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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４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４番、議席番号14番、大物議員の発言

を許します。 

〇14番（大物 翔君） 平成29年第４回定例会に

当たり、さきに通告した質問２件について答弁を

求めます。よろしくお願いします。 

 まず、読書推進のさらなる改善について教育長

に伺います。余市町子どもの読書活動推進計画の

進展などもあり、減少傾向にあった町立図書館の

図書貸し出し状況は平成28年度に底打ちし、児童

図書の分野を中心に増加傾向にあります。もちろ

ん単年度の成果のみをもって全てを評価すること

はできませんが、一つの成果として前向きに捉え

ています。 

 さて、より広く時間軸を加えて捉えた場合、さ

らなる改善が可能であると考えます。それは、学

校の図書の分野です。読書活動推進計画は、町立

図書館だけではなく、学校との連携、深化につい

ても計画対象としております。町内の小中学校も

限られた予算の中で図書充実を懸命に進めている

とは思いますが、どうしても古い本や購入から時

間がたち過ぎ、学校図書としても使用が難しいも

のがふえてきていると伺います。小中学生の１日

を振り返りますと、日中のほとんどの時間は学校

で過ごします。このため町立図書館の図書のさら

なる充実と同時に、学校図書の充実強化も欠かせ

ない課題であると考えています。そこで、学校図

書の現状と今後について伺いたいと思います。 

 １つ、学校図書の各学校の蔵書数はそれぞれ何

冊程度か。 

 ２つ、平成以降に購入された図書の比率は、学

校ごとにそれぞれ全体の何割程度か。 

 ３つ、各学校図書館の書架整理の担い手はどう

いった人たちか。 

 ４つ、動く図書館が巡回しているが、教育委員

会は必要分が満たされていると考えているのか。

不足があるとすれば、それは主にどういった要素

に起因していると考えられるのか。 

 ５つ、図書館と学校が連携をますます進める上

で、現在検討している方策は何か。 

 続きまして、余市町の国保について町長に伺い

ます。平成30年４月より国民健康保険の保険者は、

市町村から都道府県へ移行します。現在国、都道

府県、市町村でさまざまな試算や検討が行われて

いますが、その細部も含めて未確定な部分が非常

に多く、町保健課も所管の委員会に対して詳細な

内容を公表できず、大変苦慮しているところだと

推察いたします。一方で、国保加入者の最大の関

心事は、結局保険税は上がるのか、下がるのか、

据え置かれるのかという問題です。 

 また、余市町は、去年作成、提出済みですが、

他の国保赤字自治体は今月初旬までに赤字解消計
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画の策定を求められ、道に提出していると聞きま

す。余市町も国保の累積赤字を抱える自治体です

ので、通常の道への納付金額とあわせ、赤字解消

のための納付も請求される状況にあると伺いま

す。２月の余市町国民健康保険税条例審査特別委

員会では、賦課限度額の引き上げとレセプト点検

などを強化することで歳出入のバランスを改善し

ていく旨の計画が示されています。しかし、国保

会計が抱える構造的な問題を根本から解決できる

わけではありません。現在都道府県単位化が４カ

月後に迫る中、改めて町の姿勢や見解を伺いたい

と思います。 

 １つ、平成28年度末時点での約１億2,000万円の

累積赤字を解消していく上での余市町の対応につ

いて、進捗も含めて改めて伺います。 

 ２つ、その中で、国保と他の社会保険加入者と

の間にある際立った税負担の違いや隔たりをどの

ように考えているか伺います。 

 これについては想定例を申し上げますので、そ

れも含めて伺います。ケース１、２人世帯、とも

に67歳、年金所得者、控除後の合計所得85万円の

場合。ケース２、３人世帯、夫婦ともに38歳、自

営業、これに小学生の子供１人、経費控除後所得

が176万円の場合。ケース３、３人世帯、夫婦とも

に45歳、自営業、中学生の子供が１人、経費控除

後の所得244万円の場合。 

 ３つ、高過ぎる国保税改善とそれを緩和するた

めに有効と考えられる法定外繰り入れについての

町の考えについて伺います。 

〇町長（嶋  保君） 14番、大物議員の国民健

康保険についてのご質問に答弁申し上げます。 

 １点目の累積赤字の解消についてでございます

が、本年８月に北海道国民健康保険運営方針が策

定され、その中で赤字の解消に関する基本的な考

え方が改めて示されたところであります。赤字解

消計画については、現行の赤字解消計画の策定要

件は、国保特別会計の実質収支が２年連続して赤

字の保険者となっておりましたが、平成29年度以

降は解消、削減すべき赤字の定義を決算補填等目

的の法定外繰入額と繰り上げ充用金の増加額との

合算額とし、平成28年度以降の決算においてこの

ような赤字が発生した保険者は、新たに赤字解消

計画を策定するとともに、平成27年度以前に発生

した繰り上げ充用金については可能な限り計画的

な解消、削減を目指すものとなっております。本

町の平成28年度の赤字額は１億1,867万8,000円で

あり、昨年度の計画提出に続き、平成29年度から

平成34年度までの６年間で解消すべく赤字解消基

本計画書を本年10月末に北海道知事へ提出したと

ころであります。その赤字解消の対策といたしま

しては、納税機会の確保による収納率の向上、レ

セプト点検の充実強化やジェネリック医薬品使用

促進による医療費の適正化を図り、さらには平成

28年度に改正いたしました賦課限度額についても

赤字解消財源の一部といたしております。 

 ２点目の国保と他の社会保険加入者の間にある

際立った税負担の違いや隔たりをどのように考え

ているのかでございますが、国が公表しておりま

す資料によりますと、各保険者の１人当たりの平

均所得に対する平均保険料である保険料負担率

は、国保が9.9％、協会けんぽが7.6％、組合健保

が5.7％、共済組合が6.0 ％、後期高齢者医療制度

が8.3％であり、国保では比較的所得水準が低い層

が加入していることから、構造的な部分において

保険料負担率の差にあらわれているものと考えて

おります。 

 また、ケース１の夫、妻の２人世帯、ともに67歳、

年金所得者で控除後の合計所得が85万円の場合で

すが、国保の保険税額は10万3,600円となり、同様

のケースを協会けんぽに置きかえた場合は10万

4,200円となります。なお、給与所得者としての比

較となっておりますので、ご了承いただきたいと

思います。 

 次に、ケース２の夫、妻、小学生の子供１人の
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３人世帯、夫婦ともに38歳、自営業で経費控除後

所得176万円の場合ですが、国保の保険税額は25万

2,800円となり、同様のケースを協会けんぽに置き

かえた場合は14万7,100円となります。 

 次に、ケース３の夫、妻、中学生の子供１人の

３人世帯、夫婦ともに45歳、自営業で経費控除後

所得244万円の場合ですが、国保の保険税額は42万

4,100円となり、同様のケースを協会けんぽに置き

かえた場合は21万3,600円となります。 

 ３点目の法定外繰り入れについて町の考え方に

ついてでございますが、国保会計は必要な支出を

みずからの保険税や公費負担などで賄い運営を行

うものであり、法定外繰り入れを行うことは国保

加入者以外の被用者保険に加入されている住民に

とっては、二重の負担であるとみなされる考え方

や市町村の財政力によって国保加入者の負担が左

右されるので、負担の公平性が保たれないことな

どがあり、このたびの都道府県化の目的の一つに

法定外繰り入れ等の解消も背景にあることなど、

法定外繰り入れについては慎重な取り扱いが必要

であると考えております。 

 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） 14番、大物議員のご

質問に答弁申し上げます。 

 最初に、各学校の学校図書の蔵書数についての

ご質問でございますが、学校別に申し上げますと

黒川小学校が3,494冊、沢町小学校が4,379冊、大

川小学校が5,936冊、登小学校が4,135冊で、中学

校では東中学校が6,829冊、西中学校が4,517冊、

旭中学校が4,162冊という状況でございます。 

 次に、２点目の平成以降に購入した図書の比率

についてのご質問でございますが、平成後に購入

した図書の比率につきましては、現在確認できる

平成14年度以降の購入数をもとに申し上げます

と、各校の蔵書数に対する割合は黒川小学校が約

41％、沢町小学校が約24％、大川小学校が約23％、

登小学校が約８％で、中学校では東中学校が約

32％、西中学校が約29％、旭中学校が約37％とい

う状況でございます。 

 次に、３点目の各学校の書架整理の担い手に関

する質問でございますが、学校別に申し上げます

と黒川小学校では司書教諭が児童とともに行って

おり、大川小学校、沢町小学校、登小学校、西中

学校、東中学校、旭中学校の６校につきましては、

それぞれ校務分掌に基づく担当教諭と児童生徒が

行っていると伺っております。 

 次に、４点目の動く図書館に関するご質問でご

ざいますが、動く図書館車での配本ですが、総合

学習や調べ学習において各学校や教室単位での求

めに応じた図書を提供しているところでございま

す。総合学習や調べ学習の必要分については、お

おむね対応できていると考えております。また、

不足があるとすれば、児童生徒一人一人の全ての

ニーズへの対応が難しいことが要因と思われます

が、限られた図書を有効に提供できるよう利用方

法について検討してまいります。 

 次に、５点目の学校との連携の方策についての

質問でございますが、現在実施しております各学

校図書館担当職員との情報交流会により、図書館

職員との情報の共有化を引き続き推進してまいり

ます。また、図書館が主催するセミナーへの学校

図書館関係職員の積極的な参加を呼びかけ、セミ

ナーを通して学校との連携がより一層深まるよう

努めてまいりたいと考えておりますので、ご理解

願います。 

〇14番（大物 翔君） そうしましたら、答弁い

ただいた順番で再質問していきたいと思います。 

 まず、国保のほう、ちょっとお話長くなる可能

性があるので、先に質問項目だけ申し上げておき

ます。１つ目としては、６カ年計画で解消が困難

と見通された場合、町はどういった対応を検討す

るのかということが１つ目。 

 ２つ目は、なぜ国保の加入者ばかりがこうした
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高額負担を背負い続けなければいけないのかと。

それを応能負担の増加とか軽減だけでは解消でき

ない部分が出てきているのではないかなと考える

のですが、地方自治法ですとか、あるいは国保法

ですとか、税法という見地から考えた場合に果た

さねばならぬ役割というのが自治体に出てきてし

まうのではないかなと思うのですが、その辺につ

いて伺います。 

 ３つ目としましては、法定外繰り入れ、慎重な

取り扱いが必要であるとしていますが、その一方

でこれまでの国が進めようとしてきた動きとは少

し違う動きもまた最近広域化がスタートする寸前

になってきて出ているのですけれども、そういっ

た部分についてはどう考えているかというのを伺

います。 

 私がどうしてこういう質問をするかといいます

と、広域化によって国保財政全体がどうなってい

くかというのは、本当まだまだわからない部分多

いと思うのです。担当者も大変苦労しているのだ

という話は方々から私も伺うのです。その中では

大変つらい思いされているとは思うのですけれど

も、ただ加入者の健康と生活もかかっていますの

で、伺います。 

 ことしの２月に解消計画が提示されて、限度額

が引き上げになったと。これを３カ年かけて引き

上げていって、水準でいうと法定賦課限度額と同

水準に持っていくという形になっているわけなの

ですけれども、もしもうまくいかなかった場合、

順調にいってくれればそれはそれで財政的には回

っていくのでしょうけれども、どうなるかわから

ない部分はあるのですけれども、これがちょっと

達成困難になる状況というのも考えられなくはな

いなと。昨年の抗がん剤の保険適用の関係で医療

費が一気に高騰したのとか、あるいは偶然例年に

増してインフルエンザが急激にふえたですとか、

そういった関係で医療費が急激にふえてしまうこ

とというのは往々にして考えられると思うので

す。そうなった場合、当初見通していたものどお

りにいかない場合というのは、どうしても出てき

てしまうと思うのです。恐らく６カ年で計画どお

りいかない状態というのは、それ以外の理由もあ

るでしょうけれども、全体的に国保がかなりの赤

字になっている状態になるのだと思うのです、目

標が達成できないという状況というのは。そうな

ったときに、ではどうするかとなったときに心配

なのは、あくまで税率改正によってこれを何とか

しようとするのか、あるいは違う方法をとるのか

というところだと思うのです。 

 先ほど答弁もいただきましたけれども、ケース

１番の話はちょっと難しい置きかえの中でやって

いるから、こういう形になったとは思うのですけ

れども、ただケース２番とケース３番でいくと、

やっぱりこのケースだけ見ても1.5倍から２倍近

く協会けんぽの加入者に比べて税負担額が変わっ

てきてしまうのです。どうしてこれが起きるかと

いうと、いわゆる社会保険には事業主負担という

ものがあるからです、限度額はないかわりに。例

えばその加入者が払う分が100万円だったとしま

しょうか。でも、事業主がその分の半分を持つか

ら、実際に加入者が払う、個人が払う金額という

のは50万円で済むわけなのです。一方で、国保の

場合はどうかというと、限度額は定められている

と、あるいは軽減もあると。その場合、事業主負

担というものがまずないのです。これに相当する

ものという解釈でいいと思うのですが、おおむね

現在だと24％国庫金含めて公費が入っているわけ

です。片や半分、片や４分の１だけ他者が負担し

てくれると。こういう他者負担が半分であるだけ

で倍近い税負担の差が出てしまっていると。まし

てや国保加入者の収入状況というのがどうなのか

と考えていきますと、２月の特別委員会でも申し

上げましたけれども、残念ながら一般の社会保険

加入者の所得水準に比べれば平均水準は低いと。

加えて今の制度ができたのが大体六十数年ぐらい
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前ですけれども、そのころの加入者というのは、

大半が自営業者ですとかだったわけです。主に１

次産業従事者。ところが、2010年代に入って加入

者の構成比を見てみると、ほとんどが年金生活者

だったり、あるいは非正規雇用の状態の人だった

り、無職と言われる人たちだったり、収入基盤が

極めて脆弱な状態の人たちがほとんどを占めるよ

うになってしまったと。 

 先ほど町長も税負担の公平な原則というお話し

されていましたけれども、公平な税負担という考

え方で言うならば、支払い能力が高いと考えられ

る人ほど税負担を負うべきだと思うのです。逆に

負い切れない人たちには、しかるべき軽減をして

いかなければいけない。ところが、国保会計とい

うもので考えると、加入者が負担をしなければい

けないというものがどんどん強調されてきてしま

っていると。制度ができた当初、国保に対する国

庫支出というのが45％。これが昭和56年でしたか、

そのぐらいに38.5％に一気に引き下がったので

す。そして、現在これが24％まで下がってきてい

ると。事業主負担がないかわりに、国庫負担をす

ることで国保という会計を支えると。この支えを

使って、当時まだ保険加入できなかった人たちを

全員保険に入れることで国民皆保険をつくろうと

いう、そういうような考え方のもとでこの制度と

いうのは始まったのです。年代が下がっていくに

従って、当初考えていた設計されたものに対して

国の手当て分がどんどん、どんどん少なくなって

いっていると。一方で、加入者負担がどんどん、

どんどんふえていっていると。これが繰り返され

た結果、結局払いたくても払えないという人が続

出しているのではないかと。 

 この問題は、何も最近始まった問題ではないわ

けなのです。これ今から三十数年前に出た雑誌な

のですけれども、こう書いてあるのです。一部読

み上げます。市町村は、厚生省の強力な指導のも

とに、収納率が92％を切ると国庫補助金を減額さ

れ、国保財政が一層困難になることから、あらゆ

る手段を講じて徴収強化を進めており、人権にか

かわるようなことまでしばしば起こす状況となっ

ています。1986年に当時38％に国庫補助が下がっ

たときに出された論文なのですけれども、この問

題、はるか昔の話だと思えないのです。今なお進

行している問題だと思うのです。赤字解消につい

てというお話の中で収納率の強化というもの、も

ちろんこれはやらなければいけないし、言わなけ

ればいけないから、そう言っているとは思うので

すけれども、ただ悪質で払わない人よりも払いた

くても払えない人のほうが現実には圧倒的に多い

わけなのです。まして昔以上に今は現役労働者な

のだけれども、社会保険に加入させてもらえない

状態の人って非常に多いと。全部ではないけれど

も、いわゆる非正規労働に従事していると言われ

ている方々です。この比重が全労働者のもう40％

にまで迫っていると。昭和50年代ですとか、ある

いは国保の現在の制度が発足したころから比べる

と考えられないぐらい、働いているのに場合によ

っては保険税を払うのがやっとやっとの状態だ

と。何とか保険税は払ったと。しかし、自分が風

邪を引いたとき病院に行くお金がない、こういう

相談が結構来るのです、余市町内でも。どうして

こうなるかというと、やはり負担能力を超えた税

負担を結果的に市町村が負わせざるを得ない状況

になっているから、こういうことが起きるのでは

ないかなというのが根本にあるのではないかと私

は考えるわけです。 

 ２月の特別委員会の際に、その際も我々法定外

繰り入れなどの手段を使って、救済をすべきでは

ないかという主張をしたのですけれども、一方で

そうではないと主張した人の中には、五千数百人

の人たちのために貴重な税金を投じていくという

のは、公平性から考えていかがなものかという主

張も確かにあったのは事実なのです。ただ、現在

の余市町の国保の加入者約5,260人程度だったと
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思うのですけれども、この間の決算書だと、この

人数って余市町の町民の人口から考えれば３割超

えているのです。年々減っていっているみたいな

のですけれども、その分後期高齢者の保険の加入

者がふえているはずなのです。年齢が一定年齢に

達したから国保ではなくなっているだけの話で、

もともと国保にいた人の数というのは残念ながら

ふえ続けている。そう考えると、これは決して一

部の人のための税の投入というものではなくて、

相当数の余市町民、あるいはもともとそうだった

人たちを援助するための重要な政策になると思う

のです。本来であれば国が法改正をして、税率改

正しなければいけない問題だと私は考えます。た

だ、残念ながらまだ国がそういう考えには至って

いないと。むしろそれよりも、今月に入ってでし

たが、将来法定限度額４万円引き上げたいという

話まで国会で出ていると新聞で見ております。結

局幾ら軽減を持っていても、幾ら上限額を設定し

ていても、上限がどんどん上がっていく。あるい

は、医療費がふえた場合を想定すると、ただでさ

え税負担の乖離がある中で、さらに値上げをして

いかなければならない。そうなったときに果たし

てまともに払える人がどれだけ残るだろうかと。 

 厚生労働省は、社会保険との徴税の乖離を解消

したくて法定限度額を上げたいというふうに言っ

ているのですけれども、ここで目安としているの

がたしか1,150万円相当の所得の人だったと思う

のですけれども、までは負担してもらおうという

モデルだったはずなのです。ただ、果たしてその

所得水準の人、余市町にどれだけいますかという

話なのです。ほとんどいないはずなのです。だか

ら、上げていっても上げていっても、そもそも課

税できる人がほとんどいない状態だから、それに

よって生まれる効果はほとんどないはずなので

す。それで億単位の収支が改善するなんていうの

はまずあり得ないと。そうなってくると、では通

常でいったら誰が負担をするのだといったら、そ

うではない圧倒的に軽減を受けている人、もしく

は受けていない世帯になってくるはずなのです。 

 実は、ケースの２番、所得176万円のこのケース

なのですけれども、この数字に設定した根拠とい

うのが実はことしの３月までこのラインを超える

と２割軽減を受けれない、２割軽減を受けれるぎ

りぎりの世帯で設定したのです。ただ、４月に入

って、２割軽減と５割軽減の基準が少しよくなっ

た関係があって、この176万円相当の人とされてい

た２割軽減のラインが180万円まで動いたのです。

では、２割軽減を受けれている人と、1,000円上が

って軽減が受けれなかったと。1,000円と言えば語

弊があるかもしれないけれども、そのラインを超

えてしまった場合の比較をしてみると、２割軽減

受けた人とそうでなかった人ではどれだけ変わる

のかというのを見ていくと、介護保険がある場合

で約３万円、計算間違っていたら申しわけないの

ですけれども。軽減を受けれるかどうか、ただこ

れだけの理由で万単位で負担が変わってきてしま

うのです。システム上どういう制度でもこれはあ

り得ることだと思うのですけれども、２割か、５

割か、ゼロか、この境界線というのがこういう軽

減というシステムを使うと発生してしまう。この

部分も行く行くは何とかしていかなければいけな

い問題だと思うのです。なぜなら、税負担がふえ

ればふえるほどこれによって明暗が分かれる人と

いうのが非常にふえてくるだろうと考えるからで

す。 

 最終的に国に動いてもらわざるを得ないという

部分ありますけれども、しかし住民の暮らしを守

る、健康を守る、こういった立場から考えたら、

慎重に扱わなければならないとはおっしゃってい

ますけれども、やはり私は法定外繰り入れについ

ても真剣に検討すべきだし、国に対しても今まで

以上に、あるいは道に対してもこの部分の制度改

善強く求めていかないと、結局加入者が払えなく

なってしまう。加入者の生活が事実上破綻状態に
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なってしまいかねない。そういう懸念があると。

その点踏まえて、町長には答弁をお願いいたしま

す。 

 次に、学校図書の話なのですけれども、平成14年

以降のしかデータがというお話だったので、こう

いう数字になったのだと思うのですけれども、た

だ充足率というもので考えたら決して満足いく数

字ではないとは思うのですけれども、逆に学校の

先生に伺ったら、充足率が９割超えている自治体

はせいぜい札幌市ぐらいだろうと言っていたので

す。もちろんパーセントがよければいいという話

ではないのですけれども、私今回この質問をつく

るに当たって実際に学校にお邪魔させていただい

たのです。実際に図書室見せていただいたのです

けれども、ちょっとびっくりしたのがある小学校

で同じタイプの本が３種類あったのです。中身は

何かというと、いわゆる漫画日本の歴史、児童向

けの歴史書だったのですけれども、背表紙真っ白

になっていて、ぼろぼろになっている昭和50年代

に発行された僕が小学生のころに読んでいたやつ

と同じ本があったのです。次に、平成の中ぐらい

にそれが改訂されて発行されたやつが棚に背表紙

を見せて並んでいる。今度ここ何年かで新しく改

訂されたものが本屋さんの販売コーナーみたいに

ディスプレーされていたのです。多分新しく入れ

たばかりの本だと思うのですけれども。この３種

類全部比較して比べてみるという好奇心旺盛な生

徒ってそんなにいないのではないかなと正直思っ

たのです。 

 こういう状態の本も先ほど教育長がおっしゃっ

てくれた蔵書数の中に入っているのです。図書室

の隣には大体本棚からおろした本だとかそういっ

た本が置いてあったりするのですけれども、今で

はちょっとこれは使い物にならないのではないか

なという科学の本だとか、定式とかが古過ぎて今

の概念に当てはまらないだとか、そういうものも

あったりしたのですけれども、これらもやっぱり

蔵書数にカウントされてしまうのです。そういっ

たものを差し引いていったら、実際に使える状態

にある本というのはもっともっと少なくなるはず

なのです。それを考えると、やっぱり入れかえの

ための予算を考えていく必要があるのではないか

なと思うのです。どうしてかというと、せっかく

読書推進計画で小さいうちから本を読む癖をつけ

ようといって頑張っている。その結果、まだ単年

度でしかないけれども、目に見える成果も出てい

ると。これを持続させていこうといったら、さっ

き最初にも申し上げましたけれども、やっぱり学

校にもそういうものがあったほうがいいと思うの

です。少しでもいい状態の書籍、図書に子供が触

れれるようにする。大体一月に１遍各学校を巡回、

動く図書館で回っていらっしゃるとは思うのです

けれども、それに頼りつつもやっぱり図書室本体

が持てる本というのももっとあったほうがいいと

思うのです。その点については、まずいかがでし

ょうか。 

 それと、今後やったほうがいいのではないかな

という個人的なあれなのですけれども、寄贈され

た本と、こっちのカウントはちょっと難しいかも

しれないですけれども、新しく買った本、タイト

ルまでは要らないから、改めていつ買った本なの

かというのをわかるように、外部に公開しなくて

もいいから記録を蓄積していってあげたほうがい

いのではないかなと思うのです、ちょっと時間の

かかる作業だと思うのですけれども。そうしてい

くことで我が町の、町立図書館もそうだし、学校

図書館もそうですけれども、本というのは入手し

てからどのぐらい時間がたっているのかと。保存

状態によって本の状態って大きく変わりますけれ

ども、紙の寿命というのは大体50年から100年とい

うふうに言われていると。そういう入れかえの一

つの目安にもなってくるのではないかなと。 

 あと、書架整理、学校の先生と児童がと、ある

いは学校によっては保護者を初めとした協力団体
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がやっているというのも伺いましたけれども、現

場の先生方によるとどうしても手回らないのが正

直なところなのだと。自分は司書の資格も持って

いる司書教諭だけれども、クラスの授業のほうに

追われてしまうだとか、準備に追われていて、な

かなか図書室に手が回らないのだというのを正直

に言っていらっしゃる方もいました。そう考えた

ら、餅は餅屋ではございませんけれども、業務的

に負荷がかかり過ぎないのであれば、私は町立図

書館の司書さんに協力を仰ぐというのが一つあり

なのではないかなと。もちろん書架整理は専門家

でなければできないわけではないのですけれど

も、ただそういう方もいる中でやったほうが恐ら

く手伝う人も何か困ったときに気軽に聞ける。そ

の中で、図書館の人とふだん学校にいる人がそう

やって交流していく。本棚整理しながら、世間話

をしながら、そうすることでお互いが今どういう

ことをやっているのだというのがいろいろな形で

お互いにわかると思うのです。そうなってくると、

では次の問題は何なのだというのがお互いに見え

てくると思うのです。そうなると、町長も常々お

っしゃっている各部局の連携というのがより一層

進みやすくなってくるのではないかなと、そんな

気がしているのです。 

 町立図書館も結構歴史的な価値がこれからどん

どん出てくるだろうなという資料もたくさん持っ

ていますし、そういったものをどんどん生かして

いきたいという思いもあると関係者からも伺って

います。ただ、なかなか相手が学校機関というの

もあるので、こちらから申し入れるのはちょっと

という部分もあるのだという話も聞くのです。な

かなか学校の先生も忙し過ぎて、図書館まで相談

に来てくれないというのもあるのだと。であれば、

こちらから出向いていくというのもコミュニケー

ションとる上で大事なのではないかなと。なぜな

ら、大きな計画、いろいろな部局がかかわってい

ますけれども、行きたい方向は一緒なわけではな

いですか。でも、お互いがわからないと、ひょっ

としたらお互いに違うことを言い始めて、そこで

調整に時間がかかってしまう可能性もある。もし

くは、別々の方向にいってしまう可能性もある。

それを防ごうと思ったら、やっぱり人間と人間が

かかわり合うというのをもっと重視していってほ

うがいいのではないかなと思うのですけれども、

そのあたりはいかがでしょうか。お願いします。 

〇町長（嶋  保君） 14番、大物議員の再度の

ご質問に答弁をさせていただきます。 

 まず、赤字解消計画の６カ年計画の部分でござ

います。これにつきましては、平成29年度から平

成34年度までの６年間で解消する計画でございま

して、先ほど申し上げました収納率の向上、レセ

プト点検の充実強化、ジェネリック、さらには28年

度に改正いたしました賦課限度額をこれらの赤字

解消財源の一部とさせていただくという答弁をさ

せていただきました。つくって、29年度から今実

施しているところでございまして、これは私ども

解消計画ができなかったらどうするのだというよ

うなご質問でございましたけれども、これに向け

て頑張っていくのだと言うしかないと思っている

ところでございます。そういった中では、６年以

内を基本とした計画となってございますが、これ

は毎年度見直しも義務づけられてございますの

で、そういった中で私ども解消していくのだとい

う中でのもとに見直し等も含めて、そしてまた来

年の２月に示されてくる都道府県化の率等の問題

等の中でも解消の部分に充てれる財源になるのか

どうかという部分もございますけれども、そうい

った中でこの計画については実現というか、この

まま解消できるように最大限努力するということ

でご理解願いたいと存じます。 

 ２番目の部分でございます。これは、私も思い

としては常々申し上げてございますが、こういっ

た制度自体もかなり窮屈になってきている。破綻

したとは申し上げません。介護保険でもそうでご
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ざいますけれども、そういった中では非常に当初

の部分から、当初介護でいえば3,000円から始まっ

て、もう五千幾らというような形で、考えられな

いところまできている部分ございまして、思いと

しては国のほうでしっかりと制度設計を含めてや

っていただきたいという思いございますが、保険

者としては決められた中で、そういった法律の中

でこの制度を守っていかなければならないという

責任もございます。そういった中では、国に申し

上げることは申し上げる。そしてまた、しっかり

とそのあたりについての、事業主負担の問題もご

ざいました。そういった中では、非常に年金生活

者の方々がふえてきて、そういった中ではかなり

制度も疲弊というか、窮屈になってきているなと

いう部分ございますので、それらにつきましては

私は申し上げることところはしっかりと申し上げ

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、法定外繰り入れの部分でございます。

これは、絶対ないという、今までやったことない

かといえば町としても繰り入れしたことがござい

ます。累積の赤字解消の部分等について、その中

でやってきたこともございます。しかし、基本と

しては、今国のほうでも若干先ほど議員おっしゃ

られたように今の税率改正の部分で激変緩和とい

う中で一部容認はしておりますが、これは基本的

には今の都道府県化の中での急激な上昇という部

分を抑えるためのという部分でございまして、基

本的には国の方針としても変わっていないと思っ

ております。私どももこれにつきましては、先ほ

ども申し上げましたが、慎重な取り扱いをしてい

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。 

〇教育長（佐々木 隆君） 14番、大物議員から

の学校図書館に関する再度のご質問お答え申し上

げたいと思います。 

 確かに学校図書館、それぞれがそれぞれ設置を

しておりまして、蔵書数、古いものも確かにござ

いまして、重複するような書籍も確かにございま

す。そういった中で、それに伴って購入する予算

も、わずかばかりではございますけれども、少し

ずつ増額をしているような状況もございますけれ

ども、まだまだ足りないのかなというふうに思っ

ております。 

 まず、学校での書架の整理といいますか、そう

いった部分、確かに担当教員といいますか、と子

供たちでいろいろな部分で整理はしていく部分な

のでしょうけれども、学校の業務の大変忙しい部

分もございまして、主体的にそこを担っていくと

なかなか難しいような状況でもあります。町立の

図書館におきましては、司書が４名おりまして、

その中で私ども学校との交流会というものも設け

て、いろいろなお話もさせていただいております。

その司書の活用という部分では、司書が学校に出

向いて、いろいろとお手伝いをするとか、そうい

った部分は積極的にやる意思はございますので、

逆に図書館側から各学校へのアプローチをしなが

ら、そういった部分については積極的に協力もし

ていきたいというふうに考えてございます。 

 あと、蔵書の部分でございますけれども、動く

図書館、こういったもので学校の対応というのは、

要望はある程度といいますか、満たされているの

かなと思いますけれども、今後も図書館の職員が

学校に出向いて行うイベントだとかセミナーとか

いろいろなこともやっておりますので、そういっ

たものを通じて、より読書に親しむといいますか、

そういったことを積極的に実施してまいりたいと

いうふうに考えております。 

〇14番（大物 翔君） 国保の話の続きから伺い

ます。 

 確かに慎重に考えていかなければいけない話

で、そのとおりだと思います。制度自体が窮屈に

なっている、そのとおりだと思います。人を幸せ

にするためにつくった制度が人を苦しめてしまっ
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ている、これは仕方ないで済ませていい問題では

ないと思うのです。人がつくったものなのだから、

人の手で解決しなければいけない。そう考えた場

合に、もちろん医療費を引き下げたいという思い

は国もあると思うのです。厚労省の当局者からい

ったら、ふえ続ける医療費というのは恐怖でしか

ないと思うので、このままだと潰れてしまうかも

しれないと。だから、しゃにむになって削ろうと

するのですけれども、結局それが収入基盤が余り

強い人でなかったり、あるいはやっとやっとで生

きている人たちにしわ寄せが行ってしまってい

る。お互いに誰かを不幸にしたくてやっているは

ずではないのに、でも不幸になる人が生まれてし

まっている。国では、まだ対応できないというこ

とだと思うのです。だから、制度改正にならない

と。であれば、住民に一番近い行政組織である自

治体として余市町が部分的にでも何とかすべく動

き出していかざるを得ないと思うのです。 

 ちなみに、先ほどお見せした資料の次の年に出

ているやつにも国保のことが書いてあるのですけ

れども、実はここに亡くなられた渡辺正治さんと

いう方の論文が載っているのです。そのときの国

保というのは、結局国の国庫補助の変更の関係で

億単位の累積赤字を抱えて、この本によるとその

とき北海道で一番国保赤字の多い自治体になって

しまったと。そのときは、結局法定外繰り入れと

いう形で赤字を解消したそうなのですけれども、

やっぱりこのころの論文とか見ていても、国保が

今抱えている問題というのは三十数年前から本質

は何も変わっていないという。装いや加入者の構

成は変わっているのだけれども、制度自体が抱え

ている問題点というのは実はそのままであると。 

 北海道の自治体、現在でも半数近くが法定外繰

り入れしているのが実情なのです。繰り入れの解

消を行いたいというのが広域化の一つの目的であ

るとされてはいたのだけれども、先ほど町長もお

っしゃいましたけれども、10月19日付の道新の記

事なのですけれども、見出しは国保赤字、税穴埋

めで容認と、厚労省転換と、保険料上昇を懸念と。

絶対認めたくない、法的にだめとは言えないのだ

けれども、認めたくないとずっと言い続けてきて

いたのです、この間。２月に道の関係者とお話し

したときも、だめではないのだけれどもと言って

言葉濁したのです。その後つむいだ言葉は、予防

などを目的とした繰り入れであれば一向に構わな

いのですけれどもねと。当時の道の保健福祉部の

主幹だったのですけれども、それを言った方は。

そうなると、やっぱり予防なども結局強化してい

かなければならない。もしくは、国保会計に健診

などの関係で入っているお金を例えばほかの保険

者にも適用できるような形にしてあげて、国保会

計に入れるのではなくて出してあげることという

のは、つまり国保会計の総体をスリムにしてあげ

るというか、切り捨てるという意味ではなくてで

す。一般会計のほうで予防のほうを本格的に、た

だし国保の人だけではなくて余市町民全体に対し

てやりたいから持ちたいといって持ってあげて、

医療費を上げない一番の方法は結局早期発見しか

ないと思うので、私は。それは、だから早目に病

院に行って検査して危ないところがないかを見つ

けるのは、当たり前のことなのだよという社会認

識をこれからもっともっとつくっていく。時間は

かかると思うのですけれども、ただ例えば歯科健

診の分野だって、ここ二、三十年で子供の虫歯を

持っている本数というのはどんどん減っていって

いるのです。一方で、生活厳しいところの子供に

限って半分虫歯の子が急激にふえているとか、あ

るいはある程度安定した生活できていると思われ

る所得帯の子供の虫歯はほとんどないとかとい

う、そういう極端な格差は出ているのだけれども、

総体で見ると虫歯を持っている本数というのは、

時間はかかったけれども、結局減っていっている。

これと同じことがある意味歯以外の医療の部分で

も期待できるのではないかなということと、頑張
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っていくしかないとは言ったけれども、万が一の

万が一が起きたときに赤字解消が困難と相なった

際の税制改正というのを極力行わないということ

をできれば約束していただきたいのですが、なか

なか難しいとは思うのですけれども、その姿勢で

取り組んでいただきたいと。もし何かございまし

たら、最後に町長からその辺の答弁伺います。 

 学校図書の話なのですけれども、教育長、どん

どん進めていただきたいと思います。 

 それと、１つ、この話を質問としてやろうと思

って考えていた際に、もともと学校の先生だった

もう退職されている方の奥さんと話す機会があっ

て、例えば登だとかちょっと中央図書館から遠い

地域の学校とか公共施設とかに移動図書館みたい

なのが来てくれて、そこで貸し出しができるよう

なサービスってできたら本当はいいよねという話

もあったのです。足が悪いから、なかなか町場ま

で出ていけなくてという話だったのですけれど

も、そういう地理的な要因を克服する方法という

のも一つこれから考えていくのもありなのではな

いかなと思うのです。そうやってみんなで総体的

に本を読んで、子供も読むし、大人も読むし、読

むのはいいことなのだよと、人格形成も含めてど

んどん自分を豊かにしていこうというのを地域全

体で盛り上げていくような、そういう構想という

のを将来持っていくのがいいのではないかなと思

うのですけれども、そのあたりもし何かありまし

たら伺います。 

〇町長（嶋  保君） 14番、大物議員の再度の

ご質問に答弁をさせていただきます。 

 国保の関係でございます。これにつきましては、

平成30年の２月ころに道のほうから示されてくる

というふうに思っております。私どもも保険者と

してこの制度を守るために、これらしっかりと取

り組んで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、おっしゃられましたように病気

になったらどうするのだというところよりも予防

なり、健康づくりと、この部分に力を入れるとい

うのは私も議員と同じような思いでございます。

そういった中で今一般会計のほうでは、国保会計

ではございませんが、予防という中では4,000万円

程度の支出等もしております。病気になったらど

うするのだ、国保の会計をどうするのだと、それ

と並行してならないために、これは食であったり、

運動であったり、いろいろな生きがいづくりだと

かございます。そういった中の部分もしっかりと

取り組んで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。 

〇教育長（佐々木 隆君） 14番、大物議員から

の再度のご質問でございます。 

 学校図書館、地域の方々への開放という部分も

確かに国のほうでは奨励もしているところもござ

いますけれども、学校のセキュリティーの問題や

らいろいろな部分もございますし、そしてまた町

立図書館からも動く図書館として、図書館車です

か、車で地域の要望を聞いて、そういうところに

本を持参するという、そういう流れ、そういった

部分については今後十分研究課題とさせていただ

きたいというふうに考えてございますので、ご理

解願いたいと存じます。 

〇議長（中井寿夫君） 大物議員の発言が終わり

ました。 

 暫時休憩します。 

休憩 午前１０時５８分 

再開 午前１１時１０分 

〇議長（中井寿夫君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 一般質問を続行いたします。 

 発言順位５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４回定例会に

当たりまして、さきに通告をいたしております１

件につきまして質問をいたします。答弁方よろし
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くお願いを申し上げます。 

 北海道余市紅志高等学校の福祉科（介護科コー

ス）の新設について。介護士不足問題は全国的な

問題で、北海道はもとより余市町においても従来

の施設や新設施設においても介護士不足が問題視

されております。介護を必要とする方や施設に入

りたいと希望されている方も入居待ちの状況であ

ります。 

 近年道立余市紅志高等学校では、２間口の募集

にもかかわらず、本年度は募集人数に足りず、１

間口（１学級）で運営されております。北海道教

育庁の調査によると、全道の道立高校実態調査で

は、間口削減対象高等学校に余市紅志高等学校が

全道５校の中に含まれていると聞き及んでおりま

す。 

 介護士の資格については、介護職員初任者研修

（旧ホームヘルパー２級）、実務者研修、介護福

祉士、介護支援専門員（ケアマネジャー）、認定

介護福祉士と実務年数や実務時間、あるいは国家

試験等をクリアしていかなければなりません。北

星学園余市高等学校が全国的に取り上げられ、多

くの学生が在籍していたころには本町における下

宿が多くあり、経済効果もあり、町外の学生を受

け入れる体制が既にあると思います。道立余市紅

志高等学校に福祉科（介護士コース）を新設する

ことにより町内外より入学希望する学生がふえ、

間口削減にも歯どめがかかり、若者の住む町には

活気がみなぎることと推測をいたします。 

 また、本町には介護施設が多くあり、介護士の

需要があることから、高校新卒者が即戦力として

の職場があり、ひいては定住人口のつながりにも

なり得ます。前述の介護職員初任者研修（旧ホー

ムヘルパー２級）については、基礎知識を学ぶこ

とにより介護の職につくことが可能であり、より

上級の介護士を目指すこともできます。以下、伺

います。 

 １つ、道内で福祉科を設置している道立高等学

校の現状について。 

 ２つ、北海道教育庁では、新設科の設置に当た

ってはどの部署が判断をするのか。 

 ３つ、新設科の設置に要する期間はどの程度か

かるのか。 

 ４つ、福祉科が新設された場合には町内の福祉

施設での実習は可能ですか。 

 ５つ、道立余市紅志高等学校の間口の現状と今

後の見通しについて。 

〇教育長（佐々木 隆君） 12番、庄議員の質問

に答弁申し上げます。 

 余市紅志高等学校につきましては、単位制総合

学科による新たな北後志の高等学校として平成

22年４月に開校され、北後志唯一の道立高等学校

として地域社会や経済発展に重要な役割を果たし

ております。しかしながら、近年における少子化

の影響などにより入学者数が年々減少してきてお

り、本年度につきましては入学希望者が募集定員

に満たない状況となり、１学級になったところで

あります。以下、質問にお答えいたします。 

 １点目の道内で福祉科を設置している道立高等

学校の現状についてのご質問でございますが、北

海道立置戸高等学校１校でございます。 

 ２点目の北海道教育庁では新設科の設置に当た

っては、どの部署が判断するのかについてでござ

いますが、北海道教育庁新しい高校づくり推進室

で判断されると伺っております。 

 ３点目の新設科の設置に要する期間につきまし

ては、地域の実情や学校、学科の配置状況を踏ま

えて行っており、十分な時間をかけて検討してい

るところであります。 

 ４点目の福祉科が設置された場合には町内の福

祉施設での実習は可能かとのご質問でございます

が、余市紅志高等学校の総合選択科目の中で福祉

施設での実習を現在行っていると伺っておりま

す。 

 ５点目の余市紅志高等学校の間口の現状と今後
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の見通しについてのご質問でございますが、平成

30年度の募集枠につきましては、平成29年９月に

公表された公立高等学校配置計画の中で２学級と

することが決定されております。今後におきまし

ても２学級確保に向けた取り組みを北後志地域全

体で引き続き推進してまいりたいと考えておりま

すので、ご理解を願います。 

〇12番（庄 巖龍君） まず、１点目の道内で福

祉科を設置しているということで、置戸高校さん

ですか、のほうがあるということでございますけ

れども、私も調べてみたところ置戸高校さんとい

うところが検索でひっかかりまして、そちらのほ

うでは就職率が２年連続100％ということで、専門

科ということでは道立の学校としては１つだけと

いうことで、私も確かにこれはわかりました。特

に普通学科、共通学科ですね、基礎学科と申しま

すけれども、こちらにあわせまして専門科の時間

数が大体29単位数に対して１学年では12、２学年

では18、３学年においては13なのですけれども、

特に介護実習、介護福祉基礎から始まりまして心

と体の理解ということで、全部で８つの科目から

成っているのですけれども、特に３学年において

は介護実習という形で９単位、特に即戦力となる

ということで、置戸高校の入学教育課程という表

によって私も調べさせていただきました。それだ

け置戸高校さんのほうではかなり町を挙げて置戸

高校のほうに力を入れているということをまた聞

き及んでおります。 

 また次に、３番目の十分な時間を要するという

ことでございますけれども、実際のところ私も先

ほど教育長のほうからお話ありました道の新しい

高校づくり推進室、そちらのほうでお話を聞いて

みたのですけれども、大体普通でいったら３年ぐ

らいで判断するという形にはなっているというこ

とでございますけれども、その地域性、必要性に

応じてその辺は道のほうの新しい高校づくり推進

室のほうでは、先ほどの答弁にありましたように

時間が普通であれば３年ぐらいかかるということ

なのでしょうけれども、早くなるということもあ

ろうかというふうに聞き及んでおりました。 

 あと、皆さんもご存じだと思うのですけれども、

余市の中学生は結構小樽の高校に進学する、ある

いは道内各地の高校に町内から出られるというケ

ースが結構多いようでございます。これは、道の

教育庁の平成30年の再編整備の中で、ご存じと思

いますけれども、小樽の商業高校と小樽工業高校

が新設校ということで、それぞれ２間口がゼロ、

３間口がゼロということで、全部で４間口の小樽

工業高校の校舎を使用して新設学校ができるとい

うことでございます。こちらのほうについてもお

話を聞き及んで、こちらのほうも新しくできると

なれば、余市からどんどん、どんどん学生さんが

流れていくのでないかなというふうな懸念はござ

います。 

 そんな中におきまして、全体的に余市町の経済

効果ということもございまして、実は余市北星高

校の関係者の方からちょっとお話をお聞きしまし

た。そうしたところ余市の北星高校では、今ワイ

ンの関係がありまして、醸造科というのをつくろ

うと。これは、実は全国に３校ほどあるそうです。

しかしながら、テースティングするという関係も

ありまして、未成年者にお酒はどうかということ

もあって、これは断念したと。あわせまして福祉

科、これをつくろうという話にも実はなったそう

でございます。そのときに福祉科をつくるに当た

りまして、北星余市高校さんの向かいにあるフル

ーツ・シャトーさんとお話し合いが持たれて、実

習の学校という形で話がもう九分九厘決まってい

たと。そうしたら、理事会等で大学との本部との

関係もありまして、結局新設には至らなかったと

いう経緯を聞いております。 

 そのような中で、この中にも既に書いているよ

うに余市町に新しくどんどん、どんどん福祉施設

が、これは全国的な流れではございますけれども、
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介護士不足というのは非常に問題視されておりま

す。そんな中で即戦力となり得る、置戸高校さん、

私も先ほど教育長のほうから話あったとおり調べ

たら２年連続100％の就職率ということでござい

ます。学科の中を見ても非常に充実をした教育内

容になっております。町のほうも一生懸命応援し

ているということもございます。そんな中で、高

校配置計画等を含めまして、２間口を維持をする

ということよりも、人口の自然減、要するに少子

化に伴う人口減ということで高校生が少なくなっ

ていくということもありますが、しかしながらこ

れは新しい試みであり、チャレンジをして、道立

高校ではございますけれども、余市町が紅志高校、

紅志高校というのは皆さんご存じのとおり、たま

たまこちらに吉田浩一議員がいらっしゃいますけ

れども、吉田浩一議員のところにある緋の衣では

ありませんが、リンゴの発祥の地である紅、そし

て志高くということで紅志高校ということで、平

成22年度に開設をされたということでございます

ので、この歴史ある余市中学から始まる余市紅志

高校のさらなる２間口、それを３間口、４間口に

できるぐらいのそのぐらいの意気込みを持って余

市町として取り組んでいただきたいと、そのよう

に思うのでございますが、いま一度答弁をよろし

くお願いいたします。 

〇教育長（佐々木 隆君） 12番、庄議員からの

再度のご質問にお答えを申し上げたいと思いま

す。 

 余市紅志高等学校、さまざまな経緯で平成22年

に開校し、当初４間口、そして現在は生徒数の減

少によって１学級が２年続きました。来年に向け

て１学級、１間口になる危険性もございましたけ

れども、北後志５カ町村、あり方を考える会設立

していろいろと運動も行いまして、何とか２間口

の募集を確保したというような状況でございま

す。 

 今、庄議員、紅志高校の存続、そして内容充実

に大変ご心配をいただいているという部分でのご

質問かと思います。ご質問の内容の福祉科、専科

の設置というふうになりますと、お気持ちは十分

理解するところでございます。ただ、こういった

部分につきましては、中学生の進路という部分も

ございますけれども、やはり学校、そしてまた学

校関係者、そしてまた北後志の首長、関係者、そ

ういった方々といろいろとご相談をしながら、そ

ういった部分を研究、検討して、しかるべく要望

等につなげていくべきかなというふうに考えてお

りますので、どうぞそういった部分ご理解をいた

だきたいと存ずるところでございます。 

〇12番（庄 巖龍君） 私は、現状余市の紅志高

校の存続については、余市町というのは中核都市

というところで、この道立の高校がなくなるとい

うことにもしもなったら大変なことだと思ってお

ります。今教育長の答弁の中にありましたけれど

も、関係機関、また５カ町村、５カ町村の関係に

ついては５カ町村で話し合いを持たれるというこ

とは当然なのですけれども、その中で余市町の教

育行政に当たるトップとして、これはぜひリーダ

ーシップを発揮していただいて、私どもはこうい

う福祉科介護コースをつくりたいのだと。そして、

この地域に貢献していきたいのだと。ひいては北

後志、近隣町村含めましてこの紅志高校が一つの

起爆剤となる。また、紅志高校が新しいこういう

介護科というのをつくることによって、置戸高校

ではありませんけれども、余市町は新しい試みに

どんどん、どんどんチャレンジしていっているの

だなと、そういうふうに私は行政が、特に教育行

政について余市町がぜひとも力を発揮していただ

ければ、これは本当に町民にとっての最大幸福に

つながるわけでありますし、ましてや介護士不足

という中において、何度も申し上げますけれども、

これは必要なことですから、ぜひともこれは教育

長、リーダーシップを発揮していただいて、前向

き、検討ということではなくして、リーダーシッ
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プしてやるのだと、そのぐらいの意気込みを持っ

てやっていただきたい、私はこのように思ってい

るのです。いま一度意気込みを込めて、ご答弁の

ほうをよろしくお願いします。 

〇教育長（佐々木 隆君） 12番、庄議員からの

再度のご質問といいますか、意気込みをというご

質問でございますけれども、確かにこの北後志、

そしてまた地元余市から高校がなくなるという部

分、私も旧余市高等学校の卒業生でもございます。

そしてまた、設置している場所も当時と同じ場所

でございますので、愛着は確かにございます。た

だ、私の立場で、義務教育を所管している教育委

員会、そして紅志高等学校につきましては道立高

校、そういったような一つの役割という部分で、

十分議員のお気持ちは理解をしておりますが、先

ほどもご答弁申し上げましたように、いろいろな

部分で協議、調整も必要になる事案でございます

ので、そういった部分で何とぞご理解を賜りたい

と存じます。 

〇議長（中井寿夫君） 庄議員の発言が終わりま

した。 

 昼食のため午後１時まで休憩します。 

休憩 午前１１時３２分 

再開 午後 １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。 

 一般質問を続行いたします。 

 発言順位６番、議席番号11番、白川議員の発言

を許します。 

〇11番（白川栄美子君） 平成29年第４回定例会

に当たり、さきに通告しております２件について

質問いたします。 

 １件目には、中学生を対象にしたピロリ菌検査

と除菌の助成について伺います。日本人のがん死

因の第２位である胃がんは、95％以上がピロリ菌

感染が原因とされております。ピロリ菌は、正式

にはヘリコバクターピロリと呼ばれ、1983年に発

見され、その後の研究で慢性胃炎や胃潰瘍のリス

ク要因であることが判明し、ピロリ菌の除菌をす

ることによって胃がんが予防できることが明らか

になり、平成25年にはピロリ菌感染者の治療は実

質的には保険診療が可能となりました。また、平

成26年には世界保健機関の国際がん研究機関から

その検査と除菌治療を国の胃がん対策として導入

するよう勧告がなされております。 

 ピロリ菌の感染率は、衛生環境と相関すると指

摘されておりますが、衛生環境が改善されている

現在の我が国では、新規感染のほとんどが５歳ぐ

らいまでに母子感染など家庭内感染によることが

知られております。感染したピロリ菌は、一生に

わたって持続感染することにより、胃炎が進行し、

消化性潰瘍や胃がんを発症すると言われており、

この発生リスクを抑制するためには若年時に除菌

する必要があると言われております。 

 このような背景のもと、全国各地で将来の胃が

ん予防のため、中学生を対象にした尿検査による

ピロリ菌の感染検査を導入している自治体がふえ

てきていると伺っております。ピロリ菌を早期発

見し、除菌することにより、将来胃がんの発生を

防ぐことが可能となっております。現在治療によ

る体への影響が問題ないとされている中学生を対

象としたピロリ菌検査と除菌治療への助成を含め

た検討をすべきでないかと考えますが、町長の見

解をお伺いいたします。 

 ２件目に、発達障害児を早期発見するための５

歳児健診の推進について伺います。母子保健法の

規定により市町村が行っている乳幼児健診は、子

供の発達や成長を知ること、育児相談や障害等の

早期発見と支援につなげることを目的とするもの

であり、３歳児健診から就学前健診までは長期間

の間隔がありますが、この時期が近年特に増加し

ている発達障害の早期発見の重要な期間に当たり

ます。 
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 平成17年４月に発達障害者支援法が施行された

ことにより、地方自治体の責務として発達障害の

早期発見、発達障害児に対する早期支援が求めら

れるようになりました。発達障害は、自閉症、ア

スペルガー症候群、そのほかの広汎性発達障害、

学習障害、注意欠陥多動性障害、その他これに類

する脳機能の障害であって、その症状が通常低年

齢において発現するものとされております。３歳

児健診で発見されず、就学前健診で発見されたの

では遅く、対応がおくれることにより症状が進ん

でしまうと言われております。また、就学前健診

で発見されても親がそのことを受け入れるのに時

間がかかり、適切な対応や対策を講じることがで

きずに就学を迎えてしまうため、状況を悪化させ

てしまうという現状もあります。発達障害は、早

期発見、早期対応が最も重要と考えますが、見解

をお伺いいたします。 

 本町における発達障害の発見時期の状況につい

てお伺いいたします。 

 次に、就学時健診の現状と発達障害が疑われる

児童への対応や指導は、どのようにされているの

かお伺いいたします。 

 次に、29年度の入学児童で通級指導教室に通わ

れている人数を伺います。 

 最後に、５歳児健診の推進についての考えをお

伺いいたします。 

 以上、４点についてご答弁をよろしくお願いい

たします。 

〇町長（嶋  保君） 11番、白川議員の中学生

を対象としたピロリ菌検査と除菌の助成について

のご質問に答弁申し上げます。 

 中学生を対象としたピロリ菌検査につきまして

は、尿を調べる尿中抗体検査を行い、陽性反応が

出た場合、息を吹いて呼気を回収する尿素呼気検

査を行う場合が多く、道内市町村における中学生

を対象としたピロリ菌検査、除菌の実施状況を見

ますと、平成28年12月末現在で実施中が37市町村、

平成29年度以降検討中が８市町村、実施予定なし

が134町村となっております。また、これらの検査

等につきましては、将来のがん予防対策としての

効果を得られると同時に、検査結果が陽性となっ

た場合の除菌による薬疹、下痢等の副作用の報告

もされております。 

 いずれにいたしましても、中学生を対象とした

ピロリ菌検査等につきましては、道内の状況も踏

まえ、尿を初めとした検査が一般的であることか

ら、現在本町小中学校では腎臓病の早期発見を目

的に学校健診で尿検査が実施されておりますの

で、今後尿によるピロリ菌検査の同時実施の可能

性などについて教育委員会も含めた中で検討が必

要かと考えております。 

 除菌治療への助成につきましては、保険適用部

分も関係してくることから、医療機関や既に実施

している自治体の情報を収集しながら、調査研究

してまいります。 

 続きまして、発達障害児を早期発見するための

５歳児健診の推進についてのご質問に答弁申し上

げます。１点目の本町における発達障害の発見時

期の状況についてでございますが、現在本町では

４カ月健診、10カ月健診、１歳６カ月児健診、３

歳児健診を毎月実施しており、発達障害等につき

ましても早期発見に努めているところでありま

す。３歳児健診における発達障害、または疑いで

経過観察があった幼児の推移を見ますと、平成

26年度は受診者全体の約12.6％、平成27年度は

4.4％、平成28年度は6.3％となっております。ま

た、３歳児健診で経過観察とならなかった場合で

も保育所や幼稚園等の集団生活の中で、発達障害

等の疑いにより保護者や関係機関から相談を受け

て療育機関につなげる場合もあることから、保育

所等との連携を図り、対応しているところであり

ます。 

 ４点目の５歳児健診の推進についてでございま

すが、５歳児健診は法制化されていない健診であ
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るものの、実施に当たりましては医師や臨床心理

士等の専門職が必要となってきますので、現時点

では発達障害の早期発見、早期支援につなげるた

めの保健師のスキルアップを図りながら、３歳児

健診から就学に至るまでの相談体制の充実に努め

るとともに、小児精神科医等の医療機関や中央児

童相談所、療育機関等との連携を深める取り組み

を進めてまいります。また、集団での行動の観察

が非常に重要であることから、保育所や幼稚園、

学校との連携を密にした発達障害の早期発見、早

期対応に努めてまいりたいと考えております。 

 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） 11番、白川議員の教

育委員会に関する質問に答弁申し上げます。 

 最初に、就学時健診の現状と発達障害が疑われ

る児童への対応と指導についてでございますが、

毎年就学児童の保護者に対し、就学時健診の実施

について広報に掲載するとともに、郵送による保

護者へのご案内にあわせ、お子さんの生育状況や

保護者が気になっていることなどについてお知ら

せいただいているところであります。また、毎年

就学児童を対象として実施する知能検査にあわ

せ、北後志言語障害児教育連絡協議会による言葉

の検査も実施しており、知能検査実施中には保護

者を対象とした就学相談に関するガイダンスの実

施やことばの教室による２次面談を希望する保護

者には改めてことばの教室担当教諭による面談を

実施するなど、可能な限り児童の状況把握に努め

ております。また、検査結果等から就学後におい

て指導が必要と思われる児童につきましては、就

学後所属学校長を通じ、北後志言語障害児教育連

絡協議会と協議決定の上、沢町小学校に設置する

ことばの教室において指導が行われております。 

 次に、平成29年度の入学児童で通級指導教室に

通う児童の人数についてでございますが、平成

29年４月現在は６名となっておりますので、ご理

解願います。 

〇11番（白川栄美子君） 町長より答弁をいただ

きまして、ピロリ菌検査のほうからいきたいと思

います。 

 学校で腎臓のあれを調べるのに尿検していると

いう答弁いただきました。今後の中で、そういう

尿検の中にそれを取り入れても、ピロリ菌を調べ

るための調査をしてもいいのではないかなという

答弁もいただきました。今後の中で検討していか

れるということなのですけれども、ピロリ菌の検

査というのはリスクもあると今言われたのですけ

れども、医師会によっては２通りの考え方がある

というか、１つには前向きに取り組むという考え

の医師会もあれば、いやいやと、リスクを考える

とまだ中学生には早いのではないかという、そう

いう考えもあるということで聞いております。今

回余市の医師会の会長さんともちょっとお話しす

る機会があって、どうなのだろうということもお

聞きしました。そうしたら、余市としては、先生

方もいろいろお話聞いたらまだちょっと早いので

ないかと、中学生でそういう除菌とかするのは早

いのではないかという。成人になっても除菌は遅

くはないのではないのという話があったと。だか

ら、検査するのはどんどん進めてほしいというよ

うな、そういう言い方もされておりました。 

 このピロリ菌を除去することによって胃がんの

リスクを抑えることができるということもあるの

で、ピロリ菌を検査することで親のどちらかがピ

ロリ菌にかかっているということがわかるわけで

すから、その中で親自身もピロリ菌を除去するそ

ういう方向に持っていくということも考えていか

なければならないのかなと。そうすることによっ

て胃がんを抑えるという、そういう部分が出てく

るのかなということを思っております。今尿検の

中に腎臓もそういう部分では調べているから、今

後の中でそういう検査だけは取り入れてもいいか

なというご答弁に聞こえたのですけれども、違う
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かな。そういう方向で検査だけでも進めるという

方向で持っていただければ、今後の中で違うのか

なと思っておりますので、再度ご答弁いただきた

いなと思っております。 

 結構ピロリ菌のこの検査というのはいろいろな

ところでしておりまして、美幌町のことなのです

けれども、美幌町では平成25年に死亡率ががんが

多かったということで、そのうちに胃がんが９名

で３番目に位置していたということなのです。そ

れで、がん予防に取り組んでいた。美幌医師会に

おいてもこれを北海道大学の臨床研究の一環とし

て、中学生を対象としたピロリ菌検査と除菌を実

施するようになったということを言われているの

ですけれども、これをすることで今後の胃がんが

抑制されるということを考えると、ここは研究し

ながらそういう部分を進めるということで言って

おられて、ここはピロリ菌の研究の権威である大

学の先生がいらっしゃって、その先生の協力もあ

って、こういう方向に進んだということも言われ

ておりました。 

 こういう検査するにもいろいろなリスクも伴い

ながら、費用もかかる。検査の方向に結びつける

となると、検査する自体はそんなに費用はかから

なくて、除菌をすることになるといろいろなお金

もかかるということも言われているのですけれど

も、そういう部分では今後の中で子供に対するリ

スクというのがどの程度というのはちょっと私も

わかりませんけれども、これをやるからには、も

しやるとしたらいろいろな人の理解を得なければ

いけないと。医師会をともかくとして、中学生を

対象にするので、学校も共有しなければならない。

それから、親も一緒にいろいろな説明も受けなけ

ればならないという部分では、作業が大変になる

ことはわかっておりますけれども、こういったも

のを早期にやることで早期発見、早期治療をする

ことでがんのリスクを抑えることができるという

ことがわかると、こういうのを進めていってもい

いのではないのかなと思いますので、再度見解を

よろしくお願いいたします。また、先ほどの町長

の答弁に尿検については本当に実施してもらいた

いなという思いがありますので、再度そこの答弁

よろしくお願いいたします。 

 それから、５歳児健診についてですけれども、

１歳半からずっと入学までの健診はいろいろされ

ているかと思います。その部分で余市町は何かあ

ったときには、まずは児童発達支援の施設もあり

ますから、そういう部分につなげていっているの

かなというのは思います。 

 平成18年の厚生労働省における研究報告の中で

は、５歳児健診が行われている鳥取県で9.3％、同

じく栃木県で8.2％の児童が発達障害の疑いがあ

ると診断され、このうち半数以上が３歳児健診で

発達障害の疑いを指摘されなかったとありまし

た。そう考えると、３歳児健診では見えないとい

うか、４歳、５歳になって幼稚園へ行くようにな

って、保育所行くようになったらいろいろな子供

との触れ合いができてくると、だんだん子供の状

況が見えてくるというか、そういうふうになった

ときに５歳、就学前にそういう手だてをしてもち

ょっとやっぱり遅過ぎるのではないのかなという

のをよく聞きます。そういう部分で、もし５歳児

健診があると、そこでわかると学校上がるまで１

年間あるので、その間にいろいろな子供に対して

の手当てをしてあげると、学校に上がったときに

子供たちが苦労して、ついていけなくなるという

状況も出てこないのではないのかなと思っており

ます。 

 ５歳児健診をいろいろな研究機関で進められて

いるわけですけれども、５歳児健診をやるとなっ

たら難しいですよね。町独自でやらなければいけ

ないということがありますし、またはいろいろな

機関の中で発達障害の５歳児健診というのは重要

だというのは認識はされているのです、重要なの

だということ。だけれども、それをいざやるとな
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るとお金もかかるし、それから５歳児にわかった

ときにどこに受け入れて、どういうふうにするか

ということも含めたら、ちょっとそこには難しい

ところがあるということもこの研究の中で言われ

ておりました。でも、余市町としては、すごく恵

まれているのは通級指導教室もある。この研究の

中には、もしそういう施設がない場合は通級指導

教室を活用しながら、幼児期からそういうのを活

用しながらやっていくという方法もあるのだとい

うこともうたわれているのですけれども、余市町

はそういうところもある。それから、障害児を受

け入れてくれる施設もある。そういう中では、５

歳児健診をやったとしてもそんなに行政が困るよ

うな状況はないのかなというのをちょっと私は感

じておりますけれども、その部分は行政的にはど

うなのでしょうか。 

 子供たちが学校上がる前にいろいろなことがわ

かると、親もそこでうろたえないで、親はどっち

かというと自分の子供はそういう子でないという

ことを、やっぱり隠したいというのが親かもしれ

ないですけれども、でも１年前にそういうことが

ちゃんとわかると、５歳児になって健診行ったと

きにわかると、ある程度親自身もきちんとしてあ

げなければならないというのを進めていく状況が

つくれるのでないのかなと思っております。そう

いう部分では５歳児健診というのはまだまだ広ま

ってはおりませんけれども、今後の中で考えてい

く必要があるのかなと思いますので、再度答弁を

いただきたいと思います。 

〇町長（嶋  保君） 11番、白川議員の再度の

質問に答弁をさせていただきます。 

 まず、ピロリ菌の部分でございます。これも先

ほど申し上げましたけれども、実施予定なしとい

うのが134町村という状況でございます。まだまだ

このような認識がされていないというか、こうい

った部分についての検討がされていないところが

多いのかなというふうに思ってございます。 

 それから、先ほど議員も質問の中でおっしゃい

ましたけれども、治療の部分、中学生が治療どう

なのだという部分も私も伺ってございます。そう

いった中で、ここで中学生で検査だけします、そ

してこういう結果が出ましたよと。治療は20歳に

なってからしましょうかという部分では、ちょっ

とそのあたりもいろいろ問題あるのかなという部

分ございますので、そういった部分につきまして

は、先ほど申し上げましたけれども、教育委員会

等を含めて技術的な部分等についてはもう少し医

療関係の方々ともお話ししてみたいなというふう

に思っているところでございます。 

 こういった中で、今回子育てという観点から医

療費の助成等も補正でさせていただいております

けれども、いろいろな医療費だとかそういった部

分については本当は、いつも申し上げております

が、国として一律の基準の中でやっていただくべ

きだというふうに思ってございますが、なかなか

そうにもなっていないようでございます。このピ

ロリ菌につきましては、また医療関係者等ともい

ろいろお話をさせていただ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、２点目の発達障害児の早期発見するた

めの５歳児健診の推進という部分の再度のご質問

でございます。これにつきましては、５歳児健診

法制化されていないものですから、医師、さらに

は臨床心理士等の専門職、これが必要となってく

るという部分から非常に難しさがあるなというふ

うには思っているところでございます。 

 しかし、議員おっしゃるとおり、３歳児で見切

れなかった部分が４歳、５歳になってくれば集団

での生活等を含めて、言い方があれなのですけれ

ども、発見が容易になってくるというような部分

もあるというふうには、これは伺ってございます。

そういった中では、保育士の技術のスキルアップ

を図りながら、３歳児健診から就学に至るまでの

相談体制の充実、さらにはほかの状況を調査しま
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すと、倶知安町ではアンケート等も５歳児で、健

診まではやっていませんけれども、そういった部

分でアンケートをやったりしているという部分も

ございますので、私どももこの部分につきまして

は、３歳児からまた就学前までそこぽっかりあい

てしまうというのも、やはりそこで何らかの形で

見つけてあげたいという部分もございますので、

５歳児健診とここで約束はできませんけれども、

そういった中で就学前の部分の前に何らかの形で

こちらから調査なり、一歩進んだ部分でやってい

きたいというふうに思ってございますので、ご理

解のほどをよろしくお願い申し上げます。 

〇11番（白川栄美子君） 一歩進んだ形の中で調

査研究していきたいというお話でした。 

 ピロリ菌に対しては、近隣では倶知安が始めた

ようなことを言っていたのを聞いて、最近です。

やり始めたということを聞きました。費用もかか

ることですけれども、今後の中でしっかりお医者

さんとの相談というか、医者等のお話も聞きなが

ら、理解を深めながら進めていっていただきたい

なと思っております。 

 また、５歳児健診のほうでは、いろいろな手当

てがされておりますけれども、知的のない軽度の

発達障害は１歳６カ月健診や３歳児健診では気づ

かれることが少ないと言われております。そのま

んま就学を迎えるということになると、本当に早

期発見、早期治療の開始が重要になってくると。

だから、就学前に発見されたのでは遅いのだとい

うことも指摘されているということもありますの

で、ぜひとも５歳児健診、今には進められなくて

も今後の中で５歳児健診も含めた中で、５歳児に

なったら状況がどうだということをずっと保育所

だとか幼稚園とかに通われている子はいいかもわ

かりませんけれども、家にいる子だったらそれが

気づかないということが多分あるかと思います。

そういう部分では、そういう子に対してもしっか

りと目を向けながら進めて、検討していただけれ

ばありがたいなと思いますので、よろしくお願い

いたします。 

〇町長（嶋  保君） 11番、白川議員の再度の

ご質問に答弁を申し上げます。 

 倶知安町の例は、ピロリ菌の関係でございます

が、把握してございませんが、積丹では取り組ん

でいるというようなことを伺っております。そう

いった中で、先ほども申し上げましたけれども、

いま一度医療関係等専門の方と今後どうあるべき

かという部分お話をして、検討、研究課題とさせ

ていただきたいと思います。 

 また、５歳児健診の部分でございます。これも

先ほど申し上げましたけれども、二歩三歩はちょ

っと、５歳児健診までとは無理でございますけれ

ども、半歩でも一歩でも進んでいきたいというふ

うに思ってございます。そういった中では、集団

での行動、これは３歳児健診で見切れなかった部

分、その部分はその後で集団での行動等に非常に

その観察が重要であるというふうに伺ってござい

ます。そういった中では、まず保健師のスキルア

ップ、そしてまた保育所や幼稚園、学校との連携、

これが非常に重要だと思ってございます。そうい

った中で、先ほどおっしゃられたように、そうい

うところに行っていない子もいるという部分もご

ざいますので、アンケートがいいのか、何がいい

のかを含めて半歩進んでみたいというふうに思っ

てございますので、ご理解のほどをお願い申し上

げます。 

〇議長（中井寿夫君） 白川議員の発言が終わり

ました。 

 暫時休憩します。 

休憩 午後 １時３１分 

再開 午後 １時４５分 

〇議長（中井寿夫君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 一般質問を続行いたします。 
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 発言順位７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４

回定例会に当たり、さきに通告いたしました２件

について質問いたします。町長におかれましては、

答弁方よろしくお願いをいたします。 

 件名１、道道228号線（豊丘余市停車場線）延伸

について。余市ダム下約１キロメートル、東橋付

近を起点とする道道228号線は、本町の重要な路線

として活用されています。古くは豊丘に鉱山があ

り、戦前、戦後を通して日本経済の一翼をなして

きた歴史があります。現在は、農業用ダムとして

余市ダムがあり、重要な役目を果たしております。

また、本町の基盤産業である果樹を中心とした農

業の先進地でもあります。さらに、最近は豊丘地

区に新規就農者も入り、これから農業を目指す場

所として大切な地域であります。しかし、道道

228号線豊丘余市停車場線は行きどまりであり、基

盤道路としては十分生かし切れていないのが現実

です。沿線地域の観光農園、醸造用ブドウ生産、

西部地区振興のため、さらに余市町の今後のまち

づくりのために道道228号線豊丘余市停車場線の

延伸は必要かと思います。以下、町長の見解をお

聞きします。 

 １、道道228号線豊丘余市停車場線の延伸につい

て過去に検討した事実があったのか。 

 ２、左側ルート、然別線、共和方面、右側ルー

ト、豊浜線、古平方面の調査研究を進めてはどう

か。 

 ３、北海道に対し、道道228号線豊丘余市停車場

線の延伸について余市町として上申する考えはな

いか。 

 件名２、醸造用ブドウ苗木の安定的確保につい

て。道内では、近年ワイナリーがふえる反面、ブ

ドウの生産量が減少傾向にあると専門家が指摘し

ています。道は、本年度醸造用ブドウの生産拡大

に向けた取り組みを本格化させています。新規参

入者向けの手引を初めて作成したほか、苗木の生

育データの収集や栽培農家やワイナリーによる連

携会議の設立などを進めています。既に本年３月

末に農家に醸造用ブドウの作付を促そうと、道内

で栽培されるブドウの品種や葉を摘み取る時期、

害虫対策など９項目に分け関係者に紹介していま

す。 

 道内では、本町を初めブドウを栽培しながら醸

造に乗り出す新規参入者がふえ、昨年2016年末の

ワイナリーは33カ所と過去10年間で2.5倍にふえ

ました。一方、栽培面積や収穫量は減少傾向が相

変わらず続いています。また、ブドウの苗木は、

十勝や後志で栽培されているほかは、大半を本州

からの調達に依存しているのが実態です。しかし、

本州方面も高齢化による苗木生産農家の廃業が相

次いでいる上、近年の日本ワイン人気の高まりで

品薄状態が続き、先行きが心配です。ワイン特区

の本町においても早急の取り組みが必要と考えま

す。以下、現状と対策についてお聞きします。 

 １、本町の過去10年間のワイナリー設立、醸造

用ブドウ栽培面積、収穫量の推移について。 

 ２、新規参入者の本州方面からの醸造用ブドウ

苗木の購入状況と実態について。 

 ３、本町における醸造用ブドウ苗木の作付状況

と供給不足に対する当面の対策について。 

 ４、本町のワイナリー関係者及び醸造用ブドウ

生産者と中央農業試験場との連携について。 

 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、岸本議員の道道228号

延伸についてのご質問に答弁申し上げます。 

 道道228号の一般道道豊丘余市停車場線につき

ましては、起点が余市郡余市町豊丘町から終点が

余市郡余市町余市停車場黒川町５丁目までの区間

であり、実延長が9.9キロメートルであります。ま

た、そのほかに国道５号の一部と国道229号の一部

が重複区間となり、昭和32年３月30日に北海道が

路線認定した一般道道であります。そうした中、
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議員ご指摘のとおり、豊丘地区はかつて本町農業

の中心的な地域の一つでありましたが、近年の高

齢化や後継者不足により、地域の農業者はここ

10年間で約25％減少している状況にございます。

しかしながら、今年度までに本地域へ11件の新規

就農者が入り、トマトやイチゴの栽培を手がけて

おり、今後も本町農業の中心的な地域となること

を期待しているところであります。 

 ご質問の１点目、道道228号延伸について過去に

検討した事実があったかについてでございます。

当該道道の延伸につきましては、かつて豊丘地区

と豊浜地区にありました余市鉱山が昭和38年に閉

山された以降は、同地区の集落が急速に縮小した

ことから、それ以降については延伸を検討した経

過はございません。 

 次に、左側ルート、然別線、共和方面、右側ル

ート、豊浜線、古平方面の調査研究、さらには延

伸について北海道への上申に関する質問でござい

ます。過去に豊浜地区の鉱山があった際には、選

鉱場のある豊丘地区と索道で結ばれていたと聞い

ております。現在豊丘地区の奥一帯は国有林のた

め、管理用の林道が豊浜方面へ延びているのが現

状でございます。しかし、一般車両が通行可能な

道路としては、ご指摘のとおり、行きどまり道路

となっていることから、今後におきましては現況

を踏まえた中で当該地域から最寄りの道道、仁木

町然別地区の道道775号へのアクセスについての

地理的な可能性等について北海道に照会し、現状

の把握をしてまいりたいと考えているところでご

ざいますので、ご理解を願います。 

 次に、醸造用ブドウ苗木の安定的確保について

でございますが、現在本町におきましてはまち・

ひと・しごと創生総合戦略において全国最上位の

ワインブドウ栽培量や特区制度を活用したワイン

産業の振興によるまちづくりを進めているところ

でございます。国内における酒類の消費は減少の

傾向にある中にあって、ワインの消費は増加して

おり、醸造用ブドウの生産地があり、ワイナリー

もふえている本町といたしましても、ワイン産業

の発展に大変期待しているところであり、その振

興に向けた取り組みを進めているところでござい

ます。 

 ご質問の１点目の本町の過去10年間のワイナリ

ー設立、醸造用ブドウ栽培面積、収穫量の推移に

ついてでございますが、平成18年時点においてワ

イナリーの数は１件でありましたが、現在は10件

となっております。栽培面積は100ヘクタールであ

りましたが、町の調査では約126ヘクタールとなっ

ております。収穫量は900トンでありましたが、町

の推計では約1,000トン以上までにふえているも

のと考えております。 

 ご質問の２点目、新規参入者の本州方面からの

醸造用ブドウ苗木の購入状況と実態についてでご

ざいますが、苗木は全て本州から購入しておりま

すが、生産者が直接購入しているため、実態につ

いて把握し切れておりません。新規就農者の方は、

就農時点では希望どおりの数量を確保できていな

いとのことですが、苗木の購入に合わせた営農計

画を立てる等創意工夫をし、就農しているところ

でございます。 

 ご質問の３点目、本町における醸造用ブドウ苗

木の作付状況と供給不足に対する当面の対策につ

いてでございますが、現在町内において接ぎ木に

より苗木をつくっている生産者は３件と伺ってお

ります。自家用として利用しているとのことであ

ります。苗木の生産は、北海道の気候では活着率

が低いと言われており、そのため生産する方が少

ないものと思われます。供給不足に対する当面の

対策についてでございますが、苗木の購入を希望

されている方のうち、契約栽培の方や農協を通し

購入されている方につきましては、ほぼ購入でき

ていると伺っておりますが、新規で直接苗木業者

に発注した場合などは希望どおりに購入できない

という話も伺っております。 
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 ブドウの苗木を増産するためにはその台木から

育てなければならず、一定の年月が必要となると

ともに、将来的な需給も不透明なため、苗木業者

も増産できない状況であると伺っているところで

あり、当面は北海道が今年度より実施している苗

木確保対策事業の取り組み結果等を注視するとと

もに、生産者や関係機関のご意見を伺いながら研

究をしてまいります。 

 ご質問の４点目、本町のワイナリー関係者及び

醸造用ブドウ生産者と道立中央農業試験場との連

携についてでございますが、高品質なワインを製

造するためには原料となるブドウの栽培が最も重

要であり、そのためには研究機関との連携も大変

重要であると考えております。ご質問にもござい

ますように、道におきましても昨年度に醸造用ブ

ドウ導入の手引を作成し、基本的な栽培管理方法

を指導するとともに、今年度より醸造用ブドウ生

産拡大総合サポート事業として、収量調査等を中

央農試へ委託しているところでございます。本町

におきましては、今年度より中央農試の委託事業

として、北海道における醸造用ブドウ品種の栽培

特性試験を町の園芸試験場で実施するなど専門機

関との連携を進めており、今後も強化してまいり

たいと考えております。 

〇４番（岸本好且君） 少し再質問させていただ

きます。 

 最初に、道道228号線の延伸の関係についてであ

ります。今町長が言われましたように、ここは歴

史的経緯が多くて、いろいろ社会情勢とか変わっ

てきた中で、以前はそういう豊丘線の道道として

の延伸の話があったということを私も地域のご年

配の方からよくその話は聞いていました。当時を

知る人は、希望を持って道や国に働きかけをした

と。また、当然当時の地元選出の国会議員だとか

相当動いていただいて活動したようですが、今町

長がおっしゃいましたようにいろいろな事情や時

代の変化に伴って、延伸の話はそれ以上進まなか

ったということです。相当昔の話ですので、実際

豊丘地区で延伸の話があったということは、私た

ちも認識していかなければならないと思います。 

 それで、先ほど町長もお話ししましたが、今新

規就農者も入ってきている。相当時代背景が変わ

ってきた中で、現実的には延伸の話は途絶えてい

ますけれども、今の時代背景を見て、今後ここの

延伸について町長としてどのように感じているの

か、再度まずお聞きをしたいと思います。 

 それから、２点目と３点目、これは共通するあ

れですので、まとめて再質問させていただきます

けれども、余市ダムに向かって左右のルートがあ

って、左側のルートについては、私も実際行った

ことありませんので、聞くところによりますと確

かに今林道だとか作業用道路がついているという

ことで、それが然別までのどの程度の道路かわか

りませんけれども、つながっているということは

聞いております。右側のルートは、今町長がおっ

しゃいましたように過去に住友系の鉱山があっ

て、その管理を今現在余市紅志高校の向かいに管

理事務所として管理している状況です。同じ住友

系の鉱山が豊浜にもあって、この豊丘鉱山と豊浜

鉱山がかつては坑道でつながっていたと、そのよ

うな歴史がある左右のルートですので、町長は先

ほどの答弁に調査とか、前向きな検討というよう

な話もありましたけれども、私は十分このルート

というのは価値があると思っていますので、再度

まずどのような足がかりでこれをやって、ここを

調査もしくは研究していかれるのか再度お聞きを

したいと思います。 

 あわせてここの道路というのは、私は余市町と

か、もしくは豊丘地区だけの問題ではなくて、当

然観光産業だとかワイナリーだとかいろいろ沿線

は将来に向けて期待される地域に今なりつつあり

ます。あわせて、かつてそういう話もあったのか

どうかあれですけれども、その後泊原発の避難道

路としての共和までの道路ということで、当然万
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が一そういうようなことになった場合には、５号

線だけでは大渋滞にはそれを避けることができな

いということで、分散するという意味からもこの

228というのは重要な路線であるということです。 

 また、豊浜、これは古平方面ですけれども、今

は夏場の観光シーズンについては相当数の車両が

行っていると。そういう停滞の緩和にもつながる

メリットも十分考えられます。その意味では、こ

この地域というのは行きどまりであるために他町

村との交流がほとんどできていない、できない。

５号線から比べるとそういう状況になっていま

す。逆に５号線は、今仁木も含めて農産の直売所

も観光農園もあのように大変発展していると。も

しこれが左右どっちかになるかは別として開通す

るようなことになれば、当然地域の振興に今まで

おくれた分を十分取り返すことができるのではな

いかと思いますけれども、その辺もし町長の見解

があればお聞きしたいと思います。 

 次に、２点目の醸造用ブドウの苗木の安定的確

保についてでありますけれども、この10年間の推

移の状況については町長から答弁がありました。

ワイナリーも10件になって、面積、収穫も若干ふ

えていると。ただ、ワイナリーがふえている分に

追いつくかどうかというのは、数字的に見てはち

ょっと判断できませんけれども、やはり全道的に

苗木の不足が生じているというのは事実です。当

初農家７件ぐらいでスタートした余市のワイン産

業が、三十数年前にほとんど数件で始まったワイ

ン産業、今はもう余市町の本当に大きな基盤産業

になりつつありますので、そんな意味で町長この

数字を今見てどのように分析といいますか、され

ているのか。数字は数字として今聞きましたから

あれですけれども、町長としてこの10年間の推移

をどのように見て分析されているのか再度お聞き

をしたいと思います。 

 それから、実際の購入状況ですけれども、町長

もお話しされましたように、全体的には苗木の購

入の実態についてはうまくいっているように見え

ますけれども、既存の農家さんの場合については、

ほとんど補植といいますか、十分対応できている

とは聞いていますし、本町においても先ほど話が

ありましたように特に新規参入者の中には希望ど

おり苗木が購入できないという実態にあるとも聞

いています。私も一部の人からしか聞いておりま

せんので、全体像わかりませんけれども、余市町

で新たにワイン農家を目指す一部の新規参入者が

もしそうだとしたら、やっぱり何らかの手だてを

するか、これから来る新規参入者のためにも町と

しても本州方面の苗木生産農家の実態はどうなの

か、苗木の調達の仲介まではできるかどうかわか

りませんけれども、ある程度目安ができる情報提

供も必要かと思います。その辺はどうなのかお聞

きをいたします。 

 次に、本町の醸造用のブドウの苗木の作付状況

をお聞きしました。３件ということで、ほとんど

自家製ということで、醸造用のブドウの苗木の作

付というのは、その育成も含めてなかなか北国で

も難しいと聞いています。気候だけでなくて、ウ

イルスの関係もあると実際に聞いていますし、し

かしこのまんま本州方面からの苗木の購入がもし

これ以上難しいという状況になれば、やはり地元

で何らかの対策が必要だと思います。将来見据え

て、可能なのかどうかわかりませんけれども、町

内に醸造用ブドウの苗木の専門的な施設なんかつ

くるのは難しいでしょうか。その辺の考え方もし

あればお聞きしたいと思います。 

 ワイナリー関係で最後なのですけれども、道も

動き出していますし、中央農業試験場との関係、

いろいろな取り組みをされていますけれども、こ

の手引、31ページぐらいになって、専門の手引と

いうことでそのぐらいになると思うのですけれど

も、余市には現在40件とも言われる、50件とも言

われるワイン用ブドウの生産農家が実際実在して

おりますので、長沼にある中央農業試験場との連
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携が本当に大切になってくると思います。３者が

真剣に取り組むことで将来的に苗木不足の解消に

つながると思いますが、その辺のことを生産者農

家さんにすとんと落ちているのかどうか。今取り

組みしたばかりですので、その辺はまだ本格的で

ないと思いますけれども、生産者の人の話を聞く

とその声が余り聞こえてこないと感じています。

実際のところその辺の連携はどうなっているの

か、もしわかれば教えていただきたいと思います。 

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、道路の関係でございます。豊丘が農業、

特にリンゴ栽培の先発地域であったというふうに

理解しておりますし、そしてまた鉱山等も相まっ

てあの地区から道路が延びていったという部分も

認識をしてございます。そういった中で、今行き

どまりになっているという部分も認識をしてござ

います。道は、原則的には新規の道道というのは

認めておりません。よほどのことがなければ、今

私どもも八幡線の昇格、そしてまた黒川中通り２

号線、やっとこれも高速道路が開通するよという

中で、何十年来、たしか私が役場入ったときにも

う中通りやっていましたし、それ以前から多分か

なり前からやっていたと思います。何十年来の部

分でございまして、そういった中では非常に道も

財政的な部分等を含めて、何でこの道路を道道で

という部分の位置づけ、例えばあそこからすぐ消

費地に近いだとかそういう非常に大きなインパク

トがなかったら、調査はもちろん答弁したように

いたしますけれども、そういった位置づけが行き

どまりだから何とか、行きどまりよりもどこか 

に通じるほうがもちろんいいわけでございますけ

れども、そのあたりの町としての持っていき方、

道に持っていき方としてもしっかりとした位置づ

けというのが必要になってくると思ってございま

すので、今はまずあのあたりの状況がどうなって

いるのかという部分、私も途中の林道までは左側

のほう行ったことありますけれども、そのあたり

含めて道に確認をしてみたいというふうに思って

いるところでございます。 

 そしてまた、それら含めて先ほど避難道路等の

お話もございましたけれども、仁木町や古平町と

もそのあたりの部分共通認識を持つために情報交

換を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。 

 それと、２点目の醸造用ブドウの関係でござい

ます。この10年間をどう分析するのだと。たまた

ま私も昭和62年から５年ほどですか、農林課に勤

務して、そこでまだ係のときでございましたけれ

ども、醸造用ブドウの担当させていただいており

まして、おっしゃるとおり、７件ほどの農家がま

だどうなるともわからない中でリンゴの木を切っ

て、醸造用ブドウを植えたというふうに認識して

ございます。そういった中で、まだまだ面積はそ

のときは小さかったですが、当初はブドウは仁木

のほうで試験的な部分も含めて、かなり仁木も醸

造用ブドウをやったのですが、結局今は別ですけ

れども、ずっとやっていて残ってきたのが余市の

醸造用ブドウ生産者だけだったというふうに認識

してございます。そういった中では、それらの７

名の方々がしっかり礎を築いてくださって、そし

てまたそれを支えてくれたメーカーの皆さんがあ

ったからここまできたと。今ブームとなって、い

ろいろな脚光を浴びているワイナリーもございま

すが、やはり何といってもその７件の農家と、そ

してそれを支えてくれたメーカーさんがここまで

余市のワインというものを育ててくれたというふ

うなこの10年間の認識をしているところでござい

ます。 

 そういった中で、苗木の問題等もございました。

一時よりは幾らか改善されていると伺ってござい

ますが、やはりチャンネルを持たない部分につき

ましては、先ほど申し上げました新規参入が直接

苗木業者さんに行ってもなかなか手に入らないと
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いう部分もございます。そういった中では、道の

ほうでも今苗木確保対策という形で、これは余市

町ではやっていないのですけれども、栗沢、富良

野、池田町で苗木栽培に係るデータの収集等もや

ってございます。そういった中で、私も機会ある

ごとに農政部等にも行っており、先日も要望活動

で農政部長と会う機会もございました。こういっ

た苗木の確保状況等を含めて、しっかりと取り組

んでいただきたいと。それとまた、ワイナリー等

にやる部分、そういった部分につきましても補助

制度等の部分あれば有利な部分を道でも創設して

いただきたいという部分も申し上げてきました。 

 そういった中では、私ども園芸試験場も持って

ございます。その中で、今シャルドネ、ピノグリ、

シラー、ケルナー等の品種の栽培試験もやってお

ります。本当に30年前に比べると品種が変わって

きているというふうに、当初はピノノワール等は

余市では栽培無理だよという話をされてございま

したが、今はそれが主力品種になって、全国的に

注目されているという部分もございます。私も来

年の１月にまた北海道食とワインの夕べというこ

とで東京、ことしも１月に行ってきましたけれど

も、これは知事含め、国会議員等も道議会議員等

も来ます。そういった中で、北海道のワインと食、

特に余市町のワインが非常に東京の一流シェフ等

にも好評でございましたので、私どもは生産拡大

に力を入れるとともに、そういった行政としてで

きるだけＰＲ等も含めて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。  

〇４番（岸本好且君） 道道228号線の関係です。

確かになかなか道は認めない、これも重々承知し

た上での今回の質問なのですけれども、余市町の

町全体を見たときにやはり西部地区、沢町、豊丘

がどうもこちらの東部から比べると苦労されてい

るという部分が同じ観光農園、直売所にしてもそ

れをひしひしと感じています。それは、やっぱり

抜ける道路があるか、ないかで大きな違いがあり

ます。 

 そして、余市ダム、聞くところによると大変風

光明媚といいますか、ダムとして小規模ですけれ

ども、そこにもし仮に左右の道路が開通したとし

たら、新緑の時期だとか紅葉の時期、私はすばら

しい観光ルートになるのではないかと、そんな期

待をしているのですけれども、そうやって言った

としても実際莫大なお金もかかることですので、

情景整備にも相当な時間と労力がかかるのも事実

です。しかし、一つのきっかけといいますか、か

つての鉱山があった時代から一回衰退したのだけ

れども、今嶋町長が推進しているワイン特区なん

かを通して、今まさに余市はワインでいえば、２

番目のほうにも関連しますけれども、ワイン産地

のメッカになるのは間違いありませんので、そん

な意味でここの地区も大切な地区であるというこ

とを町長も認識されていると思いますけれども、

今の嶋町長の体制のうちに少しでも、調査すると

いうことですけれども、もう一歩二歩進むような

調査に結びつけて、少し道のほうに働きかけをし

ていただければと思います。もし見解があればお

聞きいたします。 

 醸造用ブドウの苗木の関係です。いろいろ町長

のほうから答弁ありました。実態もわかりました。

しかし、これも余市町がこれまでなってきた確か

にその要因は今言ったようにワインのメーカーの

力添えもあったし、もちろん生産者の努力もあっ

てここまできました。全てが順調にきたというこ

とはないにしても、やはり既存の農家、新規参入

者の努力というのがここに実を結んできたと。た

だ、肝心な苗木が万が一安定的に確保されないと

いうことになれば、それもとまってしまう。です

から、確かに接ぎ木の苗木をつくるときには年数

もかかります。だからこそ今から、本当は余市で

そういう苗木専門のものが、多分それは施設費が

本州と違って相当かかると思いますけれども、ぜ

ひとも関係者と協議をして、そのような可能性が
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あるのかどうかも含めてぜひ調査研究をしていた

だきたいと思います。 

 苗木の本数が足りなくて、当初1,000本必要なと

ころ半分しか買えないと。そして、その畑に間を

広くして植えると。こうして次の年にもう500本、

仮にですが、もう500本購入できたらその間に植え

ていく。ところが、それ補植になりますから補助

の対象にならないという、そういう問題もあるよ

うに聞いています。そんなことで、ぜひとも安定

的に醸造用ブドウの苗木が供給できる環境整備を

本州の協力も当面はいただきながら、余市町でも

しっかり対応できることが本当に今求められてい

ると思いますので、確かに既存農家のベテラン農

家さんの人は本州との取引は長くやっていますか

ら、これは自力で自前で十分補充もできています

けれども、そういう方から新規参入者の方を心配

をしています。そんな意味で、北海道初のワイン

特区に認定された町ですので、嶋町長の力量にか

かっていると思いますので、これからそういう対

応に向けてぜひとも努力していただきたいという

ことを最後にお聞きしますけれども、もし見解が

あればお話ししていただきたいと思います。 

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、道路の関係のほうでございます。これに

つきましては、繰り返しになりますけれども、道

のほうとどういう状況になっているのか、そして

また仁木町、古平町との情報交換等もしてみたい

というふうに考えてございます。 

 苗木の部分でございます。これは、町としてで

きることと道にお願いしなければならぬ部分等は

ございます。そういった中で、苗木が足りなくて

就農できないとか、畑の整備ができないというこ

とにならないように道としっかりと協議をしなが

ら、また苗木業者さんもこのワインの今の醸造用

ブドウの苗木の需給動向がずっとこのまま右肩上

がりでいくとなれば増産体制に踏み切れると思い

ますけれども、質問にもございましたけれども、

余市町は面積的にも栽培量も上がっていますけれ

ども、下がっている部分もございますので、そう

いった中で苗木業者さんも増産に踏み切れないと

いう部分は伺っておりました。そういった中で、

業者さんの部分で成り立たない部分につきまして

は、行政、道と協議しながら、そういったことの

ないようにお願いをする部分はお願いしながら、

そしてまた試験地等でお手伝いできる部分はお手

伝いしながら取り組んでいきたいというふうに思

っています。 

〇議長（中井寿夫君） 岸本議員の発言が終わり

ました。 

 暫時休憩します。 

休憩 午後 ２時２５分 

再開 午後 ２時３５分 

〇議長（中井寿夫君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 一般質問を続行いたします。 

 発言順位８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） 第４回定例会において

一般質問を行います。 

 件名、余市町公共交通について。中央バス協会

病院線が12月から減便されました。この線は、利

用者の減少によりこれまでも減便されてきました

が、利用者の減少はとまらず、さらに減便となっ

たものです。同じ中央バスの銀山線は、来年度廃

止の予定です。 

 この傾向は全国的な問題で、鉄道、路線バスと

も廃止路線の総延長がふえ続け、住民の足を奪っ

ています。少子高齢化などでの利用者減とともに、

国の規制緩和により廃止は届け出だけで可能とな

ったことが廃止に拍車をかけています。以前は、

公共交通の役割の重要性から、廃止の申し出につ

いては沿線自治体の議会や事業者の労働組合の同
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意、地域住民の理解が得られているのかの資料が

必要でした。国は、簡単には廃止を認めていなか

ったのです。また、全国700万人と言われる買い物

難民、2,600万人と言われる交通空白地域の住民が

存在します。高齢者のマイカー運転を断念する方

もふえています。これから自動車運転免許保有が

圧倒的に多い団塊世代が高齢期を迎えます。高齢

ドライバーによる交通事故もふえています。ます

ます地域交通の重要性が増しています。 

 地域交通は、住民誰もが安全で安心して暮らせ

るためになくてはならないものです。高齢者の移

動の確保だけでなく、まちづくり、児童生徒の安

全保障、地域コミュニティづくり、公共交通を利

用できない人たちの外出機会の確保等、全ての世

代、全ての地域の課題です。第４次余市町総合計

画でも交通体系の確立は、町民の日常生活はもと

より、人と物の交流による地域の活性化を図る上

で重要な課題と位置づけています。自由に安全安

心に移動できる地域交通は、町民の長年の要求で

あり、この場でも何度も論議されてきました。今

年度余市町地域公共交通活性化協議会が設置さ

れ、いよいよ余市町の地域公共交通網形成計画の

作成と計画実施に向けて動き出しました。以下、

町長の見解を聞きます。 

 １、公共交通は、まちづくりの土台と言われて

いますが、余市町のまちづくりの観点からの交通

体系の確立について。 

 ２つ、まちづくりの重要な一環である町内公共

交通のあり方の検討では、町民と行政の協働が強

く求められています。岐阜市では、市民参加の総

合政策によってバス利用者が増加しています。市

民のマイカー依存とバス離れに危機感を持った市

当局が市民の力に頼るしかないと市民中心の岐阜

市市民交通会議と各地域で開催する１日市民交通

会議を立ち上げ、岐阜市総合交通政策を策定し、

市民参加を基本にしたバス交通の回復に総力を挙

げた結果です。市民参加の総合交通政策づくりの

最大の成果は、市民がみずからできることから行

動しようと呼びかけたこと、市民が行動と学習を

深め、交通政策の理念や交通権の確立を呼びかけ

たことなどと言われています。余市町でも各地域

でのきめ細かい懇談会などを考えるべきではあり

ませんか。 

 ３、さきの第３回定例会で町長は、鉄道につい

て都市間を結ぶ公共交通機関として大きな役割を

持つと答弁しました。まちづくりの中でのＪＲ函

館本線の位置づけについて。 

 ４、町内循環バスの試験運行が2002年、平成14年

に行われましたが、利用乗客数が目標から大きく

かけ離れ、本運行が不可能となりました。ここか

らの教訓は何か。 

〇町長（嶋  保君） 13番、安久議員の余市町

公共交通に関するご質問に答弁申し上げます。 

 １点目のまちづくりの観点からの交通体系の確

立についてのご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

で、地域公共交通の確保、充実を図ることは高齢

者など交通弱者と言われる方々の移動や外出機会

の確保を図るとともに、町民の方々の買い物や通

院、通勤、通学等の日常生活や交流促進を初め、

地域の経済、産業、観光等の活性化にもつながる

ものと考えており、本町にふさわしい交通体系の

確立については、まちづくりを進めていく上で欠

かすことのできない重要な課題であると考えてお

ります。 

 次に、２点目の公共交通のあり方の検討の質問

でございますが、町民の日常生活に必要な地域公

共交通の確保、充実を図るためには、それぞれの

地域の特性に応じた交通体系や交通政策を検討す

る必要があると考えており、そのためには町民ニ

ーズの把握等について調査研究を行うとともに、

町民と行政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必要があると
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考えております。 

 本町におきましては、本年度より地域公共交通

の活性化及び再生に関する法律に基づき、同法に

よる必須委員のほか地域住民、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、団体の委員により組織する余

市町地域公共交通活性化協議会を設置して検討作

業を進めており、現時点におきましては懇談会等

の開催は予定しておりませんが、今後の本町にお

ける地域公共交通網形成計画の策定に当たって

は、本年実施いたしましたアンケート調査による

ご意見等を反映するとともに、実際に路線バスを

利用している方々や公共交通の空白地域における

住民の意見、意向等を把握した上で検討作業を進

めてまいりたいと存じます。 

 次に、３点目のＪＲ函館本線の位置づけについ

てのご質問でございますが、本町における地域公

共交通網形成計画につきましては、本町にふさわ

しい効果的で効率的な町内バス路線の運行にかか

わる計画として協議検討を進めてまいりたいと考

えております。こうした協議検討を進めるに当た

ってのＪＲ函館線の位置づけでございますが、交

通の結節点である余市駅においては、都市間を結

ぶ鉄道と路線バスとの効果的な接続により町民の

方々の移動範囲の拡大と利便性の向上、さらには

本町を訪れる方々の町内観光資源等への移動の確

保が図られることから、地域経済や観光振興等の

まちづくりの観点からも大きな役割を持つものと

考えているところでございます。 

 次に、４点目の循環バス試験運行についてのご

質問でございますが、ご質問にありますとおり、

本町では平成14年に美園町、山田地区における路

線バスの運行の可能性に向けた基礎資料と需要調

査を目的として、余市駅前から美園町、山田町を

経由し、余市協会病院までを運行経路とした試験

運行が行われております。当時試験運行に当たっ

ては、広報による町民周知とともに、区会を通じ

て関係地域に対して運行経路や時間帯等の説明を

行い実施されておりますが、結果として平均の乗

車人数が１便当たり３名程度となり、採算性を確

保できる乗車人数が得られず、継続運行は不可能

と判断された経過がございます。当時と比較しま

して、近年では高齢化の急速な進行に伴い、運転

免許証の返納がふえるなど社会情勢も変化してお

り、地域における公共交通網の確保、維持に関す

る必要性が大きくなっているものと考えておりま

す。今後の本町における地域公共交通網形成計画

の策定に当たりましては、こうした状況を踏まえ、

協議会において協議検討をいただきながら、本町

にふさわしい効果的、効率的な公共交通網の確保

に向けた取り組みを進めてまいりたいと考えてお

りますので、ご理解をいただきたいと存じます。 

〇13番（安久莊一郎君） それでは、質問に沿っ

てお聞きしたいと思います。 

 まず、最初の公共交通づくりというのはまちづ

くりの土台と言われております。各地で地域公共

交通の取り組みがありますし、近隣でも進んでお

りますけれども、地域公共交通がしっかりして、

その土台の上に、先ほども町長も触れられました

けれども、医療の問題、病院にかかれる、それか

ら福祉の問題、それから教育の問題、子供たちの

学校への通学の問題も含めてですけれども、それ

から観光、商工業、全てにかかわっていると思い

ます。そういう認識で町長も捉えられていると思

いますけれども、そこをまず根本として考えなく

てはいけないと思います。 

 それで、こういう地域公共交通をきちんと確立

するために、私は２番目で質問いたしました本当

にまちづくりの一環として町民がどれだけ主体的

に参加してこの計画をつくっていくかと、それが

なければ公共交通計画をつくっても成功しないと

思うのです。ですから、私はここをまず一つ大き

な重点として取り上げていくべきだと思います。

それが先ほどの４番目の前に2002年に実際に試行
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というのですか、試運転された中央バスの問題等

も絡めまして、ここでの教訓というのをきちんと

つかまなくてはいけないのではないかと思いま

す。なぜ実際にバスが走っていない地域を運行し

たのに、１便で３人ということで終わってしまっ

たのかと。これは、その当時と町長は先ほど状況

がもっと悪くなっているから、今度は利用者がふ

えるのではないかというようなことも示唆されて

いましたけれども、それが町民が試運転のバスに

乗って本当に自分の足で確かめると、そういう意

識の問題が足りなかったのではないかと思いま

す。ですから、そういうことを繰り返してはなら

ないと思うのです。今度計画つくるときにはその

教訓をきちんと踏まえて、試運転の実証試験とか

いろいろ運行されると思うのですけれども、その

ときにこういう１便３人しか乗っていかないとい

うことではなくて、住民が、その地域の人たちが

ぜひ便利なバスになったからみんなで乗り合わせ

て、先ほど言いました病院とか買い物とかいろい

ろなところに行くようにしようではないかと。そ

のためにはその地域のこのバスがどういうふうに

して走らせたらいいかとか、そういうのが大事で

はないかと思います。 

 それと、このときに中央バス運行したときに、

今余市でも走っています中央バス全体普通の大型

バスで運行されたのではないかと思うのですけれ

ども、地域で運行されるバスというのはもっと小

さなバスで運行する、その方向にいくと思うので

すけれども、このときは中央バスの、今協会線も

同じですけれども、ああいう大型バスで走ってい

る。それが非常に少ない人数で走っているといっ

たらますます経費も負担が大きい。そうではなく

て、中型とかそういう適正なバスにして回すとい

うことが必要なのですけれども、中央バスからし

ますと多分配車の関係で協会線を走っているバ

ス、町内を走るバスがそのまま今度は違う路線に

も走っていく。小さい中型とかそういうバスだっ

たら、それが適用できないということで、中央バ

スはそういう中型バスを多分持っていないのでは

ないかと思うのですけれども、各地域では10人乗

りとかそういう中型バスで走っていますから、そ

こもやっぱり検討していく必要があるのでないか

と思います。 

 だから、そういうことをきちんと考えていく。

そして、地域住民が自分から具体的にその地域で

はこういうバスで、こういう走り方、こういう時

間帯、そういう要望を一緒になって考えてつくり

ながら、そして自分たちで考えたこのバスを成功

させていこうということで、利用もみんなでふや

そうということをやる、そういうことで私地域の

懇談会とかで言ったので、ぜひそこは考えてほし

いと思います。 

 それから、３番目のＪＲ函館本線とのかかわり、

先ほど町長も言われましたように余市駅を中心と

して、いろいろ市内の交通網の結節点が余市の駅

にあると思います。そこにバスのターミナルみた

いなものをつくっていって、そこに交通網が節と

なって、そこへ人が集まってくる。そして、その

集まった人たち、観光にも行くし、それからまた

駅前の商店街のほうも訪れるような、商店街の活

性化等に結びつけてやっていく必要があるのでな

いかと思いますので、それはぜひこれから考えて

つくっていってもらいたいと思います。 

 ４番目の問題は、先ほども私言いましたけれど

も、先ほどの町長の答弁ではその中で教訓の問題

もう少し明確に、このことからどういう教訓が今

得られているか。町のほうでそのときにきちんと

なされていなかったのかどうか。されていればど

ういうことで教訓として挙げられているか、それ

を答弁願いたいと思います。 

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。 

 この地域の公共交通網の確保、これにつきまし

ては町民の方々の通院、通学、さらには地域の経
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済、産業、観光等の活性化につながるものという

ふうに考えて、本町にふさわしい交通網体系の整

備をしようということでこの協議会を立ち上げた

ところでございます。 

 それと、若干認識の違いがあるのかなと。最後

の４つ目の部分の教訓という部分もございまし

た。これは、調査という形で平成14年にやられた

もので、例えば運行しますよといってＰＲ不足な

り、そういった部分で３人しか乗らなかったから

廃止しますよというのではなくて、こういう形で

やったら何人が乗りますかという調査という形で

ございますので、ここでおっしゃられております

けれども、目標から大きくかけ離れた部分の教訓

は何かとかいう部分は私どもの認識とは若干違う

のかなというふうに、結果としてこうであったと。

これは、本運行なりなんなりという部分になれば

いろいろな手だて等ありますけれども、調査でご

ざいますので、乗るか、乗らないかという部分の

そういった部分の調査をされたというふうに私は

14年の部分は当時かかわったわけではございませ

んけれども、そういった認識でいるということで、

我々のやり方が悪くて、行政の進め方が悪くて３

人しか乗らなくて、こういう結果になったのだと

いうふうには捉えていないというふうに私はそう

いう認識して思っているところでございます。 

 それと、小さなバスの問題等もありました。低

床ステップの部分もございます。これも私どもも

中央バスとは何度も何度もお願いを申し上げまし

たが、わざわざあれしか乗らないのに大きいバス

でなくてもいいのではないですかとか、市内で使

っている低床ステップとかそのあたりをいろいろ

申し上げましたけれども、バス運送会社としては

いろいろな総体的な回しの中からやらざるを得な

いというお話も伺っております。ですから、本運

行等になってきた場合は、私はおっしゃるとおり

ああいった大型バスでなくても、もう少し小型の

部分で可能だというふうに思っているところでご

ざいます。 

〇13番（安久莊一郎君） ４番目にかかわって先

ほど町長から言われましたけれども、試験運転と

いうのですか、試行したということは非常に大き

な、調査の中でも実際に走らせてやるということ

は非常に大きなことだと思います。今回でも計画

をつくって、実際に今度実証試験もやって、本当

にこれでいいのかどうかというのを確かめると思

うのです。だから、2002年のときにこれだけのこ

とを実際に走らせてお金もかけてやったと思うの

ですけれども、ただそれは調査で、教訓も何も得

ないということはちょっと考えられないというの

か、実際にやってみて走らせたのですから、そこ

でなぜ１便３人にしかならなかったのかというそ

の原因、背景をきちんと押さえるということをさ

れておかないと、今度協議会で計画つくって、実

際に運行するという場合でも非常にこのときには

まずいのではないかと思うので、その辺はもう一

回考え直していただきたいと思います。 

 それからあと、私先ほど触れませんでしたけれ

ども、余市町で空白地域、そういう公共交通の空

白地域というのは相当あると思うのです。その中

で、いろいろこれから漏れなくどうやって空白地

域をなくしていくかというのが課題だと思うので

すけれども、スクールバスが今１つありますけれ

ども、そういうものも活用するということも考え

ていくということが大事ではないかなと思いま

す。 

 いずれにしても、私は地域のことは地域の住民

が一番よくわかっている。そこでどんな人たちが

実際に困っていて要望が強いかとか、そういうの

も踏まえながら、住民の中で計画をこうしたらい

いぞという意見を出し合いながら、余市もいろい

ろな地域で空白地域ありますから、それぞれでで

きるだけ住民が参加できる。住民自治の基本は町

民ですから、そういうことでぜひこれからその方

向で取り組んでいくと、これが大事ではないかと
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思っておりますので、再度その点を聞きたいと思

います。 

〇町長（嶋  保君） 13番、安久議員の再度の

ご質問に答弁を申し上げます。 

 まず、４点目の部分のこの教訓の部分でござい

ます。当然お金をかけてこういった試験運行をし

たわけですから、なぜそうしたら３人しか乗らな

かったか、そういった総括はされていると思いま

すし、当然それはしかるべきだと思っています。

しかし、これが目標に届かなかったのはなぜだと

か、そのあたりの認識の議員との私の違いがある

と思っていますし、当然こういった中で実証実験

したら、だから必要がなかったという形の結論づ

けになったと思いますし、こういった中でのまだ

まだ需要がなかったと、当時の部分でございます。

そういった中で、そういった検証はきっちりとさ

れているものというふうに思ってございます。 

 それと、住民との協働の部分でございます。こ

れは、先ほど来申し上げておりますが、協議会委

員は法定必須委員、法定協議会でございますので、

必須委員のほかに私どもは任意の委員ということ

で公共交通の利用者等のご参加もいただいて、幅

広く意見を吸い上げようとしているところでござ

います。そしてまた、本年度アンケートも実施し

てございますし、この30年度の地域公共交通網形

成計画策定に当たっては、その中でもまたピンポ

イントを含めてもっともっと、当初の今年度のア

ンケートは総体的なアンケートでございましたけ

れども、30年度のこの地域公共交通網形成計画策

定に当たっては、再度もっと踏み込んだアンケー

トを実施しながら、しっかりと皆様の意向等を吸

い込んで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、スクールバス等のご提言ございました。

これらにつきましてもやはりそういった中でいか

に有効、効果的に活用できるかという部分の検討

は必要だというふうに思っております。 

〇議長（中井寿夫君） 安久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２項の規定に基づき、16日か

ら17日までの２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17日までの２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、18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 ３時０３分 
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