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午前１０時００分 開会 

  ─────────────────── 

開 議 宣 告           

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 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

会の本日の会議を開きます。 

  ─────────────────── 

 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、 

１３番  川 村 主 税 議員   

１５番  若 山 雅 行 議員   

以上２議員を指名いたします。 

  ─────────────────── 

 日程第２ 

  一般質問 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第２ 一般質問を行い

ます。 

 昨日に引き続き、田村敏郎議員の質問に対する

答弁から入ります。 

 学校教育課長。 

○学校教育課長（俉楼 司） 昨日は貴重な時間

を費やしてしまい、大変申し訳ございませんでし

た。 

 それでは、再質問に対して答弁してまいりま

す。 

 １点目、タブレット端末の１０月までの児童生

徒・先生別の故障件数、１１月以降の児童生徒・

先生別の故障件数についてでございます。 

 令和２年度は故障がありませんでした。 

 令和３年度は１０月までに８件ございまして、

内訳としまして、小学生は５件、中学生は３件、

先生の破損はなしでございます。 

 故障の主なものとして、キーボードの破損、電

源が入らない、充電器差し込み口の変形、画面の

液晶漏れ、バッテリー不具合などがあり、本年１

０月までは１年間のメーカー保証がありましたの

で、それにより対応したのが５件。附属のＡＣア

ダプターを使用しなかったことによるバッテリー

の不具合、故意に殴打したことによるキーボード

の破損は保証の対象外事項となるため、有償での

対応となっております。 

 有償として修繕した３件は１万２,６５０円か

ら３万８,５００円の範囲内となっており、合計

８万７,４５０円となっております。そのうち１

件については、故意にタブレット端末を殴打し破

損したもので、保護者から負担をいただいており

ます。 

 次に、１１月以降、現在までの件数は５件で、

内訳として小学生で２件、中学生で３件でござい

ます。 

 故障の主なものとして、タブレット端末の落下

による破損、カメラの不具合、キーボードの不具

合、液晶の破損があり、現在修理に出している状

況でございまして、修理の見積もり額は不明でご

ざいます。 

 次に、生活保護児童生徒数、準要保護児童生徒

数、特別支援学級児童生徒数でございます。 

 現在の数値として、生活保護受給者は児童６

名、生徒１１名、合計１７名。 

 次に、準要保護受給者は児童２２３名、生徒１

２１名、合計３４４名。 

 次に、特別支援学級在籍児童生徒数として、児

童６８名、生徒１７名、合計８５名でございま

す。 

 そのうちＷｉ－Ｆｉが整備されていない家庭の

児童生徒数でございます。昨日新たに調査をいた

しましたが、世帯数として調査しておりますの

で、御了承願いたいと思います。また、この調査

により１０月に調査いたしました未整備世帯６３

件が５０件となってございます。その５０件のう

ち、生活保護世帯は２件、準要保護世帯は１６

件、特別支援学級はゼロ件でございます。 

 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、答弁があったわけであ

りますけれども、故障であるとかあるいは不具
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合、こういったようなものが令和２年については

ゼロ、令和３年については８件というようなこと

でございました。この令和３年については１０月

末までで８件ということで、それぞれ児童が５

件、生徒３件ということでございますけれども、

そのうち、これはメーカーの保証対象になるやつ

とならないものが３件ということで８万７,４５

０円、この３件については保護者に請求している

のか、この８万７,４５０円について教育委員会

が払っているのか、そこら辺についてちょっと教

えていただきたい。 

 それから、１１月から今月までは５件というこ

とですけれども、これについてはメーカーの保証

が切れているわけですから、恐らく教育委員会あ

るいは保護者、こういったような部分で、これか

らだと思うのですけれども、まだ金額が確定して

いないということですけれども、払うようなこと

になるのではないかと思うのですけれども、この

部分についてクロームブックの取扱いという文書

を出されていると思います。これは七教学第４０

８号令和３年１１月１１日付、この主な内容は、

１０月いっぱいでメーカーの保証期間が切れます

よと、クロームブック、タブレットが破損した場

合、児童生徒の故意または過失による故障・破損

については、保護者負担をお願いすることになり

ます、というようなことが書かれておりまして、

１台４万円以上する高価品で、故意または過失に

よる故障・破損について保護者負担をお願いしま

すよということです。 

 参考として、故障・破損の具体例を挙げており

まして、その下に括弧して、修理費用のほか郵送

料と調査費用も別途発生します、その下にはキー

ボードを故意に強くたたく、衝撃を加えたことに

よる液晶の破損、充電する際に純正以外のＡＣア

ダプターを使用することによる不具合というよう

なことが書かれてあると思うのですけれども、こ

れらについては当然１１月から今日までの５件の

児童あるいは生徒について適用、この文書を見る

限り、保護者に負担を求めますよという文書だ

と。これは端的にいえば、そういう不具合あるい

は故障・破損こういったようなものについては、

全て父兄負担と受け取れる文書として理解してい

いのかどうか。 

 例えば、故障だとか不具合だとか、こういった

ようなものが起きれば、調査をして、要するに故

意なのかどうなのか、こういったようなものがや

はりきちっと判断をして保護者に請求せざるを得

ないというような、そういう文言というのは、こ

の文書においては一言も出てきていない。 

 例えば、報告を受け調査をした上で、こういう

場合に故意だとか意図的だとか、いろいろな部分

で不具合や故障が生じた場合、保護者に負担をお

願いすることもありますというような表現であれ

ば、まだ私は理解できるのですけれども、一方的

に保護者に負担をお願いするというような文言で

くると、子供やあるいは保護者がどうしても萎縮

をする、使わせない方がいいのではないか、なぜ

かというと、経済的に厳しい家庭もあれば、ある

いは教育方針に基づいてそういうものは必要ない

んだという家庭もあるかもしれない。 

 そうすると、七飯町全体の教育の考え方、方針

の考え方がなかなか町内の児童生徒に浸透してい

かない。 

 特に私が昨日聞いたのは、生活保護あるいは準

要保護、これからいけば準要保護は３４４名の児

童生徒がいる。生活保護については２８名、そう

いう部分があって、非常に経済的にも苦しい部分

の中でこういう通知が来ると萎縮をしてしまう。

あるいは学校でもこういう状況というのはあると

思うのです。 

 学校であれば大体調査はすぐできて、どうのこ

うのという判断はつくのですけれども、家庭にお

持ち帰りの場合はなかなかそういう判断がつかな

いで、こういう文書を出されてしまうと一方的に

父兄がその修理代、こういったようなものを負担

しなければならないのではないかと非常にプレッ

シャーがかかる。 

 そういう中で、国が進めるＧＩＧＡ構想、これ

からの教育というのはこうあるべきなんだとい

う、そういう展開に向かって七飯町も歩んでいる

中で経済的な負担を保護者に求める。これはやは

りどうなのだろうと。 

 初めてコンピューターを入れたときはハード

ディスク、そしてノートパソコン、そして今はタ
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ブレットという、そういう時代の流れがありまし

たけれども、私の記憶している中では、ハード

ディスクにしろノートパソコンにしろ学校に設置

はしましたけれども、恐らく児童生徒の中には手

を滑らせて機械の機材の破損を、あるいは何らか

の形で印刷機の破損をしたかもしれませんけれど

も、それを保護者に負担請求をしたというのは正

直言って聞いたことがない。 

 やはり、私はこういうＧＩＧＡ構想に基づいた

新たな教育の展開については、確かに意図的な部

分もあるかも分からないですけれども、やはりそ

こはしっかりと指導して、２度とそういうことが

起こらないようにしていくんだという、やはりこ

れが基本的な教育的な指導ではないかなと。 

 そういうことを考えると、こういうクローム

ブックの取り扱いについてという、こういう内容

の文書を各家庭に送るという以前に、もっと私は

しっかりとした考え方を示して、そして家庭でも

しっかりと万が一不具合、あるいは故障が出たと

きも、しっかりと学校と連携をとって対処しま

しょうぐらいの私は文書あってしかるべきだと思

うのです。 

 非常に一方的な負担してくださいということに

なれば、やはり先ほど申しましたように、非常に

威圧的でありそして萎縮するような、そういうこ

とになると思うのです。 

 そこら辺の考え方を教育委員会の一体どこにこ

ういうものを求めて自己負担をさせようという、

そういうふうに至ったのか、そこら辺の考え方を

説明願いたいと思います。 

○議長（木下 敏） 学校教育課長。 

○学校教育課長（俉楼 司） それではお答えし

てまいります。 

 まず、今年１０月までの故障した件数のうち、

有償として修繕した３件がございましたけれど

も、そのうち１件につきましては、キーボードを

殴打したことによる故障でございまして、そこに

つきましては児童の故意というようなことで、調

査をしてそういうふうに判断されましたので、そ

こについては保護者のほうに負担を求めていると

いうところでございます。 

 次に、議員おっしゃる１１月１１日に保護者向

けに出している文書につきましては、それまでも

家庭のほうにはタブレット持ち帰りする上で、こ

ういうふうに使ってくださいというような文書を

出させていただいております。 

 このタイミングはやっぱりそのメーカー保証が

切れますので、しっかりタブレットの使い方をも

う１回確認して、きちんと使っていきましょうと

いうような注意喚起で文書を出させていただいて

おります。 

 また、議員おっしゃるとおり、何かあったら保

護者のほうにも負担を求めていくという文書の記

載にはなってございますけれども、保護者から、

使う方が故意だとか悪意があってやったものにつ

いては当然負担を求めていくというところになり

ますけれども、基本的には通常で使っていたとか

いう部分については、町の所有するタブレットに

なりますから、町が直していくという基本な路線

はそのように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） 田村敏郎議員。 

○５番（田村敏郎） 今の説明では、３件の中で

殴打した部分、これは故意だということで、これ

は家庭なのか学校なのか私ちょっと分かりません

けれども、これは保護者については同意している

という考え方ですね。 

 そうしますと、先ほども申しましたように、児

童生徒の故意または過失による故障・破損につい

ては、保護者負担をお願いすることになりますで

はなくて、調査を受け、しっかりと判断をして、

そして保護者に説明をして支払いを求めるとい

う、そういうことであれば分かるのですけれど

も、この文書からいけば、とにかく壊れたものに

ついては保護者で負担してくださいというとられ

方の文書なのです。そういうことは何も書いてい

ないですよね。 

 例えば、故意だってどういうふうにして故意と

委員会が判断したのか。これは個別の事由ですか

らいいのですけれども、やはりそこら辺をもう少

し詳しく文書に書かないと、ただ単に故障だとか

破損の具体例としてここに上げていますけれど

も、これは全て保護者が持つ範囲の故障や破損だ

よということを上げているのですか。 
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 私はそうは思わないのです。やっぱりしっかり

そのときの状況でどうだったのかというものを明

らかにして調査をして、そしてこういうことであ

れば、やはり父兄に理解を求めて負担をしてもら

うものはしてもらう、あるいは基本的に教材です

から、私は自動車保険の物損みたいに教育委員会

が物損か何かの保険に入って、そして、そういう

ものに対処すると。確かに３万何ぼだとか修理費

くれば委員会も町も大きいでしょうし、あるいは

父兄にしても相当の負担になると思います。全く

駄目になれば１台４万円幾らになります。とても

じゃないけれども、うかうか使わせたくないとい

うのが今の社会の経済の流れからいえば、非常に

厳しいものがあると思うのです。 

 先ほど言ったように、生活保護世帯あるいは準

要保護世帯も、そういう壊れたときの経費なんて

入っていないのです。そういう厳しい生活の中で

何とか子供たちを育てていきたい。今の時代に即

応した子供たちにしていきたいという、これは教

育委員会も親もみんなそう願っている話です。 

 したがって、私は何かそういう軽減とは言いま

せんけれども、しっかりとした理由があるものは

別として、通常のものについてはしっかりと教育

委員会がサポートしていく、そういう体制づくり

ができないのか、答弁願います。 

○議長（木下 敏） 教育次長。 

○教育次長（扇田 誠） 田村議員のおっしゃる

ことは、教育委員会としても同じ考えでございま

す。 

 ただ、今回のその文書を読んだときに、議員が

そういう感じに受け取られているのであれば、そ

れは教育委員会のほうにも落ち度があったのかな

と、もうちょっと配慮した文書表現すれば良かっ

たかなとは今思っているところでございます。 

 また、故意かどうかについては、当然調査の上

決定しますけれども、やはり子供たちにとっても

故意にそういう破損させた、そういうものについ

てはきちっと学校のほうでも今後きちっと教育

は、今もしておりますけれども、改めましてき

ちっと教員のほうに指導を行って、子供たちにも

何回もその辺を、物を大事にするという観点のほ

うから、きちっと教育をしていって、それで補助

の壊したときの保証につきましては、それについ

ては今すぐどうのこうのという答えは出ませんけ

れども、その辺を十分教育委員会のほうで検討し

ていく材料になるかと思いますので、よろしく御

理解していただきたいと思います。 

○議長（木下 敏） 田村敏郎議員。 

○５番（田村敏郎） そうしましたら、確かに教

育委員会の言わんとしていることは分かりまし

た。 

 そうすると、この１１月１１日付のクローム

ブックの取扱いの文書、これは私は先ほども言い

ましたように、一方的なものでもう少し説明を加

えるべきではないのかと、もう少し父兄が分かり

やすい、ああ、なるほど、これならしようがない

ねというような、そういう整理をした文書をもう

一度出す気があるかないか。もう少し分かりやす

いというか、あるいは必要であれば説明会をしっ

かり開いて、やはり父兄に理解を求める、こう

いったようなものをする気があるかどうか、それ

をまず伺いたいというのと、それから、昨日Ｗｉ

－Ｆｉつながっていないのが６３件、今日は５０

件でしたか。そういうふうにしたのですけれど

も、なかなか設置が進まなければ、教育委員会が

つけるような話として私は捉えたのですけれど

も、そうなるとなかなか正直言って、つけた人と

いわゆるごね得という話になればちょっと語弊が

あるのですけれども、やはり何とかなるんだみた

いな感じであれば、やはり非常にバランスが悪い

のではないかと思うのです。そこら辺の対応をも

う少し整理をした上で、いい方向に向かわせると

いうことが、子供が持ち帰って、そして学習した

りＡＩのソフトを使うということになれば、やは

り早急にそこら辺の、今度は子供同士ではなく

て、やっぱり父兄の問題、経済的に苦しい人と教

育方針でつけないんだよという話の中だと思うの

です。そうなった場合、なかなか整理が難しいと

思うので、そこら辺の考え方も最後にちょっとお

聞きしたい。 

 それから、分かりやすい文書を再度出す、ある

いは説明会をしっかりと開く気がないのかある

か、それともう一つには５０件の部分をどういう

ふうな処理をしていこうとしているのか、そこら
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辺をもう一度お聞きしたいと思います。 

○議長（木下 敏） 教育次長。 

○教育次長（扇田 誠） まず、文書の件ですけ

れども、これにつきましては再度文書で保護者の

ほうへ送りたいというふうに思います。   

 それとＷｉ－Ｆｉの環境でございますけれど

も、やはり今回調査した後１８件がつけていただ

いたということでございますけれども、残り５０

件あります。 

 これにつきましては、やはりそれぞれの家庭、

保護者のほうにいろいろな考え方の下にそういう

判断をまだされていないという方がいらっしゃる

かもしれませんけれども、これについては、やは

り子供たちの将来のことを考えますと、教育委員

会としても学校と一緒に家庭の保護者のほうにも

御理解を求めていきます。 

 また、実際問題の中で、家庭のほうで利用され

るということになれば、やはりこの５０件につい

ては機械を貸し付けたり、あとは公の機関のほう

に来ていただいてやってもらうとか、そういう

様々な方法をちょっと今検討していますので、こ

れについても早急にとは言いませんけれども、前

向きに保護者と学校と一緒になって減少のほうへ

進めてまいりたいというふうに考えていますの

で、御理解していただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 田村敏郎議員。 

○５番（田村敏郎） 終わります。 

○議長（木下 敏） 通告順に発言を許します。 

 横田有一議員。 

○１番（横田有一） それでは、３問の質問させ

ていただきます。 

 まず１問目、町内各学校のコロナ対策につい

て。 

 コロナ感染第５波中に、大中山小学校で生徒の

コロナウイルス感染者が出た。９月１日１名、９

月７日に同じクラスで２名のコロナウイルス感染

者が次々に出てしまった。 

 第３回定例会で同僚議員から緊急動議が出さ

れ、大中山小学校の感染対策がどうなっているの

かと質問され、副町長が一日の状況を決算審査特

別委員会で報告するようになって、事態が沈静化

した。 

 以下の点について、教育長の所見を伺いたい。 

 １、大中山小学校のコロナウイルス感染の一連

の流れ（時系列）について。 

 ２、その後の感染対策について。 

 ３、学校の感染対策の責任はどこにあるのか。 

 ４、町内各学校の学校閉鎖、学級閉鎖時の自宅

での学習方法について。 

 ５、町内各学校の平成３１年、令和２年及び令

和３年の学校閉鎖数、学級閉鎖数及び休日日数に

ついて。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（木下 敏） 学校教育課長。 

○学校教育課長（俉楼 司） それでは、１点

目、大中山小学校の一連の流れでございます。 

 ８月３１日、陽性者１名が判明いたしました。

９月１日、接触者の特定及び校舎の消毒作業のた

め、学校閉鎖としました。９月３日から５日ま

で、陽性者が在籍している学級と交流授業を行っ

た他の学級を含めた学年閉鎖及び対象者のＰＣＲ

検査を実施しました。 

 その際の検査では、全員陰性の結果でした。 

 ９月７日、同学級で２人目の陽性者が判明しま

した。９月８日から１６日まで陽性者の在籍する

学級を学級閉鎖としました。９月８日同学級児童

に対するＰＣＲ検査において、３人目の陽性者が

判明しました。９月９日から１２日まで学校閉鎖

としました。９月８日から２２日まで対象学級の

学級閉鎖を延長しました。 

 １点目は以上でございます。 

 ２点目、その後の感染対策についてでございま

す。 

 文部科学省が作成している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

により、対策を講じているところです。 

 地域の感染状況により対策は若干異なります

が、手洗いやマスクの着用、換気といった基本的

な感染症対策に加え、感染拡大リスクが高い３密

を避ける、身体的距離を確保する、対面とならな

い、給食では黙食などの感染症対策を行っており

ます。 

 また、家庭においても毎日の体温測定、健康
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チェック、さらには風邪の症状、発熱などの症状

がある場合には登校しない。場合によっては病院

を受診するなどをお願いしております。 

 ３点目、学校の感染対策の責任についてでござ

います。 

 各学校は学校長を責任者とし、校内の保健管理

を行います。教育委員会は、町感染症対策本部と

連携し、各学校を取り巻く地域の蔓延状況等の情

報収集を行い、感染拡大への警戒を継続するとと

もに、臨時休業の必要性等について判断します。 

 また、各学校の対応状況の把握や必要物品の整

備と衛生環境の整備や指導を行います。 

 ４点目、町内各学校の学校閉鎖、学級閉鎖時の

自宅での学習方法についてでございます。 

 これまでの各学校での学校閉鎖時においては、

学校から課題テキスト等のプリントを配付、ま

た、問題集などのドリルを活用して家庭での学習

を進めてまいりました。 

 ５点目、町内各学校の学校閉鎖数、日数につい

てでございます。 

 平成３１年度はコロナウイルス感染症の対応に

より、全ての学校で令和２年２月２７日から３月

８日までの期間を学校閉鎖、また、３月９日から

２４日までの分散登校期間中、それぞれの学校で

学校閉鎖がありました。 

 学校別の土日祝日を含まない学校閉鎖日数とし

ては、峠下小学校は２月２７日から３月４日まで

の学校閉鎖期間で８日間、分散登校期間中で７日

間、合わせて１５日間。七重小学校は同じく共通

の学校閉鎖期間で８日間、分散登校期間中で３日

間、合わせて１１日間。藤城小学校は共通の学校

閉鎖期間で８日間、分散登校期間中で５日間、合

わせて１３日間。大中山小学校は共通の学校閉鎖

期間で８日間、分散登校期間中で３日間、合わせ

て１１日間。大沼小学校、軍川小学校、東大沼小

学校は共通の学校閉鎖期間で８日間、分散登校期

間中で７日間、合わせて１５日間で同じ日数と

なっております。 

 大中山中学校、七飯中学校、大沼中学校は共通

の学校閉鎖期間で８日間、分散登校期間中で６日

間、合わせて１４日間で同じ日数となっておりま

す。 

 このほかインフルエンザにより、七重小学校は

学年閉鎖が１２月１０日から１２日までで３日

間、学級閉鎖が１２月２４日から２６日まで３日

間ありました。大中山小学校は学級閉鎖が４回、

１２日間となっております。 

 令和２年度はコロナウイルス感染症の対応によ

り、全ての学校で４月２０日から５月１７日まで

の期間を学校閉鎖、また、５月１８日から２９日

までの分散登校期間中で、それぞれの学校で学校

閉鎖がありました。 

 学校別の学校閉鎖日数としては、峠下小学校は

共通の学校閉鎖期間で１６日間、分散登校期間中

で３日間、合わせて１９日間。七重小学校は共通

の学校閉鎖期間で１６日間。藤城小学校は共通の

学校閉鎖期間で１６日間、分散登校期間中で３日

間、合わせて１９日間。大中山小学校は共通の学

校閉鎖期間で１６日間、大中山中学校は共通の学

校閉鎖期間で１６日間、分散登校期間中で１日

間、合わせて１７日間。七飯中学校は共通の学校

閉鎖期間で１６日間、分散登校期間中で４日間、

合わせて２０日間。大沼岳陽学校は共通の学校閉

鎖期間で１６日間、分散登校期間中で５日間、合

わせて２１日間でございます。 

 令和２年度は、これ以外の学校閉鎖等はござい

ません。 

 令和３年度は１１月までの状況として、コロナ

ウイルス感染症の対応により、大中山小学校は学

校閉鎖が２回３日間、学年閉鎖が１回２日間、学

級閉鎖が２回１４日間となってございます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 横田有一議員。 

○１番（横田有一） 大中山小学校の１点目の感

染の流れですけれども、学校側が家族に出したの

とメールで保護者に出しているメールでいくなら

ば、９月２日に５年生が学年閉鎖をして５年生以

外は午前授業をすると、そして１２時５５分に下

校する。９月３日については５年生は学年閉鎖

し、５年生以外は通常日課になるというふうな話

になっていて、ちょっと若干違うのかなと思うの

ですけれども、その辺どうなのかというのを確認

させていただきたいと思うし、それから、次に同

じく流れてきた中では、９月８日に１人の子が５
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年生の同じクラスで陽性者が出ましたよと、９

日、１０日を学年閉鎖をします。そしてコロナウ

イルス感染者が出たクラスについては９日から１

６日までを学級閉鎖にします、それでＰＣＲ検査

を受けた施設、検査の結果、保健所から指示のな

い家庭の兄弟姉妹の登校・登園については各施設

へお問い合わせください。なお、大中山中学校は

通常の授業と連絡が来ていますと。それで閉鎖期

間中の過ごし方、来週の時間割、学校での安全対

策については後ほど連絡をしますというようなも

のが２通目です。 

 まず最初に来たほうが、９月８日については 

    学級閉鎖にしますよと、それ以外につい

ては午前授業になりますよというふうな内容が

あって、ちょっと中身が違うと思って、ちょっと

その辺の整合性を教えていただきたいなというふ

うに思います。 

 それから、私が手に入れている学校の新型コロ

ナウイルス感染症に対する持続的な学校運営のた

めのガイドラインというやつを見させていただく

と、その中に休んでも出席停止にはならないとか

というふうなことも書いてあるのですけれども、

一番大事なのは、例えば、感染になったからと

いって学校の関係というのが何日になったらこれ

問題になるのかというところで、少なくても４日

間は休んでください、そして濃厚接触者について

は４日間で本人がなった場合というのは７日間と

いうふうに書いてあったと思うのです。 

 そこのところを、ただそういうマニュアルがあ

りましたよというだけではなくて、実際にどうい

うふうにやってきているのかというところが聞き

たいということ。 

 それから、学校の感染対策の責任はどこにある

のかということになれば、その中では学校保健安

全法の第１９条の中に、校長は出席停止について

は校長の責任でやりますと、それ以外については

学校設置者ですよということ、学校設置者という

ことは教育委員会ということでいいのですよね。 

 そうすると、今のこの感染対策の責任はどこに

あるのかということになると、最終的には教育委

員会にありますよということだと思うのですけれ

ども、今回はなんでこの大中山小学校をこうやっ

て私問題にしているのかというと、大体聞きたい

かというと、きちっと休みをマニュアルに沿って

やってないのではないかと思うのです。何日間休

みとるよと。そこのところがちょっとおかしいの

で、質問させていただいているのですけれども、

本来でいくならば１人目が出たときから見ていく

ならば、我々がやったときは濃厚接触者というの

は２週間空けてくださいよということで、でもこ

れ読むと１週間とればいいのではないですかとい

うふうにいっているのですけれども、その期間が

短かったからまた出たのかということがあるのか

どうか。そこがきちっとコロナ対策できていたの

かどうかというところが一番の問題点ではないか

と思います。だから、そこをどういうふうにして

やっていくのかということと、それから、この各

学校の学級閉鎖だとか、それから学校閉鎖したと

きに、先ほどの説明では先生からテキストをいた

だいてやりましたよと言ったって、こんな長い休

みをテキストってどうやってそうしたら渡したの

ですか。どうやってやったのですか。 

 その辺、１回目だからそれはそういう準備がな

かったよというのはあるかもしれないけれども、

そうしたら実際にこの前の大中山小学校 

 で発生したときはどういうふうにやったのか。

そこのところを再度お願いしたい。 

○議長（木下 敏） 学校教育課長。 

○学校教育課長（俉楼 司） それでは、順にお

答えしてまいります。 

 まず、大中山小学校の休みの日数の関係でござ

います。学校からメールが行っているのは、例え

ば９月２日から３日ということがございましたけ

れども、これは木曜日、金曜日ということで話が

あったと思います。私のほうは土日も含めてとい

うことの整理をしていますので、木曜日から日曜

日までを期間として整理したということでござい

ますので、御理解をお願いしたいと思います。 

○議長（木下 敏） 横田議員、まず答弁聞いて

から、またそこの違う部分は時間でやっています

ので再々質問してください。 

○学校教育課長（俉楼 司） 続いて、今のお話

もありますけれども、濃厚接触者等の休みだとか

低リスク接触者の休みの関係でございますけれど
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も、このガイドライン通っても濃厚接触者につい

ては１４日間休むということになってございます

ので、それに沿って対応してございます。 

 また、学校から学級から感染者が出たというと

きにＰＣＲ検査をしてございます。当然ＰＣＲ検

査の結果が分かるまでは休みになるということで

ございます。 

 あと、当初１人目が出た段階でＰＣＲ検査をし

てございます。ＰＣＲ検査は陰性となっているの

ですけれども、そこは保健所との協議により、低

リスク感染ということの話がございましたので、

その場合には５日から７日までの間で休むような

基準になってございましたので、その際は５日間

で休んでいると。低リスクということの判断の

下、そういう休みの体系になっているということ

でございます。 

 続きまして３点目、学校保健法第１９条のお話

がございました。 

 当然学校を閉鎖する等については、学校長と教

育委員会が協議して決めるという、設置者が最終

的な判断をするというものでございます。 

 最後、休みが短かったのではということのお話

でございます。 

 先ほどの濃厚接触者とそれ以外の低リスク接触

者の休みについては、御説明をさせていただいて

おります。 

 そのほか９月の最初に１人目が出た段階では、

学校のほうでもどこからコロナが来たかという

か、感染がどちらのほうから来たかというのは不

明確であったものですから、学校のほうで１日な

いし２日程度学校閉鎖にして消毒をしたり、ま

た、保護者のほうも非常に不安なところもござい

ましたので、そういうこともあったので休みとさ

せてもらったというところの整理でございます。 

 あとは大中山小学校での 

  対象クラスについては長期にわたって休みに

なりましたけれども、テキスト等は学校に保護者

に来てもらったりして、テキストを渡していると

いうことで確認をしていたところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 横田議員に申し上げます。 

 理事者にも申し上げますけれども、何年何組と

いうような発言、そこのところを後できちっと理

事者は理事者で整理してください。 

 あと横田議員も何となく私さっきの再質問の中

で、何年何組とちらっと聞こえたので、今後の発

言はそこの部分はやはりコロナ感染という話で、

学校の話とはいうものの児童もいますので、そこ

の何年何組という部分だけはくれぐれも注意して

発言願います。 

 横田有一議員。 

○１番（横田有一） 失礼しました。私もいただ

いた資料の中にそういうふうに書いてあったもの

ですから、そのまま読まさせていただきました。 

 先ほどの質問の中で、まず最初の頃の休みのと

きはどういうことするということに対して、その

テキストとか何とかというのは、それは何もそう

いう対策というのはできていなかったのではない

かと思うのですけれども、今回の、例えば８月３

１日に発生した件については、何回もそういうの

を経験しているのだから、そういうものに対して

はどういうふうな、生徒に対するものをやってき

たのか。特に休みになったクラスに対してはどう

なのかということをお願いしたいと思います。 

○議長（木下 敏） 学校教育課長。 

○学校教育課長（俉楼 司） テキストで少し対

応している部分がありますけれども、それ以外に

は学校現場のほうでもなかなか対応できていな

かった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） 横田有一議員。 

○１番（横田有一） そうしたら、今こういうふ

うに何回かなっていっているのですけれども、こ

の後６波もあるという話なのですけれども、そう

したらどういうふうにするのですか。その辺は学

校側とどういうふうなお話しているのですか。 

○議長（木下 敏） 学校教育課長。 

○学校教育課長（俉楼 司） 当然議員おっしゃ

るとおり、これから第６波だとか、インフルエン

ザ等も今後出てくる可能性もありますので、その

際にはしっかり９月での課題等もしっかり確認を

して、今後児童生徒が学びとして困らないような

状況をしっかりつくり上げていかなければならな

いと今は思ってございます。 
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 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 横田有一議員。 

○１番（横田有一） なんか最近、教育委員会と

私がやるといつも同じように平行線になるのです

けれども、やはり、やっているものやっている、

やっていないものやっていないし、やっぱりこう

いうところ改善していかなければ駄目だよという

ことをやっぱり言っていかなかったら、この話っ

て、いやいやそうしたら無駄なお金だし、例え

ば、これはそうしたらＹｏｕＴｕｂｅで見ている

人たちは何くだらないことやっているのだという

話で、平行線で済みませんというふうになってし

まうので、やはり今ここまでやっていますよと、

これからこれやりますよとかって言っていただか

なかったら、この一般質問というのは意味なくな

るのではないですか。 

 教育長何かしゃべりたい顔しているので、ひと

つよろしくお願いします。 

○議長（木下 敏） 教育長。 

○教育長（與田敏樹） 少し私の考えを申し上げ

たいと思います。 

 議員がおっしゃっているとおり、今年の春先の

段階、あるいは９月の段階、まだ今まで経験して

きたことがございます。これからまた第６波が来

るだろうということで、予想なのか想定なのか分

かりませんけれども、やはりその辺を意識しなが

らやらなければいけないというふうに思います。 

 そのために、これ田村議員からも出ましたけれ

ども、リモートとして、これ後からの質問にも関

わってきますけれども、そちらを活用できるよう

な形で今学校の中で一生懸命努力をしているとい

うことは、まずひとつ御理解をいただきたいと思

います。 

 ただ、このリモートについては、ＧＩＧＡス

クール構想自体が２０１９年度に文科省で立ち上

げて、本来であれば５年間かけて２３年度までに

完成をするという形でやっていたものを、コロナ

が出たおかげでそれを３年間前倒しをして、今

やって、一挙にそれを進めようとしております。

本来、このＧＩＧＡスクール構想というのは、コ

ロナ対策でやったわけではなくて、やっぱり子供

たちの可能性を引き出すためにやったということ

でございますので、それを急遽コロナ対策にも活

用しようとしているわけですから、学校も子供た

ちも今一生懸命頑張っております。ただ、９月の

段階ではそれが間に合わなかったと。そして、冬

の段階で間に合うのかといったら、これ冬の段階

でも非常に厳しい状況がございます。 

 ある学校では、６年生に対して冬休み期間中、

試験的にタブレットを持ち帰ってもらって、それ

で自宅学習をしてもらうというところで検証をし

て、全学年に持っていけるかどうかというような

試みも今やろうとしております。 

 では、その段階で第６波が来たらどうするんだ

ということについては、今までの検証の中で朝の

会議、大人の会議ですが、ホームルームとかにつ

いては、タブレットをある程度使いこなせるよう

な状況をまできております。ですから、そういう

意味では第６波がいつ来るかによりますけれど

も、これもやれるところやれないところ多少濃淡

はありますが、持ち帰れるところについては持ち

帰っていただいて、朝の健康状態をタブレットを

使って確認をする。しかし、それ以外の授業につ

いてはどうなんだと、まだまだリモートになじま

ない状況なのであれば、それは学校のほうからプ

リントを出すのか、あるいは保護者に取りに来て

いただくのか、そういうような方法を取りなが

ら、子供たちの学びが遅れないようにしなければ

いけないんだというふうに思っております。 

 休校、閉鎖というのは、学びの保障が大前提に

あって、一方で、子供たちの健康を守るためにや

むを得なくそういうような判断をせざるを得な

い、それは教育長である私の判断でやらせていた

だくということでございます。 

 そういう意味では最初の質問にありましたけれ

ども、その責任者はということは、全ての学校の

責任はこの私にございます。その私の判断で休

校、閉鎖をした場合については、その学びの保障

について、今までの経験を生かして子供たちの学

びが遅れないように、活用できるところについて

はタブレットも活用しながら、しかし一方では、

今までのプリントというものも併用せざるを得な

い状況にあるということをぜひ御理解をいただき

ながら、保護者方々、学校の先生方と協力しなが
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らやっていきたいと思いますので、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） 横田有一議員。 

○１番（横田有一） 教育長は立派なこと言って

いるのですけれども、教育長の今年の教育方針を

見ると、ＧＩＧＡ教育が云々というのは１行も書

いていないのです。だから、少なくたって新型コ

ロナウイルスが出てきた、もう去年ではないです

か。去年の時点で出てきたものを、今そこでこう

いうふうな話をしているけれども、本当にやると

言うのだったら、３月の時点の施政方針演説の中

にもきちんとＧＩＧＡ教育については、こういう

ふうに考えてこういうふうに進めていきたいので

すというのは出る、これ読ませていただいても１

行も入っていませんよ。申し訳ないですけれど

も。 

 ということは、やっぱり教育長の中ではまだこ

れは今言ったように先の話だねというふうな捉え

方している。でも、そうしたら、どうやってそこ

のところを今現実に来ているコロナウイルスに

よって学校が閉鎖とか学級閉鎖にしたときに、ど

ういうふうにしてそれを埋めていくのですかとい

うことをやはり考えてもらわなかったら。それで

実際に起こったところだけ勉強のほうが遅れてい

く。遅れていくことによって、そうしたら中学校

だったら高校の試験に影響があるとかという、そ

ういうことだってでてくる。だから、入った１学

年それから卒業する６学年をきちんとやってくだ

さいということを言っている。ガイドラインにも

書いてあるんじゃないですか。だから、そこのと

ころをどういうふうにしていくのかなということ

を、本当にもう少し考えていただきたいなという

ふうに思います。回答は要りません。 

○議長（木下 敏） 横田議員、一応今そこまで

言ったから、やはりもう一度教育長に、施政方針

演説に書かさっていないとまで、今、本会議場で

言っていますので、これはこれできちっと答弁も

らって。 

 教育長。 

○教育長（與田敏樹） ＧＩＧＡスクール構想に

ついては、令和２年度からもうスタートしており

ます。立ち上げとしてはその前からなのですけれ

ども、それは令和３年度に新たにやるということ

ではございませんので、教育行政方針については

記載をしておりません。令和２年度以前の方針を

粛々とそこは実施をしていくということでござい

ますので、方針の決定したものについては基本的

には載せないという考え方で方針については書い

ておりますが、ぜひそういうことで御理解いただ

きたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） １問目よろしいですか、こ

れで。 

 それでは、横田有一議員。 

○１番（横田有一） 先ほどの期間的な問題で、

８月末に起きて９月１日、２日に休みになったと

いうのありました。そこの期間というのは、確か

に生徒の親御さんたちはすぐＰＣＲ検査やってく

ださいよといったけれども、でも実際には潜伏期

間というのがあるからということで４日間をみな

さいよということになっていると思うのです。そ

れだったら、なんでもう１回４日目過ぎた段階で

ＰＣＲ検査をしてそれで学級閉鎖を解くと、そう

いうふうになぜしなかったのですか。 

○議長（木下 敏） 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。 

 横田有一議員の質問に対する答弁より入りま

す。 

 学校教育課長。 

○学校教育課長（俉楼 司） それでは、再質問

に答弁してまいります。 

 まず、当初低リスクとして休んだということの

説明についてでございます。 

 この低リスクにつきましては、学校側で児童生

徒にマスクを着用させているだとか、そのほか密

接な状況をつくらないだとか、感染予防をしてい

る際に保健所の判断で低リスクがどうかというの

を決めていくのですけれども、一人目の感染が



－ 13 － 

あった際にはそういう低リスク感染ということの

判断がされてございます。 

 したがいまして、その保健所の判断を基に、当

初の際には午後から７日間の間で休むということ

を決めまして、５日間を休んだというところでご

ざいます。 

 その後、議員のおっしゃるとおり２人目、３人

目の感染者が出たということでございますので、

３人目の際には濃厚接触者ということで、保健所

のほうも地域の状況なんかも踏まえて、低リスク

ではない濃厚接触者ということの判断でございま

した。 

 それを受けまして、学校、教育委員会としても

１４日間の休みとしたということでございます。 

 教育委員会としても今後こういう場合の対応に

ついては、しっかりその地域の感染状況等を踏ま

えて感染を拡大させないと、そこで止めるんだと

いう中で、例えば学級閉鎖についてもその日数に

ついてもそういう配慮をしながら決定していきた

いということで考えてございます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 横田有一議員。 

○１番（横田有一） 終わります。 

 それでは、２問目の町内各学校のリモート授業

について。 

 国より学校のコロナウイルス対策の一環とし

て、各先生、児童生徒にタブレット端末を一人一

人に持たせ、リモート授業をさせようとしたが、

いまだに実施されていないと聞く。 

 以下の点について、教育長の所見を伺いたい。 

 １、各学校別の先生及び児童生徒のタブレット

端末数は。 

 ２、リモート授業にする準備ができているの

か。 

 ３、もしできていないなら、問題点は何か。 

 とあるのですけれども。先ほど同僚議員の質問

でかなり答えていただいたので、１点、本題に入

る前に、今年の３月に民生文教常任委員会に出て

いるタブレット端末数と今回やった数字が違って

いるけれども、これは今の現状に合わせたという

ことなのかどうかというのだけちょっと教えてい

ただきたいと思います。 

 それから、２、３についてお願いいたします。 

○議長（木下 敏） 学校教育課長。 

○学校教育課長（俉楼 司） それでは御答弁し

てまいります。 

 まず、１点目の学校別の先生及び児童生徒のタ

ブレット端末台数についてでございます。 

 先般の御質問に対しまして、総計で２,３１０

台ということの台数となってございます。これに

つきましては、いま現在ある台数として２,３１

０台ということでございます。 

 続きまして２点目、リモート授業に対する準

備。３点目の問題点について、併せて御答弁をい

たします。 

 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、中学校ではタブレット端末の持

ち帰りも進んでおります。 

 小学校でも日常の授業でタブレット端末を活用

しておりますが、使いこなせるようになるまでに

はもう少し経験を積む必要があり、タブレット端

末の持ち帰りまでには至っておりません。そのた

め、リモート授業についても、もう少し時間が必

要でございます。 

 また、教職員においても、今年度から新たにタ

ブレット端末を活用した授業を本格的に進めてお

り、タブレット端末を活用した授業法の確立に向

け、取り組んでいるところです。 

 この日常の学校でのタブレット端末を活用した

授業が継続的に行われることにより、リモート授

業に対する授業法が身についていくものと考えて

ございます。 

 課題としては、学校の教室での授業と違うた

め、児童生徒が集中して授業に参加できるか、教

職員のリモートでの授業法も新たに研究が必要で

あると考えます。 

 また、一部の家庭においてＷｉ－Ｆｉ環境が未

整備のところもありますが、学校閉鎖等における

ＩＣＴの活用は学びの保障の観点からか欠かせな

いものでありますますので、緊急の事態に対応で

きるよう積極的に取り組んでまいります。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 横田有一議員。 

○１番（横田有一） 同僚議員が聞いた中で、Ｗ
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ｉ－Ｆｉがついていないところが５０ほどあると

言っていたのですけれども、主な理由というのは

再度もう１回確認したいので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） 各学校からという

か家庭から理由についてはきちっと調査をしてい

ない状況でございますけれども、学校から聞いた

ところによりますと、当然経済的な問題もあるの

かもしれませんけれども、そういうＷｉ－Ｆｉに

ついては家庭の方針として、保護者の方針として

つけたくないというところもあるということで聞

いてございます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 横田有一議員。 

○１番（横田有一） Ｗｉ－Ｆｉがつけられない

という状況というのは、経済的な問題とそこの家

庭によって違うということをいっているのですけ

れども、経済的な問題ということになれば、例え

ば、それって、したら教育委員会のほうでつける

ということに対して、考えを持っているのかどう

か。 

 それから、つける理由には子供が違う目的で使

うとかいろいろな理由があるところがあると思う

のですけれども、そういうところに対しては、教

育委員会としてどういうふうにしていこうと考え

ているのか、そこの２点お願いします。 

○議長（木下 敏） 学校教育課長。 

○学校教育課長（俉楼 司） 答えてまいりま

す。 

 まず、昨日の調査時点で５０件の未整備世帯が

あるということでございます。ここにつきまして

は、最初に家庭のほうに整備についてお願いをし

てまいるということで進めていきたいと思ってい

ます。 

 お願いをして、当然そこの理由なんかもしっか

り把握した中で、進めてまいりたいと思ってござ

いますが、中でその理由についていろいろあると

は思いますけれども、経済的なとかということで

あれば、町のほうでもそういう機器の貸与を考え

ていかなければならないということで考えている

ところでございます。 

 あと家庭での使用方法というか、使い方につい

ての御質問でございました。 

 私どもも家庭でタブレットを持ち帰って学習に

使っていただくということで、課題としてはそう

いう学習以外で使われたときに、インターネット

のサイトだとかＳＮＳでの問題だとか、自分では

ない他者の個人情報だとか写真だとか、いろいろ

なそういう課題もございますので、そこら辺につ

いても児童生徒に授業の中でもしっかりそこら辺

を勉強してもらって、家庭で使った際に事故がな

いようにということで、取組をしているところで

す。 

 中学校のほうについてはそういう形で持ち帰り

が済んでいると、小学校についてはまだまだそこ

の使い方、何が危険で何が安全かというところも

含めて学校サイドで勉強しているところでござい

ますので、順に高学年から準備ができたところか

ら持ち帰りを進めるというところの順序になって

いるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 横田有一議員。 

○１番（横田有一） そういうふうなことを言っ

ていたら、いつになったら実際に本当にリモート

ができるのかということと、可能性ないのではな

いかなと思うのです。やはり今コロナの問題もあ

るし、本当にさっき教育長が言ったように、５年

かけてやることを今やっているからというのでは

なくて、やはりガイドラインの中にも書いている

のですけれども、やはりそういうものを使いなが

らやっていかなければ、このコロナと共生してい

くということは無理だよと言っているのだから、

やはり言うべきことはきちっと家族に言って、

やっていくということが大事になるかと思うので

す。だから、その辺のこと教育長再度お願いしま

す。 

○議長（木下 敏） 教育長。 

○教育長（與田敏樹） まず、最初のＷｉ－Ｆｉ

の関係なのですけれども、親がどういうような考

え方、状況であれ、子供たちが教育を受ける権利

というのは、これはきちんと保障していかなけれ

ばいけないというふうに思っております。そうい

う前提でこのＷｉ－Ｆｉ環境については考えてい
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きたいというふうに思います。 

 それから、リモート授業のほうなのですけれど

も、これ今学校自体で、例えば先生方がグーグル

ミートという会議のシステムを、日常集まってで

きるのですけれども、それをあえて教室に分かれ

ていってその中で会議をするだとか、あるいはＡ

Ｉのドリル、これは七飯町がこの管内でも相当進

んでおります。いろいろなドリルを入れて子供た

ちにやっていただいているという状況もありま

す。その中でそのリモート授業等についても研究

はしているのですけれども、ただ、ここをぜひ御

理解をしていただきたいので、全国的にここは

今、本当に学校現場努力しておりますが、なかな

か進みきれないという状況にあります。 

 文科省が中心になって、その先進的な事例でリ

モート授業をやっているようないいものを文科省

に集めていただいて、それを全国の学校が利用す

るというような取組もしております。 

 それから、それぞれの学校で自己完結できれば

いいのですけれども、なかなかそういう状況に

なっていないというのが、これは七飯町だけでは

なくて全国的な課題なものですから、もし文科省

のほうでそういういいものがあればそういうのも

取り入れながら、一方で、自分たちのほうでやれ

るものを並行しながら進めていきたいと、そして

コロナ禍にあっても子供たちの学びを保障できる

ような状況を議員がおっしゃるとおり、望んでい

るとおり、一日も早くつくり上げるように一緒に

なって頑張っていきたいと思いますので、ぜひよ

ろしくお願いしたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 横田有一議員。 

○１番（横田有一） それでは３問目にいきま

す。 

 プロパンガスの購入方式について。 

 前回一般質問させていただいた中で不透明な部

分が多々見えたので、質問趣旨を変えて、以下の

点について町長の所見を伺いたい。 

 １、プロパンガス受託業者は町内業者だけか。 

 ２、月間使用料が１００立方メートル以上を超

える大口施設は何箇所あるのか。一度でも１００

立方メートルを超えたら大口施設なのか。なぜ１

００立方メートルを基準にしたのか。１００立方

メートルは何キロであるのか。 

 ３、３施設のバルク供給施設整備工事に幾らか

かったのか。契約相手は。 

 ４、水防センターのガス購入方式は。バルク容

器をつけた理由は何か。 

 ５、ガス価格の契約方法はどの方式がベストと

考えているのか。ＣＰ・ＭＢ連動方式か、石油情

報センター方式なのか、消費者協会方式なのか。 

 ６、大中山小学校の件で１,０００メートル以

上の配管工事があるが、なぜそれほど長い配管工

事をしなければならなかったのか。バルク設置場

所として、建設計画で適当な場所をとることが可

能ではなかったのか。 

 ７、災害時に避難所として利用しているのは何

箇所か。暖房燃料としてガスでやっているところ

は何箇所あるか。 

 以上、よろしくお願いします。 

○議長（木下 敏） 総務財政課長。 

○総務財政課長（青山栄久雄） それでは、３問

目の御質問について、最初に総務財政課からお答

えいたします。 

 初めに１点目ですが、現在町の公共施設におい

て、プロパンガスの供給を受けている業者の数は

６業者で、全て町内に本店または営業所を有する

町内業者からとなります。 

 次に、２点目の月の使用数量が１００立方メー

トルを超える施設は、大中山学童保育クラブ、大

中山出張所、大中山小学校の３施設であり、大口

施設の基準として、月の使用数量が１００立方

メートルを超える施設としているのは、現在プロ

パンガスの購入方式について協議をしている北海

道ＬＰガス協会七飯地区分会との協議事項の中で

そのような基準を設け、小口施設、大口施設それ

ぞれに分けてガス料金の単価を定めるとした合意

によるものであります。 

 また、一度でも１００立方メートルを超えた場

合は大口施設に該当するのかどうかでございます

が、これには連続して月の使用数量が１００立方

メートル以上を超える、または１００立方メート

ル前後の使用数量ではなく、１５０立方メートル

や２００立方メートル以上などといった施設側で
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の使用方法が明らかに変わった場合など、その施

設の使用状況により基準が変わるものと判断され

ます。 

 よって、一度でも１００立方メートルを超えた

場合、すぐに大口施設の基準に当てはめるもので

はないものとして、取扱いをする考えでございま

す。 

 また、１００立方メートルは何キログラムかと

いう御質問になりますが、ＬＰガスの体積を質量

に換算した場合、一般的に１立方メートルは約２

キログラムとして扱われているところであり、重

量が約２００キログラムとなります。 

 次に、３点目の３施設のバルク供給施設設置工

事に幾らかかったのか、契約相手はとなります

が、最初に水防センターに設置した際の工事費は

機械設備工事に含まれており、入札後の落札率に

より算定した当該工事費は約２４６万３,０００

円で契約相手方は株式会社久慈製作所でありま

す。 

 次に、大中山学童保育クラブと大中山出張所の

複合施設として建設した大中山多世代地域交流セ

ンターに設置した際の工事費は、同じく機械設備

工事に含まれ、入札後の落札率により算定した当

該工事費は約２０３万２,０００円で契約相手方

は株式会社久慈製作所となっております。 

 最後に、大中山小学校に設置した際の工事費

は、同じく機械設備工事に含まれており、入札後

の落札率により算定した当該工事費は約７００万

円で契約相手方は株式会社池田・石岡・東栄特定

建設工事共同企業体であります。 

 次に、４点目の水防センターのガス購入方式

は、月の使用数量が少量であるため小口施設の基

準を適用しており、バルク容器をつけた理由につ

いては、施設の特色として利用日及び時間が突発

的であることから、短時間で適温となること、さ

らに各室それぞれが別々の時間で使用する場合も

あることから、個別での空調管理が必要と考え、

建物室内のエリアごとに空調と熱源について検討

し、また、本施設が防災拠点施設であることか

ら、災害時にインフラ設備が停止しても、単独で

施設機能を維持するため発電機設備を必要とする

ことから、軽油またはガス燃料方式の発電機に関

する工事費も考慮し、施設として総合的なライフ

サイクルコストを算出して比較検討をしておりま

す。 

 その結果、熱源として、一つ目に電気とペレッ

トと軽油の組合せ、二つ目にガスとペレットの組

合せ、３番目に電気と灯油と軽油の組合せ、４番

目にガスと灯油の組合せ、５番目に電気とガスの

組合せ、６番目にガスのみの６パターンの中で、

１５年間の総合ライフサイクルコストが再優位と

なったのがガスのみの方式で、非常時のガスの供

給のみ確保されれば、持続運転が可能。災害時、

緊急活動の拠点用熱源としては最も優位となった

ことが理由であります。 

 次に、５点目のガス価格の契約方法はどの方式

がベストと考えているのかとありますが、町が購

入するプロパンガスについては、現在協議をして

おります北海道ＬＰガス協会七飯地区分会が契約

当初または年度当初に提示する価格を基に、ガス

の購入価格を決定し契約をしたいと考えておりま

す。 

 また、年度途中によって単価改定をする必要が

ある場合には、何らかの基準を参考に単価改定を

することとなりますが、その基準の一つに石油情

報センターの価格変動を参考にするのか、消費者

協会が公表する価格またはＣＰ・ＭＢ連動方式に

するのかという御質問の趣旨ではなかろうかと思

われますが、単価改定をする際は、北海道ＬＰガ

ス協会七飯地区分会との協議事項において、小口

施設については石油情報センターの変動価格を参

考にし、大口施設についてはＣＰ・ＭＢ連動に応

じて単価改定をすることに両者の間で合意をして

おります。 

 石油情報センターが公表する価格には、ＬＰガ

スのほか町が購入するガソリン、軽油などの自動

車燃料、灯油などの暖房用燃料をこの石油情報セ

ンターが公表する価格を参考に単価改定を行って

いることから、ＬＰガスについても同様な取扱い

をすることとしております。 

 最後に、７点目の避難所として利用している施

設となりますが、現在指定避難所と福祉避難所を

合わせますと２０か所となっており、そのうち避

難所となっている施設で平時にガスで暖房を行っ
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ている施設は大中山多世代地域交流センターと水

防センターとなります。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 教育次長。 

○教育次長（扇田 誠） ６点目の大中山小学校

のガス配管が１,０００メートル以上の件につい

てでございますけれども、平成２８年度施工の校

舎北棟が暖房系統と一般系統合わせて８１２メー

トル、平成２９年度施工の校舎南棟が暖房系統と

一般系統合わせ３２３メートル、合計で１,１３

５メートルとなっております。 

 校舎等は北棟、南棟共に３階建てとなってお

り、普通教室や特別教室など全ての教室へ暖房供

給するためには１,０００メートル以上のガス配

管が必要となります。 

 また、バルクの設置場所についてですけれど

も、現在の設置位置はバイオマスボイラー室に隣

接して暖房供給施設が集合しているため、維持管

理面からも効率的で、また町道からも近い場所で

運搬車の乗り入れも容易な位置であるため、設置

場所については適切な場所であると考えてござい

ます。 

 なお、バルクから校舎までの配管の長さは２７

メートルでありまして、バルクの設置場所からの

距離も決して長いものではな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） 横田有一議員。 

○１番（横田有一） 質問の前にちょっと聞きそ

びれた５番目の契約方法の大口については石油情

報センター方式でやって、もう一つ言ったのが

ちょっと聞けなかったので、ちょっとそこもう１

回お願いします。 

○議長（木下 敏） 総務財政課長。 

○総務財政課長（青山栄久雄） 単価改定の際に

用いる基準として、小口施設については石油情報

センターの変動価格を参考、大口施設については

ＣＰ・ＭＢ連動に応じて単価改定をすることとい

う内容になります。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 横田有一議員。 

○１番（横田有一） 今の確認しますと、大口に

ついては石油情報センター、小口……ちょっと耳

遠いのですいません、もう１回言ってくれます

か。 

○議長（木下 敏） 総務財政課長。 

○総務財政課長（青山栄久雄） 小口、小さい口

の施設、少量の施設については石油情報セン

ター、大口の多量を要するところについてはＣ

Ｐ・ＭＢ連動方式を参考として価格改定をしたい

ということです。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 横田有一議員。 

○１番（横田有一） まず、プロパンガスの受託

業者が町内業者だけですかといったら、町内に営

業所があるところも入っていますということで、

そういうようなところって何箇所あるのかという

のをちょっと教えていただきたいなと思います。 

 それから、先ほどよく分からなかったのですけ

れども、１００立方メートルが一つの基準になっ

ていますといって、私が聞きたいのはその１００

立方メートルというものを出すときに、１回クリ

アしたものなのかそれとも平均化したものなの

か、何なのかというのをちょっとよく聞きづら

かったので、そこのところ再度お願いしたいと思

います。それで、何で１００なのですかというこ

と。 

 それから、プロパンガスのキロに直した場合に

は幾らなのですかといったら、約２倍ということ

でいいのですか。何かそういうふうな言い方だっ

たので、ちょっとそこのところ再度お願いしま

す。 

 それから、３番の３施設のバルク供給について

３か所あるのですけれども、これは全部がベー

パーライザーつきなのですか。ベーパーライザー

がついているかどうかというのを教えていただき

たいと思います。 

 それから、７番目の避難所としてガス暖房で

やっているのは大中山だということですけれど

も、ここは緊急避難になった場合には停電になっ

た場合にもガスというのは出るのかどうかという

のをちょっと教えていただきたいと思います。 

 それから、大中山小学校の件ですけれども、こ

んな１,０００メーターも配管工事やったという
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ふうな話ですけれども、これは長ければいいとい

うものでないと思うのです。そして、私も配管図

面見せていただいたのですけれども、ど素人の配

管ですよね。私も一応はガス設備士の免許持って

いるものですから、図面も書いたことあるのです

けれども、配管を見るならば１か所から１階全部

ぐるっとやって、それを２階に上げてぐるっと全

部やって、今度３階に上げてぐるっと、それでな

かったら暖房機がついているところ上下に持って

いったほうが全然お金がかからないでやる。同じ

場所に暖房機が設置されているのだったら。 

 だけれども、何かそういうすごく無駄なことを

やっているということもあるし、それから、これ

が南棟と北棟を別々にやった場合には、こんなに

お金かからなかったと思う。 

 なぜならば、前回のお話聞いているとガスの使

用量からいったって、最高に使ったときでも２.

９トンのガスを丸々使っていないのです。それが

あるので、具体的に前回の資料を基に調べるなら

ば、大中山小学校で平成２９年で８,８５３立

米、それから３０年で３,０８３立米、それから

令和元年で３,４２３立米、令和２年で４,７７８

立米で令和３年７月までで７３２立米と、こうい

う数字ならば２.９トンのタンクをつけて金かけ

てやるということはない。０.９８のタンクをつ

けるならば２００万円もしない安いタンクでやっ

ていける、それから配管もそんなに持っていかな

くても済む、そういうものなのに、なぜこんなこ

とする必要があったのかというのがちょっと分か

らないので、そこのところお願いします。 

 それから、ガスの配管とその供給設備について

は、イワタニがやったというふうに前回説明して

いるのですけれども、イワタニ北海道なのか岩谷

産業なのかちょっと分からないのですけれども、

今の話聞くと、久慈さんではなくて久慈さんがそ

れ以外のところで共同企業体でこうやっている

と、そうしたらイワタニさんは直接工事を受けた

わけではないのですよね。ということは、何でイ

ワタニさんに決まったのかという部分は、イワタ

ニさんでなければできない、それというのは前回

も質問しましたけれども、当時どこでもこんな供

給設備２.９トンのタンクなんてみんなざらに

やってくれる。 

 それがイワタニさんに決めたというのは、やは

り随契にはまっていきたいからそういうふうにし

たのかというふうにしか捉えようがないのですけ

れども、その辺どうなのかということをお願いし

たいと思います。 

 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） 最初に総務財政

課のほうから、まずお答えできる部分について答

弁いたします。 

 質問のまず１点目、町内にガスを取り扱ってい

る業者が何業者あるのかという話でございます

が、こちらについては７業者ですけれども、町が

購入している施設に入れているのは６業者です。

ですので、もう一つ別に町内に業者があるという

ことになりますので。 

 次に、１００立方メートルを一つの基準にもし

くはなんでということになりますけれども、今一

般的なガスの使用方法については、給湯設備につ

いているガスであればそんなに使用数量が多くな

いといいますか、少ない施設、平成２９年、３０

年以降に建てられた大中山多世代地域交流セン

ターもしくは大中山小学校については、暖房用と

してガスを使うとそういった場合に１００立方

メートルを月の使用基準であれば超えるというこ

とになりますので、こちらについては大口施設と

して扱っております。 

 １００立方メートルを一つの基準といいます

と、いま現在、北海道ＬＰガス協会七飯地区分会

との協議の中で、小口施設については、これ以下

の施設については小口施設として扱っていきま

しょうと、それ以上超えた場合については、大口

施設で扱っていきましょうという話で協議された

事項の中での一つとなります。 

 それと３、１立米は何キログラムか。先ほど答

弁いたしましたが一般的にという話でお答えしま

したけれども、１立米は約２キログラムですの

で、１００立米ですと２００キログラムという一

般的なお話になります。 

 次の３か所のバルクでべーパーライザーとか何

か、そういう設備の名前を言われましたけれど
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も、こちらについてはちょっと確認が必要なもの

ですから、この点については暫時休憩をさせてい

ただきたいということで、またそれ以降ベーパー

ライザーについてはちょっと調べますので、暫時

休憩をお願いいたします。 

○議長（木下 敏） 経済部長。 

○経済部長（青山芳弘） それでは、避難所の停

電の際、水防センター避難所となってございま

す。これについては発電設備が新たに必要という

ことになりますので、それらを設備すると、その

ときの燃料としてガス方式がいいのか、または軽

油がいいのかということで、ふだんの燃料として

ガスを使うということなので、ガス一本というこ

とでそういう形で災害時にあって停電が起きた場

合、長期使用が目的であればそういう発電設備も

必要になるということをライフコストの中で含ん

で計算をしてございますので、そういうことで御

理解いただきたいと思います。 

○議長（木下 敏） 教育次長。 

○教育次長（扇田 誠） 私のほうでは、まずガ

ス管の長さにつきましては、当時の一般的な考え

方として、このような配管を設置したというふう

に聞いてございます。 

 また、バルクにつきましては、発注自体では契

約業者のほうがイワタニを指定したということで

ございまして、こちらからイワタニ、うちの発注

側から提示した条件としましては、製造元はカグ

ラという会社が作ったバルク、これを入れてくだ

さいと、２.９トンというのは変わりませんけれ

ども、そういうことで発注してございます。 

 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） それでは、避難

所、大中山出張所のところについて、停電時の暖

房の件なのですが、この施設に限らず避難所につ

きましては、停電時の暖房の対応としてポータブ

ルストーブをまず用意しているという対応をとっ

ております。ここの施設について、停電時にガス

の点火ができるかどうかという確認まではちょっ

と私のほうではとれていないのですが、避難所全

体の考えとしては、停電時はポータブルストー

ブ、それから発電機を活用しながら、その施設に

暖房を供給するような考えで、防災としては対策

をしているところでございます。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 横田議員、今、先ほど言っ

ていたベーパーライザー以外の部分で再質問あり

か。そうしたら、その分もあと５分くらいなの

で、質問したら午後から全部まとめて答弁するよ

うにしたいので、できたらそのベーパーライザー

以外の部分の今答弁もらっている中での再々質問

お願いいたします。 

 横田有一議員。 

○１番（横田有一） 教育委員会の今初めてこれ

はＪＶのほうからイワタニにやってくれという話

になったよというふうなことを言われたのですけ

れども、これ今まで初めてそういう話が出て、な

ぜそうしたら随契やるときに契約業者がイワタニ

さんを連れてきたからイワタニさんをやらせるよ

といって、なんで今ここでそういうのが出てきた

のかちょっと理解ができないので、そこのところ

ちょっときちっと説明していただきたいなという

ふうに思います。 

 それから、７番のちょっと聞きづらかったので

すけれども、防災課長がお答えしたところの件な

のですけれども、避難所で使っているストーブが

ポータブルストーブなのかそれがガスなのか灯油

なのか、何なのかというのちょっと分からないの

で、それちょっと教えていただきたいというふう

に思います。 

 それから、ガスとガスの立米と立方メートルと

キログラムの違いというのは０.４６９で１キロ

グラムなのです。これが正確な比重計から出てく

る数字なのです。ですから、ちょっとそこのとこ

ろ、そういうふうな計算でやっていったならば大

きな間違えを起こすと思うので、そこのところ確

認してください。あとは取りあえずございませ

ん。 

○議長（木下 敏） それでは暫時休憩いたしま

す。 

午前１１時５４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
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たします。 

 一般質問を続けます。 

 横田有一議員の質問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） すいません、貴

重な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。 

 午前中の質問では４点質問を伺っていたと思い

ますので、最初に私のほうから２点お答えさせて

いただきます。 

 まず、３施設のバルク供給施設について、ベー

パーライザーがついているのかどうかということ

になりますけれども、３施設ともベーパーライ

ザーといわれる強制気化装置または蒸発機という

ような装置については３施設ともついておりま

す。 

 次に、立米、キログラム、横田議員の質問の中

では４.６９立米は１０キロという御質問ですけ

れども、最初お答えした中身で一般的には１立米

約２キロで１００立方メートルにすると２００キ

ログラムという話でありましたけれども、直接ガ

スの販売店に聞いたところによりますと、横田議

員がおっしゃるとおり４.７立米で１０キロ、一

般家庭で使われるプロパンガスのボンベについて

は、あれは大体２０キロあるので９.４立米、こ

れは１００立方メートル換算しますと２１３キロ

でその差１３キロありますけれども、こちらのほ

うについては我々もガスの知識が余りないもので

すから、一般的な内容でお答えさせていただいた

ものになりますので、御了解願いたいと思いま

す。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 教育次長。 

○教育次長（扇田 誠） 大中山小学校のガスバ

ルクについて随契約の話でございますけれども、

まず大中山小学校に設置されるガスバルクにつき

ましては、岩谷産業株式会社が供給してございま

して、その工事期間中に岩谷産業株式会社の地域

事業会社であるイワタニ北海道株式会社が北海道

から設置の許可を受けてございます。 

 工事が完了した後は、ガスの納入業者に施設の

維持管理が引き継がれるということになりますけ

れども、ＬＰＧのガスの卸元である岩谷産業株式

会社と継続的な売買契約を締結している町内の燃

料業者は有限会社七飯ガスナカガワのみとなって

ございますので、この１社と随契約しているとい

うところでございます。 

 なお、今まで議員たちが教育委員会のほうから

説明した中でちょっと勘違いされるような文言と

かがあったかもしれませんけれども、今私が言っ

た内容で随意契約の理由としているところでござ

いますので、御理解のほどお願いいたします。 

○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、ポー

タブルストーブの燃料についてですが、町で備蓄

しているポータブルストーブにつきましては、乾

電池で発火できる灯油の燃料としているポータブ

ルストーブを備蓄しているところでございます。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 横田有一議員。 

○１番（横田有一） 先ほど次長が言ったものは

ちょっと誤解されるだか勘違いされるということ

であるから、それは今の中では岩谷産業、イワタ

ニ北海道、七飯ガスナカガワというふうに言い換

えているのですね。そうしたら、さっきの答弁は

削除するということなのですか。議長どうなんで

すか、そこ、何かそういうような答弁の話だった

のですけれども。なかったことにするということ

なのか、言い方が間違っていたということをいっ

ているのか、どうかというところですよね。そこ

のところはっきりしてくれないと。 

○議長（木下 敏） 教育次長。 

○教育次長（扇田 誠） 今、私が言った関係に

ついては、今までの随契の内容ですので、今まで

話していた中で違った部分があったことにつきま

しては、この場でおわびをしながら訂正をしても

らいたいというふうに考えてございます。 

○議長（木下 敏） 理事者に申し上げます。 

 今、横田議員が先ほど来言っているのは、午前

中話した内容を今変えているわけではなくて、私

が感じている分には、過去の委員会等での発言の

詳細さが欠けたということをおわびしてあれして

いるのか、それとも午前中のおわびしてあれして
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いるのかはっきりしないということを多分言って

いると思うので、そこをはっきりもう１回再答弁

してください。 

 教育次長。 

○教育次長（扇田 誠） 申し訳ございません。 

 午前中に話した内容についてはそのままでござ

いまして、過去に話した内容について訂正してい

ただきたいというふうに思ってございます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） それでは、立ってもう１

回、まだ時間ありますので、もう一度きちっとこ

このところをはっきり答えてくださいと促してく

ださい。 

 横田有一議員。 

○１番（横田有一） 次長は、午前中の最後には

設備工事を請け負った池田何とかＪＶがやって、

それをイワタニさんが請けたよという話が最後に

出て、そこで終わったということですから、今ま

でそういう話がなかった。今までいろいろな委員

会でもそうだし、ここでも私も一般質問にもした

し、ほかの同僚議員もしたときもそういう話しが

なかったのですけれども、それが新たに出てきた

ということになると、これ大変なことなんだろう

なというふうに私思ったので、さっき質問した内

容についてお答えしてくれるという中で、午前中

のやつが何かむにゃむにゃというふうにしか聞こ

えていなかったので、どうなのかということはっ

きりしてくれないと、やっぱり午前中の言ったも

のを削除して、今までどおりのあれですよという

話なのか、午前中に言ったのが舌足らずだから舌

足らずの部分を今こうして言っているのですよと

いうことを言っているのかということですよね。

そこのところはっきりしていただきたいと思いま

す。 

○議長（木下 敏） 教育次長。 

○教育次長（扇田 誠） 私が午前中に申しまし

た契約の相手方、共同企業体が岩谷産業株式会社

に供給を受けたということにつきましては間違っ

てはございませんので、それについてはそのまま

でございます。私が言いたかったのは、その前ま

でに各特別委員会等で私がそのような内容をき

ちっと皆さんのほうにお伝えしていなかったのか

なということのおわびでございますので、御理解

を願いたいと思います。 

○議長（木下 敏） 横田有一議員。 

○１番（横田有一） 今、一般質問に対してこう

言っていることに対してどうのこうのというの

だったら分かりますけれども、前のいろいろなこ

とに対してどうのこうのも含めてしゃべっている

ということは、ちょっと話しておかしくなってく

るのでないの。 

 だから、あくまでも午前中の質問に対してこう

いうことを言ったからこれに対して舌足らずだっ

たのですよとか何とかというのだったら分かるけ

れども、何かその辺がアバウト的なしゃべり方を

していてよく分からないようなことだと思うので

すよ。結局ここが一番大事なところなのです、

はっきり言って。 

 イワタニさんが岩谷さんとの関係でこれが随契

に、七飯ガスさんがとって随契になったのかどう

かって、そこがずっと大きい基本のラインなので

す。そこのところを明確にしていかなかったら、

この話というのはずっと続いていくと思うので

す。 

 随契になったという理由は、あくまでもそうい

うイワタニさんとの取引をやっているのが七飯ガ

スさんしかなかったと、そういうふうに答弁して

いるのです、今まで。だから、そこのところをあ

くまでも午前中の最後のときには、この工事を

やったのは岩谷産業です。そういう今までの七飯

ガスさんとのつながりか云々でなかったのですよ

というふうに私は聞こえたのです。そうなると、

大きく流れが変わってしまうので、そこのところ

を明確にしてもらわなかったら、この話というの

はこれ以上進まなくなってしまうということだよ

ね。 

○議長（木下 敏） 答弁調整ということでよろ

しいのですか。それが理事者が時間ほしいと。 

 それでは暫時休憩いたします。 

午後 １時０９分 休憩 

───────────── 

午後 １時２５分 再開 

○議長（木下 敏） 休憩前に引き続き、再開い

たします。 
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 一般質問を続けます。 

 横田有一議員に対する答弁より入ります。 

 教育次長。 

○教育次長（扇田 誠） 貴重な時間を費やし

て、大変申し訳ございませんでした。 

 午前中に私が申し上げました共同企業体が岩谷

産業の供給品ということでお話した件につきまし

ては、以前からの予算決算の特別委員会の場で申

していなかったことでございますので、それにつ

いては議会の皆様にもおわび申し上げたいという

ふうに思います。 

 お昼から申し上げた答弁が流れでございますの

で、よろしくお願いしたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 横田有一議員。 

○１番（横田有一） それでは、今のことでは供

給設備については岩谷産業が工事をやって、途中

で岩谷産業が降りて北海道イワタニになったと。

それで、北海道イワタニと取引があるから七飯ガ

スさんのほうに決まったという流れだというふう

な話ですけれども、これって供給設備というのは

イワタニの供給設備というのは特注なのですか。 

○議長（木下 敏） 教育次長。 

○教育次長（扇田 誠） これは特注ではなく既

製品でございます。 

○議長（木下 敏） 横田有一議員。 

○１番（横田有一） ならば、なんでイワタニと

特約店である中川ガスさん、七飯ガスナカガワに

決まったのかというところに、ちょっと釈然とし

ない部分が僕はあるのですけれども、今回の随契

という中に、安全であることそれから緊急時のと

きに七飯ガスさんが近いから対応してくれるので

はないかと言ったのですけれども、そうしたら、

緊急時における大中山小学校は緊急時対応の中に

入っているのですか。 

○議長（木下 敏） 情報防災課長。 

○情報防災課長（若山みつる） 大中山小学校に

つきましては、災害時は体育館のみ避難所として

指定してございます。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 横田有一議員。 

○１番（横田有一） 体育館は、あそこは暖房は

どういうふうにしてとるのですか。 

○議長（木下 敏） 教育次長。 

○教育次長（扇田 誠） 大中山小学校の体育館

につきましては電気でございます。 

○議長（木下 敏） 横田有一議員。 

○１番（横田有一） 緊急時対応ということは、

電気が発生しないから緊急時対応でないのかと思

うのですけれども、そうしたら緊急時にはそこは

使えないということでいいのですか。 

○議長（木下 敏） 横田有一議員に申し上げま

す。 

 今だんだん防災のほうの、通告はガスの購入だ

から、先ほどの緊急事態対応で大中山小学校のガ

スでもし事故等があった場合はどこが緊急時対応

になっているんだという質問であればなじみやす

いのですけれども、そこをもうちょっと配慮した

質問でお願いします。 

 横田有一議員。 

○１番（横田有一） 前回、教育課長が大中山小

学校のガスバルクを供給した業者、北海道イワタ

ニ株式会社というところとガス契約をしている町

内のガス販売店が１社でした。 

 また、ガスの安全性と言いますけれども、大中

山小学校が非常に多くの子供たちが日頃から学校

で生活しているところでございます。 

 緊急時対応に迅速に対応できるところの業者と

して採用している、そういうふうに言ったのでど

うなのかというふうに聞いたのです。 

○議長（木下 敏） そうしたらそういう質問、

それに対する答弁。 

 教育次長。 

○教育次長（扇田 誠） 緊急時対応というの

は、避難所とはまた別な考えで、ガス漏れ等が発

生した場合にすぐに来てもらえるということでの

回答でございます。 

○議長（木下 敏） 横田有一議員。 

○１番（横田有一） 先ほど読んだのですけれど

も、ガスの安全性といいますか大中山小学校は非

常に多くの子供たちが日頃から学校で生活してい

るところでございます。 

 緊急時に迅速に対応できるところだからという

ふうな言い方しているから、どうなのですかと聞
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いただけで、何かそこのところちょっと意味違う

のだったら、それだったら申し訳ないけれども議

運が何かでどうなのかということをやってもらわ

ないと、もうこれ以上質問できなくなってしま

う。 

○議長（木下 敏） 横田有一議員に申し上げま

す。 

 その緊急時対応で先ほど教育次長が答弁した、

それでまたその緊急時対応の前回の答弁の中の緊

急時対応がどういう、これ以上質問続けられない

というのは緊急時対応の今の答弁……。 

○１番（横田有一） 緊急時対応というのは、そ

うしたら僕の感じている緊急時対応とそっちの

言っている緊急時対応というのは合わないのだか

ら、そこのところが何か違っているというふうな

ことになると思うのです。あくまでも緊急時対応

……。 

（「議事進行」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 平松俊一議員。 

○３番（平松俊一） ちょっと腰折って悪いので

すけれども、総務課長の先ほどの答弁の中に避難

所施設という言葉があって、避難時にプロパンが

即暖まるとか何とかって、そういう答弁があった

と思うのです。ということは、教室を避難所にし

ているがごとく私は聞こえた記憶があるのですけ

れども、その答弁と何か合ってきていないような

気がするのです。今言っているのは、ちょっと横

田議員の誤解もあるのかもしれませんけれども、

緊急時というのは危険な状態です。そのときに対

応するという説明を教育委員会のほうとかとして

いるので、避難所と緊急時というのをちょっと分

けて考えなければ駄目だと思うのですけれども、

ちょっとすいません、それ遡っていただいて、私

も含めて何か教室が避難所であるがごとく聞こえ

た説明があったと思うのです。 

○議長（木下 敏） ちょっと議事進行であれ

ば、自分の見解ではなくて、要は整理して議運を

開いてくれとか、そういう議事進行でなかった

ら、今は理事者の答弁が僕たちの感覚がまたずれ

ているという、全部の議員の調整するという話に

なりますので……。 

○３番（平松俊一） 議運を開いてください。 

○議長（木下 敏） 今、平松議員から、一般質

問自体が成り立っていないと、要は見解の相違な

ら見解の相違という形になるのですけれども、見

解の相違までもなっていないような、そういう状

況ですので、暫時休憩しまして議会運営委員会を

開催します。 

午後 １時３４分 休憩 

───────────── 

午後 ２時０２分 再開 

○議長（木下 敏） 休憩前に引き続き、再開い

たします。 

  ─────────────────── 

議 事 進 行 の 報 告           

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 横田有一議員の一般質問に

関わる平松議員の議事進行について、議会運営委

員長の報告を求めます。 

 川上委員長。 

○議会運営委員長（川上弘一） 平松議員からの

議事進行につきまして、議会運営委員会において

協議した結果、緊急時の捉え方について双方見解

の相違がありましたので、再度理事者側からの答

弁をお願いいたします。 

 以上、報告といたします。 

○議長（木下 敏） 教育次長。 

○教育次長（扇田 誠） 教育委員会が考えます

緊急時とは、機械の故障、ガス漏れが発生した場

合でございます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 横田有一議員。 

○１番（横田有一） 意味の相違があって、大変

御迷惑をかけたということで申し訳なく思ってい

ます。 

 それで、ガスの供給のところにメーターがつい

ています。メーターから表側が供給側、メーター

から中側が消費設備というふうになっているので

すけれども、消費設備はマイコンメーターが作動

した場合にガス漏れしたとか、地震が起きたとか

というときには止まる。それについてはメーター

がついているから、それが例えばどこかの配送セ

ンターにつながって、配送センターか保安セン

ターにつながっていると止めた原因をさがしに来
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てくれる。ただし、メーターから供給側について

はこれついていないのですよ、これってどういう

ふうにして緊急時に対応していくというふうに

なっているのですか。 

○議長（木下 敏） 教育次長。 

○教育次長（扇田 誠） これにつきましては、

やはり日常点検を毎日しまして、ガスのにおい及

びガスの機械の作動状況を点検するということで

対処してまいります。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 横田有一議員。 

○１番（横田有一） ということは、どちら側も

ガスを供給している七飯ガスが対応するというこ

とでいいのですか。 

○議長（木下 敏） 教育次長。 

○教育次長（扇田 誠） 校舎内につきまして

は、七飯ガスのほうへ連絡をして対処していただ

くということになります。 

○議長（木下 敏） 横田有一議員。 

○１番（横田有一） メーターから中側が漏れた

場合には、マイコンメーターだからそれがＮＴＴ

の回線使って配送センターか保安センターに、た

だそこからナカガワさんに連絡してナカガワさん

が走るというようなやり方なのですね。 

○議長（木下 敏） 教育次長。 

○教育次長（扇田 誠） 確認できれば、すぐ近

いので電話で直接学校のほうからも連絡をしてま

いります。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 横田有一議員。 

○１番（横田有一） 学校に連絡があっても学校

の人がいじれるのですか。学校から連絡するって

言ったのですね。そうしたら学校の方が何らかの

行動をするということでいいのですか。 

 プロでもない人が勝手なことやって、それこそ

火事を大きくしたとか火事になったとかというよ

うなことだとか、ガス漏れがもっとすごい量に

なったとかということあり得るのです。それはな

いと思うのですけれども。 

 だから、そのための今までの説明はナカガワが

近場にいるからやらせてもらうのに決めましたと

いう話じゃなかったのですか。違うのですか。 

○議長（木下 敏） 教育次長。 

○教育次長（扇田 誠） 学校のほうで異常が

あった場合は、学校からナカガワガスにも連絡を

してすぐ早急に対応してくれるということでござ

います。 

○議長（木下 敏） 横田有一議員。 

○１番（横田有一） では、学校の方が泊まりか

何かやっている、例えば夜間だったらやっている

ということですか。そうはならないのじゃないか

と思うんだよね。だからそれは違うと思います。

そうならないと、今まで言ってきたことと整合性

がとれなくなってしまうということになると思う

のだよね。もう時間もないことだから、これ決め

るのに議員側も本当にもう何回も一般質問する方

もいるし、常任委員会でやった場合もあったし決

算もあったし、そこでそういう問題があったのだ

から、やっぱりこれというのは町側で改めるとい

う気持ちはないのかということですよね。これっ

てずっとそのままここだけは継続してやっていく

ということ、そういう考え方でいいですか。 

○議長（木下 敏） 副町長。 

○副町長（宮田 東） では、私のほうから答え

にならないかも分かりません。前もって申し上げ

ておきたいと思います。 

 ただ、これまでるるいろいろな議会のほうの委

員会だとか等々いろいろ御議論いただいたという

経過を踏まえて、私のほうから前回決算の特別委

員会かと思いますけれども、統一価格で進めてい

きたいという話をさせていただきました。それに

つきましては、議員の皆様御存じのとおり、昨年

１０月からになりますが、ガソリンだとか灯油だ

とかそういうものについてはやっぱり価格を指定

いたしまして、町内の燃料店のほうから購入しま

すというような形を進めてまいりました。 

 それと、もれずガスについても同様な考え方で

進めていきたいと、そして前回の決算特別委員会

については１月からでも実施したいと、もう既に

協議をしていますよという話をさせていただきま

した。 

 現在のところでございますが、北海道ＬＰガス

協会、総務財政課長も答えましたけれども、七飯

地区分会ってありますので、そちらのほうと協議
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を進めながらいま現在行っているという関係でご

ざいます。 

 今日、横田議員のほうからいろいろな御意見を

いただいて、１００立米の問題もそれぞれあるの

で、その辺りももっと深く調査をさせていただき

まして、七飯分会のほうと協議を進めさせていた

だきまして適正な値段を設定していきたいなと。

考え方としては、安定的に安価で、安価というの

はある程度の市場価格といいましょうか、それよ

りも安く入るような方法で七飯分会のほうと打ち

合わせさせて進めていきたいなと考えております

ので、その辺を踏まえて、このガスの問題につい

てはそういう形にちょっと変更しながら進めてい

るということを御理解いただきたいなと思ってご

ざいます。 

 今、緊急的なものについてはちょっとはっきり

したことは申し上げられませんが、教室だとか多

分ガス漏れ関係の要所要所にチェックするところ

があると思います。そういうところも確認しなが

ら、どういう形で連絡網はされているのかという

のも含めて、子供たちが安全・安心に授業だとか

そういうようなものを送れるような環境に努めて

まいりたいと思いますので、それも併せて今後調

査させていただくということで、御理解をいただ

けないかなと思っています。 

 そういう形の中で、来年１月というよりはもう

少しまだ時間かかって、新年度からになるかも分

かりませんが、議会の皆様に情報を流しながら進

めさせていただきますので、その点よろしくお願

いたいと思います。 

 私のほうから以上でございます。 

○議長（木下 敏） 横田有一議員。 

○１番（横田有一） 最後に町長に、町長も町長

が現役である間に何とかそれやってくれるという

ことをひとつお願いして、質問を止めたいと思う

のですけれども、町長いかがですか。 

○議長（木下 敏） 町長。 

○町長（中宮安一） 精力的に頑張ってまいりま

すので、御理解いただきたいと存じます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 通告順に発言を許します。 

 上野武彦議員。 

○９番（上野武彦） それでは通告に従いまし

て、２問、質問させていただきます。 

 最初の質問は、本町地域センターの管理につい

てであります。 

 本町地域センターは、図書館との複合施設とし

ての建設が予定されているが、建設は第６次総合

計画の令和８年前後とされており、まだ５年以上

も使用し続けなければならない。今年度で築５１

年が過ぎております。老朽化が進んでおり、使用

上も支障を来す事態が発生しておりますので、以

下の点についてお伺いいたします。 

 １点目、本町地域センターは、旧耐震構造の建

築物で築５１年目を迎えているが、耐震診断も実

施されていない。地震への安全性を利用する住民

にどう保証していくのか。 

 ２点目、１０年以上使用不能となっていた消火

栓とホースは撤去され、１階と２階の廊下にそれ

ぞれ家庭用の消火ボンベ１個が置かれており、２

階は合わせて３個、そして１階は５個だというこ

とでありますが、そのように消火用のボンベが置

かれて対応されている状況になっています。管理

上の問題はないか、お伺いいたします。 

 ３点目、２階の男子トイレは雨の日や雪解け時

に天井から雨漏りが発生し、床は雨漏りでぬれる

状態が続いてきております。雨漏りしている屋根

の補修をする考えはないのか。 

 ４点目、男子の大便用のトイレ２か所が１０年

近くも使用不能の表示がされ、１階のトイレを使

用するよう張り紙がされております。公共の施設

で１０年近くもこのような状態を続けてきており

ますが、今後さらに５年近くもこのような状態を

続ける考えなのかをお伺いいたします。 

 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１問目

の御質問について、順次お答えいたします。 

 本町地域センターに関する御質問については、

これまで上野議員を初め、平成２８年には総務財

政常任委員会所管事務調査に取り上げられ、平成

２９年３月に報告書としてまとめられたほか、直

近では令和３年第１回定例会の一般質問において

も、図書館の早期建設と絡めてその老朽化を指摘
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され、答弁しているところでございます。 

 これまでの質問において答弁した主な内容とし

まして、一つ目に、本町地域センターは昭和４５

年に建設し、既に５１年が経過していることか

ら、老朽化が進み、また、旧耐震基準の構造で造

られた建物であるため、施設の耐震改修や部分的

修繕についても多額の費用を要すること。 

 二つ目に、本町地域センターの建て替えは、国

の補助金の対象となる市街化区域内での施設のコ

ンパクト化を目指す、立地適正化計画を策定し、

その補助金を活用しながら図書館の建設を進める

ものであること。 

 三つ目に、図書館の建設は第５次総合計画の後

期計画期間内の着手に向けた取組を進めることと

しており、四つ目に、それまでの間、本町地域セ

ンターの管理については、修繕についても直せる

ところについては直しながら、安全面に配慮して

進めてまいりたい。また、本町地域センターに入

居している団体とも今後詰めながら進めていきた

いと答弁しているところでございます。 

 以上、これまでの答弁内容のとおり、現実的に

本町地域センターの耐震化工事等は数年先には新

施設の建設も予定されていることから、今後抜本

的な大規模改修を行う考えはないものであり、安

全面の対策については施設管理者としてその対応

方法を検討しているところでございます。 

 その対応方法の一つには、新施設が建設、開所

するまでの間は、一時的な代替施設を調査・選定

し、現在、本町地域センターに入居する町の図書

室及び社会福祉協議会との調整が済み次第、一時

的に転居していただくことも対応方法の一つとし

て検討してございます。 

 以上のことから、改めて御質問の１点目からの

答弁となりますが、１点目については、数年先に

は新施設が建設されることを踏まえ、現在入居す

る団体には一時的に代替施設の転居も含め検討し

ているところであり、次に２点目については、平

成２３年に建物の用途区分を変更し、屋内消火栓

の設置を必要としない施設に届出をしており、消

防法に定める消防用設備等点検結果報告を毎年七

飯消防署に提出していることから、管理上の問題

はないものとして認識してございます。 

 次に、３点目については１点目と同様に、数年

先には新施設が建設されることを踏まえ、今後大

規模修繕を行う考えはないものであり、一時的に

代替施設へ転居されるまでの間は利用者にご不便

をおかけすることとはなりますが、町の財政状況

も含めて御理解願いたいものと存じます。 

 最後の４点目については、トイレの使用が長期

間使用することができないトイレが一部にあると

いうことで、これについては日常的に支障を来す

ことから、現状復旧的な修繕を早急に進め対応す

ることとしましたので御理解願います。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 上野武彦議員。 

○９番（上野武彦） それでは、再質問させてい

ただきます。 

 老朽化が進んでいるということで、入っている

団体、図書室だとかそれから社協、この団体に関

しては、近いうちに違う施設に転居という方向も

考えているということです。それもいつまでとい

うことでいえば、一刻も早くというのが本来の在

り方だと思うのですが、その見通しについて

ちょっとお伺いいたします。 

○議長（木下 敏） 総務財政課長。 

○総務財政課長（青山栄久雄） いま現在入居し

ている町の図書室及び社会福祉協議会の一時的な

転居というお話ですけれども、これは代替施設へ

の転居についての考えはつい最近内部で検討を始

めたところであります。 

 御指摘のように、本町地域センターについて

は、このまま改築更新をしていくのか、もしくは

どのような形で新しいものが出来上がるまでに対

策をどうするのかというのは、最近始めたばかり

なものですから、具体的にいつまでということで

はありませんけれども、これについてはいま現在

進めているところでありますということで、御理

解いただきたいと思います。 

○議長（木下 敏） 上野武彦議員。 

○９番（上野武彦） 当面、この施設に関して

は、本来ならば消火栓が必要な施設として建築さ

れております。そういう中で老朽化が進んで、消

火栓そのものが使用できない状態になったという

ことで撤去しております。その代わりに家庭用の
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消火ボンベを置くという仮の措置がされておりま

して、これが一時的にその対応で大丈夫だという

ような答弁だったわけなのですけれども、本来そ

ういう施設としては消火栓が必要な建設物だとい

うことで建てられたものが、ボンベの対応だけで

いい施設に変わるということがちょっと信じられ

ませんので、その辺の根拠といいますか、その理

由的なところをきちっと分かるように説明してい

ただきたい。 

 特に、火災に対する安全性が当面それで十分で

安心ということなのか、消防がそれを承認したこ

となのかどうか、その辺について、もう少し分か

るように答弁いただきたいなというふうに思いま

す。 

○議長（木下 敏） 総務財政課長。 

○総務財政課長（青山栄久雄） 消防法上施設は

大丈夫かどうかということの御質問ですが、こち

ら昭和４５年に建設された当時の社会福祉セン

ターであれば、その当時の建物の用途区分、こち

らは集会所という扱いで、施設の人数が３０人以

上でれば集会所という施設であれば、もう屋内消

火栓の設置が義務づけられております。 

 それ以降に建物の社会福祉センターとしての機

能がなくなり、今度は図書室とか貸事務所という

形での施設の用途を転用したのが平成２３年であ

ります。 

 そうなりますと、この特定防火対象物から非特

定防火対象物の施設の用途に位置づけられており

まして、そこから消防法に定める施設から届出が

ここまで必要ですよといったものの中に、この屋

内消火栓の設置の義務づけが外れます。さらに事

務所として使っている場合ですと、その事務所、

例えば図書室でも用途別に何を置きなさいという

ふうに決められておりまして、消火器具、これに

ついては各部屋というかこの基準がありますけれ

ども、いま現在１２本、さらに設置した際には集

会所として設置されたものですから、自動火災報

知設備がついておりますけれども、こちら用途変

更したことによって、本来であればこの自動火災

報知器は設置しなくてもいいものになっておりま

すけれども、それは以前のまま使用しておりま

す。同じく漏電火災警報器、これについても以前

集会所であればいるものであったのが、これは用

途変更によって要らないものです。ただ、使える

ものですから使っていると。あと誘導灯、避難標

識、誘導標識、これについては現在１９か所に設

置されておりまして、これは地下室であれば必ず

設置しなければならない、もしくはそういう基準

がありますけれども、これは建物の用途の区分に

応じて定められたものを設置しております。 

 ですので、消防法に定める消防の設備点検の結

果報告も出しておりまして、これは年２回なので

すけれども、消防のほうからも届出に基づいた確

認結果をいただいております。ですので、私ども

では今のところ消防設備点検の施設としては十分

な施設であると認識しているところでございま

す。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 上野武彦議員。 

○９番（上野武彦） 移転してほかの施設に移る

という方向を考えているということですが、今、

公共の施設としてトイレの状況が雨漏りがした

り、それから、大便用のトイレが全く使えないよ

うな状況ということになって、もう１０年近くに

もなるという、そういう状況がありまして、これ

本来ならば教育委員会の社会教育のほうの管理だ

と思うのですが、それが総務のほうに管理が移行

されまして、この移行されたのはいつからなの

か、そしてそのことによってこのような管理不十

分な状態が始まったように思われるので、その辺

の経過についてちょっとお伺いしたいと思いま

す。 

○議長（木下 敏） 総務財政課長。 

○総務財政課長（青山栄久雄） すいません。移

管された時期についてはちょっと調査しなければ

なりませんので、ちょっと詳しくはお答えはでき

ないですけれども、平成２８年に総務財政常任委

員会の所管事務調査で、既にそのことについては

報告されているかと思います。 

 さらに本町地域センターを設置管理するために

は、地域センター条例をまず条例措置しなければ

なりません。この制定年は平成２８年１２月２０

日ですので、この時点で本町地域センターという

名称で総務財政課のほうに管理がされておりま
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す。 

 御指摘にあったトイレにつきましては、使用に

支障を来しているところが現在６か所ありますの

で、これについては先ほどの答弁のとおり、速や

かに既存予算の中で対応してまいりたいと思って

おります。 

 また、これは全て和式から洋式にするようなこ

とは考えておりませんけれども、これについては

現在便器数でいくと１７便器ありますので、これ

を全て改修するとなりますと８００万円以上かか

るというような試算をしております。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 上野武彦議員。 

○９番（上野武彦） トイレの改修に８００万円

ぐらいかかるというような話でしたけれども、私

が言っているのは、全てのトイレについて改修が

必要だというふうには言っておりません。２階の

そういう図書室や集会に利用する人たちが利用す

るためのトイレが、まともに、特に男子トイレだ

けですけれども、そういう大便の使用ができない

と、これについて当面の対応は、移転するまでの

間でも本来公共の施設ですので、それなりの対応

が必要ではないかという質問でありますので、そ

の辺について、いつまでにどのようにというぐら

いの答弁でお願いしたいなと思いますけれども。 

○議長（木下 敏） 総務財政課長。 

○総務財政課長（青山栄久雄） 現在、支障を来

しているトイレについては全部で６か所あるとい

うことなのですけれども、これについては今既存

予算のなかで早急に進めてまいりたいと、今年度

中に行っていきたいということで、先ほど御答弁

したとおりとなりますので、御理解いただきたい

と思います。 

○議長（木下 敏） 上野武彦議員。 

○９番（上野武彦） それでは、２問目にいきま

す。 

 福祉灯油についてであります。 

 今年は灯油価格が高騰し、昨年に比べて大幅な

値上がりとなり、標準的な価格の設定をしている

生協で税込み１リッター１０９円となっておりま

す。高齢者低所得の世帯にとって、厳しい冬を迎

えようとしております。 

 そこで、次の点についてお伺いいたします。 

 １点目、今年度の福祉灯油の対象世帯は何世帯

か。また、昨年は前年実績で予算の計上がされ、

対象世帯の５０％程度の予算が計上されておりま

す。対象者全員への支給を前提に予算を計上すべ

きと考えるところでありますが、どう考えておら

れるのか伺いたい。 

 ２点目です。福祉灯油の案内は、広報、ポス

ター、ホームページ、民生委員からの口伝えなど

で実施しているということでありますが、こうし

た方法でも目を通さない高齢者は申請しないでし

まうことが考えられます。対象の世帯、個別に郵

便で案内を発送すべきではないでしょうか。 

 ３点目、高齢化により役場に申請に行くこと自

体困難になった住民が増えていると思われます。

申請は郵便で受け付け、支給は対象の世帯に商品

券の発送をして実施すべきではないかと考えます

が、どうでしょうか。 

 ４点目、今年度は灯油価格が大幅に値上がりし

ており、５,０００円の支給では少なすぎるので

はないかと考えます。１万円以上支給している自

治体が約５０％程度もあるという実態から、この

際、支給額を１万円に引き上げるべきではないか

と思いますが、いかがでしょうか。 

 ５点目、北海道の地域づくり総合交付金の交付

率について、要綱では対象事業費の２分の１以内

となっておりますが、実態は令和２年度決算の助

成額で４２４万５,０００円に対して交付の金額

は６０万円、１４％程度の交付金額でありまし

た。道に５０％程度にまで実施を求めるべきでは

ないかと考えますが、いかがでしょうか、 

 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、１点目と２

点目については関連がございますので、一括でお

答えさせていただきます。 

 まず、今年度の対象と想定される世帯でござい

ますが、全体で１,６７１世帯でございます。 

 予算計上と案内の郵送でございますが、当該事

業は平成２５年度施行でありますが、平成２８年

度から平成２９年度まで国の臨時福祉給付金及び

子育て世帯臨時給付金を実施した際に、対象とな
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る方が同一であることから、福祉灯油の案内と申

請書を同封し発送しております。その結果、平成

２８年度は８３７名で申請率５４％、２９年度は

８３１名５４.３％と５０％半ばで推移しました

が、国の給付金事業終了後の平成３０年度は８６

１名５３.７％など、その後も申請書を郵送せず

とも５０％を超える数値で推移しているところで

ございます。この実績から、予算計上は前年度実

績に基づき予算計上をさせていただいておりま

す。また、案内の郵送についても過去の対象世帯

への郵送実績、郵送に係る経費から、引き続き広

報等を活用した周知方法で実施するものと判断し

ているものでございます。 

 次に、３点目の郵便受け付けについてですが、

対象と想定される世帯については、住民基本台帳

から対象者と想定される町民税非課税世帯である

高齢者、障害者、ひとり親世帯を抽出しておりま

すが、申請時には住民基本台帳上別世帯となって

いるが実際に世帯構成が課税世帯と同じ同一世

帯、高齢者世帯とその子の世帯が同居している、

住民票は自宅であるが長期入院などしているな

ど、助成対象世帯であるのかどうかの聞き取り確

認を行う必要がございます。 

 高齢化により申請へ行くこと自体が困難な方の

対応についてでございますが、民生委員、介護、

障害、相談支援事業所職員、地域包括支援セン

ター職員などの身近にいる方による申請援助及び

出前出張所による申請対応、また電話により申請

書の郵送を希望する方については、その際に実態

を把握し郵送する対応を行っているところでござ

います。 

 このことから、全てを郵便受け付けとすること

は条例に規定する対象世帯の確認、生活実態の把

握ができず、支給決定を厳格に実施することが困

難であることから、今後検討が必要と考えている

ところでございます。また、商品券の発送につい

てでございますが、こちらについては現在も支給

決定後に簡易書留で郵送しているところでござい

ます。 

 ４点目についてでございますが、昨日同僚議員

に答弁したとおり、福祉灯油施行時である平成２

５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リットル価

格、１１月２９日現在の灯油１リットル当たりの

価格でございます。１１３.８円と比較し、大幅

な値上がりではないことから、現在の助成額を変

更する考えはないものでございます。 

 ５点目についてでございますが、北海道の地域

づくり総合交付金については、人口規模により交

付基準額が定められており、その交付基準額の２

分の１以内となっております。七飯町の交付基準

額は１２０万円であり、その２分の１であること

から、御質問にあるとおり令和２年度決算４２４

万５,０００円に対し、歳入は６０万円でありま

す。 

 七飯町において、北海道保健福祉部より高齢者

等を対象とした冬期間の増数経費への助成事業

（福祉灯油）に係る前年度実績調査、また地域づ

くり総合交付金制度改正等に関するアンケート調

査の回答において、交付基準額の増額及び補助率

の改善を随時求めておりますので、引き続き道に

対して要望を進めてまいります。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 上野武彦議員。 

○９番（上野武彦） 今の答弁で、従来、対象世

帯の約５０％程度の申請であったと、そういう中

で、予算の計上もそれに応じた考えられる対象の

５０％程度の予算計上をしてきているということ

でありました。 

 これ、今のこういう情勢の中で、今までどおり

のやり方で改善を進める考えもないというような

答弁だというふうに考えられます。今、非常に町

民は困っている状況が生まれている中で、改善し

てより多くの住民に福祉灯油を届けると、こうい

うことは、福祉課としての本来の姿勢としてとる

べきものではないかというふうに思いますので、

従前の取組では全く不十分だというふうに考えま

す。 

 どう改善するかという問題になってくるわけで

すけれども、世帯への案内、これはやっぱりやる

べきではないかと思うのです。個別に郵送しても

申請が５０％程度だったというような言い方であ

りましたけれども、それはやはり従前も同じです

けれども、役場に来て申請しなければならないと
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いうことであれば、まさに高齢世帯だとか高齢

者、それから障害者、こういった人たちがなかな

か申請に行くことすら難しいのが一つ、それから

もう一つは、町の広報だとかポスターだとかホー

ムページ、民生委員による口伝えとか言いました

けれども、それが十分対象の高齢者世帯に伝わっ

ているのかどうかという問題がやはり考えられる

と思うのです。この５０％台という申請そのもの

を打破するような抜本的な改善の取組、これが今

の時期にこのような灯油の高騰した時期に、特に

努力して改善すべきものがあるというふうに思う

わけです。 

 それで今の答弁では、１万円の増額も考えてい

ないと、やり方も従前どおりというような答弁で

ありました。私も全くこれは受けられないと思い

ます。 

 ちょっとお聞きしたいのですけれども、北海道

の助成が七飯町の基準として６０万円というふう

になっていて、増額しているけれども余り変更が

ないということなのですけれども、今年度国はこ

ういった灯油等の価格の高騰を受けて、考えて対

応する方向を打ち出しているのです。それについ

て御存じなのかどうかちょっとお伺いします。 

○議長（木下 敏） 福祉課長。 

○福祉課長（村山德收） まずは国の対応に対す

る町の考えということでよろしかったですか。 

 それでは、国の対応を打ち出ししているという

ことでございますが、いろいろと経済対策とか国

のほうでも今コロナ関係でいろいろと情報が来て

いるところでございますが、市町村において、ま

ず原油高騰の部分に関する対策について具体な通

知がまだ来ていないというところでございますの

で、そこの部分については具体な通知を見ながら

答弁していかなければならないとは思いますの

で、いま現在ちょっと具体なことは語れないなと

いう現状でございます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 上野武彦議員。 

○９番（上野武彦） まだ国のほうから通知が来

ていないというお話でしたけれども、国は既にこ

ういった情勢を受けて、福祉灯油などの自治体で

独自に補助している事業に対して、特別交付税を

交付しますよという方向をもう先月の１２日に打

ち出しているのです。 

 その内容でいけば、生活困窮者に対する灯油購

入費等の助成、それから社会福祉施設、老人ホー

ムとか障害者施設だとか保育所、幼稚園、こう

いったところに対する暖房費の高騰分に対する助

成、それから公衆浴場などに対する燃料費高騰分

に対する助成、それから漁業者等に対する燃料費

の助成ということなのですが、その中で、特に生

活困窮者に対する灯油購入費に対する助成を特別

の交付税措置をするというふうに打ち出しており

ます。その割合が２分の１ですから５０％という

ことの中身になっているわけで、この制度が実施

されれば、今年度は特に特別措置ということにな

りますので、単年度になるか何年続くのか分かり

ませんけれども、特に今年度はその制度を利用す

れば、福祉灯油の引き上げ、これは十分可能だと

いうふうに考えております。 

 ちょっと試算してみました。昨年度は４３０万

円の事業が実施されております。１,１５８世帯

に対して申請が８４９世帯で５４.１５％が申請

したと、５,０００円で４３６万円という形の助

成が行われておりまして、これでいきますと町の

負担はこのときは３７０万円ありました。それで

今、国のこうした５０％の特別交付税、それから

道の６０万円の支援、これ合わせますと去年の申

請者の対象者で考えますと、合計で４８４万５,

０００円の助成になります。それで町の負担が昨

年３７０万円でしたけれども、１万円にするには

昨年の実績でいいますと８４９万円の財政が必要

になるわけですけれども、そのうちの４８４万

５,０００円が国と道の負担になるわけです。そ

うすると、七飯町の負担は昨年の負担よりも少な

くて１万円の助成が可能になるということになる

のです。そうしたら、これは積極的に１万円に引

き上げて、単年度であろうとこれからずっと続け

るかどうかそれは別にしても、今年度は１万円に

引き上げても昨年度の七飯町の財政負担で実施で

きるということになりますので、これはぜひ実施

すべきだというふうに思います。そして１万円に

引き上げたということを町民に知らせて、抜本的

に支給の改善にも取り組んで、多くの世帯にこの



－ 31 － 

１万円の福祉灯油を利用してもらえるように、力

を入れた取組をすべきではないかというふうに思

うのですが、その考えはないか。 

○議長（木下 敏） 福祉課長。 

○福祉課長（村山德收） 今、議員おっしゃった

のは特別交付税の算入の話の国のお金ということ

の理解でよろしいですか。 

 国のほうでも特別交付税の算入のほうに加える

話とかは伺ってございますが、七飯町の普通交付

税の中の６％が特別交付税という形で受けれると

いうものでございますが、七飯町の交付税、特別

交付税に関する上限額が決まっていますので、そ

の６％部分に対してこの福祉灯油がどれだけ充て

られるかというのもちょっと、全額充てられるか

どうかというのはまたちょっと確認はしてござい

ませんが、そういう話も伺っております。 

 また、先ほどの北海道の地域づくり交付金につ

いても、議員細かく計算していただき、七飯町の

一般財源がこのくらいであれば１万円出せるとい

うところで提案いただき本当にありがとうござい

ます。 

 町といたしましても、実際毎週先月まで値上げ

されていたという灯油価格についても、１２月に

入り販売価格も一旦落ち着きを見せているという

状況でございます。 

 七飯町のこの福祉灯油の部分については、条例

で実施しているものですから、毎年灯油価格に上

限高い、低いに関わらず、１００円だろうが６０

円だろうが関わらず、定額でずっと出していると

いう制度でございます。 

 今後のそういう価格の推移は、私どもの上限に

ついては注視しながら事業のほう行っていきたい

と思いますが、そこの金額を上げるという部分に

ついても、昨日ちょっと同僚議員にも答弁させて

いただきましたが、価格についても上限を上昇の

ほう注視しながら、政策的な判断が非常にこれ条

例で制定しているものですから、政策的な判断が

必要になってくるというところでございますの

で、今後検討していかなければならないものと考

えてございますので、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） 上野武彦議員。 

○９番（上野武彦） 灯油の価格も少し下がって

きているからというような言い方で、余り積極的

な考えがないという答弁になっておりました。 

 今、全国でこういうふうに灯油価格の高騰の問

題が取り上げられ、対応する自治体が増えている

中で、条例で決まっているから対応できないとい

うようなものではないと、その問題は早急に解決

して取り組んでいけばいいことなので、先ほども

言いましたように、町の負担が増えるわけではな

いのです。今年度実施しようとした場合に、国の

５０％の特別地方交付税、これは福祉灯油を対象

にした特別交付税ですから、ほかの特別交付税と

の関係ではない、これ独自のものだというふうに

考えていただかなければ駄目だと思うのです。 

 そう考えますと、何も実施しないということに

はならないのではないですか。やれるのですか

ら。そういう対応をすれば。ぜひ積極的にそうい

う取組の姿勢を答弁でお願いしたいなと思いま

す。 

○議長（木下 敏） 福祉課長。 

○福祉課長（村山德收） 今、具体な数値等々議

員から提案されているところでございます。 

 まず、支給条件がやっぱり条例でございますの

で、条例ではない方法もあると今おっしゃってい

ましたけれども、一応条例の中で支給という形で

は決定されているので、そこの部分についても条

例改正等はできなくはないとは思いますけれど

も、今後その政策的な部分でございますので、そ

この部分についてはちょっと今すぐここの場では

なかなか返答はできないなと思ってございますの

で、御理解のほうよろしくお願いします。 

○議長（木下 敏） 上野武彦議員。 

○９番（上野武彦） この福祉灯油の問題は、本

当に困窮世帯に対する助成ですので、積極的な取

組が求められるところです。今の福祉課長の答弁

では、どうもやるよという姿勢は全く感じられな

いので、ひとつ町長にこの問題についてどうお考

えなのか、少し町長の姿勢として答えていただけ

ればなと思います。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 副町長。 
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○副町長（宮田 東） 町長ということですが、

先に私のほうからお答えさせていただきたいなと

思ってございます。 

 るる燃料価格については値上がりしてきたとい

うような形の中で、福祉課長の言葉にありました

が、１２月に入ってから少し落ち着き気味だとい

うような形です。 

 基本的には条例上の部分については、おおよそ

１００円を前後としてというような形のもので、

５,０００円というような形でございます。 こ

の燃料の値上がりをもっと状況を踏まえながら、

国の、先ほど議員は国のほうの特別交付税、その

辺の絡みだとか北海道のほうでは基準額を上げま

すというような形の情報も流れてきます。その

トータルいろいろ含めて、その部分については検

討してまいりたいなと思ってございます。 

 根本的に５,０００円を１万円というような部

分、値上がりと関係ないような形の部分の５,０

００円から１万円という部分については、かなり

政策的な面が強くなってきますので、この場では

なかなか、はいそうですか、というふうにはなり

ませんけれども、私の今の段階で言えることは、

燃料価格の値上がり状況とこれから国のほうの地

方創生臨時交付金だとかというものもございます

ので、ただ福祉灯油だけに限らず、トータルの部

分でそういう部分について支援をしていければな

というような考え方はございますので、もう少し

国の関係の臨時交付金のほうが確定して、どうい

う使い道があるかというのを内部で検討してまい

りますので、その際になりましたら、今１２月と

いうのは少し無理な話ありますが、１月のほうに

はその使い道について臨時交付金の補正予算等、

検討してまいりますので、そのときになれば臨時

会とかそういうものについて御提案できるかなと

思っていますので、今しばらくその辺については

時間をいただきたいと思いますので、その点御理

解いただきたいなと思ってございます。 

 以上です。 

○９番（上野武彦） 終わります。 

○議長（木下 敏） 一般質問終わる前に、午前

中の横田議員の大綱１問目での、何年何組という

部分の発言に関しては、議長職権にて議事録から

削除する形とさせていただきますが、よろしいで

すか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） よろしいということで、以

上で、一般質問を終わります。 

  ─────────────────── 

 日程第３ 

  同意第 ４号 固定資産評価審査委員会委 

員の選任について 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第３ 同意第４号固定

資産評価審査委員会委員の選任についてを議題と

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４号固定

資産評価審査委員会委員の選任について、提案理

由を御説明申し上げます。 

 次の者を固定資産評価審査委員会委員に選任し

たいので、地方税法第４２３条第３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、千島忠雄氏で、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、固定資産評価審

査委員会委員であります千島忠雄氏は、令和４年

１月３１日で任期満了となることから、引き続き

同氏を選任したく提案するものでございます。 

 千島氏は、大中山交通安全協会会長、大中山町

内会連合会長、国民健康保険運営協議会委員、豊

田地区道営換地委員会委員などの要職を務めら

れ、周囲の人望も厚く、税に関する知識や固定資

産評価についての豊富な識見を有しており、固定

資産評価審査委員会委員として適任者でありま

す。 

 また、平成２２年２月から固定資産評価審査委

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、同氏を適任と考え選任いたしたいと存

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） 
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○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４号固定資産評価審査委員会委員の選任

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、同意することに決定

いたしました。 

  ─────────────────── 

 日程第４ 

  承認第 ３号 専決処分の承認を求める 

ことについて 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第４ 承認第３号専決

処分の承認を求めることについてを議題といたし

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、承認

第３号専決処分の承認を求めることについて、地

方自治法第１７９条第１項の規定により、次のと

おり令和３年度七飯町一般会計補正予算（第７

号）を専決処分しましたので、同条第３項の規定

によりこれを報告し、議会の承認を求めるもので

ございます。 

 このたび、専決処分により行った一般会計補正

予算（第７号）は、新型コロナウイルスワクチン

接種事業の３回目追加接種を１２月から開始する

ため、事前に必要となるワクチン接種記録システ

ムの改修作業、接種券の作成、郵送作業などが順

次発生するため、円滑に実施するための体制整備

を早急に進める必要があることから、専決処分に

より補正を行ったところであります。 

 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５,７５９万３,０００円を追加し、総

額を歳入歳出それぞれ１１８億５,７２９万４,０

００円とするものでございます。 

 初めに、歳出から御説明申し上げます。７ペー

ジをお開き願います。 

 ４款衛生費１項２目予防費は、新型コロナウイ

ルスワクチン接種事業として、３回目のワクチン

接種に伴う会計年度任用職員の雇用費で、報酬及

び共済費含め総額６５１万５,０００円を追加。

報償費は集団接種の協力医師等への謝礼金に７２

万円、同じく集団接種で雇い上げする看護師等へ

の報奨金として２２万円を追加。旅費は会計年度

任用職員の費用弁償として８万１,０００円を追

加。需用費は感染症予防対策の消耗品費として３

２万円を追加。役務費は３回目の接種券発送用の

郵便料に９６万８,０００円、電話料は３回目接

種による事業期間の延長により１０万９,０００

円、同じくインターネット用の専用回線通信料に

２万７,０００円を追加。手数料は町外で接種さ

れた方に対する国保連合会への事務手数料に７２

万円を追加し、役務費合計１８２万４,０００円

を追加。委託料は３回目の個別接種に係る町内医

療機関へのワクチン接種委託料に２,６３１万６,

０００円、ワクチンの保冷管理の委託料に４４万

円、ワクチン接種予約のためのコールセンター開

設及び運営の委託料として１,１１６万５,０００

円、３回目の接種券印刷のための委託料に７００

万円、ワクチン接種の記録システム改修委託料に

９１万７,０００円を追加し、委託料合計４,５８

３万８,０００円を追加。事業合計で５,５３１万

８,０００円を追加するものでございます。 

 次に、１３款職員費１項１目職員給与費は、３

回目のワクチン接種に伴う職員手当として２２７

万５,０００円を追加するものでございます。 

 次に、５ページの歳入にお戻り願います。 

 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新型コロナウイルス

ワクチン接種負担金に２,７０５万６,０００円を

追加。 

 ２項３目衛生費国庫補助金は、保健衛生費補助

金として新型コロナウイルスワクチン接種体制確
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保補助金に３,０５３万７,０００円を追加し、国

庫支出金の合計を５,７５９万３,０００円とし、

歳出予算と同額となるものでございます。 

 提案説明は以上です。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。 

 若山雅行議員。 

○１５番（若山雅行） 事前に情報提供を受けて

おりまして、この３回目ワクチン接種事業が完了

するのが予定では７月末と聞いております。それ

で４月１日以降の事業費については、令和４年度

の当初予算への計上を予定しているというふうに

伺っております。今回３月までの費用として５,

７５９万３,０００円ということで補正予算に

なっておりますけれども、これ７月末までやった

としたら全体としてどのぐらいの費用になるのか

ということと、できれば７月末までの事業全部を

予算化したほうが、契約とかその他で３月まで、

３月からまた契約するというよりも、通して契約

のほうがいいのではないかということでちょっと

考えてしまうのですけれども、その辺の判断とい

うのは、これは国から来ている予算の関係でもう

やむを得ないものなのかどうか、そこのところの

考え方をちょっと教えていただきたいと思いま

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。 

 今回専決によりまして５,７５９万３,０００円

を専決により補正させていただきました。７月末

までの事業費ということの流れで、今、予算を今

後新年度に向けて計上していくという予定でござ

いますけれども、一応国から示されている上限

額、大体概ね倍額ありまして７,０００万円近く

が７月末までかかるのではないかということの捉

えで進めております。 

 ただ、今前倒しだとかそういう報道でも示され

ているように、前倒しとなると期間も圧縮されて

いくのかなというふうなことが、いま現在では予

測されておりますので、この辺の数字については

また変動があり得るかなというふうに考えており

ますので、その辺については事前に御承知おき願

いまして、御理解いただければなというふうに

思ってございます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 若山雅行議員。 

○１５番（若山雅行） そうすると、報道ではで

きるだけ早くやったほうがいいのではないかとい

うことがあって、今７月だけでも前倒しでできる

体制があればどんどんやる可能性があって、そう

するとまたそのときに補正を組んで、できるだけ

それに合わせてやっていくということで、取りあ

えず３月までの予算を補正として上げたというよ

うな形。そうすると、今回３月までで今想定して

いるのはどこまでやるあれなのですか。医療従事

者、６５歳以上、６０歳とかあって、どこまで完

了させる予定なのか、２回目いつ打ったかによっ

て変わってくる可能性もあるのですけれども、そ

の辺はどこまで進めることになるのか。４月以降

は誰の分なのかというところで、そこのところは

どのように把握されているのか、ちょっと教えて

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） お答えして

まいります。 

 今回専決によりまして予算計上させていただい

た補正予算なのですけれども、この額について

は、まず１２月からスタートということになりま

して、優先順位としては医療従事者から始めさせ

ていただくと、その後、従来１回目、２回目に行

いました６５歳以上の高齢者ということで３月末

までには６５歳以上の方を接種を目指してやって

いきたいなと。それで４月以降は６５歳以下とい

うことで順を追って７月末までに段階的に接種し

ていきたいなという考えでございますので、御理

解いただければと思います。 

○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。 

 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。 

 承認第３号専決処分の承認を求めることについ
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て、これを承認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、これを承認することに決定い

たしました。 

 暫時休憩いたします。 

午後 ３時１２分 休憩 

───────────── 

午後 ３時２５分 再開 

○議長（木下 敏） 休憩前に引き続き、再開い

たします。 

  ─────────────────── 

 日程第５ 

  議案第４６号 地域福祉施設の設置に関す 

る条例の一部改正について 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第５ 議案第４６号地

域福祉施設の設置に関する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。 

 生涯教育課長。 

○生涯教育課長（竹内圭介） それでは、議案第

４６号地域福祉施設の設置に関する条例の一部改

正について、提案説明申し上げます。 

 主な改正内容につきましては、議案関係資料で

御説明いたしますので、１ページの資料１、地域

福祉施設の設置に関する条例の一部を改正する条

例の概要を御覧願います。 

 １の改正理由でございますが、現在使用してい

る東大沼地区生活館に替わり、廃校となっている

七飯町立東大沼小学校校舎を新たに東大沼会館と

して設置することに伴い、地域福祉施設の設置に

関する条例の一部を改正するものでございます。 

 次に、２の改正内容についてでございますが、

主な改正内容は、地域福祉施設の名称及び位置を

改めるものでございます。 

 ３の施行期日として、この条例は令和４年３月

１日から施行するものでございます。 

 ただし、準備行為の規定につきましては公布の

日から施行するものでございます。 

 ４の準備行為としまして、施行日前において東

大沼会館の設置等に係る手続、その他準備行為を

行うことができるよう規定を設けるものでござい

ます。 

 ５の経過措置として、改正前の東大沼地区生活

館の令和３年度における支出につきましては、出

納閉鎖期間である令和４年５月３１日までの間に

限り、なお従前の例によるものとするものでござ

います。 

 新旧対照表につきましては、２ページに添付し

てございますので、御参照願います。 

 提案説明は以上でございます。御審議賜ります

ようよろしく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。 

 若山雅行議員。 

○１５番（若山雅行） ３点ほどちょっと確認さ

せてください。 

 東大沼小学校、これ再活用というか利用をどう

するかということでちょっと検討した時期があり

ましたけれども、これは体育館も含めて全部がこ

の新しい施設ということになるのかどうか、その

一部を利用して残りはまた利用を考えるのかどう

か、そこのところを一つと、こういうふうに移し

たときに、初期費用として何か設備を直すための

費用のようなものが、補正予算にも何か上がって

いないようなのですけれども、何かかからないの

かどうか、その心配がちょっとあるのと、あと

残った軍川小学校と大沼小学校、この活用につい

ては何か進展がないのかどうか、情報として提供

いただきたいなと思います。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 生涯教育課長。 

○生涯教育課長（竹内圭介） それでは、ただい

ま御質問があった点の最初の２点のほう、私のほ

うから答弁をさせていただきます。 

 まず、東大沼小学校のこちらの校舎の利用でご

ざいますけれども、地域の会館として利用する部

分については一部分の利用を予定をしておりま

す。そのほか普通教室の部分ですとか、体育館の

ほかの部分につきましてはまだ利用がはっきり決

まっていないので、一部の利用ということで御理

解いただきたいと思います。 

 なお、費用につきましてですけれども、こちら
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の利用に当たっての費用につきましては、３月か

らの利用を予定しておりますので、今回この後の

補正予算のほうに３月分の１か月間の経常経費と

いうことで、その部分について予算計上させてい

ただいております。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 政策推進課長。 

○政策推進課長（中村雄司） 大沼地区の小学校

等の利活用の関係でございますが、令和元年に地

域の説明会をやった後、コロナの影響もあってな

かなか地域のほうには説明はできておりません

が、内部のほうで今進めております。ただ、今お

示しできる状況にはまだ至っていないというとこ

ろでございますので、御理解のほうどうぞよろし

くお願いいたします。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 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４６号地域福祉施設の設置に関する条例

の一部改正について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６ 

  議案第４７号 七飯町国民健康保険条例 

の一部改正について 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第６ 議案第４７号七

飯町国民健康保険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。 

 住民課長。 

○住民課長（清野真里） それでは、議案第４７

号七飯町国民健康保険条例の一部を改正する条例

について、提案説明申し上げます。 

 改正する内容につきましては、お手元に配付さ

れております議案関係資料の３ページ、資料３の

七飯町国民健康保険条例の一部を改正する条例の

概要を御覧願います。 

 １の改正理由といたしまして、令和４年１月１

日より産科医療保障制度が見直され、当該制度の

掛け金が１万６,０００円から１万２,０００円に

引き下げられること及び社会保障審議会医療保険

部会の議論の整理において、少子化対策としての

重要性に鑑み、出産育児一時金等の支給総額につ

いて４２万円を維持するべきとされたことを踏ま

え、健康保険法施行令等の一部を改正する政令が

公布されたことから、七飯町国民健康保険条例の

一部を改正するものでございます。 

 次に、２の改正内容といたしまして、第６条第

１項に規定する出産育児一時金の支給額及び同項

ただし書き中に規定する上限として、加算する金

額を改めるものでございます。 

 次に、３の施行期日といたしまして、この条例

は、令和４年１月１日から施行するものでござい

ます。 

 次の４の経過措置といたしまして、この条例の

附則に経過措置として、改正後の七飯町国民健康

保険条例の規定は、この条例の施行の日以後に出

産した被保険者に係る出産育児一時金について適

用し、同日前に出産した被保険者に係る出産育児

一時金については、なお従前の例による規定を設

けるものでございます。 

 新旧対照表につきましては、次の４ページ資料

４に添付してございますので、御参照願います。 

 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。 

 若山雅行議員。 

○１５番（若山雅行） すいません、１点だけ。 

 いい機会なのでちょっと確認させてもらいたい

のですけれども、この産科医療保障制度を利用し

ている出産育児一時金、これセットでそういう病

院を使えばその分プラスという形のようなのです

けれども、それってどのぐらいの割合なのでしょ

うか。１００％今そうなのでしょうか。その辺の
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数次的なものを、もし分かれば教えていただきた

いなというふうに思います。もし全部そうであれ

ば支給額が全く変わらないので、条例の中身は変

わるけれども、変わらないであれなのですけれど

も、そこでちょっと教えてください。 

○議長（木下 敏） 住民課長。 

○住民課長（清野真里） それではお答えいたし

ます。 

 現在ほとんどの産院等が加入してございます。

ただ、一部加入していないところが、実質ないこ

とは事実でございますので、そのパーセンテージ

と件数というのはこちらで押さえておりませんの

で、御理解のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（木下 敏） 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４７号七飯町国民健康保険条例の一部改

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７ 

  議案第４８号 七飯町公共下水道条例の 

一部改正について 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第７ 議案第４８号七

飯町公共下水道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。 

 上下水道課長。 

○上下水道課長（笠原泰之） それでは、議案第

４８号七飯町公共下水道条例の一部改正につい

て、提案説明申し上げます。 

 主な改正する内容につきましては、議案関係資

料で御説明させていただきます。議案関係資料５

ページをお開き願います。 

 七飯町公共下水道税例の一部を改正する条例の

概要でございます。 

 まず最初に、１の改正理由でございますが、令

和２年７月に国土交通省から事務連絡があり、令

和７年度以降、供用開始から３０年以上経過して

いるにも関わらず使用量単価が１立方メートル当

たり１５０円未満であり、１５年以上下水道使用

料の改定を行っていない場合は、社会資本整備総

合交付金の重点配分の対象としない旨の内容であ

り、当町下水道使用料は現在１立方メートル当た

り１２２円となっており、これに該当します。 

 また、下水道事業会計は令和２年度から地方公

営企業法の全部適用となり、令和２年度決算にお

いては営業損失を生じていることから、下水道使

用料を改正することで一般会計からの繰入額を圧

縮させ経営改善を図るため、七飯町公共下水道条

例の一部を改正するものです。 

 次に、２の改正内容でございますが、これは消

費税抜きの金額で表のとおりとなっております。

基本水量につきましては、現在の８立方メートル

から２立方メートル減の６立方メートルとなりま

す。また、基本料金については現在の１,０００

円から１００円減額し９００円となります。 

 従量料金については、七飯・大沼処理区は現在

の１２０円から３０円増額し１５０円となりま

す。 

 改定により２０立方メートル使用した場合の下

水道使用料は３,０００円、消費税を含むと３,３

００円となり、これを２０立法メートルで割り返

した使用料単価は１立方メートル当たり１５０円

で、国土交通省からの事務連絡の基準を満たすこ

ととなります。 

 最後に、３の施行期日でございますが、この条

例は、令和４年１０月１日から施行するものでご

ざいます。 

 なお、新旧対照表につきましては、６ページに

記載されておりますので、御参照願います。 

 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） 
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○議長（木下 敏） 質疑を終わります。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議案となっております議案第４８号七

飯町公共下水道条例の一部改正については、詳細

な審査を要することから、経済産業常任委員会に

付託し、併せて閉会中の継続審査としたいと思い

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、本案は、経済産業常任委員会に付託

し、併せて閉会中の継続審査とすることに決定い

たしました。 

  ─────────────────── 

 日程第８ 

  議案第４９号 財産の取得についての議 

決の一部変更について 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第８ 議案第４９号財

産の取得についての議決の一部変更についてを議

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４９号財産の取得についての議決の一部変更に

ついて、提案説明いたします。 

 令和３年第２回七飯町議会定例会において議決

された財産の取得についての議決の一部を次のと

おり変更することについて、議会の議決に付すべ

き契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３

条の規定により、議会の議決を求めるものでござ

います。 

 議決を受けた財産の取得につきましては、議案

第３３号総合行政情報システム機器でございま

す。 

 ２の変更理由といたしましては、新型コロナウ

イルス感染症の影響に伴う世界的な電子部品及び

生産財供給の逼迫により、取得しようとする印刷

機の生産に必要な部品調達に大きな支障を来して

いることから、これらの印刷機の取得を後年度に

変更するものでございます。 

 ３の変更しようとする財産の名称及び数量は、

変更前につきましては、キャノンレーザープリン

タＬＢＰ４４３ｉ１５台、５５０枚ペーパー

フィーダＰＦ－Ｆ１３０台。変更後につきまして

は、これらの機械をゼロ台にするものでございま

す。 

 ４の取得金額につきまして、変更前は２,７２

８万円に北海道市町村備荒資金組合が設定する利

率で計算された利子分を加算した額、変更後につ

きましては２,３５１万８,０００円に北海道市町

村備荒資金組合が設定する利率で計算された利子

分を加算した額となります。 

 提案説明は以上となります。よろしく御審議賜

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。 

（「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４９号財産の取得についての議決の一部

変更について、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９ 

  議案第５０号 七飯町公の施設に係る指 

定管理者の指定について 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第９ 議案第５０号七

飯町公の施設に係る指定管理者の指定についてを

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５０

号七飯町公の施設に係る指定管理者の指定につい

て御説明申し上げます。 

 七飯町公の施設に係る指定管理者の指定手続等

に関する条例第４条の規定により指定管理者の候

補者を選定したので、地方自治法第２４４条の２
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第６項の規定に基づき議会の議決を求めるもので

ございます。 

 初めに、１、指定管理者に管理を行わせる公の

施設の名称及び位置でございますが、施設の名称

は、七飯町さくら共同作業所。施設の位置は、亀

田郡七飯町鳴川１丁目２番６号でございます。 

 次に、指定管理者となるべき団体の住所、名称

及び代表者氏名でございますが、住所、亀田郡七

飯町鳴川１丁目２番６号。団体の名称は七飯町身

体障害者福祉協会。代表者氏名、会長池田伸二氏

でございます。 

 次に、３、管理を行わせる期間でございます

が、令和４年４月１日から令和７年３月３１日ま

での３年間でございます。 

 続いて、議案関係資料７ページ、資料７、指定

管理者選定経過概要を御覧ください。 

 選定経過でございますが、本年８月２日に公募

を開始し、８月１６日に公募説明会を開催。説明

会には、七飯町身体障害者福祉協会の１団体が出

席されました。その後、応募登録の申し込み期限

である８月２３日までに七飯町身体障害者福祉協

会が登録し、９月２４日の申請書提出期限までに

七飯町身体障害者福祉協会が指定管理者指定申請

書を提出してございます。 

 １０月４日に選定委員会を開催し、提出書類及

びヒアリングによる審査を行い、評価が行われた

結果、５００点満点中３７０.４点の評価とな

り、指定管理者の候補として選定し、このたび提

案させていただいたものでございます。 

 また、本定例会に御提案させていただいている

議案第６４号令和３年度一般会計補正予算の第３

表、債務負担行為補正に指定管理料を３か年で総

額１,０９５万９,０００円を計上させていただい

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

のほど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。 

 横田有一議員。 

○１番（横田有一） 前回のとき、身体障害者協

会が任意団体ならまずいので、今後新しくなると

きには何らかのＮＰＯか何かにしますよというふ

うに指導しますよというような話だったのだけれ

ども、その辺はどうなのですか。 

○議長（木下 敏） 福祉課長。 

○福祉課長（村山德收） 前回、今も指定管理の

部分でございますが、その提案の際の御質問と記

憶してございますが、前回の指定管理のときに御

質問の中で身体障害者福祉協会が法人格を有して

いないというところでございました。 

 そして、いろいろ福祉協会のほうにも確認、提

案等はさせていただいたのですが、福祉協会のほ

うについては年々会員も高齢化し、事務局の人間

も７０近い年齢ということで会員も減っていると

いうことで、なかなか法人を立ち上げてそれを定

款作ったり総会やったりという形のものが厳しい

というところでございました。その中で、人格な

き社団というところで俗に言う法人格を持たない

活動している団体というところの部分でも活動と

してやっていきたいというところでございます。 

 この人格なき社団というのは、例えば町内会連

合会であったりとか、そういう式の団体も含まれ

た団体というところでございます。また、そうい

うところもいろいろな部分の手続等何か支障ある

のかと、こういう受託をして支障あるのかという

ところも調べさせていただきましたが、特に支障

はないというところで判断させていただいたとい

うところでございますので、町といたしましては

働きかけはしましたが、なかなか団体のほうが法

人化できないという回答でございましたので、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） ほか質疑ございませんか。 

 若山雅行議員。 

○１５番（若山雅行） 資料のほうに載っている

評価点、５００点満点で評価している点数が載っ

ているのですけれども、これ参考のために、前回

は何点で上がっているのか横ばいなのか下がって

いるのか、もし資料が手元にあれば教えていただ

ければなと思います。 

○議長（木下 敏） 福祉課長。 

○福祉課長（村山德收） それでは、前回いま現

在指定管理を受けているときの点数と今回の点数

平均点でございますが、５００点中３７０.４と

いうところでございます。前回は３７４.０８と
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いう結果でございましたので、４点ほど下がって

いるという状況でございます。 

 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） 若干ですけれども点数下

がっているのです。これは特に内容をどうこうす

るようなレベルのものではないというようなこと

なのでしょうか。評価の仕方がよく分からないの

であれなのですけれども、そこのところをちょっ

と教えてください。 

○議長（木下 敏） 福祉課長。 

○福祉課長（村山德收） この平均点、若干下

がったのですけれども、ヒアリング、提出書類見

させていただきましたが、今年とか去年とか若干

コロナとかの関係で活動が減ってきていたのが大

きいのかなと思いますので、さほど支障はないの

かなというレベルでございます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） ほか、質疑ございません

か。 

（「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５０号七飯町公の施設に係る指定管理者

の指定について、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。 

  ─────────────────── 

 日程第１０ 

  議案第５１号 七飯町公の施設に係る指 

定管理者の指定について 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第１０ 議案第５１号

七飯町公の施設に係る指定管理者の指定について

を議題といたします。 

 提案説明を求めます。 

 農林水産課長。 

○農林水産課長（村上宏樹） それでは、議案第

５１号七飯町公の施設に係る指定管理者の指定に

ついて提案説明申し上げます。 

 七飯町公の施設に係る指定管理者の指定手続等

に関する条例第４条の規定により指定管理者の候

補者を選定したので、地方自治法第２４４条の２

第６項の規定に基づき議会の議決を求めるもので

ございます。 

 初めに、指定管理者に管理を行わせる公の施設

の名称及び位置になります。施設名称、七飯町集

出荷予冷施設。施設の位置、亀田郡七飯町字中島

３４２番地３。 

 次に、指定管理者となるべき団体の住所、名称

及び代表者氏名になりますが、住所は、北斗市本

町１丁目１番２１号。名称、新函館農業協同組

合。代表者氏名、代表理事組合長、横道重人氏で

ございます。 

 管理を行わせる期間でございますが、令和４年

４月１日から令和７年３月３１日までの３年間で

ございます。 

 続いて、議案関係資料７ページをお開きくださ

い。資料７、指定管理者選定経過概要について御

説明申し上げます。 

 公募につきまして８月２日から開始され、公募

説明会は、８月１６日に開催し、新函館農業協同

組合１社が参加され、午前１１時から開始してお

ります。応募登録の申し込み期限であります８月

２３日までに同じく新函館農業協同組合から応募

登録の申込みがありました。指定管理者指定申請

書の提出については、提出期限が９月２４日で応

募登録の申込みのあった新函館農業協同組合１社

から申請書の提出がありました。 

 この申請を受け指定管理者選考委員会が１０月

４日に開催され、新函館農業協同組合から提出さ

れた書類及びヒアリングにより審査を行い、評価

した結果、５００点満点中３８８.９点の評価で

あったことから、指定管理者の候補者として選定

し、今回御提案させていただいたものでございま

す。 

 提案説明は以上でございます。よろしく御審議

のほどお願い申し上げます。 
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○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５１号七飯町公の施設に係る指定管理者

の指定について、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。 

  ─────────────────── 

 日程第１１ 

  議案第５２号 南渡島消防事務組合規約 

の変更について 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第１１ 議案第５２号

南渡島消防事務組合規約の変更についてを議題と

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５２号南渡島消防事務組合規約の変更について

提案説明いたします。 

 お手元に配付の議案関係資料８ページをお開き

ください。資料８といたしまして、南渡島消防事

務組合規約の変更についての概要です。 

 １、変更理由。 

 北斗市、七飯町及び鹿部町で構成する南渡島消

防事務組合職員の人事管理及び人件費の一元化に

関する経費の負担における構成市町間の協議がま

とまったことから、南渡島消防事務組合規約を変

更することについて、議会の議決を求めるもので

ございます。 

 ２の変更内容といたしましては、第１４条の２

項中第３号を第４号とし、第２号の次に第３号と

して「消防職員の人件費を職員割とする」規定を

加えるものでございます。 

 次に、３の施行期日でございます。 

 この規約は、令和４年４月１日から施行しま

す。 

 ４、経過措置につきましては、この規約の附則

に経過措置として、令和９年までの間は新たな経

費負担の割合を緩和するため、共通経費に係る人

件費割合は現行のままとし、構成市町の協議によ

り定めるものとする規定を設けるものでございま

す。 

 次の９ページに資料９といたしまして新旧対照

表を添付しておりますので、御参照ください。 

 提案説明は以上となります。よろしく御審議賜

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。 

（「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５２号南渡島消防事務組合規約の変更に

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。 

  ─────────────────── 

動 議 の 提 案           

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） この際、お諮りいたしま

す。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○３番（平松俊一） 動議の提案があります。 

○議長（木下 敏） 今やりますか。明日もでき

るけれども。 

 まず、どのような動議ですか。 

○３番（平松俊一） 一般質問中で大中山小学校

のプロパンに関するやり取りの中で、今まで我々

が説明受けてきた内容とは違う、もしくは疑義が

持たれる件が幾つかありました。 

 それで、設計及び設備工事及び業者の決定に関

する調査特別委員会の設置を求めたいと思いま
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す。 

○議長（木下 敏） 賛成者はいますか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） それでは、賛成者がいます

ので動議を文書で提出してください。 

 暫時休憩しまして、議会運営委員会を開催いた

します。 

午後 ３時５６分 休憩 

───────────── 

午後 ４時５３分 再開 

○議長（木下 敏） 休憩前に引き続き、再開い

たします。 

  ─────────────────── 

時 間 延 長 の 議 決           

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 平松俊一議員の動議につい

て、議会運営委員長の報告を求めます。 

 川上委員長。 

○議会運営委員長（川上弘一） 平松議員からの

動議につきまして、議会運営委員会において協議

いたしました結果、特別委員会設置に関する決議

の書面の精査が必要なことから、本日の会議を時

間延長したいと思います。 

 以上、報告といたします。 

○議長（木下 敏） ただいま議会運営委員会の

報告にありましたとおり、会議規則第８条第２項

の規定により、本日の会議時間は議事の都合によ

りあらかじめ延長いたします。 

 まだ議会運営委員会が暫時休憩中ですので、ま

た暫時休憩しまして、議会運営委員会で動議の調

整をしたいと思いますので、よろしくお願いいた

します。 

 また、町理事者側、今回は今動議ということで

議会側の案件で議題でありますので、管理職の

方々には退席してもらい、町長、副町長、教育長

だけに出席してもらうという取扱いにしたいと思

いますが、よろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） それでは、そういうこと

で、暫時休憩いたします。 

午後 ４時５５分 休憩 

───────────── 

午後 ５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。 

  ─────────────────── 

追 加 日 程 の 議 決           

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） ただいま平松俊一議員から

の特別委員会設置に関する決議の動議が提出され

ました。 

 この動議は所定の賛成者がありますので、成立

いたしました。 

 特別委員会設置に関する決議の動議を日程に追

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ついて採決を行います。 

 採決は起立により行います。 

 お諮りいたします。 

 この動議を日程に追加し、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、この動議を日程に追加し、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

ことは可決されました。 

  ─────────────────── 

 追加日程第１ 

  発議案第１２号 特別委員会設置に関す 

る決議 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 追加日程第１ 特別委員会

設置に関する決議の動議を議題といたします。 

 提案説明を求めます。 

 平松俊一議員。 

○３番（平松俊一） 遅い時間に申し訳ありませ

ん。 

 本日の一般質問のやり取りの中で多々疑義が出

ましたので、特別委員会の設置を要求したところ

であります。 

 設置の目的は、ここに書かれております大中山

小学校プロパンガス導入に関する設計の内容、設

備工事の内容、プロパン納入業者決定の経緯につ

いて詳細な調査が必要と思われましたので、提案
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いたしました。 

 賛同者１人を得まして成立をしていると思いま

す。それで特別委員会は議長を除く１６名を構成

員として審議を進めていただきたいと思いますの

で、よろしくお願いをいたします。 

 それでは、発議案第１２号特別委員会設置に関

する決議。 

 表記の発議案を会議規則第１３条第１項及び第

２項の規定により、別紙のとおり提出いたしま

す。 

 令和３年１２月８日七飯町議会議長、木下敏

様。 

 提出者、七飯町議会議員、平松俊一。賛成者は

同じく町議会議員、横田有一であります。 

 特別委員会設置に関する決議。 

 次のとおり特別委員会を設置する。 

 １、名称。大中山小学校プロパンガス導入に関

する調査特別委員会。 

 ２、設置の目的。大中山小学校プロパンガス導

入に関する設計の内容、設備工事の内容、プロパ

ン納入業者決定の経緯について調査をするためで

あります。 

 構成人員は、議長を除く１６名。 

 活動期間としては、調査が終了するまで閉会中

も継続して調査を行うという提案であります。 

○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。 

 これより討論を許します。 

 若山雅行議員。 

○１５番（若山雅行） それでは、大中山小学校

プロパンガス導入に関する調査特別委員会設置に

賛成する立場から意見を述べます。 

 一人の議員が問題点を解明するため、特別委員

会の設置を提案いたしました。 

 問題がありやなしや精査をしなければ分からな

いのではないかと考えます。これまで何度も同じ

問題が取り上げられました。今回新しい説明も

あったようです。 

 したがって、特別委員会を立ち上げて精査を行

い、しっかりと決着をつけることが必要ではない

かと考えます。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） ほか討論ございませんか。 

 澤出明宏議員。 

○１１番（澤出明宏） 私は反対の立場から立論

したいと思います。 

 今回質問が出まして、特別委員会に発展しそう

な話になってきているわけですけれども、これに

関しましては、従来から予算が通り、決算が通り

民生文教常任委員会でももまれた内容でありまし

て、報告もなされております。 

 例えば、今回出た新規、新規性と言えるかどう

か分からないのですけれども、物事はやっぱりこ

ういう委員会というような新規性の何か疑義が

あった場合に、立ち上げられるべきものと私考え

ております。この新規性については、例えばこう

いったことが出ていました。 

 ジョイントベンチャーの企業があって、それか

らイワタニというガス会社があって、それに類す

る業者に仕事が下りていったところで、そこで随

契だからということの説明がなされていなかった

という話だったのですが、私これ民文の中で聞い

た記憶がございますし、これについて何ら新規性

はないのかなと。 

 あと配管工法ですけれども、配管工法の善し悪

しというものについてやっていった場合に、ほと

んどの工事、自分の知っている工法と違うからこ

れは違法だとかという話になっていくと、全件そ

れをやらなければならないものと、含めまして、

こういう形で委員会を立ち上げるだけの新規性と

いうか、もう予算・決算やり、その配管に関して

は不具合がいま現在出ているわけでもなく、そう

いった状況の中で１６人の議員を動かし、結果が

出るまでやった結果、何も出ないということもあ

り得るわけであって、そういう経済的な面でもい

ろいろな面でもいかがなものかというふうに私は

考えますので、こちら決を採るわけですからいろ

いろな考え方あるでしょうから、否定はいたしま

せんが、私は今までの流れの中でこの委員会を立

ち上げる必要はないと、そういうふうに考えてお

ります。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） ほか、討論ございません
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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。 

 特別委員会設置に関する決議に賛成の議員の起

立を求めます。 

（「賛成者起立」） 

○議長（木下 敏） 起立少数であります。 

 よって、本動議は否決されました。 

  ─────────────────── 

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。 

  ─────────────────── 

延 会 宣 告           

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 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。 

 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 ５時４９分 延会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


