながるもの

と。また、併せて七飯町の物産品に触れた方々

が、いいものだというような御理解を示していた

だければ、七飯町というシティプロモーションに

もつながるものと考えております。単純に寄附額

のみで、この事業の是非を評価するのは大変困難

かと思いますけれども、そういったような考え方

でおりますので、御理解をいただきたいと。 

 それから、七飯町民からほかの自治体への寄

附、これにつきましては、実際ほかの自治体に七

飯町と同様に魅力ある特産品があったり、何か地

縁でその土地を応援したいというところがあるや

もしれません。逆に七飯町民にとりましては、七

飯町に対してふるさと納税を行っても返礼品を頂

くということはできない。逆に言うと、町民であ

るがゆえに七飯町の魅力的な特産品を入手するこ

とができないというような、それぞれ制度の特徴

がありますので、一概に対外流出を防いでいくと

いうことだけではなくて、逆に七飯町として特産

品等のＰＲ等につなげていくという考え方で進め

たいと思ってございます。 

 また、今、冒頭の答弁の際にお話しさせていた

だきましたが、非常に今、対前年度比になります

が、金額の伸びに対して件数の伸びが倍近いとい

うことで、以前から御説明申し上げているとお

り、新型コロナウイルス感染症のいわゆるコロナ

禍の中で、七飯町の返礼品が誇るホテルであった

り、こういった観光地としての独自の宿泊券とか

が非常に伸び悩んでおります。こちらにつきまし

ては、１件当たりの寄附額が高額になりますの

で、非常に七飯町に対するふるさと納税の寄附額

に多大な影響を与える部分でございます。 

 逆に今、新たに町内の事業者が海産物の加工技

術をもって、付加価値をつけた特産品を提供して

いただいていますので、逆にこちらが件数が非常

に伸びていると。ただし、件数は伸びています

が、先ほどのホテル宿泊券等に比べますと、金額

自体が割と低くなりますので、これの発送等にか

かる経費のほうが非常に割合的に高くなっており

ますので、冒頭、議員御質問の中でおっしゃって

いた返礼品は３割と、これは３割以内ということ

でございますので、このバランス等を見ながら

もっと効率的に七飯町のＰＲができるように、ふ

るさと納税制度を活用していきたいという立場で

ございますので、ぜひこの取組に御理解をいただ

きたい。 

 また、今年度の当初予算の議決に際してもそう

ですが、今までふるさと納税制度につきまして

は、あまたの議決をいただいて、皆様の御理解を

いただいているところであります。ぜひ皆様のお

力もおかりしながら、ふるさと納税を盛り上げて

いきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いを

いたします。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 総務財政課長。 

○総務財政課長（青山栄久雄） ふるさと納税に

よって、本来入ってくるべき町税が控除によって

流出した分についてでございますけれども、ふる

さと納税による町税の減収額の約７５％は地方交

付税で措置されると、補塡されております。先ほ

ど税務課長のほうから、ふるさと納税による控除

額約１,４７２万２,０００円と答弁申し上げまし

たけれども、これの７５％に当たる１,１０４万

１,０００円、これについては、ふるさと納税、

普通交付税において補塡、措置されている金額と

なります。この差額については３６８万円の減額

となりますけれども、逆にふるさと納税によって

町に収入として現金で歳入された分が、これを上

回った分については町の一般財源となりますの

で、ふるさと納税の金額については、今後ともぜ

ひ伸ばしていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 若山雅行議員。 

○１５番（若山雅行） いろいろな仕組みがあっ

てあれなのですけれども、昨年の決算特別委員会

でいろいろ話を聞いたときに、多い金額がところ
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が増えているとか、いろいろ分析すると、金額総

体だけのものではなくて、いろいろな動きが分か

るわけです。この中でしっかり分析して、１回

やった人は、もう１回やってるのかどうかとか、

その辺のところをしっかり分析して、顧客と言っ

たらおかしいけれども、ファンを逃さないとか、

そういうようなことも、アンケートとかいろいろ

やっているのかもしれないのですけれども、僕な

んか大沼のカレンダーなんかを一緒に送ったら、

きれいな風景の写真とかがあってあれなのかと

思ったりするのですけれども、それも１,０００

円してしまうのでどうなのかなとなってしまうの

であれですけれども、そういう意味では、金額だ

けではなくて、しっかり中身を分析して、どのよ

うな分布なのか、どういうあれなのか、どこの人

が多いのかとか、そこのところをしっかり、分か

る範囲で分析して、次の目標とか施策に生かして

いただければと思うし、我々にもそういう情報開

示というのをしていただいて、やっていただきた

いと思うのです。 

 こういう制度がある以上、何らかの形でほかに

負けないで、大勝ちする必要はないけれども、ほ

かのところと同じぐらいのところでゴールできる

ようなやり方をしていかなければいけないのかと

思います。これはしっかり、商工観光課長が先ほ

ど言ったイベントだとかＳＮＳだとか、そういう

ＰＲをやっていると思うのですけれども、その辺

のところを分析の仕方でしっかりやっていただき

たいと思うので、そこのところの答弁をお願いい

たします。 

○議長（木下 敏） 商工観光課長。 

○商工観光課長（福川晃也） 私どもも今回に限

らず、ふるさと納税の傾向というものを実際実務

に携わっておりますとある程度見えてまいりま

す。先ほどもお話ししました、例えば今までは、

若干高額になりますけれども、宿泊券が人気が

あったということですが、新型コロナウイルス感

染症の影響により、そちらのほうががたっと落ち

たと。それに代わって、このたびは新しく町内事

業者の冷凍ホタテ貝柱が提供できるようになった

と。こちらは非常に人気でありまして、件数がぐ

んぐん伸びているという状況にあります。 

 また、今まではポータルサイトの間口を広げ

て、各ポータルサイト独自の会員に対してアプ

ローチをしてきたと。さらに返礼品件数で選べる

自由度を高めてきたと。これが二本の柱です。そ

れに対して、このたびは返礼品の新商品につきま

しては、令和元年度で約７０品あったものが、令

和３年度途中になりますが、今、約２４０品まで

拡大することができました。これもひとえに町内

事業者の努力、それから商品開発に御協力をいた

だいたという結果でございます。 

 さらに、このたびは、最初の答弁でもお話しさ

せていただきましたが、各ポータルサイトで実施

しているふるさと納税者に対してのＰＲ、オンラ

インでのＰＲ事業にも参加いたしました。そして

さらに、別のポータルサイトにおきましては、食

品で人気のジャンルごとに自治体を紹介していた

だけるという機会がございました。こちらにも積

極的に登録いたしましたところ、レトルトカレー

部門でこちらの紹介にあずかることになりまし

た。 

 こういった作業で、いろいろな返礼品を露出す

る機会を増やして、どれがヒットするか端的には

分からない状況ですので、実際にまずやってみ

て、それらについて分析をし、また次の年度につ

なげていくという作業を繰り返してまいりたいと

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） 若山雅行議員。 

○１５番（若山雅行） ふるさと納税については

それで閉めますけれども、しっかり分析して成果

につなげていただきたいというふうに思いますの

で、よろしくお願いします。 

 それでは最後の質問、５点目です。 

 「あなたもななえびとになりませんか？」とい

う七飯町が作成したパンフレットについてでござ

います。 

 「あなたもななえびとになりませんか？」（令

和３年４月作成）という、七飯町が作成したパン

フレットがある。町内の店舗や施設を記載した地

図と季節ごとの写真を載せ、「七飯町のことを

もっと知りたい、住んでみたいのですが、どうし

たらいいでしょうか？」「まずは、七飯町役場総
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務部政策推進課に御連絡ください」と記載されて

いる。また、「まずは一度七飯町に泊まって暮ら

しを体験してみませんか？」と、宿泊施設一覧も

記載されている。ついては、このパンフレット作

成の狙い等について伺いたい。 

 １点目、このパンフレットの初版はいつで、ど

のようなところに設置しているのか。 

 ２点目、このパンフレットの狙いは何か。ま

た、政策推進課に連絡は何件ぐらい寄せられてい

るか。 

 ３点目、このパンフレットの中に「七飯町の移

住・定住に関係するお役立ち情報」として「土地

住宅支援」３項目、「就業創業支援」６項目、

「子育て支援」８項目、「その他の支援」１項目

が記載されているが、この支援策は、他の近隣市

町村の支援策と比べて優位なものはあるかと。 

 ４点目、最後です。七飯町への移住を積極的に

誘引するような税金等の優遇や小中学生の給食費

の無料対象の拡大等の政策を検討することは考え

ていないか。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 政策推進課長。 

○政策推進課長（中村雄司） 御質問のあったパ

ンフレットについて順次御答弁申し上げます。 

 まず、１点目のパンフレットの初版がいつで、

どのようなところに設置しているかについてです

が、パンフレットは、平成２８年度に「わたした

ちななえびとになりました」という名称で発行し

たものが初版であり、当初は、実際の移住者のイ

ンタビューなどを掲載しながら、七飯町へ移住す

ることの魅力等を紹介するような内容でありまし

たが、令和２年度に内容を大きく改訂し、七飯町

に実際に移住することになった場合に必要になる

であろう情報、とりわけ飲食店や観光施設の内容

についても地図上に示すような形にし、移住を検

討する方々が実際に手に持って町内を散策するこ

とができるような内容に改めたものです。 

 設置場所についてですが、令和２年度までは、

年間２００部しか印刷していなかったため、道の

駅なないろ・ななえに設置している程度で、あと

は、実際に移住の問合せのあった方に配布するの

みでありましたが、令和３年度に新型コロナウイ

ルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、当

パンフレットを大量に印刷したため、現在は町内

の地域公共交通事業者の車内のほか、函館バスの

路線の中で観光利用が多いと思われる路線、交通

結節点として函館空港、函館駅、新函館北斗駅、

フェリー乗り場、町内の観光施設、函館空港及び

新函館北斗駅周辺のレンタカー会社などに設置を

しております。 

 次に、２点目のパンフレットの狙いについてで

すが、このパンフレットは、当初作成した際は、

単純に移住促進を目的としたものでありました

が、令和２年度に改訂してからは、移住のみに限

らず、観光やお仕事など、七飯町を訪れてもらっ

た全ての方々が実際に手に持って町内を散策して

いただけることを目的に、訪れる方の利便性を図

り、移住のみならず、七飯町への観光誘客、町内

の観光需要の掘り起こしをも目的として発行して

いるものです。 

 パンフレットを見て連絡のあった件数は、都度

確認していないことから件数把握は困難でござい

ますが、実際にＪＲ函館駅でパンフレットを手に

取った方から後に問合せをいただいた例もござい

ます。 

 なお、参考までに、パンフレットを見た人に限

らず、町への移住に関する相談件数は、コロナ禍

前の令和元年度は２１件ありましたが、令和２年

度は１１件、令和３年度は、これまでのところ１

４件となっており、一時落ち込みましたが、若干

の回復傾向にあるところでございます。 

 次に、３点目のパンフレットにある支援策で、

近隣市町村の支援策と比べて優位なものについて

ですが、優位と言えば語弊がございますので、町

として自信を持って御紹介できるものは、子育て

支援に重点を置いたもので、特に、満１８歳まで

の医療費無料化と児童生徒の給食費、第２子半

額、第３子以降無料化は、移住希望者へのＰＲに

おいて、七飯町の強みとなっております。 

 次に、４点目の税金等の優遇や給食費の無料対

象拡大の検討についてですが、移住者など一部の

方を税金等で優遇することは、通常どおり御負担

いただいている納税者との均衡を考慮しまして

も、税の基本である公共サービスの提供のため
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に、公平に負担いただくこととする公平性の観点

からもなじまないものと考えております。 

 七飯町を選んでいただけるような魅力的な町と

して、情報発信に努めるとともに、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努力してまいります。 

 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） このパンフレットなので

すけれども、僕も最近、藤城のワイン館であるの

を見て、おもしろいなと思ってあれしました。道

路とかいろいろなものは非常に便利な、住んでい

る人も便利だというものでございますけれども、

「あなたもななえびとになりませんか？」という

キャッチフレーズなので、移住を促進するような

狙いでつくったのではないかというふうに考え

て、以前同じような、移住者に対する優遇政策、

そういうものをもう少しやったらどうかという質

問をしたときに、町長のほうから、今住んでいる

七飯町民のためにまちづくりをするのだと。移住

者とか観光客に対する特別な何かをするのではな

くて、今住んでいる人のためにまちづくりをして

いくのだということで、特別に税金面だとか、い

ろいろな政策については、移住してきたからどう

だということはしないと言われて、移住者をどん

どん呼ぶような政策は取らないのかなと思って、

ちょっと残念なあれはあったのですけれども、こ

れを見て、移住者を呼び込むような名前なので、

ちょっと政策が変わったのかなと。今までは隗よ

り始めよということで、町民をしっかりしようと

いう、これも政策としては、考え方としてはしっ

かりしたものだと思いますので、どうこう言うあ

れはないのですけれども。 

 それで、今ほかの市町村と比べて、自信を持っ

てお薦めできるものというのは、子育て支援のと

ころの書いている項目については８項目あるので

すけれども、そのうちの二つが、１８歳以下の医

療費助成と。これはほかのところもやっていない

ようなしっかりした政策だし、給食費も第２子半

額、第３子以降無料ということでやっていると。

であれば、こういう政策を、年齢をもう少し広げ

るとか、対象を広げていくとか、そういうことを

していってもいいのではないかと思って、最後の

質問をさせていただいたのですけれども。 

 あと、ここに書いているほかの政策というの

は、土地住宅支援で、空き地・空き家バンクで物

件情報をしますというのは余りセールスポイント

にならないのでしょうか、たくさん書いていて、

合併浄化槽、２分の１支援とか、解体費用、特定

空き家等に設定した場合には支援しますとか、求

人情報でホームページとリンクしていますという

のも書いているのだけれども、読んで、余りこれ

はいいなというものではないので、こういうのも

ありますという程度なら分かるのですけれども、

もうちょっとここに、こういう政策をもっとあれ

だということで載せないと、移住というか、七飯

町のほうを向いてもらうというのはなかなかない

のかなと。しかも、パンフレットやホームページ

だけではなかなか難しいのかと思うので、もっと

何かそういうものを積極的に検討するというか、

そういうことができないのかどうか。 

 それと、質問したかったのは、ここで、「何か

あれば政策推進課に御連絡ください」となってい

るのですけれども、この政策については、政策推

進課の何係とか、そういう専門の部署があるので

しょうか、照会があったときとか、こういうパン

フレットをつくったりするときに、そこのところ

をまず教えていただきたいのと。 

 あと、もう少しアピールする内容を増やすよう

な政策を検討できないのかという、今の２点だけ

ではなくて、もっとたくさんあれでないのかな

と。例えばその他の支援策として、運転免許自主

返納サポートとか、そういうのも載っているので

すけれども、これもないよりはあったほうがいい

のかもしれないのですけれども、そういうもので

はなくて、もっと積極的なアピールできるものを

やって、あるいは専門部署のようなものをつくっ

て、ある一定の期間、移住者を増やす。人口は減

るというのは分かっているあれなのですけれど

も、場所によっては、農業をやりたい人だとか、

都会から地方に移りたい人というニーズもあるも

のですから、そういうものをある一定の期間、

減っていくのだろうけれども、少しでも増やすよ

うな政策というか、そういうことをもう少しやっ
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て、ここまでキャッチフレーズ「ななえびとにな

りまんか」というのであれば、もう少しそういう

のをやるような予定はないのか、そこのところ

を、これからこうしていきたいというのがあれ

ば、お考えを聞きたいと思うのですけれども。 

○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

答えさせていただきたいと思います。 

 パンフレットの内容につきまして、積極的なＰ

Ｒというところで、もう少し目に止まるような魅

力的な政策展開だとか、そういった表現はできな

いかというところでございます。内容につきまし

ては、七飯町で横断的に実施されているような事

業を掲載してございますが、実際細かいところで

申し上げますと、例えば給食費の無料化だとか、

軽減の制度等はパンフレットには掲載してござい

ますが、例えば給食センターが出来上がり、そし

て安心安全な給食を提供しているというような質

の部分でも七飯町としてはとても魅力の高いよう

なものでございますので、そういった部分もＰＲ

できればいいのでしょうけれども、何分パンフ

レットの紙面の構成上なかなか全部を載せ切れな

いというのもありますので、そういった細かい部

分につきましては、相談のあった際にＰＲしてい

くというような内容で実際に行ってございます。 

 政策推進課での移住の窓口としてでございます

が、ワンストップ窓口ということで、政策推進課

の地域活性係が移住対応をしている窓口となって

ございます。当然、電話で移住の相談がございま

したら、先ほど申し上げました、例えば給食の安

全だとか、七飯町であれば、水がおいしいですと

か、地元でなければ分からないような部分も含め

てＰＲをやっているというのが実情でございま

す。 

 最近の例でいいますと、やはりコロナ禍でも

あって、オンラインでの相談というのが増えてき

てございます。増えてきていますといっても、今

年度でいきますと５件程度でございますが、そう

いったものを今後広げていくような形にできれば

と思っております。 

 ただ、オンラインも、相談をやっていますとい

うことをなかなかＰＲできる機会もないものです

から、機会があれば、やっていますという状況を

できるだけ広げていきたいと思っております。 

 また、民間企業でやられている移住のためのサ

イトに、七飯町といたしましても情報提供をさせ

ていただいて、オンラインだとか、七飯町の魅力

だとかを掲載していただくという取組は現在も

行っておりますので、そういった部分を拡充しな

がら、魅力ある移住の情報提供を進めていければ

と思っております。 

 また、新たな政策展開でございますが、そう

いった部分は、持続可能な行政サービスという部

分を提供していくということが原則でございま

す。財政負担もございますので、そういった部分

は、国の支援策等も含めながら検討できればとい

うふうに思ってございますが、財政状況等も考え

ながら、検討が必要だと思ってございます。 

 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） 大体今回の質問は、ここ

までで分かりましたけれども、ここの就業創業支

援の中に新規就農支援で、ワンストップ支援窓口

と載っているのがあって、これがワンストップで

何かするという、政策推進課の中の係でやってい

るという意味合いのものなのでしょうか。そうい

う表現のものが載っているのですけれども、そこ

のところだけちょっと。 

○議長（木下 敏） 政策推進課長。 

○政策推進課長（中村雄司） 今示されました新

規就農の関係で申し上げますと、農業部門でござ

いますので、私どものほうでは受けておりません

が、移住したいという話があって、私どもも農業

を新しく行う際の手続等は分からない部分があり

ますので、そういった部分は農業委員会とか農林

水産課等につなげるという役割を持ってございま

す。パンフレットにあります窓口につきまして

は、就農の部分でございますので、直接的には農

業委員会の部分で対応することになろうかと思い

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） ちょっと理解が足りない

のであれなのですけれども、正確に言うと、新規
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就農を希望する人への情報提供等を行うためのワ

ンストップ支援窓口を設置というふうに書いてあ

るのですが、これは政策推進課ではなくて、どこ

の窓口になるのか、ワンストップなのですけれど

も、そこで振り分けるということですか。ここに

書いている内容については、どういうことなの

か。 

○議長（木下 敏） 政策推進課長。 

○政策推進課長（中村雄司） まず、農業を行う

際には、農地という部分で大前提がございますの

で、農業委員会のほうでワンストップ窓口を設置

しているというところでございますので、そう

いった御理解をいただければと思ってございま

す。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 通告順に発言を許します。 

 田村敏郎議員。 

○５番（田村敏郎） それでは、通告に従いまし

て、１問質問をしたいと思います。 

 児童生徒のタブレットの使用状況について。 

 新型コロナウイルスの出現により、国、道は、

３密による感染防止のため、相次いで緊急事態宣

言を出し、人々の外出自粛、事業所の休業要請や

小中学校の休校が長期間続き、文部科学省とし

て、子供たちの教育の停滞を懸念し、ＧＩＧＡス

クール構想を打ち出し、対面授業からタブレット

による家庭授業システムもできるように対応をし

てきた。 

 七飯町もこのＧＩＧＡスクール構想に基づき、

児童生徒にタブレットを貸与し、教育実践してい

るが、これから６波の新型コロナウイルスの感染

拡大とインフルエンザの流行が懸念されている

中、タブレットの有効活用ができる状況にあるの

か伺いたい。 

○議長（木下 敏） 学校教育課長。 

○学校教育課長（俉楼 司） それでは、御答弁

申し上げます。 

 町では昨年度、国の進めるＧＩＧＡスクール構

想にのっとり、児童生徒一人一人にタブレット端

末を購入、また、校内通信環境等の整備を併せて

行ってまいりました。 

 また、町立各学校の教職員とＧＩＧＡサポー

ターで構成する七飯町ＩＣＴ教育推進委員会を組

織し、具体的な活用方法について協議・検討を行

い進めており、現在、各学校では日常の授業にタ

ブレット端末を活用しております。 

 さらに、児童生徒が学習ツールとして日常的に

学習に活用できることを目指し、教材の選定や家

庭学習等にも活用できるＡＩドリルの導入、家庭

でのインターネット環境下におけるセキュリ

ティーの設定や使用状況の見守り方法の取決め等

を進めており、そのような準備ができた学校か

ら、タブレット端末の持ち帰りを始めているとこ

ろです。 

 課題としては、家庭の一部においてＷｉ－Ｆｉ

環境が未整備のところもあるため、今後、保護者

と協議を進め、対応してまいります。 

 また、教職員においても今年度からタブレット

端末を活用した授業を本格的に行っております

が、タブレット端末を活用した授業法の確率に向

け、ＩＣＴ推進会議、ＧＩＧＡサポーター等と連

携し、積極的に取り組んでまいります。 

 ＩＣＴの活用は、学びの保障の観点から必須で

ありますので、今後も積極的に取り組み、活用の

拡大を図ってまいります。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 田村敏郎議員。 

○５番（田村敏郎） まずお聞きしたいのは、タ

ブレットの総台数、児童何台、生徒何台、教職員

等何台で、予備は何台あるのか、これをまず教え

ていただきたいということと。 

 それから、学校では順次、そういう環境が整っ

た学校からいろいろ教育実践していくというよう

なことですけれども、具体的に学校ではどのよう

な形での利用をしているのか、そして、利用して

いる教科、児童及び生徒もそうでしょうし、教科

はどういう教科をやっているのか。 

 それから、１日何時間、ＩＣＴ、こういうもの

を用いた授業を展開しているか、あるいは週何時

間になるのか、これを教えていただきたい。 

 それからもう１点は、家庭に持ち帰らせるとい

う、家庭学習というような説明がありましたけれ

ども、家庭での利用方法をどういうふうにしてい

るのか、いつから子供たちに持ち帰らせているの
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か、全員なのかどうか、そこを教えていただきた

いと思います。 

 そして、民文の報告書には、６３の家庭が未整

備、これは経済的あるいは教育方針によってとい

うようなことですけれども、そういう家庭の児童

生徒数というのは何件くらい実際あるのか、そう

いう子供たちに対してどうしているのか。例えば

該当する子供がいる学級についてはしていない、

平等でないからさせていないというか、そういう

措置を取っているのか、あるいは学年そのものが

していないという、そこ辺をもう少し詳しく教え

ていただきたいと思います。 

 それから、ＧＩＧＡ構想の成果、導入されまし

て、国では１人１台、端末と高速大容量の通信

ネットワークを一体的に整備することで、特別な

支援を必要とする子供を含め、多様な子供たちを

誰１人残すことなく、公正に個別最適化され、資

質能力が一層確実に育成できる教育、ＩＣＴ環境

を実現するのだと。そういう考え方に賛同する自

治体については補助金を出しますということで、

七飯町も御多分に漏れず、この考え方に沿って整

備をしてきたと思うのですけれども、七飯町のＩ

ＣＴによる特徴的な教育活動は、どういったよう

なことを実践しているのか、そこをちょっと教え

ていただきたいと思います。 

○議長（木下 敏） 暫時休憩いたします。 

午後 ３時２９分 休憩 

───────────── 

午後 ３時４０分 再開 

○議長（木下 敏） 休憩前に引き続き、再開い

たします。 

 一般質問を続けます。 

 田村敏郎議員の再質問の答弁から入ります。 

 学校教育課長。 

○学校教育課長（俉楼 司） それでは、順にお

答えしてまいります。 

 まず、各学校ごとのタブレットの台数というこ

とです。児童生徒、教職員、あと、予備の台数と

いうことでございました。 

 まず、児童生徒分としては２,０２３台になり

ます。教職員台数としては２２９台、その他各学

校に予備ということで５８台でございまして、全

部で２,３１０台購入してございます。 

 続いて、各学校でのタブレットの使用状況とい

うことでございます。各学校でも現在、日々の授

業でタブレットを使っているというところで、教

科については、各学校の進みはそれぞれでござい

ますので、まちまちで使っているところでござい

ます。私が学校訪問の際に使っていたところで

は、数学とかで使っているような状況を確認して

ございます。 

 また、１日何時間、週何時間使っているかとい

うところについても、各学校、また、高学年、低

学年、その状況により時間等はまちまちというこ

とで、数字については持っておりませんけれど

も、できるところはタブレットを使って授業を進

めているというような現状でございます。 

 続きまして、家庭学習での利用、タブレットを

どのように活用するのかというところでございま

す。想定としては、タブレットを使って調べ物学

習をするとか、今、町のほうでもＡＩソフト導入

について進めてございまして、今、無料のソフト

を使っておりますが、そのソフトを使うことに

よって、児童生徒の能力に合わせた問題が次々に

出てくるということで、確実な学習が身につくと

いうソフトになっておりますので、そのような活

用をするということで利用してございます。 

 あと、いつからなのかということでございます

けれども、そこら辺についても各学校でまちまち

の状況で、中学校段階では既に持ち帰りを進めて

いるところでございます。小学校については、

今、各授業の中でタブレットの活用を含めて、

しっかり児童に覚えていただくということで、そ

こを先に進めているところでございます。高学年

から順に、今後、持ち帰りできるようになってく

ると思いますけれども、低学年においては、授業

で、先生がいてタブレットが活用できるというと

ころもございます。家庭に持って帰ったときに、

タブレットを使うということになると、家庭の保

護者の協力もなければならないというところもご

ざいますので、児童が家庭に持って帰る際には、

そこら辺も家庭の保護者の方にしっかり説明をし

て進めていくという段取りになってございます。 

 続いて、Ｗｉ－Ｆｉの未整備、６３世帯あった
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ということで、小中それぞれの人数ということで

ございます。小学生が４１名、中学生が２４名、

合計６５名でございます。 

 続きまして、ＧＩＧＡの成果ということでござ

います。ＩＣＴによる特徴的な、七飯町としての

教育活動は何かというところでございます。今、

七飯町教育委員会としても、ＧＩＧＡ、タブレッ

トを導入して授業に使うということで、積極的に

進めているところでございます。国としては、Ｇ

ＩＧＡ構想、５年でやっていくというところがご

ざいましたけれども、コロナ禍にあって、至急し

なければならないということで、国のほうで交付

金が活用できるということから、七飯町もそれに

乗ってタブレット、また、通信設備についても整

備をしてきたところでございます。 

 ただし、先ほども申し上げましたけれども、そ

こに何を入れるかというところの話で、私ども

は、民間のソフト会社が、ソフトをつくっている

業者のソフトを利用させてもらっておりますけれ

ども、今、国のほうでも、文科省のほうでも、そ

ういうシステムを国のほうで開発しているという

状況であるのも事実でございます。なかなか国の

ほうも、しっかりソフト対策含めて、今、順に進

めているというところでございますので、七飯町

もそれに乗っかっていかなければならないという

ところの進みになってございまして、七飯町とし

て、特徴的には何かというのは、今のところはな

かなか申し上げられないというところでございま

す。今は、児童生徒たちに対してタブレットの使

い方を授業の中で学習していただき、その後、家

庭に持って帰る準備を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） 田村敏郎議員。 

○５番（田村敏郎） 大体分かりましたけれど

も、学校での、先ほどの説明であると、数学とい

うようなことで、それ以外の教科はどうなってい

るのか。 

 それから、家庭に持ち帰りというのは、準備で

きたところから順次というような表現ですけれど

も、実際、中学校は全校なのか、小学校は何校な

のか、低学年には持ち帰りさせているのか、させ

ていないのか、そこら辺がなかなか私、理解でき

ないので、もう一度そこら辺をお願いしたいと思

います。 

 それから、ＧＩＧＡ構想の特徴的なＩＣＴによ

る教育活動というようなことで、今のところは具

体的にはないという話ですけれども、私は、岳陽

学校でやっているような大沼学というのですか、

ああいうものを、やはり全国的に、湖沼のあると

ころと交流学習するとか、いろいろ私はあるよう

な気がするのですけれども、説明では、今のとこ

ろはない。国に従うのだというようなことで、

ちょっと消極的過ぎるのではないのかと。 

 それから、６３の家庭で未整備であるというこ

とで、児童が４１名、生徒が２４名、合計６５

名、この部分はどうするのか、基本的に持ち帰り

させて、調べ物学習したり、ＡＩソフトを使って

能力を開発させるのだという考え方からいけば、

この６５名というのはどういう形になるのです

か。せっかくこういう大胆な、全国あるいは全世

界と結びつくようなＩＣＴのこういう機器を使い

ながら新たな学習を展開していくという、今まで

のような教室に閉じこもった部分でなくて、教室

に閉じこもっても世界と、あるいは全国と結びつ

きながらいろいろな教育活動が展開できるのだ、

これからの時代を生きていくためにこれが必要だ

ということで、ＧＩＧＡ構想が文科省から出てい

るはずなのです。それからいくと、当面２３の家

庭、６５名の児童生徒の部分をどうするのです

か。 

 それから、今の大沼学の取扱い、それから教

科、そしていつから実際に、中学校なんかは全校

やっていないと私は遅いような気がするのですけ

れども、具体的に全中学校がやっているのかやっ

ていないのか、あるいは小学校にしても、どのぐ

らいの小学校で、どのぐらいの学年が持ち帰って

家庭学習の調べ物学習を展開しているのか、ある

いはＡＩソフトを使ってどのぐらいの子供たちが

能力開発をするために努力しているかというもの

をもう少し詳しく教えていただきたいと思いま

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、順にお
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答えしてまいります。 

 学校で何の教科に使っているかというところで

ございます。それは、各学校でばらつきはあると

思いますけれども、できるものをやっているとい

うことで、私、先ほど数学、算数ということで

言ってきましたけれども、あとは理科でもやって

いるということで確認してございます。全部の教

科については確認していないのですけれども、例

えば中学校でも体育の授業のときにタブレットを

使って、ほかの生徒の体育の状況を確認して、跳

び箱とかに活用しているというところも聞いてご

ざいます。また、音楽等でも音楽を聞くのにタブ

レットを活用しているということで聞いてござい

ます。各学校でまちまちであると思いますけれど

も、それぞれの学校で進めているというところで

ございます。 

 続いて、タブレットの持ち帰りのことでござい

ます。中学校段階では、全ての学校で持ち帰りを

もう既に始めているというところで確認してござ

います。ただ、小学校の段階では、まだタブレッ

トの活用方法について、もう少し学習が必要だと

いうことで、まだ持って帰ってはいないというこ

とでございます。一部、峠下小学校については、

全学年、週１回持ち帰りということで始めている

ということで確認しているところもございます。 

 続いて、Ｗｉ－Ｆｉの整備で、６３世帯が未整

備の調査でございました。そこについては、当然

私どもとしてもそのままにしておけないというこ

とで考えてございます。そこについては、家庭の

ほうにも確認しながら、協力を仰ぐということも

してまいりたいと思ってございます。また、どう

しても経済的にとか、つけられないところについ

ては、町が機器を整備するということで進めてま

いりたいと思ってございます。予算の関係もあり

ますけれども、そういうふうに進めてまいりたい

ということで思ってございます。 

 あとは、タブレットの使い方ということで、大

沼学のお話もいただきました。今いろいろこれか

らタブレット、可能性があるのは十分私どもも認

識してございます。まずは、今の七飯町の段階と

しては、児童生徒がしっかりタブレットの使い方

を覚えていただいて、タブレットを使うとネット

回線につなぐということになると危険なところも

ありますので、そういう危険がないような指導を

してまいりたいと。その上で、しっかり持ち帰り

していただいて、家庭での学習につなげてまいり

たいと思ってございます。 

 その次の段階として、タブレットを使っていろ

いろ七飯町として必要というか、進めなければな

らないいろいろな特徴的なものを進めるというの

は当然出てくると思いますけれども、今の段階

は、まず子供たちにタブレットの使い方をしっか

り覚えていただいて、家庭学習につなげていくと

いうところに注力してまいりたいというところで

ございます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 田村敏郎議員。 

○５番（田村敏郎） 今のところでちょっと確認

ですけれども、中学校は全校持ち帰り、小学校は

週１回、峠下小学校だけ持ち帰っているという解

釈でいいのですか。 

○議長（木下 敏） 学校教育課長。 

○学校教育課長（俉楼 司） 小学校段階では、

私が調査した中で、峠下小学校が週１回というこ

とで、あとは、Ｗｉ－Ｆｉの通信というか、つな

ぐ確認のために何回か学校のほうで家庭に持ち

帰ったという経過はございますが、継続的にとい

うことではまだやっていないので、峠下小学校だ

けということで理解しております。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 田村敏郎議員。 

○５番（田村敏郎） 中学校全校と峠下小学校、

継続的に週１回持ち帰ってそれぞれやっていると

思うのですけれども、この中で、学校、あるいは

持ち帰って家庭の使用中に不具合や故障が生じた

場合、これはどうするのか。そのために予備は５

８台あるということで、恐らく補塡されると思う

のですけれども、ただ、参考までにお聞きしたい

のですけれども、要はタブレットを導入してから

１０月末までの不具合や故障などが生じた件数は

何件あるのか。児童分、生徒分、特別支援学級

分、指導者分という内訳でちょっと教えていただ

きたい。できれば、１１月から１２月、今日ま

で、これも同様に何件の破損または不具合があっ
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たのか、これも件数を教えていただきたい。 

 どういう破損状況、あるいはどういう不具合が

生じたのか。そして修理代金はどういうふうに

なっているのか、そこを併せて教えていただきた

いと思います。 

○議長（木下 敏） 田村議員に申し上げます。 

 今の破損の部分で、各学校というか、小学生、

中学生、特別支援学級別に、あと、金額を出して

ください、何々出してくださいというような細か

いところまで知りたいという質問でしたけれど

も、答弁あった後に、ほかに細かいところを知り

たいというものがあるのであれば、今、私のほう

で考えているのが、時間も押してきていますし、

今の内容というのは、正確性がないと、また、議

会での答弁が正確性がないということであれば、

これで延会して、明日答弁もらうという形でもい

いのかなという思いがあったので、もし追加で、

また次に細かいところと明日こられると、理事者

もあれなので、今の部分だけなのか、そこだけ

ちょっと。今の再質問の部分だけが、今まで壊れ

たとか破損した、金額ベースまでどうのこうのと

いうのは通告にもなくて、今、再質問の中で出て

きたものだから、それで今、私のほうで、もしほ

かにもそういうおそれがあるというものがあるの

であれば、まとめて質疑をもう一度してもらえれ

ば有り難いなと思っているのですが。 

 田村敏郎議員。 

○５番（田村敏郎） 生活保護を受給している世

帯の児童生徒数、それから準要保護世帯の児童生

徒数、それから特別支援学級の児童生徒数。 

○議長（木下 敏） それでよろしいですか。 

○５番（田村敏郎） はい。 

（「議事進行」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 畑中静一議員。 

○７番（畑中静一） ただいま田村議員が質問さ

れている最中なのですけれども、大変、田村議員

には申し訳ないのだけれども、この設問の文章で

あれだけの質問を、私から見れば広げているな

と。あれもこれもというような感じで、これでは

ちょっと不親切ではないかなと、理事者に対し

て。この辺分かると思うのです。 

○議長（木下 敏） 申し上げます。 

 今、私のほうで裁いていますので、今、田村議

員とも、ここまでが細かいところは最後で、これ

から延会してということは、今、暫時休憩を取っ

てほしいと、理事者のほうで今手元にないという

ことで、正確に答弁したいということだったか

ら、私は再度確認したのです、田村議員に。そこ

のことが、もしまずいと言うのであれば、私に対

して、議事進行という考え方はあるのですけれど

も、今言っているのは、田村議員の一般質問に対

して、これは通告、これでよろしいということで

議会運営委員会も通っている話ですので、あなた

も議会運営委員だと思いますので、そこのところ

は良識の範囲内でやってもらいたい。 

○７番（畑中静一） 議会運営委員会のときは、

この設問だけではどんな質問が出てくるか分かり

ません。恐らく録音して文字に出したら、非常に

私から見ると広げているなという思いをしていま

す。これでは答えるほうも大変です、何が出てく

るか分からないもの。やはり一般質問は、議員の

特権でございます。しかしながら、やはり答えや

すいような設問をして、やるのが筋ではないかな

と。議員たるものは、その辺も考えて質問すべき

だなと私は思います。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） まず、今のは意見として私

のほうで伺っておきます。 

 続行します。 

 それで、今、理事者側も正確なことが答弁でき

ないから暫時休憩してほしいと。会議時間も４時

を越していますので、田村議員に対する答弁を、

今日は延会しまして、田村議員まで一般質問を終

わる形ではなく、延会するという形で今、口述を

読み上げますので、よろしくお願いいたします。 

  ─────────────────── 

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。 
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 よって、本日の会議はこの程度にとどめ、延会

することに決定いたしました。 

  ─────────────────── 

延 会 宣 告           

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 本日は、これをもって延会

いたします。 

 お疲れさまでした。 

午後 ４時２２分 延会 

 

 

 

 

 

 

 

 


