
－43－ 

平成２９年余市町議会第３回定例会会議録（第２号）

開 議  午前１０時００分 

延 会  午後 ２時４８分 

〇招 集 年 月 日             

  平成２９年９月１４日（木曜日）      

〇招 集 の 場 所             

  余市町議事堂               

〇開 議             

  平成２９年９月１５日（金曜日）午前１０時 
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  余市町議会議長  ６番 中 井 寿 夫 
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      〃     １４番 大 物   翔 
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      〃     １７番 茅 根 英 昭 

      〃     １８番 溝 口 賢 誇 

〇欠 席 議 員  （０名）        

 〇出 席 者             

  余 市 町 長  嶋     保 

    副    町    長  鍋 谷 慎 二 

    総  務  部  長  前 坂 伸 也 

  総 務 課 長  須 貝 達 哉 

  企 画 政 策 課 長  滝 上 晃 一 

  地 域 協 働 推 進 課 長  笹 山 浩 一 

  財 政 課 長  髙 橋 伸 明 

  税  務  課  長  堀 内   学 

  民 生 部 長  須 藤 明 彦 

  町 民 福 祉 課 長  上 村 友 成 

  高 齢 者 福 祉 課 長  増 田 豊 実 

  保 健 課 長  濱 川 龍 一 

  環 境 対 策 課 長  秋 元 直 人 

  経 済 部 長  小 林 英 二 

  農 林 水 産 課 長  細 山 俊 樹 

  商 工 観 光 課 長  阿 部 弘 亨 

  建 設 水 道 部 長  久 保   宏 

  建 設 課 長  高 橋 良 治 

  まちづくり計画課長  亀 尾 次 雄 

  下 水 道 課 長  近 藤   勉 

  水 道 課 長  渡 辺 郁 尚 

会計管理者（併）会計課長  山 本 金 五 

  農業委員会事務局長  中 村 利 美 
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  教 育 部 長  小 俣 芳 則 
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  社 会 教 育 課 長  松 井 正 光 

  選挙管理委員会事務局長  小 林 広 勝 

  監 査 委 員 事 務 局 長  澤 辺 成 徳 

〇事務局職員出席者            

  事  務  局  長  杉 本 雅 純 

  書         記  阿 部 航 大 

  書         記  細 川 雄 哉 

〇議 事 日 程            

  第 １ 一般質問             

開 議 午前１０時００分 

〇議長（中井寿夫君） ただいまから平成29年余

市町議会第３回定例会を再開いたします。 

 ただいまの出席議員は18名です。 

 よって、定足数に達しましたので、会議は成立

いたしました。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第１、昨日に引き続

き一般質問を行います。 

 順次発言を許します。 

 発言順位３番、議席番号４番、岸本議員の発言

を許します。 

〇４番（岸本好且君） 平成29年余市町議会第３

回定例会に当たり、さきに通告いたしました１件

につきまして質問をいたします。町長におかれま

しては、答弁のほうよろしくお願いをいたします。 

 件名、河川の水位計の設置状況と情報収集につ

いて。道内で短時間に強い雨が降る頻度が30年前

の３倍以上に増加しているということがわかりま

した。札幌管区気象台によると、主な要因は地球

温暖化と見られ、もともと冷涼で豪雨が少なかっ

た北海道にその影響が顕著にあらわれていると指

摘されています。道内の河川のインフラは、本州

に比べ少ない降水量を前提に設計されており、今

後も気象変化で豪雨がふえる可能性があり、道内

においても災害対策がますます重要と専門家は警

鐘を鳴らしています。 

 短時間の強雨とは、１時間に50ミリ以上80ミリ

未満の滝のように流れる非常に激しい雨で、屋外

は水しぶきで白っぽくなり、都市部ではマンホー

ルから水があふれる強さと言われています。80ミ

リ以上は強烈な雨と表現され、人によっては息苦

しさや恐怖を感じる場合があります。 

 昨年、史上初めて４つの台風が相次いで北海道

に上陸し、うち最大の被害を出した台風10号の最

接近から１年がたちました。全国で毎年のように

豪雨災害が起きている中、道内においても短時間

豪雨が頻発している現状を直視しなければならな

いと考えます。近年は、平均で月１回道内のどこ

かの地点で強雨が観測されている計算になりま

す。本町もいつ強雨に直面するかわかりません。

昨年夏の連続台風では、16日間のうち１時間に

50ミリ以上の雨が７日ありました。大半を占める

中小河川は、大規模河川よりも水位が急上昇しや

すく、局所的な豪雨が続くと被害が拡大するケー

スがふえております。死者、行方不明者６名を出

した昨年夏の台風の教訓を私たちは決して風化さ

せてはなりません。 

 ことし７月、小樽市を初め道内６地点で１時間

当たりの降水量が観測史上最大を記録しました。

同じく７月に発生した九州北部地方の大雨のよう

に線状の降水帯が一定地域に数時間停滞すること

で大雨をもたらす集中豪雨や、大雨や洪水の注意

報、警報が発表される状態でなくても突然の激し

い雨で河川や水路が短時間で増水し、急激な状況

変化を引き起こすゲリラ豪雨の発生は、道内でも

増加傾向にあります。しかし、各自治体が避難勧

告や避難指示の判断基準の一つとなる水位計の設

置が不十分であることがわかりました。昨年の台

風で堤防の決壊や氾濫が起きた道管理河川の６割

に水位計がなかったことが道の調査で明らかにな
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りました。実際水位計がない河川が増水し、国道

にかかる橋が崩落したケースが起きています。台

風シーズンに限らず、いつ発生するか予測がつか

ない強雨に対し、河川の水位計は必要不可欠です。

以下、余市町の水位計設置の実態と増水に対する

情報収集について町長にお聞きをいたします。 

 １つ、道が管理している河川の水位計の設置状

況について。 

 ２、町が管理している河川の水位計の設置状況

について。 

 ３、河川の水位計の設置基準について。 

 ４、簡易型水位計の設置状況について。 

 ５、水位計の代替手段による情報収集の実態に

ついて。 

 ６、隣接する仁木町、赤井川村との情報収集の

連携について。 

 以上、答弁のほうよろしくお願いをいたします。 

〇町長（嶋  保君） ４番、岸本議員のご質問

に答弁申し上げます。 

 河川の水位計については、河川の水位を自動観

測したデータを無線送信する装置で、河川の水位

情報は、急激な河川の増水や氾濫等に対する水防

活動や住民避難の判断材料につながるものであ

り、防災面で大変重要な情報と認識しております。 

 ご質問の道が管理している河川の水位計の設置

状況ですが、町内を流れる北海道が管理する２級

河川は７河川あり、そのうち余市川、ヌッチ川、

フゴッペ川の３河川について水位計が設置されて

おります。余市川については、上流部、余市川都、

中流部、余市川然別、下流部、余市川鮎見橋の計

３カ所に設置されており、ヌッチ川とフゴッペ川

については、それぞれ１カ所に設置されておりま

す。これらの河川における水位の上昇ぐあいを掌

握することは、住民避難の必要性を判断する上で

も非常に重要な情報源となっており、町としても

こうした基準水位を把握していくことは重要なこ

とと認識しております。 

 次に、町が管理している河川の水位計の設置状

況については、本町が管理している河川のうち余

市川に係る内水対策のための排水機場やゲートポ

ンプ場に水位計が設置されており、水位計の監視

システムにより余市川につながる町河川の水位の

状況が把握可能となっております。 

 次に、河川の水位計の設置基準ですが、明確な

設置基準はなく、水防法の規定により都道府県が

管理する２級河川のうち、洪水により相当な損害

が生ずるおそれがある河川を水位周知河川に指定

し、避難の目安となる特別警戒水位を定め、管理

者である北海道が優先順位をつけて水位計を設置

していると伺っております。 

 次に、簡易水位計の設置状況ですが、現時点に

おける北海道及び町が管理している河川への設置

はありませんが、昨今全国的にも局地的な大雨が

記録されている中、氾濫のおそれのある河川の監

視という部分で有効と考えられることから、北海

道においては昨年夏の台風被害で氾濫した河川へ

簡易型水位計を設置する方針であると伺っており

ます。 

 次に、水位計の代替手段による情報収集の実態

についてですが、現在の大雨時の対応としては、

町内パトロールを実施する中で職員が目視等によ

り河川護岸等の天端から水位等の確認をしており

ます。 

 次に、隣接する町村との情報収集の連携ですが、

現在水位計を設置している河川の情報について

は、国土交通省の川の防災情報により水位の状況

をリアルタイムに確認することが可能となってお

ります。本町の中心を流れる余市川については、

隣接する仁木町及び赤井川村が上流部に位置して

おりますが、川の増水が見込まれる場合には川の

防災情報により水位を確認するとともに、各町村

における目視等による情報の収集を行うなど、引

き続き市町村間の連携を図ってまいります。 

〇４番（岸本好且君） 再質問させていただきま



－46－ 

す。 

 今回河川の水位計の質問をしたのは、当然最近

異常気象によって起きていることもそうなのです

けれども、ここ数年やっぱり水害がさま変わりし

てきて、きのうも大物議員からも話がありました

けれども、我々小さいころ、30年、40年、もっと

前、50年ぐらい前のときは、比較的小さな河川が

整備されていないということもあるのですけれど

も、そのころは大きな川においても氾濫をしたと

いうことは記憶にあります。そういうことは結構

ありました。しかし、20年ぐらい前といいますか、

平成に入って国の管理している１級河川の水害よ

り都道府県もしくは市町村が管理している中小河

川の水害のほうが被害が多くなって、今では全体

の９割を占めているということになっているよう

です。ちょっと古い数字ですけれども、平成20年

から24年、この５年間で家屋や農地その他被害額

が年間平均で2,480億円。人的被害も年々多くなっ

ていますし、その被害がこれまで比較的少なかっ

た北海道でも起きたと。それが昨年夏の道東の被

害、大水害です。幸いに余市は、この数年大きな

水害は起きておりません。起きていないから、逆

に今だからこそ現在町内を流れている中小河川の

水位計にかわる、水位計はもちろんそうなのです

けれども、それにかわる情報収集についてこれで

いいのかどうか点検、整備する必要があるという

意味で質問しましたので、以下項目ごとに何点か

質問させていただきます。 

 １点目の道が管理している河川の水位計、７河

川あるということで、余市川、ヌッチ川、フゴッ

ペ川については設置されていると。ほかの４河川

についてはないということですけれども、この余

市川の上流、中流、下流が設置されて、ヌッチ川、

フゴッペ川については１カ所ずつということで答

弁がありました。それで、道が管理している河川

の水位計の設置状況は、全国的にも非常に低いこ

とがわかっています。全国では約2,100ぐらいある

みたいです。河川があって、そのうちの15％しか

水位計が設置されていないということで、北海道

はちょっと高くて18％ぐらい、そんなに変わらな

いのですけれども、されていないと。それに比べ

て国が管理している河川については、７割、８割

がもう設置されているということで、余市町の設

置状況は今の答弁でわかりましたけれども、町民

に対して氾濫しそうだと迅速に伝えるにはやっぱ

り余市川のように上流、中流、下流、これは川の

規模にもよるのですけれども、３カ所に設置する

のが非常に効果的ですし、ほかのヌッチ川、フゴ

ッペ川は１カ所ずつ、今ない４カ所についてもせ

めて１カ所は増設するような形で要請するのも必

要ではないかと思います。その辺見解をお聞きし

ます。 

 それから、２番目の町が管理している河川の水

位計設置状況、これは町管理の準用河川、それか

らそのほかの普通河川については、余市に限らず

ほとんど設置されていないのが圧倒的、それにか

わるものがポンプ場を含めてあるということなの

ですけれども、今回の九州の北部地方の水害を見

てもわかるように、１級河川は全く氾濫していな

い状況です。その支流、26ですか、支流があるの

ですが、それのほとんどが一斉に増水して氾濫が

起きたと。そして、犠牲者を37人も出してしまっ

たということがあります。余市町と地形や川の規

模も違うので、一緒にはならないと思うのですけ

れども、最近の例で比較的小さい川が増水、氾濫

しているということは間違いありませんので、小

さな川であっても水位を一刻も早く知って、増水

を予測するのが町民を守る意味で必要かなと思い

ます。今の実態でいいのかどうか、今後検討され

る余地があるのかどうか、見解をお聞きします。 

 それから、設置基準については特別なものがな

いという、特に町河川についてはないということ

ですが、道の基準の中に一定程度例えば過去に大

きな水害があった、あと防水上どうしてもつけな
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ければならないという場所、あと人的な被害が想

定されるという何か基準みたいなのがあるようで

すけれども、やっぱり市街地を流れる川が優先的

で、実際の山といいますか、上流の奥については

被害が想定されないので、必要がないという基準

みたいなものがあって、今それがいいのかどうか

ちょっとわかりませんけれども、市町村の場合は

水位計は別としてもそれに類するものを設置して

いかなければならないのではないかと思っていま

す。町管理の準用河川全部とは言いませんが、増

水や氾濫が予想される河川については、何らかの

措置は必要ではないかと思います。これについて

どうしても大きな川に目がいきがちなのですけれ

ども、余市町の実態を踏まえて、その辺の対応の

仕方について町長のお考えがあれば聞きたいと思

います。 

 それから、簡易水位計の設置状況なのですけれ

ども、これはないということです。これも私もち

ょっと調べたのですけれども、なかなか地域の実

態としては合わないという部分、実際町長が言わ

れた本来の水位計というのは観測データの送信だ

とかアンテナ、バッテリーとかきちんと備えてい

て、１基当たり4,000万円、メーカーによるかわか

りませんけれども、4,000万円ぐらいするというこ

とで、それに比べてこの簡易型水位計については

200万円前後と言われています。しかし、これも欠

点があって、小さいものですから大洪水の場合に

ついては流れてしまうだとか、通信にちょっと不

安定があって、使い勝手が悪いということがあっ

て余り人気がないこともあります。しかし、最近

は非常に改良されて、よくなっていると。それで、

これを自治体で、これは確かに経費がかかること

なのですけれども、それを取り入れるという、北

海道では清水町なんかが前向きに検討されている

みたいなので、そういうことも研究されることも

いいかなと思います。これは答弁はよろしいです

けれども、ちょっと調査研究してはどうかと思っ

ていますので、研究してみていただきたいと思い

ます。 

 ５つ目の代替手段の関係なのですけれども、担

当課のほうで雨が降って、その降り始めからきち

んとパトロールをして、目視で町内の河川につい

ては精力的に歩いているということは私も承知し

ております。また、研さんも職員の研修を含めて

きちんとやっているということはわかります。こ

の関係についてはこれ以上質問しませんけれど

も、今気象庁なんかでこの７月から新しいシステ

ムが入っています。余市がそれを採用しているか

ちょっとあれなのですけれども、リアルタイムで

地図で示すようになったものだとか、降水量をも

とに地面にたまった雨量を河川に流れ込んだとき

にそれを専門的に数値化して、きちんと避難勧告

や避難指示の発令基準に加えているという自治体

もこれは７月から始まった新システムの中ではあ

るように聞いています。そんな意味で、今回十勝

地方で大きな水害があったということで、向こう

の十勝の自治体では本当に前向きに考えているよ

うですので、余市町においても担当課のほうで研

究していただきたいと思います。この答弁もあれ

ばあれですけれども。 

 最後なのですけれども、隣接する仁木町と赤井

川の情報収集なのですけれども、余市川の場合、

上流のほうは赤井川、そして中流が仁木町、下流

に余市町ということで、余市町は海に面して、全

ての川が流れ込む下流地帯ということで、その意

味では記録的な大雨になった場合大量の水量が下

流であるこの余市町に流れ込んできます。上流の

雨の降り方や中流の増水の変化というのは、やっ

ぱりその意味から的確に把握することが非常に大

事ですし、ましてや余市は川に隣接している場所

は当然住宅もあります。それ以外に町の大切な地

場産業の果樹だとか農業ハウスだとか張りついて

います。そんなことで特に余市川の沿線について

は、もし氾濫、それにさっき言った道河川のヌッ
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チ川もそうですし、フゴッペ川もそうなのですけ

れども、特に余市川の３町村で連携してやってい

るというのはわかるのですけれども、何か取り決

めみたいなものはあるのでしょうか。これは防災

関係になると思いますけれども、水位の関係で、

こういう関係で何か赤井川、仁木、余市とそうい

うものが取り決めなんかしているものがもしあれ

ば教えていただきたいと思います。 

 以上、再質問いたしました。これは予想ですの

で、それまでしなくてもいいという考えも中には

あるかもしれませんけれども、町長がいつも言う

安心して住む余市町という意味では防災も含め

て、こういう予知を含めて、そういう整備という

のは絶対必要なものだと思いますので、その辺の

答弁方よろしくお願いしたいと思います。 

〇町長（嶋  保君） ４番、岸本議員の再度の

ご質問に答弁をさせていただきます。 

 まず、道が管理している部分でございます。議

員おっしゃられるように18％ほどということで、

非常にまだ低い状況となってございます。道東の

昨年の台風の水害被害等を含めて、道も財政的な

部分だけを言っていられないということで、先ほ

ど議員ご指摘の簡易型の水位計を含めて整備を急

ピッチで進めているというような状況も伺ってお

ります。私どもも余市川につきましては３カ所、

そしてフゴッペ川、ヌッチ川とありますけれども、

まだない部分もございますので、そういった部分

につきましては道にも要望していきたいというふ

うに思っているところでございます。 

 また、町河川の部分でございます。これにつき

ましては、１つ大きな部分は、排水機場５つでき

てからこれは水害のリスクがかなり減ったなとい

うふうに思っております。通常の部分であれば何

回も氾濫とか、余市川自体も河川改修されており

ますからあれですけれども、入ってくる部分が出

ていけないという部分で、あれがなければかなり

の回数がまだまだあったのかなというふうに思っ

てございますが、私も現場見ましたけれども、一

気にずうっと水位が下がっていくという部分でご

ざいまして、そしてそこで水位計がありますので、

そういった情報をもとに管理しているという部分

ございますが、まだまだ十分だとは言い切ること

はできませんが、そういった中ではやはり川のし

ゅんせつ等、毎年というか、雨降ればまずここが

という部分ございますので、そういった部分は順

次川のしゅんせつ、従前よりかなり頻度高くやっ

ているところでございまして、そしてまたその時

期、台風の時期となれば道河川についても先に下

流のほうから整備をしてください、草刈りだとか

木を刈ってくださいだとか、そういった部分は道

のほうにも申し入れをして、そしてまた町河川に

ついても建設課の職員が直営の部分を含めて草刈

り等備える作業をしているというところでござい

ますので、大規模な部分はできませんが、そうい

ったきめ細かな部分で今は対応しているというと

ころでございます。 

 また、近隣との関係でございます。これは、赤

井川、仁木等を含めてどうなったらどうだという

部分はございません。しかし、そういった川の情

報等のデータを見て、一定水位を超えればという

形の中での判断しながら、そしてまた電話連絡等

もやってございます。 

 それと、ことしの６月に、昨年の道東の大雨被

害等、台風被害等を踏まえて道としても何らかの

対策をしなければならないということで、後志総

合振興局管内でも河川減災対策協議会、これを設

置しております。これによって今まで独自に情報

のやりとりだとかあったものが協議会の中でこう

いう系統でやりなさいという形、今１回目の会議

に私も出席させていただきましたが、そういった

会議の中できちんとした組織立った中での連携を

しなさいという部分で作業を進めているところで

ございますので、ご理解のほどをお願い申し上げ

ます。 
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〇４番（岸本好且君） 少しずつでも体制をとっ

ていく、装置の部分もそうなのですけれども、そ

ういうハードとソフトのもので両方でやっていく

という、これはどこも各自治体苦労しているとこ

ろです。ですから、余市は最初に言いましたよう

に今起きていない、だからこそ今からやるという

のが絶対必要だと思っています。 

 きのうもきょうにかけて石狩市で避難指示とい

うのがあって、被害も相当出ているようですけれ

ども、かつては石狩川も50年、60年前は大氾濫し

て、大変な時代があったということで、50年たっ

てもやはりこういう自然災害というのは人間の力

が及ばないというところで、だからこそ特に人の

命にかかわることについては早目早目の予測、そ

れに機械に頼るものは頼る、あと目視で人でやれ

るものについてはきちんと今だからこそやってお

くというのが必要だと思っています。 

 もし余市が今の局所的な、秋雨前線が停滞して、

本当に２時間とか３時間の短い間で集中的に降っ

たら一気に増水してしまうというのは、これは間

違いないと思います。昨年同じ９月の定例会で私

は自然災害における本町の危機管理ということで

質問しております。町長からも前向きな答弁いた

だいておりました。そして、その背景といいます

か、平成17年に水防法が改正されています。今言

われた水位の情報周知、河川の指定や特別警戒水

位の設定などが改正されたということで、これが

余市町に該当するかちょっとわかりませんけれど

も、間違いなく最近起きている短時間に集中して

起きる雨の対応だと思っています。余市の町民も

雨が降ったときに川はどうなるのかという大変不

安であるという気持ちというのは、ほかの地域を

見て余市はどうだろうというのは町民はすごく不

安に感じていると思われますし、どうなのだろう

かということで、それは日常的に思っている町民

が多いと思いますので、そういうことも含めてこ

れから対応していかなければならないと思います

ので、その辺しっかりお願いしたいと思います。 

 町長は、さっき残っている道河川の４つですか、

要請していくということなのですけれども、それ

はどんどん要請していただきたいと思います。 

 ちょっと提案なのですけれども、その道河川で

ない余市町が管理している準用河川、その他の普

通河川について、これは小さい川なので、どこま

でやるかは別なのですけれども、先ほど目視担当、

これは町民の方も協力して目視で予測するという

こともすごく大事なことなのですけれども、まず

水位計がなければ、その判断ですから全然まちま

ちです。ですから、それってどうなのでしょうか。

基準はないまでも、例えばいつも川の水が農地に

入るという場所は大体決まっていますので、せめ

てそこに誰が見てもわかるような、これは機械で

はありません。実際ついているところもあります。

ＪＲの高架の線路なんかも全部そうなのですけれ

ども、余市独自で、予算はどれぐらいかかるかわ

かりませんけれども、そういうのを設置というの

は必要でないかと思うのですけれども、まずやれ

るのからやる。そして、先ほど草の話もありまし

た。確かにそういうところにつけることによって

きれいに見えるようにもすることにもつながりま

すので、あるところでは黄色で、これは縦でなく

て黄色で横に車両避難指示区域という明示して、

誰もがわかるようにして、それに水位が到達した

ら車の走行はしないということで徹底してやって

いる、これは本州なのですけれども、そういう地

域もありました。ぜひ余市町においても、今台風

シーズンに入ることもありますけれども、もう一

回小さな河川を点検、整備していくのが非常に大

事だと思いますので、町長も水害に対する思いを

ぜひしっかり受けとめて、今後対応していってい

ただきたいと思います。もし見解があればお願い

します。 

〇町長（嶋  保君） ４番、岸本議員の再度の

ご質問に答弁をさせていただきます。 
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 本当に最近いつどこで災害が起こるかわからな

いというふうに各地で大きな災害が起こっている

ところでございます。そういった中では、今気象

庁にしても、小樽開発建設部にしても、道庁にし

ても町長の携帯の電話番号を教えてくださいとい

う形の中で私の携帯の電話番号をお教えしており

ます。今まではそういうことなかったのですけれ

ども、最近やはりトップの判断ですぐ迅速な避難

なりなんなりをすると。従前は下から上がってき

て、担当者同士の部分からでございましたが、こ

のごろはそういった気象庁を含めてトップの判断

ですぐ迅速な判断をしてくださいというような話

になってございます。 

 そういった中では、私どもも最近雨の予報等、

警報等出たら、これは副町長とも話しているので

すけれども、空振りでもいいから、どんどん、ど

んどん、避難指示というのはないのですけれども、

避難所の設置だとかを含めて迅速に対応している

ところでございます。そういった中で、担当課の

地域協働推進課、さらには建設課においても警報

等出れば泊まり込みでやっていますし、そしてま

た建設課のほうでも土のうの準備等を含めて随時

やっているところでございます。そういった中で、

おかげさまで最近は大きな災害もございません。

これは、今いつ来るかというのはわかりませんの

で、そういった中ではこれら含めて対策に怠りの

ないよう対応をしていかなければならないという

ふうに思っているところでございます。 

 目視の部分、確かに標尺というのですか、これ

はＪＲ等の鉄橋の部分等にも配備をされていると

ころでございます。こういった中で、今建設課の

職員、さらには防災担当の職員が目視で大体ここ

とこことここの部分、雨が降ったらこのあたり見

なければという部分がございますので、そういっ

た中でやっていますけれども、そういった中で標

尺という部分どのような設置方法があるのか、そ

してまた効果があるのか、そのあたり含めて今後

検討もさせていただきたいというふうに思ってお

ります。 

〇議長（中井寿夫君） 岸本議員の発言が終わり

ました。 

 次に、発言順位４番、議席番号12番、庄議員の

発言を許します。 

〇12番（庄 巖龍君） 平成29年第３回定例会に

おいて、さきに通告いたしました１件につきまし

て答弁のほうよろしくお願いを申し上げます。 

 高速道路供用開始に伴う余市町のまちづくりに

ついて。平成29年第１回定例会におきまして明政

会の代表質問の中で、平成30年供用開始予定の北

海道横断自動車道余市小樽について質問をいたし

ました。質問内容の中でも圏域間の交流、連携、

あるいは観光振興などのストック効果をさらに高

めると同時に、余市町の大転換点となる供用開始

についてどのように取り組まれるのか町長の見解

をお伺いいたしました。この質問に対して町長は、

余市町まち・ひと・しごと創生総合戦略の一つと

して位置づけており、この優位性を最大限活用し

た取り組みが必要であり、平成30年度の供用開始

に向けては人の流れを生み出し、観光、産業、定

住促進等につなげるなど開通の効果を広域的に波

及するとともに、高速道路の玄関口である本町に

おいては、町民全体を巻き込んだ機運の醸成と各

種施策への反映に向けた取り組みを進めてまいり

ますと明言されました。いよいよ高速道路供用開

始が迫ってまいりました。これらを踏まえ、以下

質問をいたします。 

 １つ、高速で行こう！！北しりべし地域魅力発

信協議会でどのような協議がされているのか。 

 ２つ、供用開始に向け、道の駅を初めとする観

光施設をどのように連携、活用されるのか。 

 ３つ、ストック効果を高めるため、具体的な施

策の進行状況はどうなっているのか。 

 ４つ、供用開始に向け、本町のまちづくりを具

体的にどのように考えているのか町長の見解をお
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伺いいたします。 

〇町長（嶋  保君） 12番、庄議員のご質問に

答弁申し上げます。 

 １点目の高速で行こう！！北しりべし地域魅力

発信協議会における協議についてですが、本協議

会については平成30年度の北海道横断自動車道余

市小樽間の供用開始に伴い、北後志エリアにおい

ては札幌市を初めとする道央都市部とのアクセス

の利便性が向上し、人や物の流れが大きく変わる

ことが予想されることから、この高速道路開通に

向けて北後志６市町村の行政と関係機関が連携し

た取り組みを実施することにより、地域の機運醸

成と知名度の一層の向上により、さらなる交流人

口の増加を図ることを目的として、本年１月26日

に設立しております。また、６月５日開催の第２

回協議会において各市町村における観光、産業、

交通、その他目的に賛同する団体、機関等の出席

のもと、高速道路余市小樽間の平成30年度供用開

始について管内を中心に広く情報発信を行い、機

運の醸成を図るものとし、平成29年度の取り組み

として、各市町村における各種イベント等におけ

るプロモーション活動の実施とそのプロモーショ

ンに使用する各種ツールの作成や北後志地域をテ

ーマとした特集記事の新聞掲載やリーフレット等

の作成を行うことなどについて協議を行っており

ます。 

 ２点目の道の駅を初めとする観光施設とどのよ

うに連携、活用されるのかについてですが、北海

道横断自動車道余市小樽間の供用開始により、高

速道路を利用して本町へ訪れる観光客の増加も見

込まれることから、ドライブ観光の目的地となっ

ている道の駅の利用者も一層ふえるものと考えて

おります。本町の道の駅は、他の地域と違い町の

中心部にある道の駅であることから、道の駅を中

心として中心市街地に呼び込み、そこで地域の旬

な観光情報の提供や利用者ニーズに対応した細や

かな観光ルートを提案することで、他の観光施設

や町内の飲食店、商店街への誘導を図り、町内で

の滞留時間延長の取り組みを積極的に行うことが

重要と考えております。このように道の駅が地域

観光のゲートウエー機能を最大限に果たしていく

ために今後においても道の駅の魅力を高め、道の

駅を拠点として町内にある観光資源のＰＲ、活用

を図ることで本町の観光振興、地域経済の活性化

を進めてまいりたいと考えておりますので、ご理

解をお願いいたします。 

 ３点目のストック効果を高めるための施策と４

点目の供用開始に向けたまちづくりの考え方につ

きましては、関連がございますので、あわせてご

答弁申し上げます。北海道横断自動車道余市小樽

間の整備によって地域の安心、安全や生活の質の

向上、生産性の向上など、さまざまな分野におい

て非常に大きなストック効果が生まれるものと考

えております。この北海道横断自動車道余市小樽

間の供用開始によるストック効果を高めるため

に、本町ではこれまで１次産業の担い手確保対策

や住宅取得の支援、空き店舗対策を初めワインツ

ーリズムの推進、救急搬送体制の整備などの取り

組みを進めるとともに、６市町村が広域的に連携

して高速で行こう！！北しりべし地域魅力発信協

議会を設立し、地域の機運醸成と知名度の一層の

向上、交流人口の増加に向けた取り組みを進めて

いるところでございます。今後においても平成

28年３月に策定した余市町まち・ひと・しごと創

生総合戦略における３つの重要な社会背景の一つ

に位置づけております高速道路の供用開始という

優位性を最大限活用した地域医療の充実を初め、

移住、定住の促進や観光、産業、物流の振興、子

育て対策や広域連携等の取り組みを推進してまい

りますので、ご理解をお願いいたします。 

〇12番（庄 巖龍君） まず、１点目、高速で行

こう！！北しりべし地域魅力発信協議会での資料

のほうを私も質問を通告をした後に手に入れまし

て、見せていただきました。その中で、平成29年
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の１月26日と同年６月５日に協議会が設立、また

協議会が２回行われているということでございま

すが、この資料によりますと４番目に平成29年度

における事業計画という中で、平成30年度北海道

横断自動車道余市小樽間開通１年目であることを

管内、管外に広く周知する期間として、平成29年

度において特に北後志管内における機運醸成を図

るため、管内の各種イベントでプロモーション活

動を重点に実施するというふうに書かれておりま

す。 

 提案なのでございますけれども、余市、また小

樽等で私立高校等で夏場になると強歩大会、特に

北星高校、特定の名前申し上げるとあれですけれ

ども、それでまた小樽なんかでもたしか双葉高校

なども強歩大会をやっていると思います。高速道

路開通前に一回地域の住民の方々が高速道路を歩

いてみようと、あるいは将来を担う担い手である

特に高校生、強歩大会とかをするということもあ

りますので、高速道路非常に今回の余市小樽間に

ついてはトンネルも多いということも聞いてはお

りますけれども、それらの中で事前に町民にこの

開通１年前であるということで、これで周知をす

るということでございますが、開通前にそういっ

た現実に子供たち、例えば高校生、小樽余市間を

住民にその道路を歩いてもらうと、そういったイ

ベントを仕掛けていただくというふうなことはお

考えでいらっしゃいますか。そういうことをまず

１点お聞きしたいと思います。 

 続きまして、２番目、道の駅でございますけれ

ども、町長が答弁されたようにドライブで来られ

る方がたくさんふえてまいると、私もそう思って

おります。その中で、道の駅というのが昔当初で

きた目的というのは、トイレがあり、そして情報

機器、その当時でいえば公衆電話とかそういった

情報機器、あるいは旅をする方々の施設というこ

とで、余市町においては宇宙記念館というものが

あったのでございますけれども、道の駅のあり方

というものもだんだん変わってきていると。そん

な中で、先ほど町長が述べられたように、そこに

余市町のニッカウヰスキー北海道工場余市蒸留

所、あるいは観光農園、観光施設、そういったも

のを集約をして、道の駅からどんどん、どんどん

情報を発信していく、さらなる情報発信をしてい

くということをいま一度具体的に施策をお聞かせ

いただければと思っております。 

 ３番目、４番目は共通するということでござい

まして、一括のご答弁をいただきました。ワイン

ツーリズムということで、６市町村が連携をして

いくということでございますけれども、６市町村

の中でどのような形で、これワインツーリズムの

関係もあります。そのようなことも含めまして、

具体的にどのような形でやっていくのかもう一回

お聞かせいただければと思います。 

〇町長（嶋  保君） 12番、庄議員の再度のご

質問に答弁をさせていただきます。 

 ご提案いただきましたまず１点目の部分でござ

います。強歩大会等を含めた中での事前のＰＲ等

でございます。今ＰＲは、各種道、管内、管外の

イベントがあれば、そこにブースを設けていただ

いて職員が、これは６市町村の職員と、そしてま

たネクスコ東日本の職員も来ていただいて、ＰＲ

活動をさせていただいております。そういった中

で、おっしゃるとおり、マスコミ等にも取り上げ

ていただいて、来年の秋には余市小樽間がつなが

るのだよという部分広く発信するべきだというふ

うに思ってございます。そういった意味で、町単

独事業として10月ころに町民見学会も予定してお

ります。そういった中で、これは機会あるごとに、

私もネクスコ東日本の小樽の工事事務所長ともい

ろいろ話しする機会がございますが、いろいろな

中でのＰＲ含めて提案があればお聞きしますよと

いう部分ございますので、そういった中でこの

10月ころに町民見学会を計画してございますが、

それら以外にもいろいろな中で見学、そしてまた
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体験等をしていただいて、町内外にアピールして

いかなければならないというふうに思っていると

ころでございます。 

 それと、道の駅の部分でございます。１回目の

答弁もさせていただきました。ここで情報発信を

しっかりして、そしていろいろな町内の施設、さ

らには観光、さらには食を含めて知っていただき

たいという部分でございまして、今この道の駅に

つきましては、再編基本計画策定という形の中で

ワーキンググループをつくって協議、それとまた

コンサルタントの中でどういう整備がいいかとい

う部分の中での今事業も委託してございますの

で、そういった中ではしっかり情報を発信するた

めにこの高速道路の開通と情報発信の道の駅とい

う部分もしっかり連携していかなければならない

というふうに思っているところでございます。 

 それと、６市町村の部分、ワインツーリズムに

つきましては余市、仁木の部分でございまして、

６市町村の中ではいろいろな取り組み一緒になっ

て小樽含めて北後志の観光という中で、北後志に

いかに滞留していただくかという中でやってござ

いまして、それとあわせて町単独の中でも、これ

は北後志全体という部分で６市町村のこの協議会

を設けてございますが、余市町だけという部分も

これは予算措置もさせていただいていますので、

そういった中で全体で取り組む部分とこれは余市

町だけのＰＲという部分もしっかりとやっていき

たいというふうに思っているところでございま

す。 

〇12番（庄 巖龍君） 町民見学会、期待してお

ります。 

 高速で行こう！！北しりべし地域魅力発信協議

会、こちらの資料の中に協力団体といたしまして、

公共交通事業者ということで一般社団法人の札幌

レンタカー協会、北海道中央バス、ニセコバス株

式会社、それぞれバス会社さん等ございます。こ

ういったのも含めまして、例えば高速道路を歩け

ない方なんかもいらっしゃると思います。例えば

ご高齢の方なんかだと、そういうこともあります。

そういったことも含めまして、先ほどの強歩大会

ではありませんが、高齢者にもこういった団体に

呼びかけて、バスなどに乗ってはいかがかなとい

うふうなこともございますので、そういった働き

かけも、先ほどの町長の答弁にあったとおり、ネ

クスコ東日本と話をするときにそういったのもひ

とついかがかなというふうに思っておりますの

で、ぜひご検討をいただきたいと思っております。 

 あわせまして先ほどの３番、４番にちょっと関

連するのでございますけれども、町長もご存じの

とおり、ストック効果というのは基本的には社会

資本の骨格ということで、ストック効果と同じく

フロー効果というのがございまして、フロー効果

というのはあくまで短期的ということでございま

す。フロー効果というのは、中長期にわたる効果

が見られるということでのフロー効果ということ

でございますので、その中に書かれているストッ

ク効果、こちらのほうは国交省の資料の北海道の

開発局の中に書かれているのですけれども、スト

ック効果としまして安全、安心の効果と。先ほど

町長も答弁ございましたとおり、耐震性の向上と

水害リスクの低減ということで、先ほど岸本議員

もご指摘されていましたけれども、ストック効果

の中に耐震性の向上、水害のリスクということが

ありますので、これは国交省が出されている資料

でございます。そのようなこともありますので、

その辺についてのご見解は、ストック効果という

ことも関連してまいりますので、これは国交省の

資料に基づいての質問になるのですが、どのよう

なお考えでいらっしゃるかということ、答えられ

る範疇で結構でございますので、ご答弁いただけ

ればと思います。よろしくお願いいたします。 

〇町長（嶋  保君） 12番、庄議員の再度のご

質問に答弁をさせていただきます。 

 最後のストック効果の部分でございます。これ
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につきましては、議員おっしゃられたように安心、

安全の効果、さらには生活の質の向上効果、そし

て生産性の向上効果等が挙げられるというふうに

思ってございます。そしてまた、ご指摘ございま

した安心、安全の部分でございます。これは、道

東の今回の台風災害等を含めて、高速道路が果た

した役割という部分は非常に大きなものがあった

と開発局のほうからも伺っております。迂回道路

等を含めて、復旧に当たって高速道路があったた

めにスムーズな復旧ができたという形の中では伺

ってございますし、この安心、安全という部分に

つきましては、私どもで申し上げますとネクスコ

のほうからこの開通に伴って救急隊の増隊という

部分で、救急車等を含めてそういった部分のある

程度の一定程度のネクスコ東日本のほうから援助

等もいただけるという部分もございますので、そ

ういった中ではこのストック効果、安心、安全の

部分も災害時における道の確保、さらには救急車

の増隊を含めて安心という部分も一定の効果があ

るのかなというふうに思っているところでござい

ます。 

 足の不自由な方等の部分です。どうＰＲ活動を

していくかというのも町民見学会の中で考えてい

きたいと思ってもおりますが、余り無理に歩かせ

てもちょっとそのあたりありますので、そのあた

りはここでそういう方もバスで見せますよという

形ではご答弁できませんけれども、なるべく多く

の方に見ていただけるような工夫はしたいという

ふうに思っております。 

〇議長（中井寿夫君） 庄議員の発言が終わりま

した。 

 暫時休憩します。 

休憩 午前１１時０２分 

再開 午前１１時１５分 

〇議長（中井寿夫君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 一般質問を続行します。 

 発言順位５番、議席番号13番、安久議員の発言

を許します。 

〇13番（安久莊一郎君） 平成29年第３回定例会

で一般質問を行います。 

 件名、余市町の交通政策について。平成29年第

１回定例会で、交通弱者は高齢者に限ったことで

はなく、地域公共交通の問題はまちづくりや福祉、

教育、地域経済の問題と絡み合っている。交通は、

人や物の交流や活動を支え、国民生活になくては

ならないものである。単に移動するという側面だ

けでなく、人と人との交流という面でも重要なも

のではないかと質問しました。町長は、地域公共

交通に関する基本姿勢として、住民が自由に、そ

して安心、安全に移動できる地域社会をつくるこ

とは大変重要な課題であると答えています。そし

て、平成29年度に（仮称）余市町地域公共交通活

性化協議会、以下協議会を設置し、地域公共交通

網形成計画策定を視野に入れ、全町的な地域交通

体系のあり方や交通政策等について具体的に協議

検討を進めてまいりたいと述べています。今後こ

の協議会で地域公共交通網形成計画策定を視野に

入れた地域交通体系のあり方や交通政策等が具体

的に協議検討されることになります。そこで、以

下質問します。 

 １、協議会は、住民が自由に、そして安心、安

全に移動できる地域社会をつくることが目的と考

えます。しかし、協議会は、地域公共交通の活性

化及び再生に関する法律に基づいて設置されるも

ので、この法律は平成25年施行の交通政策基本法

の基本理念にのっとり、地域公共交通網形成計画

の作成などを求めています。しかし、交通政策基

本法には交通弱者などへの移動権が明記されてい

ない、交通の安全確保も明記されていないという

指摘があります。町長として、交通政策基本法の

枠内で活動するのではなく、町民誰もがいつでも

どこでも交通できることが保障される政策の立場
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に立たれるのか伺います。 

 ２、地域交通政策策定に当たっては、住民参加

が重要な課題です。そのための情報公開がまず必

要であり、そして住民の要望を聞くとともに、住

民の提案権を保障できる住民参加の仕組みをつく

り、町民とともに政策をつくり上げるという姿勢

が必要と考えますが、見解を伺います。 

 ３、住民要求の把握には町民アンケートが必要

です。既に余市町まちづくりアンケートが実施さ

れ、地域公共交通についても設問が設けられてい

ます。アンケート分析とともに町民の多様な意見

を把握する地域懇談会は実施するのか伺います。 

 ４、余市町の交通政策策定に当たっては、鉄道

や路線バスを根幹として、それらとつながる町内

交通網を考えなくてはなりません。また、路線バ

スは、町内を縦断してほぼ20分間隔で運行されて

おり、積極的に活用すべきです。まちづくりの中

心としての鉄道をどのように考えるのかも伺いま

す。 

 ５、路線バスを町民の足として積極的に活用す

べきです。そのためにも小樽市のふれあいパス制

度の導入も検討すべきと考えますが、見解を伺い

ます。 

〇町長（嶋  保君） 13番、安久議員の交通政

策に関するご質問に答弁申し上げます。 

 １点目の交通政策基本法に関する質問でござい

ます。交通政策基本法は、交通政策に関する基本

理念やその実現に向けた自治体等の果たすべき役

割などを定める基本法制として平成25年12月に公

布、施行され、まちづくりと一体となった公共交

通ネットワークの維持発展や少子高齢化の進展を

踏まえた交通の利便性など、基本的な施策等につ

いて定められているところでございます。本町に

おいても高齢化社会の急速な進行等により買い物

や通院等で移動手段を持たない方など、いわゆる

交通弱者の方々の移動手段の確保が重要であると

認識しており、住民が自由に、そして安心、安全

に移動できる地域社会をつくることは、大変重要

な課題であると認識しております。こうした地域

公共交通を取り巻く課題解決に向けては、本年度

設置する余市町地域公共交通活性化協議会におけ

る全町的な地域交通体系のあり方や交通政策等に

関する協議検討を踏まえ、本町における現状や地

域の特性に応じた効果的、効率的な地域公共交通

の確保、充実に努めていく必要があると考えてお

ります。 

 ２点目の地域公共交通政策策定に当たっての住

民参加についてでございますが、ご質問にありま

すとおり、本年度設置する余市町地域公共交通活

性化協議会については、地域公共交通の活性化及

び再生に関する法律による法定協議会と位置づけ

ており、法により委員を選出する機関が定められ

ておりますが、本町においては検討段階から住民

の意見を取り入れるなど行政と住民の協働による

取り組みにより持続可能な公共交通のあり方を検

討していくことが必要であるとの考えから、協議

会委員には地域住民、または公共交通利用者の代

表として老人クラブ連合会や区会連合会など町内

関係機関、団体からも委員を選出いただいたとこ

ろであり、構成員より広くご意見、ご要望等をい

ただき、地域交通体系のあり方や交通政策等に関

する協議検討を進めてまいりたいと考えておりま

す。 

 ３点目のアンケート調査と地域懇談会について

ですが、アンケート調査については町民の皆様か

ら地域公共交通を取り巻く現状や課題、問題点等

について広くご意見、ご要望をいただくため、９

月中旬までを調査期間として実施しており、現在

順次調査票の集計作業を進めているところでござ

います。 

 また、現時点においては、地域懇談会等の開催

は予定しておりませんが、アンケートによりいた

だいた貴重なご意見等について集計、分析を行っ

た後、協議会にも提示することとしており、こう
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した多様な町民からの意見等を反映した中で協議

会における協議検討を進めてまいりたいと考えて

おります。 

 ４点目の路線バスの活用と鉄道に関する考え方

についてでございますが、幹線道路においては現

在積丹線や余市線のほか、岩内、ニセコ方面と小

樽、札幌方面を結ぶ都市間バス等が運行されてお

りますが、こうした路線バスが運行されている幹

線道路から離れた地域における方々の移動手段の

確保が大きな課題であると認識しております。既

存の路線バスの運行維持、活用をしながら、そう

した地域における移動手段の確保に向けて、いか

に効率的、効果的な取り組みを進めていくかが大

きな課題と考えております。 

 また、鉄道については、都市間を結ぶ公共交通

機関として大変重要な役割を持っており、交通の

結節点となる余市駅における路線バスとの接続な

ど、利便性の向上に向けた協議検討が必要となる

ものと考えております。 

 ５点目の路線バスの活用とふれあいパス制度の

導入に関する質問でございますが、現在地域公共

交通を取り巻く状況は、人口の減少や自家用車の

普及等により利用者の減少が進んでいる一方、１

点目のご質問にも答弁申し上げましたが、自分で

は自動車を運転することができない高齢者や障害

者など交通弱者と言われる町民の日常生活に必要

な交通をどのように確保していくかが課題と考え

ております。こうした方々の交通手段となる地域

公共交通の確保、充実にはさまざまな交通政策が

考えられ、利用者の増加を図る観点からは小樽市

において実施しているふれあいパスもその一つと

考えられますが、まずは既存の路線バスの活用や

他の手法による移動手段の確保等に向けた効率

的、効果的な取り組みについて協議をしてまいり

ます。 

〇13番（安久莊一郎君） それでは、私のほうか

ら再質問させていただきます。 

 まず、１点目ですけれども、私が指摘した交通

政策基本法についてです。私が言いましたように、

これから余市町で協議会で取り組まれようとして

いる根幹がこの交通政策基本法に基づいていると

いうことなのです。そこに問題点があるというこ

とは、今私述べましたように国民の交通、移動の

権利ということがこの地域政策、交通政策を考え

る場合に非常に重要なところなのですけれども、

その国民の交通、移動の権利というところが抜け

ているという問題です。今各地で協議会もつくっ

たりされていますけれども、これも全て住民のこ

ういう交通の権利、移動の権利ということが実現

しなければならない。この交通、移動の権利とい

うのは、新しい人権と言われることで、日本国憲

法が保障しています居住、移転の自由だとか、そ

れから生存権、幸福追求権、これらをひっくるめ

て、集合して新しい人権と、こういうものが出て

いるものですから、そこをまずしっかり押さえて

もらわないと、町長が言われるような住民が自由

に、そして安心、安全に移動できる社会をつくる

というその理念が少し弱まってしまうのではない

かということで言ったわけです。だから、再度そ

こをお答え願いたいと思います。 

 それから、もう一つ、この交通政策基本法で私

が問題だと思うのは、国際競争力の強化というこ

とがうたわれているわけです。これは何かといい

ますと、実際には例えば今問題になっていますリ

ニア中央新幹線の建設、これもこれに基づいて進

められているという問題があります。 

 それから、もう一つは、安全確保という交通に

は避けてはならない、第１番目に置かなくてはい

けない安全確保の問題、これがこうなっているの

です。この安全確保は、交通政策基本法では

1970年、つまり昭和45年ですか、そこで定められ

た交通安全対策基本法、それでやるということな

のです。1970年ですから、相当前に制定されまし

た交通安全対策基本法。だから、今みたいにいろ
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いろなバスの事故だとか飛行機の事故だとかあり

ますけれども、そういうのよりも前の時点のそう

いう法律、それをうたっている。そこに問題があ

ると思うので、やっぱり今の時点で交通政策考え

る場合には交通政策基本法、これを基本理念とし

てやっていくというのはいろいろ問題があると指

摘が出ているわけですから、そこを町長も押さえ

ながら、この協議会、余市町の地域交通、これを

守っていくという立場にぜひ立っていただきたい

と思います。 

 ですから、そういうことからいいますと、全国

の各地のいろいろなところでその市や町の条例、

交通に関する条例が今つくられています。そうい

うところではきちんと地域の安心、安全、それか

ら住民の健康増進、環境負荷の低減に努めるとい

うことがうたわれている条例ができております。

ですから、余市町も国の交通政策基本法の弱点を

補う条例をぜひ考えていただきたいと、それがま

ず１点目です。 

 それから、２点目、法定の協議会がつくられて、

私も前回の第１回定例会で一歩前進であるという

ことで、ぜひそれを進めていただきたいと言いま

した。そこの住民とともに計画を練り上げるとい

うことは大事なのですけれども、先ほど町長言わ

れたようにその協議会の中に地域の代表とか、そ

れから関係する団体の方々は委員として入ってい

ただくと。だから、そこはそれで非常にいいと思

うのです。ですけれども、本当に住民の声を集約

して、住民も参加して、その協議に加わっていく、

住民自身が参加してやっていくという意味では、

まだ十分ではないところも出てくると思います。

ですから、そうやって住民とともに計画を練り上

げるということをもっと一歩進んで考えていただ

く、それがぜひ必要だと思いますので、その辺に

ついてお聞きします。 

 それから、住民のために住民参加ということで

あれば情報の公開が非常に大事だと思います。で

すから、例えば協議会の公開、まず会議の日程等

を周知して、それに傍聴していただく、そういう

ことも大事だし、それからそこの協議会での議事

録、これもぜひ公開していただきたいと思います

けれども、それについてはどうですかということ

です。それが２番目です。 

 それから、３点目、アンケートの問題です。ア

ンケートをもう既にやられていまして、先ほどア

ンケートを集計して、それを生かしていくという

ことが言われました。そのアンケートとともに、

３点目で私言いましたように地域ごとの懇談会と

いうのが非常に大事だと思います。余市町も広い

面積で、各地域の住民の交通に対する要望、意見

というのはそれぞれの地域によってまた違うと思

います。ですから、その地域の要求がよくわかる

ためには地域ごとの懇談会をぜひ開いて、町の今

までの考え方、それからその地域の要求、それを

どういうものであるかとじかに聞いてもらう。そ

して、地域の人は、そこに具体的に計画、政策を

つくる話し合いに参加して、自分たちでこの地域

の交通はどうしたらいいかということをつくり上

げていくと。ただ意見を述べるだけでなくて、そ

ういう政策、計画に参加していく、そういう体制

をとれないものかどうか、それをぜひやっていた

だきたいというのが３点目です。 

 それから、あとの４点目ですけれども、駅の問

題、先ほど町長言われたように余市駅を中心とし

て、そういうことをぜひつくってもらいたい。そ

れから、路線バスも先ほど町長言われたように幹

線の交通としてそこにどう接続していくかという

ことが町内の交通網をつくる上では非常に大事だ

と思いますから、それはぜひ大いにやっていって

いただきたいと思います。 

 それから、最後の５番目ですけれども、乗り合

いバスなどの考え方です。路線バスの利用も減っ

たりして、中央バスもいろいろな路線赤字だとか

何か言って減らそうと、経営が成り立たないとい
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うことを言われていますけれども、やはり今生活

が非常に大変、年金もどんどん下げられていく。

非常に生活が苦しい。少ない年金がまた下げられ

ていくという状況がありますから、そういうとき

に少しでもバスを利用するときに利用しやすいふ

れあいパスのような、そういう制度、これはぜひ

やっていって、バス利用もふやしながら、住民に

とってもそれが非常にいいと、経済的に助かると

いうものをぜひやっていってもらいたいというこ

とで再質問いたします。 

〇町長（嶋  保君） 13番、安久議員の再度の

ご質問に答弁をさせていただきます。 

 まず、交通政策基本法の関係でございます。こ

れは、安久議員の再度のご質問の中では非常に不

備の法律だという形の中でのご指摘もございまし

たが、私どもはやはり法律に基づいて行政として

は動いていかなければならないという部分ござい

ますので、これに基づいてこの協議会を立ち上げ

て、そしてまたその中で余市町の本町の実態に合

うような課題解決に向けて協議検討を重ねていか

なければならないというふうに思っているところ

でございます。 

 また、非常に今バスの問題等を含めて安全対策

が叫ばれているところでございますので、それら

もしっかりと申し入れるところは申し入れていか

なければならないというふうに思ってございます

し、またこの議事録の部分ございました。これは、

会議自体は要綱の中で公開という形になってござ

いますので、これらにつきましては会議自体は原

則として公開ということでございますので、議事

録は問題ないと考えております。 

 それと、地域の方々の声を聞くという部分でご

ざいます。従前もこれは町内でバス運行がされて

いないエリアの中での比較的居住者が多い美園、

山田区会等の役員の方々の懇談等もやってござい

ます。そしてまた、今回もアンケート調査等も実

施もさせていただいておりますし、区会連合会等

の部分の役員も委員として参画をいただいている

ところでございますので、今の時点では改めて地

域懇談会等は考えてございませんが、その状況に

応じてまたいろいろと検討する部分はあるかなと

いうふうに思っているところでございます。 

 また、ふれあいパスにつきましては、小樽で実

施もされているところでございますが、これにつ

きましてもやはり非常に大きな財源を伴うもので

ございますので、まずは私はこの手法ではなくて、

既存の路線バスの活用や他の手法による移動手段

の確保等に向けた効果的、効率的な取り組みを検

討していきたいというふうに考えているところで

ございます。 

〇13番（安久莊一郎君） まず、交通政策基本法

について、そこにとらわれないで、町民のために、

町のために協議会も進めていくということなの

で、ぜひそれでやっていただきたいと思います。 

 それで、私言いましたように、そのためにも条

例を、余市町はこういう交通政策、地域公共交通

にかかわる考え方がこうであるという条例などを

ぜひ考えていってもらいたいと思います。 

 それから、情報公開についてはきちんとされる

ということなので、それを町民みんながわかるよ

うにぜひ傍聴なんかも呼びかけるということを積

極的にやっていってもらいたいと思います。 

 それから、２点目ですけれども、地域懇談会の

問題ですけれども、前に美園とか山田、そういう

地域交通がないところで試行運転みたいなのをや

られましたけれども、実際に利用者が少なかった

とか、それでもうすぐにやめられたということに

なっていると思いますけれども、実際に走らせる

ときに地域での要望がきめ細かく、運行するに当

たってのやり方とかそれができているのかどう

か、そこが非常に大事なところなのです。だから、

私言いましたように地域の住民の方の要望をきめ

細かく聞きながら、そして住民の方のこうしたら

いいのではないかという提案をじかに聞いていく
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ためにやっぱり地域懇談会というのは必要だと思

うのです。それぞれ協議会に参加されている代表

の方は、大局的に見ていろいろ町内の住民の声と

か、区会連合会とか何かでつかんでこられる。ま

たはいろいろな団体で、そこの団体の要望も反映

されるということもありますけれども、実際に動

かすとなると地域での住民が自分もこの計画に参

加していると、だからつくった計画をぜひ成功さ

せて、みんなで交通を利用しようではないかとい

うことをやっていかないと、実際に試行運転した

けれども、なかなか乗客が少なくて再度考え直さ

なくてはいけないということもほかの地域でもあ

るようなのです。ですから、ぜひ地域の住民の参

加ということを重視してほしいということを言っ

たわけで、そこをぜひ考えていってもらいたいと

思います。 

 それから、ふれあいパス、財源の問題は当然あ

ると思うので、いきなりいろいろな財源を無視し

てというか、過大な負担になるようなことはでき

ないと思いますけれども、やっぱり町民にとって

もいいし、それからバスの利用がふえればバス会

社もいいというこの制度はぜひ考えていっていた

だきたいと思います。 

 これからの協議会、ぜひ実り多い協議会になっ

て、住民のための政策ができることを希望してお

ります。 

〇町長（嶋  保君） 13番、安久議員の再度の

ご質問に答弁をさせていただきます。 

 まず、１点目の交通政策基本法の部分でござい

ます。繰り返しの答弁になりますが、私どもは法

律に基づいた中でこの計画を策定していきたいと

いうふうに思ってございますが、やはり実態に合

ったという部分は、それは余市町の実態に合った

中で当然そのような計画になると思ってございま

すが、この法律に基づいた中での計画策定に当た

っていきたいというふうに思ってございます。 

 また、傍聴の関係でございます。これは公開で

ございます。どういった中で傍聴を呼びかけるの

がいいのかというのか、そのあたり含めて、ホー

ムページでいついつやりますという形になります

ので、そういった中での呼びかけになろうかなと

いうふうに思っております。 

 また、地域との話し合いの部分、これは確かに

おっしゃるとおりきめ細かな説明等が必要で、そ

してまたいろいろな多様な意見等の収集も必要で

あろうというふうに考えてございます。これにつ

きましては、地区別懇談会という形ではございま

せんが、平成30年度におきましては地区別ニーズ

調査等を行うというような取り組み予定となって

ございますので、ご理解をお願いしたいと存じま

す。 

 また、ふれあいパスにつきましても繰り返しの

答弁になりますが、まずは私どもはこの既存の路

線バス等や他の手法による移動手段の確保に向け

た効率的、効果的な取り組みを進めてまいりたい

というふうに考えてございます。 

〇議長（中井寿夫君） 安久議員の発言が終わり

ました。 

 各会派代表者会議の開催、さらに昼食を含め、

午後２時まで休憩します。 

休憩 午前１１時４５分 

再開 午後 ２時００分 

〇議長（中井寿夫君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 一般質問を続行します。 

 発言順位６番、議席番号15番、中谷議員の発言

を許します。 

〇15番（中谷栄利君） 私は、今定例会に当たっ

て２件の質問をしております。要を得た答弁をよ

ろしくお願いいたします。 

 １件目、子供の貧困対策と就学援助制度の抜本

的拡充及び給食費の無料化について。日本の子供

の貧困率は16.3％、2012年国民生活基礎調査、と
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なり、６人に１人の子供が平均的な世帯所得の半

分、122万円以下で暮らしています。北海道は、生

活保護世帯やひとり親世帯の状況から、全国平均

よりもさらに厳しい子供の貧困状況にあります。

2015年度から国が子供の貧困調査に交付金を支給

したことで調査する自治体がふえ、北海道などが

子供の貧困調査を実施し、結果を公表しています。

以下、伺います。 

 （１）、本町も子供の貧困調査を実施し、貧困

率改善のための期限を区切った数値改善目標を設

定した計画を持つことと子供の貧困実態をリアル

につかむシステムづくりと担当部局の設置につい

て伺います。 

 （２）、子供の貧困対策として、子供を学校に

通わせるなどが経済的に困難な家庭を支援するこ

とは重要です。国、文部科学省は、交付要綱の一

部改正で児童、または生徒としてきた入学準備金、

就学援助の対象に就学予定者を追加しました。小

学校入学前の就学前児童についても支給を妨げる

理由はなくなりました。就学援助の抜本的拡充に

ついて伺います。 

 （３）、学校給食は、現在食に関する教育だけ

でなく、重要な役割を果たしています。子供の貧

困が深刻化する中、学校給食が子供たちの命をつ

なぐ糧になっています。貧困と格差の拡大の中、

父母負担を軽減するため小中学校の学校給食費を

無料にする自治体がふえています。給食費の納付

状況と無料化について伺います。 

 ２件目、１次産業の振興を中心としたまちづく

りとグリーンツーリズムの推進について伺いま

す。本町の基幹産業である１次産業の振興は、生

産、就労の場、または体験型観光としても余市町

をアピールする重要な資源です。具体的な振興策

を伺います。 

 また、平成27年５月７日に余市町グリーンツー

リズム推進特区の認定を受けています。平成30年

までの数値目標では、施設基準の緩和措置の適用

２件、農家民宿の宿泊者100人、農業体験者６万

6,000人となっていますが、推進状況と今後の対策

を伺います。 

〇町長（嶋  保君） 15番、中谷議員のご質問

に答弁申し上げます。 

 子供の貧困については、厚生労働省の国民生活

基礎調査によると、平成27年には相対的貧困率は

15.6％、18歳未満の子供の貧困率も13.9％と改善

の傾向が見られるものの、依然子供の７人に１人

が貧困の状態にあるなど厳しい状況が続いていま

す。 

 こうした中、北海道は、平成27年12月に北海道

子どもの貧困対策推進計画を策定し、教育支援、

生活支援、保護者に対する就労支援、経済的支援

を中心とする施策に取り組んでいるところであ

り、余市町としてはこの計画に沿った支援を進め

るとともに、医療費の助成やひとり親家庭の保育

料等の無償化など独自の施策を実施しながら、総

合的に取り組んでいるところでございます。 

 ご質問の実態把握と数値目標設定等について

は、直接住民と接する立場として、個々の家庭の

状況を把握しながら支援を実施していくことを重

点に貧困問題に取り組んでまいりたいと考えてお

り、数値目標等についても道の指針に沿って進め

てまいります。また、担当部局については、これ

までどおり関係部署が密接に連携しながら対応し

たいと考えておりますので、ご理解をお願い申し

上げます。 

 次に、１次産業の振興とグリーンツーリズムに

ついてですが、１次産業の振興はまちづくりの基

盤であると考えておりますとともに、１次産業の

振興が観光等他産業へ波及することを期待してい

るところでございます。 

 具体的な振興策についてですが、本町農業の基

幹作物でありますリンゴ、ブドウ、桜桃等の優良

品種への転換を進めるとともに、施設野菜の生産

拡大が必要であると考えております。特にリンゴ
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や醸造用ブドウの生産拡大を進めるとともに、新

規就農者の受け入れを積極的に行うことにより農

業の持続的発展を目指してまいります。 

 次に、グリーンツーリズムの現状についてです

が、北海道チャレンジパートナー特区計画におい

て平成30年度までの目標として、施設基準の緩和

措置の適用２件、農家民宿の宿泊者100人、農業体

験者６万6,000人としておりますが、平成28年度の

実績として施設基準の緩和措置の適用１件、農家

民宿の宿泊者は約600人、農業体験者約７万人とな

っており、おおむね計画どおり推移しているもの

と考えております。体験型観光への需要が高まる

中、宿泊者も増加傾向にありますが、農業者が農

業と宿泊業を両立する難しさもあると伺っており

ます。一方、農業者以外の方が農村地域で宿泊施

設を開業する計画もございますので、これらグリ

ーンツーリズム関連の事業に取り組む生産者や事

業所のご意見等も伺いながら、施策の検討をして

まいります。 

 なお、教育委員会関係につきましては、教育長

より答弁を申し上げます。 

〇教育長（佐々木 隆君） 15番、中谷議員の教

育委員会に関するご質問に答弁申し上げます。 

 初めに、入学準備金の早期支給についてでござ

いますが、就学援助費は経済的な理由によって就

学困難な児童生徒の保護者に対して行うものであ

ります。その支給費目のうち入学準備金について

は、要保護児童生徒援助費補助金及び特別支援教

育就学奨励費補助金交付要綱の一部が改正され、

小学校入学前の支給が可能となったことから、教

育委員会といたしましても諸条件の整備について

現在検討しているところでありますので、ご理解

をお願いをいたします。 

 次に、小中学校の給食費に関するご質問ですが、

小中学校における給食費の納付状況については、

平成28年度における納付状況を納付率で申し上げ

ますと、小学校が約99％、中学校が約99.5％で、

全体では99.2％という納付状況と伺っておりま

す。 

 次に、給食費の無料化ですが、準要保護世帯に

ついては援助費の支給費目の一部として支給して

おり、その他の世帯については現在受益者負担と

して保護者にご負担をいただいているところでご

ざいます。現在本町において給食費の無料化を実

施した場合は相当の財源が必要となるなど、制度

面や財政面などの諸課題について引き続き研究し

てまいりますので、ご理解をお願いいたします。 

〇15番（中谷栄利君） 答弁ありがとうございま

した。 

 子供の貧困対策についてなのですが、要は子供

の貧困というのは、貧困という言葉を使うこと自

体が本当に私も改めなければならないと思うぐら

いのことなのですが、子供の健やかな成長にとっ

て何が障害となっているか、その実態を町として

リアルにつかむシステムづくりが何よりも大切だ

ということが２問目の質問で聞きたいことの中心

です。これは、子供にかかわる担当部局が複数あ

るわけで、それぞれ緊密に連携していくというこ

とになっていますが、まず住民側からのこういっ

た問題についての町側の窓口が一体どこになるの

かという問題と、子供の貧困、こういった実態が

見えにくい中で、相当寄り添った形で継続的に時

間かけて対応しなければならない課題があると思

います。そういった意味で、このシステムづくり

大変重要です。そのためにも、北海道で実施して

いますが、この北海道の実施している町村として

余市町は入っていなかったと思いますが、そうい

った中で余市町としてもその実態について把握す

る取り組みというのはどうなのか。これまで聞き

及んでいるところでは、例えば北大でも調査はし

ているけれども、その調査の実際の数値について

は担当課でも押さえられていなかったことや問題

があるので、子供の貧困の問題について北海道と

札幌市でも行われていることなのですが、余市町
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としても重大な問題と捉え、実態の数値、状況等

を把握するそういったことがまず早急にしなけれ

ばならない、そのことについてシステムづくりと

あわせてどのように考えているかお伺いするもの

です。 

 担当部局の緊密な連携をとるという話なのです

が、子供の貧困の問題について役場の行政だけで

なく学校関係者、先生方、そういったところでの

重要な役割、協議が必要な場面も発生すると思い

ます。そういったことでの関係者との協議の場、

そういったことも含めてこの問題についての対

策、継続的に進めるような形をつくっていくこと

が必要と思っていますので、そういう意味でのシ

ステムづくりをどのように検討しているか伺うも

のです。 

 次に、貧困問題についての就学援助の問題なの

ですが、小学校入学前の児童についても検討する

という話がありました。これまで共産党のほうで

もこの問題について質問してきましたが、やはり

就学援助金の早期前倒し実施、必要な時期に手当

てをするということが何よりも子供の貧困対策に

なっていると思います。文部科学省や国のこの間

の通知の中でもそのように奨励している文書が出

ていますので、それにどう応えていくか、いま一

度求められていることだと思います。就学児童、

あるいは中学の入学前について、これまで税の申

告の問題でいろいろと言われていますが、この問

題に取り組んでいる自治体も前年度所得で対応す

るなどの事例もあります。また、この間前年度所

得の考え方についても改める中で、過去３カ月の

所得の中で検討する、そういったことも柔軟な対

策として重要なことではないかと思います。この

小学校入学前の児童も含めての就学援助の早期前

倒し実施、このことについて踏み切るべきだと思

っていますが、検討するという形になっています

が、この問題について再度早期前倒し実施してい

きたいということで検討するのかどうか、そのこ

とを改めてお伺いしたいと思います。 

 給食費の問題なのですが、私たちも押さえてい

る関係資料で、給食費の費用負担というのが小学

校、中学校で違うのですけれども、小学校で平均

月額4,142円、中学校で4,966円、これは主に材料

費です。そういった中で、親の負担も５万円から

６万円と年間の給食費の負担がこのようになって

います。そういった中で、今納付率についても

100％ではないような状況もあります。問題は、子

供の貧困対策についてお伺いしているわけなの

で、教育委員会としてもこういった給食問題につ

いて今どのように認識されているのか、そういっ

たところでの調査が行われてきたのかどうか、そ

こを最初にお伺いしたいと思います。その上で、

この給食問題についてやはり重要な局面に来てい

るので、今各自治体でも給食費の無料、国や北海

道についての支援ももらいながら、自治体として

もこの問題を放置できないという形で給食費の無

料化を最近取り組んでいる自治体がふえている。

黒松内町も蘭越もこの間行われる運びとなってい

るはずです。そういった中で、この問題について

子供の給食の実態がどうなっているか、そこをま

ず確認していただきたいと思います。学校の先生

方では、朝御飯を食べないで学校に来ている子供

たちに対して、レトルト食品で急いで食べさせて

授業に当たるとか、そういった努力が行われてい

るのが実際です。何らかの経済的な理由で、ある

いは社会的な状況で朝食を食べないで来る子供の

実態というのは放置できない問題ですので、そう

いったことが調査の上、明確に対応していかなけ

ればならない課題だと思っていますので、そうい

ったことも子供の貧困の給食問題としてどのよう

に把握されているかお伺いするものです。 

 そして、義務教育、そういった中でこの給食費

のあり方、国や道、自治体の責任として無料化す

るべきだと思っていますので、その方向性につい

て検討していただきたいと思います。 
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 あと、第１次産業の振興を中心としたまちづく

りの考え方とグリーンツーリズムの問題ですが、

町長の言われているように１次産業の発展、それ

がこの町のかなめだと思っています。そして、そ

のことが観光に波及する。余市の元気な姿を見て、

農産物や水産物、そういった恵みに対しても余市

町を訪れる人や余市住民にとっても余市町を自慢

できるアピールとして、余市のものに触れるとい

う意味でも大変重要な位置づけだと思います。 

 そういった意味で、生産向上、就労対策含めて

今さまざまな施策で行われていますが、やはり余

市町に訪れる人がこの１次産業を見たときにまた

余市に来たくなる、そういったアピールできるよ

うな形に何とかしてならないものかと思って私は

考えております。そういった意味でも余市町なら

では、無農薬、そういったもので栽培に取り組ん

でいたり、あるいは余市ブランドで高めている問

題、完熟野菜、果物、そういったもので提供して

いる農家さんの取り組み、そういったものが個々

に見えるような取り組みというのは対策としてと

れないものか、まずそこをお聞きしたいと思いま

す。 

 余市町のホームページを見る中でも、グリーン

ツーリズムについて見ているわけなのですが、い

ま一度町のホームページから展開できないでいま

す。ようやくグリーンツーリズムの推進協議会の

全道的な取り組みの中でさまざまなことがわかる

状況となっています。余市町としても農や漁業、

そういった１次産業を町として核にしていくので

あれば、そういったホームページのところでも町

民にアピール、住民にアピール、訪れる人にアピ

ールする対策が必要ではないかと思います。これ

から高速道路がつながって、町に訪れる人もふえ

てきます。そういった人方が余市町に来たときに

それぞれの生産者の顔が見える、特徴が見える、

そして余市のおいしいもの、また余市に来なけれ

ばならなくなるような、そういった余市町として

のアピールの仕方が必要になると思いますので、

そういった具体的な方策、これから検討だと思い

ますが、今考えられることは何なのか、どのよう

に整理されているかお伺いしたいと思います。 

 あと、グリーンツーリズムの推進についてなの

ですが、町長も問題として指摘されているのは、

やはり家族経営で頑張っている農家の方にとって

みれば、さらに訪れるお客さんに対しての対応の

中で、やりたくてもできないという状況の中で二

の足を踏んでいるというのが大変多い実態ではな

いかと思います。そういった中で、グリーンツー

リズムのよいところも含めて、いろいろ農家の方

も有志の方でも必要であればそういった方たちの

グリーンツーリズムについての検討や、あるいは

視察なんかも含めて、大いに交流していくことも

必要ではないかと思っていますが、そういった意

味でのグリーンツーリズムの浸透について、推進

について今後の打開策どのように検討されている

かお伺いしたいと思います。 

〇町長（嶋  保君） 15番、中谷議員の再度の

ご質問に答弁をさせていただきます。 

 最初の答弁で申し上げました。この実態把握等

につきましては、個々の家庭の状況を把握しなが

ら支援を実施していくことを重点にこの問題に取

り組んでまいりたいと思ってございますので、そ

してまた数値目標等については道の指針に沿って

進めてまいるという方針でございます。 

 この対策でございますが、乱暴な言い方をすれ

ばこの部分というのは親の所得を上げるという、

単純な形の中では子供の貧困という部分になれば

親の貧困という形の中で、それはどうするかとい

う部分、そしてそうなれば経済対策という部分に

なってくると思いますけれども、だんだん、だん

だんそれが子供の貧困という形の中での言葉に置

きかわってきて、教育支援どうするの、生活支援

どうするのという部分、医療費の助成のときでも

申し上げましたが、国がしっかりとセーフティー
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ネットを張ったりなんなり、そこのきちんとやら

なければならない部分をだんだん、だんだん町村

の細かい作業に分かれてきて、そして各自治体で

どうしてやっていくのだ、隣の町村は無料にする、

こっちの町村はどうだとか、そういう競争をされ

ているのかなという、私の乱暴な言い方かもしれ

ませんけれども、そういう気がいたします。そう

いった中で、私どももそれだけで済む問題ではご

ざいませんけれども、いろいろな対策を講じなが

ら、総合的に医療費の問題、子育ての問題、そう

いった中で私どももここにはそういう国の責任だ

から取り組まないというのではなくて、総合的な

中での学童保育だとかそういう部分、いろいろな

中での子供を育てやすい環境という部分、そして

また子供が安心して通学できるような状況をつく

っていかなければならないという部分は、総合的

な中でやっていきたいというふうに思っていると

ころでございます。 

 それと、総合的な部署の設置という部分、以前

も大物議員ですか、からも提言をいただいており

ます。確かにそういった中で個別の窓口をつくれ

れば若干対応が早くなる部分あると思いますけれ

ども、今全体の組織の中で非常に業務の多様化、

そしてまた人的にもかなり削られている部分もご

ざいます。そういった中では、ワンストップ化を

推進するという中で私しっかりといろいろな部署

が連携していけば可能だというふうに考えてござ

いますので、そのような対応をとらせていただき

たいというふうに思っております。 

 また、２点目の農業問題でございます。これは

最初の答弁でも申し上げました。１次産業が元気

にならなければやはり町が元気にならないと。そ

して、先日小樽で実施された並行在来線の中でも

余市の可能性ということで岸准教授のほうのパネ

ルで、観光の議論というのはまず地域の産業の議

論をしなければならない、産業が成立しないと観

光は成立しないという形のパネルもございまし

た。私は、そのとおりだなというふうに思ってお

ります。観光、観光と今非常にブームになってご

ざいますが、１次産業がしっかりしていくと、そ

の部分がやはり大事だというふうに思っています

し、１次産業の振興がひいてはこの町の余市町の

元気につながるというのは、議員おっしゃるとお

りだというふうに私も認識しているところでござ

います。 

 そういった中で、グリーンツーリズム含め、ワ

インツーリズム含めて力も入れているところでご

ざいますが、ワイナリーも先日で10件目になりま

して、10件目のワイナリーも私先日視察しました

けれども、規模的には本当に初めて見るようなす

ばらしい規模の大きなものができておりますし、

高速道路のインターの付近の登地区というのはイ

タリアンレストランのサグラさんも進出するとい

う中で10月オープンという、オーベルジュと聞い

ていますけれども、そういった中では農家民宿で

はございませんが、宿泊もできるというようなレ

ストランもできますので、最大限余市町のアピー

ルをしながら、そういった方々がもっともっと余

市に新規就農なり、新規開業なりしていただける

ような方策を進めていかなければならないという

ふうに思ってございます。 

 また、クリーン農業の関係でございます。これ

は従前から申しておりますが、北海道の農業とい

うのは本当に府県に比べて農薬だとかそういう部

分含めて非常にクリーンな部分ございますので、

その優位性もしっかりアピールしていきたいとい

うふうに考えているところでございます。 

〇教育長（佐々木 隆君） 15番、中谷議員から

の再度のご質問に答弁申し上げます。 

 入学準備金の前倒し支給ということで、国にお

きましても就学前に支給できる要綱の改正一部ご

ざいました。今現在道内市町村もそういった動き

でいろいろと検討もされているようでございます

けれども、私どもも今支給要綱、そういった中身
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の見直し作業もしてございまして、当然周知する

期間、あるいは申請する期間、そしてまた所得を

捕捉するそういった作業、それと財源の手当て、

そういったものがもろもろと可能となるような状

況となれば４月前の支給も可能とはなりますけれ

ども、まだそういったところ今現在も検討をして

いるところでございますので、ご理解をいただき

たいと思います。 

 それと、給食費でございます。無料化でござい

ますけれども、学校給食といえば私はやはり安心、

安全でおいしい、そして栄養のバランスがとれた

もの、児童生徒の成長には欠かせないものである

というふうには思っております。貧困対策だとか

命をつなぐ給食、私どもはそういった観点という

よりも今は食の大切さだとか地元食材を使ったす

ばらしさ、そういったことを学び取らせるだとか、

そういったことが重要なのかなと思っておりま

す。貧困対策として給食費の無料化について教育

委員会としてそこを果たさなければならない、そ

ういった役割を担うのかと言われれば、私は今は

経済的に必要とされる世帯に対して、準要保護世

帯に対して給食費の無料という部分を支給して対

応させていただいておりますので、そういった部

分について今後も引き続き実施していきたいと思

っております。 

 また、今道内の一部市町村で給食費の無料化と

いう部分も実施をしているところもございますけ

れども、現在私どもは準要保護世帯以外の助成措

置の拡大というのは考えは持ってございません。

ですが、国においては教育の無償化という部分で

も議論をして、新聞等も報道もされておりますの

で、今後そういった動向等も注視しつつ、いろい

ろと研究も重ねてまいりたいと思ってございま

す。 

〇15番（中谷栄利君） 町長の本音というか、お

考えもかいま見れたのですけれども、国民の所得

上げるには、私は政治を変えなければならないと

思っています。そういう立場でおりますので、や

りようはあると思います。 

 ただ、問題は、いろいろな国として経済対策を

打ちながらも、今日実態的に国民の所得、あるい

は就労環境がどのようになってきているのかとい

うのは、いろいろな対策を打てども懐の経済状況

というのはますます目減りしているだけで、社会

保険料、そういったものの負担がどんどんふえ、

生活を保障するための保険料の負担がかえって生

活を苦しめているのが今の実態ではないですか。

そういった中で子供の教育に至っては、やはりこ

れからの未来を担う子供たちがそういった環境の

中で家庭の貧しさゆえに重要な教育の妨げになっ

たり、あるいは進学の妨げになるようなことはあ

ってはならない。そういう立場で子供の貧困問題

が今日話題になり、そのことの実態をリアルにつ

かむ、そして対策を持とうと、そういう動きが今

日全国各地で起きている子供の貧困問題です。で

すから、北海道でも行っている子供の貧困問題に

ついて、この問題というのは、子供にしてみれば

自分から貧困だなんて言いません。誰だってそう

だと思います。自分が我慢すれば、そういった中

で買いたい問題集も買わず我慢している。買いた

い本も我慢する。服についてもお下がりで我慢す

る。そういったのが今日の状況ではないですか。 

 町長はごらんになったでしょうか。子供の貧困、

そして余市町としてインターネットで検索してい

けば、余市町のある少女の動画がヒットします。

自分の家庭環境において非常に苦しい思いしてき

た。その中でも周りの社会の大人たちが私を支え

てくれた。自分は、これから大いに勉強して、そ

ういった支える仕事を将来やっていきたいという

希望を持つ動画です。子供の実態について個別に

相談する、対応するということも必要なことです

が、それはそれとして、余市町の今日の状況、そ

ういったのも正確な対応として調べていく中で全

体像が、あるいは一刻も早く手を打たなければな
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らない社会問題が如実に出てくると思います。そ

ういった対策をぜひ全国のこういった問題対策に

倣って、余市町の担当部局を設けて、リアルな実

態を早くつかみ、対策を打つようにお願いしたい

と思います。 

 続けて就学援助の問題ですが、今まで妨げにな

っている問題というのは、所得に対しての判断基

準の問題について困難な理由にされておりまし

た。それで、今なお検討しなければならない弊害

となっている、ネックになっている問題は何なの

か。国からの財政支援で就学援助についてのさま

ざまな財政措置はされてくると思います。まして

今問題にされている就学援助の前倒しのほかに、

就学援助の内容についてもクラブ活動費や生徒会

費、ＰＴＡ会費、そういったことも対象にすべき

だということも文書通達で出ているかと思いま

す。そういった必要な財政措置を求めながら、十

分な就学援助対策、必要なときに必要な手を打て

るように対策すべきではないかと思っています。

私も提案しましたが、さまざまな自治体では前年

度所得で対応しているところもありますし、それ

ぞれの個々の状況においても過去３カ月の対応で

している、そういったことも考えられるのではな

いかなと思っていますので、そういった形で子供

の貧困問題の一つとしてこの問題を取り上げまし

たが、この就学についてのお金がかかる問題につ

いても国の財源措置の中で必要な手だてを必要な

時期に行うことが必要と考えておりますので、急

いで対応して決断していただきたいと、そう思い

ます。 

 学校給食の問題なのですが、いろいろな報道だ

とかいろいろな調べ、さまざまなところで話題に

なっているかなと思いますが、教育委員会や関係

者の中でこの問題についてどのように把握されて

いるのかなというのを３問目の質問であえてお伺

いしたいと思います。要は夏休みが終わる段階で

子供の体格が変わってきた。夏休みの長期の休み

の中で子供が痩せて２学期に登校してくると、そ

ういった生々しい実態が報告されているのが実態

です。本町の場合がそうだとは言いませんけれど

も、それだけ学校における給食の役割というのは、

食育の問題だけでなく重要な役割をしています。

本来学校給食、憲法26条で義務教育は無償と制定

しています。そういった中で、この問題について

も国や北海道に必要な支援を求めていく中で自治

体として取り組んでいるというのが今日の学校給

食の無料化を進めている自治体の大きな流れで

す。そういった方向性で学校給食の問題、隠れて

いる問題についてもぜひ先生方との意見交流の中

でも問題把握を早急にしていただき、十分な対応、

手だて、学校給食無料化についての検討材料とし

て大いに蓄積し、必要な時期に検討していただき

たいと思います。 

 あと、グリーンツーリズムの問題なのですが、

１次産業の振興として余市町の農家や漁業をされ

ている、あるいは水産加工をされている皆さんも

そうですが、どういったものを生産しているのか

というのがやはりまだまだわからないと思いま

す。そういった意味でもそれぞれの農家の皆さん

でも努力されているところもありますが、自分の

ところで生産している無農薬の特徴や自慢できる

産品、そういったものも余市を訪れるヘルシーウ

オークで歩く人方やサイクリングで利用される人

もそういった農家の人方の様子がわかるような取

り組みというのも余市町の１次産業を押し上げて

いく意味で大変重要なポイントではないかなと思

います。これから余市町に来る人たちにとっても

そういった意味でアピールできるような取り組み

が生産の向上だとか施設ハウス、そういったもの

もほかに取り組む問題がまだまだあるのではない

かなと思っていますので、そういった方向性で余

市町を盛り上げる１次産業の役割ぜひ推進してい

ただきたい、今はそのように考えておりますので、

ブランド化の問題も含めてこれからの検討課題と
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して考えていきたいこともあったらぜひお伺いし

たいなと思います。 

 グリーンツーリズムについては、いろいろな先

進地の取り組みやグリーンツーリズム推進協議会

で認定されている市町村もふえている中で、一部

の方だけがこの問題について取り組むのではなく

て、全町的に農家の皆さんが興味持って考えてい

く、そして農家の人も余市町に訪れる人も食べ物

がどうやって育っていくのか、そういった過程の

中で余市の恵みについて何度も足を運びたくなる

余市、癒やしの余市として都市の方面にもアピー

ルする、そういったことも大いに可能な課題では

ないかと思っていますので、全てとは言いません

けれども、そういったことで検討課題で議論でき

るような場の提供も含めて今必要な手だてではな

いかなと思っていますので、そのことについて最

後にお伺いするものです。 

〇町長（嶋  保君） 15番、中谷議員の再度の

ご質問に答弁をさせていただきます。 

 子供の貧困対策と就学援助制度の抜本的拡充及

び給食費の無料化についての１問目のご質問でご

ざいます。私は、決してこういう親が所得がなく

て、子供がいろいろな部分で窮状に陥っていると

いう部分が正常だとは思っておりません。これは、

原因と結果という部分で、私のさっきの持論でご

ざいますが、原因は親の所得が少ないという中で

の部分だというふうに、それだけではないかもわ

からないですけれども、そこがやはり一番大きな

部分であるかなと。そして、結果として、そうい

う形のいろいろな困った事情を抱えた子供たちが

出てきているというのが現実にあるというふうに

思ってございます。 

 そういった中で、私どもはそういった対策、全

体的な対策、これはやっていないという部分では

ございません。子育て対策、いろいろな中で私ど

ももやらせていただいていますし、子供を産みや

すい環境、子供を育てやすい環境、そういった中

での部分はやってございますが、この部分だけを

見てやっていくというのは、繰り返しになります

けれども、医療費の無料化のときも全体的な原因

の部分の議論はされないで、ただ結果の部分でこ

ういう子供たちがいるだけの話で自治体間で隣の

まちは、先ほど言った赤井川ですか、給食費無料

化というお話、そういう競争だけに入っていくと

いうのは、やはり私は教育委員会のほうでいえば

就学援助とかいろいろな制度、そしてまた大きな

問題でいえば国のセーフティーネット、そこでし

っかりやっていただきたいと。そこだけにですけ

れども、なかなか国も財政的な部分ありますので、

全てやってくれるとは思えませんので、私どもも

そこの対策についてはそういった貧困対策という

のではなく子育て対策、いろいろな部分見やすい

対策としてやっていかなければならないという部

分は、結果の部分としては私は議員とそれほど意

見は違わないのかなというふうには思っています

けれども。 

 それと、グリーンツーリズムの関係でございま

す。おっしゃるとおり、私もいつも申し上げてご

ざいますが、余市産品いろいろなすばらしいもの

があります。しかし、これは、生産者がいろいろ

いいものをつくってくれていますが、知名度不足、

これはやはり行政なり、系統農協等を含めて我々

の責任だなということを考えてございまして、こ

れはしっかりＰＲ等を含めてやっていかなければ

ならないというふうに思っていますし、ことしも

１月には東京のほうに北海道食とワインの夕べと

いうことで、北海道の食材とワインを持ってＰＲ

もしてきましたし、そういった中で北海道の食と

ワインというのは非常に好評でございまして、特

に私が思ったのは余市のワインなり、食という部

分、農産物、海産物あり、非常に有望だと。これ

は、生産者がせっかくこれだけのものをつくって

きていただいていますので、行政がしっかりこれ

からもＰＲしていきたいというふうに考えており
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ます。 

〇教育長（佐々木 隆君） 15番、中谷議員から

の再度の質問に答弁申し上げます。 

 入学準備金、入学前の早期支給という部分での

再度のご質問かと思いますけれども、重ねての答

弁で大変恐縮ではございますけれども、現在いろ

いろと制度設計といいますか、要綱の改正等も検

討しているところでございます。特に29年度から

28年度に比べて援助する費用が約倍になったとい

うような状況でございますので、当然町の負担も

ふえるわけでございます。そういった部分も考え

合わせて、財源の手だて、申請時期、そういった

ところの把握、そういったものを含めていろいろ

と今検討しているところでございますので、ご理

解をいただきたいと思います。 

 それと、給食費の無償化でございます。先ほど

夏休み後痩せて登校してきたというようなお話も

ありましたけれども、私どもは人数的に申し上げ

ますと約1,260名小中学生います。その中で、大体

322名要保護、準要保護、４分の１が給食費が無償

化になっております。そういった中で、私どもは

必要とされる世帯に対して給食費の無償といいま

すか、そういった援助をしているという部分であ

りますので、今後もこの制度は継続していきたい

というふうに考えてございます。他の市町村いろ

いろと実施もしているところもございますけれど

も、先ほど町長申し上げましたように必要なとこ

ろに援助をすることが基本であって、それは競争

するようなものではないと考えております。今後

も国の動向等もいろいろと注視してまいりたいと

思いますので、ご理解をいただきたいと思います。 

〇議長（中井寿夫君） 中谷議員の発言が終わり

ました。 

〇議長（中井寿夫君） お諮りいたします。 

 会議規則第９条第１項の規定に基づき、16日か

ら18日までの３日間は休会といたしたいと思いま

す。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、16日から18日までの３日間休会とする

ことに決しました。 

〇議長（中井寿夫君） お諮りいたします。 

 本日の会議は議事の都合により延会いたしたい

と思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、本日はこれにて延会することに決しま

した。 

 なお、19日は会議規則第８条の規定に基づき、

午前10時から議会を再開いたします。 

 本日はこれにて延会いたします。 

延 会 午後 ２時４８分 
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