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平成２６年余市町議会第１回定例会会議録（第１号）

開 会  午前１０時００分 

延 会  午後 ２時５５分 

〇招 集 年 月 日             

  平成２６年３月１０日（月曜日）      

〇招 集 の 場 所             

  余市町議事堂               

〇開 会             

平成２６年３月１０日（月曜日）午前１０時

〇出 席 議 員  （１６名）       

  余市町議会議長 １７番 中 井 寿 夫 

  余市町議会副議長  ８番 佐 藤 一 夫 

  余市町議会議員  １番 野 呂 栄 二 

      〃      ２番 吉 田   豊 

      〃      ３番  井   潤 

      〃      ４番 藤 野 博 三 

      〃      ５番 溝 口 賢 誇 

      〃      ６番 岸 本 好 且 

      〃      ７番 近 藤 徹 哉 

      〃      ９番 彫 谷 吉 英 

      〃     １０番 野 崎 奎 一 

      〃     １１番 白 川 栄美子 

      〃     １２番 土 屋 美奈子 

      〃     １３番 中 谷 栄 利 

      〃     １４番 佐々木 正 江 

      〃     １８番 吉 田 浩 一 

〇欠 席 議 員  （１名）        

  余市町議会議員 １６番 安 宅 俊 威 

 〇出 席 者             

  余 市 町 長  嶋     保 

    副    町    長  鍋 谷 慎 二 

    総  務  部  長  佐々木   隆 

  総 務 課 長  須 貝 達 哉 

  企 画 政 策 課 長  盛   昭 史 

    行 政 改 革 推 進 課 長  (企 画 政 策 課 長 兼 務 ) 

  財 政 課 長  山 本 金 五 

  税  務  課  長  秋 元 直 人 

  総 務 部 参 事  干 場 隆 利 

  民 生 部 長  澤 谷 栄 治 

  町 民 福 祉 課 長  細 山 俊 樹 

  高 齢 者 福 祉 課 長  永 井 克 憲 

  保 健 課 長  小 俣 芳 則 

  環 境 対 策 課 長  前 坂 伸 也 

  経 済 部 長  飯 野 徹 郎 

  農 林 水 産 課 長  堀 内   学 

  商 工 観 光 課 長  小 林 英 二 

  経 済 部 参 事  須 藤 明 彦 

  建 設 水 道 部 長  柳 田 義 孝 

  建 設 課 長  亀 尾 次 雄 

  まちづくり計画課長  滝 上 晃 一 

  下 水 道 課 長  澤 辺 成 徳 

  水 道 課 長  久 保   宏 

会計管理者（併）会計課長  岩 戸 宏 平 

  農業委員会事務局長  山 本 正 行 

  教    育    長  中 村 寿 仁 

  学 校 教 育 課 長  東   倫 宏 
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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  （総務課長併任） 

  監 査 委 員 事 務 局 長  川 村  真 

〇事務局職員出席者            

  事  務  局  長  杉 本 雅 純 

  議 事 係 長  枝 村   潤 

  主         任  小 松   暁 

〇議 事 日 程            

  第 １ 会議録署名議員の指名       

  第 ２ 会期の決定            

      議長の諸般報告          

  第 ３ 議案第 ７号 平成２５年度余市町 

      一般会計補正予算（第１０号）   

  第 ４ 議案第 ８号 平成２５年度余市町 

      国民健康保険特別会計補正予算（第 

      ３号）              

  第 ５ 議案第 ９号 平成２５年度余市町 

      後期高齢者医療特別会計補正予算 

      （第２号）            

  第 ６ 議案第１０号 平成２５年度余市町 

      水道事業会計補正予算（第２号）  

  第 ７ 議案第１５号 北海道市町村職員退 

      職手当組合規約の変更について   

  第 ８ 議案第１６号 北後志地区障害程度 

      区分認定審査会共同設置規約の変更 

      について             

  第 ９ 一般質問             

開 会 午前１０時００分 

〇議長（中井寿夫君） ただいまから平成26年余

市町議会第１回定例会を開会いたします。 

 ただいまの出席議員は16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。 

 なお、安宅議員は所用のため本日欠席の旨届け

出がありましたことをご報告申し上げます。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 今期定例会に提出されました案件は、議案16件、

他に一般質問と議長の諸般報告並びに平成26年度

町政執行方針と教育行政執行方針です。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第１、会議録署名議

員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第119条の規定によ

り、議席番号14番、佐々木議員、議席番号18番、

吉田議員、議席番号１番、野呂議員、以上のとお

り指名いたします。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第２、会期の決定を

議題といたします。 

 この際、議会運営委員会の委員長からの報告を

求めます。 

〇４番（藤野博三君） 平成26年余市町議会第１

回定例会開催に当たり、３月７日午前10時より委

員会室におきまして議会運営委員会が開催されま

したので、その審議経過並びに結果につきまして

私からご報告申し上げます。 

 委員８名の出席のもと、さらに説明員として鍋

谷副町長、佐々木総務部長、須貝総務課長の出席

がありましたことをご報告申し上げます。 

 今期定例会に提出されました案件は、議案16件、

一般質問は８名によります10件、平成26年度町政

執行方針並びに教育行政執行方針、他に議長の諸

般報告でございます。 

 会期につきましては、本日より３月28日までの

19日間と決定したことをご報告申し上げます。 

 なお、日程の割り振りにつきましては、各議員

のお手元に日程表が配付されておりますので、省

略させていただきます。 

 さらに、内容につきましてご報告申し上げます。 

 日程第３、議案第７号 平成25年度余市町一般

会計補正予算（第10号）につきましては、即決に
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てご審議いただくことに決しました。 

 日程第４、議案第８号 平成25年度余市町国民

健康保険特別会計補正予算（第３号）につきまし

ては、即決にてご審議いただくことに決しました。 

 日程第５、議案第９号 平成25年度余市町後期

高齢者医療特別会計補正予算（第２号）につきま

しては、即決にてご審議いただくことに決しまし

た。 

 日程第６、議案第10号 平成25年度余市町水道

事業会計補正予算（第２号）につきましては、即

決にてご審議いただくことに決しました。 

 日程第７、議案第15号 北海道市町村職員退職

手当組合規約の変更についてにつきましては、即

決にてご審議いただくことに決しました。 

 日程第８、議案第16号 北後志地区障害程度区

分認定審査会共同設置規約の変更についてにつき

ましては、即決にてご審議いただくことに決しま

した。 

 日程第９、一般質問は、８名による10件です。 

 日程第10、議案第１号 平成26年度余市町一般

会計予算、日程第11、議案第２号 平成26年度余

市町介護保険特別会計予算、日程第12、議案第３

号 平成26年度余市町国民健康保険特別会計予

算、日程第13、議案第４号 平成26年度余市町後

期高齢者医療特別会計予算、日程第14、議案第５

号 平成26年度余市町公共下水道特別会計予算、

日程第15、議案第６号 平成26年度余市町水道事

業会計予算、以上６件につきましては、それぞれ

関連がございますので、一括上程の上、議長を除

く議員16名で構成する平成26年度余市町各会計予

算特別委員会を設置し、付託することに決しまし

た。 

 日程第16、議案第11号 余市町手数料徴収条例

の一部を改正する条例案につきましては、即決に

てご審議いただくことに決しました。 

 日程第17、議案第12号 余市町特別職の職員で

非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の

一部を改正する条例案につきましては、即決にて

ご審議いただくことに決しました。 

 日程第18、議案第13号 余市町社会教育委員設

置条例の一部を改正する条例案につきましては、

即決にてご審議いただくことに決しました。 

 日程第19、議案第14号 余市町青少年問題協議

会条例の一部を改正する条例案につきましては、

即決にてご審議いただくことに決しました。 

 なお、追加案件もあると伺っておりますので、

それらの案件が提出されました時点で議会運営委

員会を開催し、その結果を報告申し上げます。 

 以上を申しまして、議会運営委員会の報告とい

たします。 

〇議長（中井寿夫君） ただいま委員長から報告

のとおり、今期定例会の会期は本日から28日まで

の19日間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、今期定例会の会期は本日から28日まで

の19日間と決定いたしました。 

 なお、会期中の会議予定につきましては、お手

元にご通知いたしました案のとおりでありますの

で、ご了承願います。 

 なお、今期定例会は、地方自治法第121条第１項

の規定により説明員として通知のありました者は

お手元に配付のとおりでありますので、ご了承願

います。 

 次に、傍聴人の定員について申し上げます。 

 傍聴規則第３条の規定により、傍聴人は報道関

係者と他に一般傍聴者38名となっておりますこと

をご報告申し上げます。 

〇議長（中井寿夫君） 次に、諸般の報告をいた

します。 

 地方自治法第235条の２第３項の規定によりま

す例月出納検査の結果報告が監査委員からありま
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したので、その写しを配付しておりますので、ご

了承願います。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第３、議案第７号 平

成25年度余市町一般会計補正予算（第10号）を議

題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇町長（嶋  保君） ただいま上程されました

議案第７号 平成25年度余市町一般会計補正予算

（第10号）について、その概要をご説明申し上げ

ます。 

 今回ご提案いたします補正予算につきまして

は、保育士等処遇改善臨時特例事業補助金の追加、

さらには繰り出し基準に基づく財政支援分等の確

定見込みによります国民健康保険特別会計繰出金

の追加と保険基盤安定負担金確定見込みによりま

す後期高齢者医療特別会計繰出金の減額の補正計

上を行ったものでございます。 

 次に、ただいま申し上げました以外の各款にお

ける主な補正内容について歳出からご説明申し上

げます。総務費におきましては、寄附に伴う基金

への積立金の補正計上を行ったものであります。 

 衛生費におきましては、周産期医療支援に伴う

北海道社会事業協会小樽病院への負担金の補正計

上を行ったものであります。 

 教育費におきましては、中学校体育連盟の全道

及び全国大会の参加に伴う負担金の補正計上を行

ったものであります。 

 次に、歳入についてご説明いたします。歳入に

つきましては、国、道支出金等の特定財源に求め

るとともに、必要となる一般財源については普通

交付税に求めて歳出との均衡を図ったものであり

ます。 

 この結果、今回の補正予算額3,765万3,000円を

既定予算に追加した予算総額は84億6,992万

2,000円と相なった次第でございます。 

 以上、ご提案いたしました補正予算（第10号）

について、その概要をご説明申し上げましたが、

詳細につきましては担当課長よりご説明申し上げ

ますので、よろしくご審議、ご決定賜りますよう

お願い申し上げます。 

〇財政課長（山本金五君） それでは、議案第７

号につきましてご説明申し上げます。 

 議案第７号 平成25年度余市町一般会計補正予

算（第10号）。 

 平成25年度余市町の一般会計の補正予算（第

10号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞ

れ3,765万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ84億6,992万2,000円とする。 

 ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該

区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 平成26年３月10日提出、余市町長、嶋  保。 

 歳出からご説明申し上げます。３ページをお開

き願います。３ページ中段でございます。３、歳

出、２款総務費、１項総務管理費、４目財産管理

費、補正額46万4,000円、25節積立金46万4,000円

につきましては、寄附による社会福祉施設等建設

基金積立金24万4,000円、図書整備基金積立金10万

円、余市町の未来を担う人づくり基金積立金12万

円の計上でございます。 

 ３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総

務費、補正額ゼロ円につきましては、国庫支出金

との財源組みかえの計上でございます。 

 ６目心身障害者対策費、補正額ゼロ円につきま

しては、寄附による財源の組みかえ計上でござい

ます。 

 次のページをお開き願います。３款民生費、２

項児童福祉費、２目児童措置費、補正額191万

9,000円、19節負担金補助及び交付金191万9,000円

につきましては、保育士等処遇改善臨時特例事業

に伴うよいち保育園に対する補助金の追加計上で
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ございます。 

 ４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総

務費、補正額69万円、19節負担金補助及び交付金

69万円につきましては、周産期医療支援事業に係

る本町負担分の計上でございます。 

 ４目環境衛生費、補正額25万円、11節需用費25万

円につきましては、凍結により破損しました町営

斎場待合室屋根の修繕費の計上でございます。 

 ５目国民健康保険費、補正額3,365万2,000円、

28節繰出金3,365万2,000円につきましては、繰り

出し基準に基づく財政支援分等の確定見込みによ

ります繰出金の追加計上でございます。 

 ７目保健健康推進費、補正額33万6,000円、23節

償還金利子及び割引料33万6,000円につきまして

は、平成24年度がん検診推進事業費確定に伴う国

庫補助金返還金の計上でございます。 

 ９目後期高齢者医療費、補正額80万円の減、28節

繰出金80万円の減につきましては、保険基盤安定

負担金確定見込みに伴う繰出金の減額計上でござ

います。 

 ６款農林水産業費、１項農業費、７目農村体験

交流施設費、補正額３万円、18節備品購入費３万

円につきましては、農村活性化センターの備品購

入のための寄附に伴う備品購入費の計上でござい

ます。 

 10款教育費、３項中学校費、２目教育振興費、

補正額108万2,000円、19節負担金補助及び交付金

108万2,000円につきましては、クロスカントリー

ほか中学校体育連盟全道大会参加負担金34万

5,000円と同じく全国大会参加負担金73万7,000円

の計上でございます。 

 10款教育費、５項保健体育費、２目ジャンプ台

管理運営費、補正額３万円、18節備品購入費３万

円につきましては、ジャンプ台備品購入のための

寄附に伴う備品購入費の計上でございます。 

 次に、歳入につきましてご説明申し上げます。

２ページをお開き願います。２ページ中段でござ

います。２、歳入、10款地方交付税、１項地方交

付税、１目地方交付税、補正額3,790万3,000円、

１節地方交付税3,790万3,000円につきましては、

必要となる一般財源の計上でございます。 

 14款国庫支出金、１項国庫負担金、２目衛生費

国庫負担金、補正額36万8,000円の減、１節保健衛

生費国庫負担金36万8,000円の減につきましては、

保険基盤安定負担金、国民健康保険分確定見込み

に伴う減額計上でございます。 

 15款道支出金、１項道負担金、２目衛生費道負

担金、補正額274万3,000円の減、１節保健衛生費

道負担金274万3,000円の減につきましては、保険

基盤安定負担金確定見込みによる国民健康保険分

214万3,000円の減額と後期高齢者医療分60万円の

減額計上でございます。 

 15款道支出金、２項道補助金、２目民生費道補

助金、補正額198万7,000円、２節児童福祉費道補

助金198万7,000円につきましては、子育て支援対

策事業費補助金の確定見込みによる追加計上でご

ざいます。 

 17款寄附金、１項寄附金、２目民生費寄附金、

補正額34万4,000円、１節民生費寄附金34万

4,000円につきましては、社会福祉寄附金としまし

て丹羽アヤ子様からの10万円、学校法人北海道キ

リスト教学園リタ幼稚園園児、ＰＴＡ様からの１

万円、永全寺寒修行ご一同様からの２万円、西村

好子様からの20万円、余市合同青果青友会様から

の１万3,840円でございます。 

 ３目教育費寄附金、補正額13万円、１節教育費

寄附金13万円につきましては、図書館図書購入寄

附といたしまして清久艶子様からの10万円とジャ

ンプ台備品購入寄附金といたしましてニッカハイ

ランドクラブ様からの３万円でございます。 

 ６目農林水産業費寄附金、補正額３万円、１節

農林水産業費寄附金３万円につきましては、農業

振興寄附金としまして余市ロータリークラブ様か

らの３万円でございます。 
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 ７目総務費寄附金、補正額12万円、１節総務費

寄附金12万円につきましては、余市町の未来を担

う人づくり寄附金としまして町外在住の葛西一樹

様からの10万円、辰巳重正様からの１万円、それ

から匿名希望の方からの１万円でございます。い

ずれもご寄附をいただいた方のご意向に沿った予

算措置をさせていただいたものでございます。 

 20款諸収入、５項雑入、１目雑入、補正額25万

円、１節雑入25万円につきましては、歳出でご説

明申し上げました町営斎場待合室屋根の修繕に対

する公有建物共済保険共済金の計上でございま

す。 

 以上、議案第７号につきまして提案理由のご説

明を申し上げましたので、よろしくご審議の上、

ご決定賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（中井寿夫君） 提案理由の説明が終わり

ました。 

 これより質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。本案につきましては、会議

規則第38条第３項の規定により委員会の付託を省

略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、議案第７号については委員会の付託を

省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第７号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第７号 平成25年度余市町一般会

計補正予算（第10号）は、原案のとおり可決され

ました。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第４、議案第８号 平

成25年度余市町国民健康保険特別会計補正予算

（第３号）を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇保健課長（小俣芳則君） ただいま上程されま

した議案第８号 平成25年度余市町国民健康保険

特別会計補正予算（第３号）につきまして、提案

理由をご説明申し上げます。 

 今回ご提案申し上げました補正予算は、国民健

康保険事業における各種事業報告及び国庫補助

金、負担金申請に用いるシステムの更新に伴う委

託料の追加計上、一般被保険者にかかわる療養給

付費及び高額療養費の増加に伴う補正計上と共同

事業拠出金の確定見込みに伴う増減調整、国庫支

出金並びに道支出金の精算による返還金の補正計

上を行ったものであります。 

 また、歳入におきましては、共同事業の確定見

込みに伴う交付金及び国、道支出金の増減調整、

また療養給付費交付金、前期高齢者交付金の確定

見込みによる補正計上、さらには一般会計繰入金、

繰越金により収支均衡を図ったものでございま

す。 

 以下、議案を朗読し、ご説明申し上げます。 

 議案第８号 平成25年度余市町国民健康保険特

別会計補正予算（第３号）。 

 平成25年度余市町の国民健康保険特別会計の補

正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞ

れ7,073万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ30億4,949万1,000円とする。 

 ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該

区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
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 平成26年３月10日提出、余市町長、嶋  保。 

 初めに、歳出からご説明申し上げますので、４

ページをお開き願います。４ページ中段でござい

ます。３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、

１目一般管理費、補正額99万8,000円、13節委託料

99万8,000円につきましては、各種事業報告及び国

庫補助金申請に用いる国保システムの更新に伴う

委託料の補正計上でございます。 

 ２款保険給付費、１項療養諸費、１目一般被保

険者療養給付費、補正額2,491万円、19節負担金補

助及び交付金2,491万円につきましては、今後増額

が見込まれます一般被保険者療養給付費の補正計

上でございます。 

 ２款保険給付費、２項高額療養費、１目一般被

保険者高額療養費、補正額1,200万円、19節負担金

補助及び交付金1,200万円につきましては、今後増

額が見込まれます一般被保険者高額療養費の補正

計上でございます。 

 ７款共同事業拠出金、１項共同事業拠出金、１

目高額医療費共同事業医療費拠出金、補正額829万

2,000円の減、19節負担金補助及び交付金829万

2,000円の減につきましては、高額医療費共同事業

医療費拠出金の確定見込みに伴います減額でござ

います。 

 ２目保険財政共同安定化事業拠出金、補正額

1,092万円の減、19節負担金補助及び交付金

1,092万円の減につきましては、保険財政共同安定

化事業拠出金の確定見込みに伴います減額でござ

います。 

 10款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、３

目償還金、補正額5,204万3,000円、23節償還金利

子及び割引料5,204万3,000円につきましては、精

算分の確定による国庫支出金返還額5,000万

8,000円と道支出金返還金203万5,000円の補正計

上でございます。 

 次に、歳入につきましてご説明申し上げますの

で、２ページをお開き願います。２ページ下段で

ございます。２、歳入、４款国庫支出金、１項国

庫負担金、２目高額医療費共同事業負担金、補正

額207万3,000円の減、１節高額医療費共同事業負

担金207万3,000円の減につきましては、高額医療

費共同事業の負担金確定見込みに伴う減額でござ

います。 

 ５款療養給付費交付金、１項療養給付費交付金、

１目療養給付費交付金、補正額2,136万円、１節療

養給付費現年度分交付金2,136万円につきまして

は、療養給付費現年度分にかかわる交付金の確定

見込みに伴う増額でございます。 

 ６款前期高齢者交付金、１項前期高齢者交付金、

１目前期高齢者交付金、補正額5,160万7,000円の

減、１節前期高齢者交付金5,160万7,000円の減に

つきましては、前期高齢者交付金の確定見込みに

伴います減額でございます。 

 ７款道支出金、１項道負担金、１目高額医療費

共同事業負担金、補正額207万3,000円の減、１節

高額医療費共同事業負担金207万3,000円の減につ

きましては、高額医療費共同事業にかかわる負担

金の確定見込みに伴います減額でございます。 

 ８款共同事業交付金、１項共同事業交付金、１

目共同事業交付金、補正額1,056万円の減、１節現

年度分1,056万円の減につきましては、高額医療費

共同事業にかかわる交付金の確定見込みに伴いま

す減額でございます。 

 ２目保険財政共同安定化事業交付金、補正額

7,441万8,000円、１節現年度分7,441万8,000円に

つきましては、保険財政共同安定化事業にかかわ

る交付金の確定見込みに伴います増額でございま

す。 

 ４ページをお開き願います。９款繰入金、１項

他会計繰入金、１目一般会計繰入金、補正額

3,365万2,000円、１節一般会計繰入金3,699万

8,000円につきましては、繰り出し基準に基づく財

政支援分等の確定見込みに伴う補正計上でござい

ます。２節保険基盤安定繰入金334万6,000円の減
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につきましては、保険基盤安定繰入金、保険税軽

減分261万1,000円の減と同じく保険基盤安定繰入

金、保険者支援分73万5,000円の減の確定見込みに

伴います補正計上でございます。 

 10款繰越金、１項繰越金、１目繰越金、補正額

762万2,000円、１節繰越金762万2,000円につきま

しては、一般被保険者療養給付費等、歳出の財源

を求めるための補正計上でございます。 

 以上、議案第８号につきましてご説明を申し上

げましたので、よろしくご審議の上、ご決定を賜

りますようお願い申し上げます。 

〇議長（中井寿夫君） 提案理由の説明が終わり

ました。 

 これより質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。本案につきましては、会議

規則第38条第３項の規定により委員会の付託を省

略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、議案第８号については委員会の付託を

省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第８号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第８号 平成25年度余市町国民健

康保険特別会計補正予算（第３号）は、原案のと

おり可決されました。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第５、議案第９号 平

成25年度余市町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第２号）を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇保健課長（小俣芳則君） ただいま上程されま

した議案第９号 平成25年度余市町後期高齢者医

療特別会計補正予算（第２号）につきまして、提

案理由をご説明申し上げます。 

 今回ご提案申し上げました補正予算は、保険基

盤安定負担金の確定見込みによる後期高齢者広域

連合納付金の減額計上を行ったものであります。 

 また、歳入におきましては、繰入金による収支

均衡を図ったものでございます。 

 以下、議案を朗読し、ご説明申し上げます。 

 議案第９号 平成25年度余市町後期高齢者医療

特別会計補正予算（第２号）。 

 平成25年度余市町の後期高齢者医療特別会計の

補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それ

ぞれ80万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入

歳出それぞれ２億9,525万6,000円とする。 

 ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該

区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 平成26年３月10日提出、余市町長、嶋  保。 

 初めに、歳出からご説明申し上げますので、２

ページをお開き願います。２ページ下段でござい

ます。３、歳出、２款後期高齢者医療広域連合納

付金、１項後期高齢者医療広域連合納付金、１目

後期高齢者医療広域連合納付金、補正額80万円の

減、19節負担金補助及び交付金80万円の減につき

ましては、低所得者に対する保険料の軽減にかか

わる保険基盤安定負担金の確定見込みによる減額

でございます。 

 次に、歳入についてご説明申し上げますので、

このページの上段をごらん願います。２、歳入、

３款繰入金、１項一般会計繰入金、２目保険基盤
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安定繰入金、補正額80万円の減、１節保険基盤安

定繰入金80万円の減につきましては、保険基盤安

定負担金の確定見込みに伴います減額でございま

す。 

 以上、議案第９号につきましてご説明申し上げ

ましたので、よろしくご審議の上、ご決定賜りま

すようお願い申し上げます。 

〇議長（中井寿夫君） 提案理由の説明が終わり

ました。 

 これより質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。本案につきましては、会議

規則第38条第３項の規定により委員会の付託を省

略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、議案第９号については委員会の付託を

省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第９号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第９号 平成25年度余市町後期高

齢者医療特別会計補正予算（第２号）は、原案の

とおり可決されました。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第６、議案第10号 平

成25年度余市町水道事業会計補正予算（第２号）

を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇水道課長（久保 宏君） ただいま上程されま

した議案第10号 平成25年度余市町水道事業会計

補正予算（第２号）につきまして、その提案理由

をご説明申し上げます。 

 このたび補正いたします主な内容は、収益的支

出、第１項営業費用、５目資産減耗費につきまし

ては、本年度配水管並びに量水器の除却に伴う固

定資産除却費544万円の増額補正をするものでご

ざいます。 

 また、収益的収入、第１項営業収益、１目給水

収益につきましては、本年度におけるこれまでの

調定実績と今後の調定を見込み、998万円の減額補

正をするものでございます。 

 次に、資本的収入につきましては、国道５号フ

ゴッペ橋かけかえに伴う水道工事にかかわる占用

物件移転補償費等の確定に伴い、第３項工事負担

金につきまして1,034万9,000円の増額補正をいた

すものでございます。 

 以下、議案を朗読し、ご説明申し上げます。 

 議案第10号 平成25年度余市町水道事業会計補

正予算（第２号）。 

 第１条 平成25年度余市町水道事業会計の補正

予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

 第２条 予算第３条に定めた収益的収入及び支

出の予定額を次のとおり補正する。 

 収入、科目、第１款水道事業収益、既決予定額

６億5,333万2,000円、補正予定額998万円の減、計

６億4,335万2,000円。 

 第１項営業収益、既決予定額５億9,292万円、補

正予定額998万円の減、計５億8,294万円。 

 支出、科目、第１款水道事業費用、既決予定額

６億1,259万5,000円、補正予定額544万円、計６億

1,803万5,000円。 

 第１項営業費用、既決予定額４億6,790万

6,000円、補正予定額544万円、計４億7,334万

6,000円。 

 第３条 予算第４条本文括弧書中、資本的収入

額が資本的支出額に対し不足する額「２億6,462万
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1,000円」を「２億5,427万2,000円」に改め、当年

度分損益勘定留保資金「9,920万9,000円」を

「8,886万円」に改め、資本的収入の予定額を次の

とおり補正する。 

 収入、科目、第１款資本的収入、既決予定額２

億5,543万円、補正予定額1,034万9,000円、計２億

6,577万9,000円。 

 第３項工事負担金、既決予定額700万円、補正予

定額1,034万9,000円、計1,734万9,000円。 

 平成26年３月10日提出、余市町長、嶋  保。 

 次のページをお開き願います。次に、平成25年

度余市町水道事業会計実施計画についてご説明申

し上げます。平成25年度余市町水道事業実施計画、

収益的収入及び支出、収入、補正額のみ申し上げ

ます。１款水道事業収益、補正額998万円の減、１

項営業収益、補正額998万円の減、１目給水収益

998万円の減につきましては、本年度におけるこれ

までの調定実績と今後の調定を見込み、減額補正

をいたすものでございます。 

 支出、第１款水道事業費用、補正額544万円、１

項営業費用、補正額544万円、５目資産減耗費544万

円につきましては、本年度における配水管並びに

量水器の除却に伴う固定資産除却費の補正計上で

ございます。 

 資本的収入及び支出、収入、１款資本的収入、

補正額1,034万9,000円、３項工事負担金、補正額

1,034万9,000円、１目工事負担金1,034万9,000円

につきましては、国道５号フゴッペ橋かけかえに

伴う水道工事にかかわる占用物件移転補償費等の

確定に伴います工事負担金の増額補正でございま

す。 

 以上、議案第10号 平成25年度余市町水道事業

会計補正予算（第２号）につきまして提案理由の

ご説明を申し上げましたので、よろしくご審議の

上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（中井寿夫君） 提案理由の説明が終わり

ました。 

 これより質疑を行います。 

〇２番（吉田 豊君） まず、資産減耗費だけれ

ども、布設がえして諸費が計上されたということ

で、場所はどこの場所なのか、おおむね。 

 それと、もう一つ、給水収益が998万円落ち込ん

だのだけれども、その原因は今の時点で大体わか

りますか。金繰り表を見れば工事負担金がちょう

ど同じぐらい入っているから、現金あり高につい

ては問題はないのだけれども、その辺ちょっとわ

かれば教えていただきたい。 

〇水道課長（久保 宏君） ２番、吉田議員のご

質問にご答弁申し上げます。 

 まず、１点目の配水管の布設がえの箇所でござ

いますが、こちらは現在高速道路の建設に伴いま

して工事を行ってございまして、場所は登町にな

るのですけれども、そちらのほうでちょうど高速

道路に係る部分ということで配水管約97メートル

の布設がえを実施してございます。それに伴いま

す除却でございます。 

 それと、２点目の給水収益の減少ということで

ございますが、こちらにつきましては25年度の当

初予算を計上したときなのですけれども、おおむ

ね24年の決算見込みとそれ以前の大体３年間の平

均値をとりまして25年度の予算計上をしてござい

ますが、現状を分析した結果、一般家庭の13ミリ

の給水の見込みが通常の今までの見込みよりもち

ょっと落ち込んでいるということで、やはり各ご

家庭で節水傾向が思った以上に進んでいるのかな

と、そういうことで分析してございます。あと、

工業用につきましては、去年と比較しましておお

むね横ばい、微増でございますが、若干ふえてご

ざいます。やはり一般家庭のほうで節水が進んで

いるのかなというふうに分析してございます。 

 それと、工事負担金につきましては、こちらは

ご説明申し上げましたとおりフゴッペ橋のかけか

えに伴う負担金ということで、こちらのほうは当

初予算に計上してございませんでしたが、確定見
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込みによる増額というふうになってございます。 

〇議長（中井寿夫君） 他に質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 これにて質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。本案につきましては、会議

規則第38条第３項の規定により委員会の付託を省

略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、議案第10号については委員会の付託を

省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第10号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第10号 平成25年度余市町水道事

業会計補正予算（第２号）は、原案のとおり可決

されました。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第７、議案第15号 北

海道市町村職員退職手当組合規約の変更について

を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇総務課長（須貝達哉君） ただいま上程されま

した議案第15号 北海道市町村職員退職手当組合

規約の変更について、その提案理由をご説明申し

上げます。 

 北海道市町村職員退職手当組合は、道内の市町

村、一部事務組合及び広域連合の退職手当に関す

る事務を共同で処理するために設けられた一部事

務組合で、このたび上川中部消防組合及び伊達・

壮瞥学校給食組合が解散、脱退することとなった

ことから、関係自治体の協議により規約の変更を

行おうとするものでございます。 

 以下、議案を朗読し、ご説明申し上げます。 

 議案第15号 北海道市町村職員退職手当組合規

約の変更について。 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第286条第１

項の規定により、北海道市町村職員退職手当組合

規約を次のとおり変更する。 

 平成26年３月10日提出、余市町長、嶋  保。 

 次ページをお開きいただきたいと存じます。北

海道市町村職員退職手当組合規約の一部を変更す

る規約。 

 北海道市町村職員退職手当組合規約（昭和32年

１月23日32地第175号指令許可）の一部を次のよう

に変更する。 

 別表（上川）の項中「上川中部消防組合」を削

り、同表（胆振）の項中「伊達・壮瞥学校給食組

合」を削る。 

 附則 

 この規約は、地方自治法（昭和22年法律第67号）

第286条第１項の規定による総務大臣の許可の日

から施行する。 

 以上、議案第15号につきまして提案理由のご説

明を申し上げましたので、よろしくご審議の上、

ご決定賜りますようお願い申し上げます。 

 なお、参考資料といたしまして新旧対照表を添

付しておりますので、ご高覧いただきたいと存じ

ます。 

〇議長（中井寿夫君） 提案理由の説明が終わり

ました。 

 これより質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。本案につきましては、会議

規則第38条第３項の規定により委員会の付託を省

略いたしたいと思います。これにご異議ありませ

んか。 
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（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第15号については委員会の付託を

省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第15号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第15号 北海道市町村職員退職手

当組合規約の変更については、原案のとおり可決

されました。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第８、議案第16号 北

後志地区障害程度区分認定審査会共同設置規約の

変更についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇町民福祉課長（細山俊樹君） ただいま上程さ

れました議案第16号 北後志地区障害程度区分認

定審査会共同設置規約の変更について、その提案

理由をご説明申し上げます。 

 本件につきましては、平成24年に障害者自立支

援法が改正となり、新たに障害者の日常生活及び

社会生活を総合的に支援するための法律、通称障

害者総合支援法が施行されたことに伴う改正でご

ざいます。 

 内容といたしましては、本制度によりサービス

を利用する際、障害者の障害程度を判定する制度

であったものが平成26年よりそれぞれの障害者に

どのような支援が必要かを判定する制度へ変更さ

れることとなりました。この制度改正に伴い、北

後志５町村で共同設置をしております北後志地区

障害程度区分認定審査会共同設置規約の改正が必

要となったため、協議の結果規約の改正を行うも

のでございます。 

 それでは、議案を朗読し、ご説明申し上げます。 

 議案第16号 北後志地区障害程度区分認定審査

会共同設置規約の変更について。 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条の７

第２項の規定により、北後志地区障害程度区分認

定審査会共同設置規約を次のとおり変更する。 

 平成26年３月10日提出、余市町長、嶋  保。 

 次のページをお開き願います。北後志地区障害

程度区分認定審査会共同設置規約の一部を変更す

る規約。 

 北後志地区障害程度区分認定審査会共同設置規

約の一部を次のように変更する。 

 題名を次のように改める。 

 北後志地区障害支援区分認定審査会共同設置規

約。 

 第１条中「障害程度区分認定審査会」を「障害

支援区分認定審査会」に改める。 

 第２条中「障害程度区分認定審査会」を「障害

支援区分認定審査会」に、「北後志地区障害程度

区分認定審査会」を「北後志地区障害支援区分認

定審査会」に改める。 

 附則 

 この規約は、平成26年４月１日から施行する。 

 以上、提案理由のご説明とさせていただきます

ので、よろしくご審議、ご決定を賜りますようお

願い申し上げます。 

 なお、参考資料といたしまして規約の新旧対照

表を添付してございますので、後刻ご高覧願いま

す。 

〇議長（中井寿夫君） 提案理由の説明が終わり

ました。 

 これより質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。本案につきましては、会議

規則第38条第３項の規定により委員会の付託を省
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略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、議案第16号については委員会の付託を

省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第16号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第16号 北後志地区障害程度区分

認定審査会共同設置規約の変更については、原案

のとおり可決されました。 

 暫時休憩いたします。 

休憩 午前１０時５７分 

再開 午前１１時１１分 

〇議長（中井寿夫君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第９、一般質問を行

います。 

 順次発言を許します。 

 発言順位１番、議席番号18番、吉田議員の発言

を許します。 

〇18番（吉田浩一君） 平成26年第１回定例会に

当たり、さきに通告の一般質問を行います。町長

におかれましては、答弁のほうよろしくお願いい

たします。 

 １点目です。余市町における観光客の窓口と余

市観光協会についてを質問いたします。余市町の

観光客に対する対応については、一昔前はＪＲ余

市駅が中心でした。改築前のＪＲ余市駅には待合

室に観光案内所が設置されており、職員が常駐し

ておりました。そして、平成８年３月に新ＪＲ余

市駅舎完成に伴い、バスが停車できる駐車スペー

スの確保、またトイレの数、そして新駅舎建設と

同時にエルラプラザが開店され、町幹部が退職し

て振興公社に出向して、その業務に当たっており

ました。ところが、時代は流れ、移動手段として

は列車、バスの移動から個人所有のマイカーやレ

ンタカーの時代となり、これにあわせて各地に道

の駅がつくられるようになりました。また、旅行

の形態も団体旅行から家族や仲間との移動へと変

わってきました。これらのニーズに合わせ道の駅

にも観光案内所が設置されるなど、また逆に駅は

利用客、また観光客が立ち寄ることも年々減って

いるように見受けられます。 

 さて、余市町では観光部門に対応する団体等は

余市町役場商工観光課、余市商工会議所、余市観

光協会等がありますが、余市観光協会については

余市町が毎年補助金を出して、余市商工会議所が

運営しております。ところが、国の法律改正もあ

るようで来年度以降商工会議所の運営も厳しくな

ることから、来年度以降の観光協会の事務委託に

ついては人員の関係によって受託できないと聞き

及んでおります。 

 余市町の観光部門に対する支出として各所に補

助金を出しております。平成25年度の当初予算書

上では余市商工会議所、余市観光協会、その他に

北海道や後志の観光振興にかかわる団体や協議

会、道の駅連絡会への支出もあります。そして、

町政執行方針にはｉセンターや農道離着陸場の活

用の記載もあります。その他観光事業者が負担す

る項目では、北後志観光案内所の負担金等もあり、

これらを含め以下質問いたします。 

 余市町は、観光協会の独立についてどう考えて

いるのか。 

 観光協会の独立を前提とした場合、当然費用と

いう問題もあり、この点はどう考えているのか。 



－48－ 

 観光協会が独立した場合、各所に支出している

補助金等はどうするのか。 

 ｉセンターや北後志観光案内所の位置づけはど

うなるのか、またそれらは組織図上どうなるのか。 

 ２点目であります。高速道路、余市共和間の工

事着工についてであります。北海道横断自動車道

については、現在小樽市から余市町までの間が建

設されており、最終的には黒松内で道央自動車道

とつながる計画となっております。余市小樽間は、

平成30年度に開通予定となっておりますが、過日

倶知安余市道路の44キロの中で当面共和町国富ま

での間27.6キロの工事が1,090億円の予算で平成

26年度から着工されるとの報道がされました。 

 さて、現在工事中の余市町側の起点は、従来計

画より距離的に短くして、出入り口インターチェ

ンジではなく、簡素化して供用開始するようにし

て工事が進んでおりますが、高速道路が南下をす

るとすれば当然当初計画にあったとおりの余市イ

ンターチェンジが完成するとするならばインター

チェンジと国道５号線を結ぶ都市計画道路の建設

も必要になると考えられます。さらに、余市イン

ターチェンジから国道229号線に延びる計画もあ

ったと聞き及んでおります。どちらにしても、予

想より早く工事は進み、供用も開始されると思わ

れますが、この地域は土地区画整理事業の関係も

あり、余市町としては総合開発をしなければなら

ない地域となっております。そして、余市町では

この地域で用途地域の変更を考え、昨年マスター

プランの作成を専門業者に依頼、２年間でこのビ

ジョンを描くこととしております。 

 質問です。余市共和間の工事はいつから着手し、

実際の工事はいつころから開始されるのか。 

 余市町としては、余市インターチェンジをどう

考えているのか、また場所としてはどこに建設す

ると考えているのか。 

 ３点目、インターチェンジへの導入路となる都

市計画道路である八幡線、旭線はどのように考え

ているのか。 

 ４点目、平成25、26年度の事業でこの一帯の用

途地域の変更を目的としたマスタープランの作成

は現在どこまで進んでいるのか。 

 ５点目、今回の高速道路の兼ね合いによって余

市町はマスタープランの変更の指示をするのか。 

 以上であります。答弁のほうよろしくお願いい

たします。 

〇町長（嶋  保君） 18番、吉田議員の余市町

における観光客の窓口と余市観光協会についての

ご質問にご答弁申し上げます。 

 ご質問の１点目、２点目は、関連がございます

ので、あわせてご答弁申し上げます。観光振興の

施策、取り組みを推進する上では、民間事業者を

中心として主体的な活動を行う観光協会の役割が

拡大、多様化しており、観光協会の組織強化は極

めて重要であると考えているところでございま

す。近年における社会経済情勢の変化とともに、

北海道観光を初め地域観光を取り巻く環境も大き

く変化しており、国内観光客にとどまらず外国人

観光客の誘客促進の取り組みなど、本町観光協会

においてもこうした状況に対応できる柔軟かつ機

動性ある組織と財政基盤の確立が求められており

ます。このたびの観光協会の再編整備については、

専任の事務局員体制のもと、より実践的な活動を

展開する機動性ある組織として再編しようとする

ものであり、余市町の観光振興推進の中核機能を

担う組織の強化充実を目指すものと捉えており、

財政面も含め支援強化を図ってまいりたいと考え

ております。 

 ３点目の各種補助金についてですが、現在観光

関連予算で計上しております北海道観光振興機構

負担金、後志観光連盟負担金、道の駅連絡会負担

金等につきましては、それぞれの団体の事業費負

担として本町も構成自治体として今後も引き続き

支出してまいりたいと考えております。 

 次に、４点目のｉセンターと北後志観光案内所



－49－ 

の位置づけについてでございます。ｉセンターに

つきましては、ドライブ観光における本町の窓口、

道の駅の観光案内所として町が振興公社に業務を

委託し、開設運営しております。また、北後志観

光案内所につきましては、主にＪＲや路線バスを

利用して本町を訪れる観光客からの問い合わせ対

応として、北後志５カ町村の観光協会で組織しま

す北後志観光連絡協議会が余市振興公社へ委託し

てエルラプラザ内に設置し、運営を行っているも

ので、それぞれ開設する事業主体やサービスを提

供する対象者が異なっているものでありますが、

今後の運営につきましては観光協会の組織整備の

状況を見きわめながら、効率的な運営について協

議検討してまいりたいと考えております。 

 次に、高速道路、余市共和間の工事着工に関す

るご質問に答弁申し上げます。１点目の高速道路、

共和余市間の着工時期に関する質問でございま

す。本路線の整備予定につきましては、新聞報道

では2014年度着手し、工期は10年程度と報道され

ておりますが、関係機関に問い合わせしたところ、

今後北海道地方小委員会の結果をもって国土交通

省が３月中に開催が予定される社会資本整備審議

会の道路分科会事業評価部会に諮問し、その評価

結果が公表され、国の予算成立後に策定される実

施計画において最終的な事業着手が決定されるこ

とになるため、現時点においては具体的な工事の

着手等は未定であると伺っております。 

 ２点目の余市インターチェンジに関する質問で

ございます。余市小樽間の北海道横断自動車道の

整備につきましては、現在東日本高速道路株式会

社により平成30年度の供用開始に向けて順調に工

事が進められておりますが、当該高速道路が平成

18年４月から事業着手される際に事業費の調整等

が行われ、インターチェンジについては当初予定

の位置より約700メートル手前の道道登余市停車

場線と町道大浜中登線の交差点に暫定接続される

ことになっております。本町といたしましては、

事業の着手時より各期成会等を通じ、当初計画ど

おりの整備が行われるよう要望を行ってきたとこ

ろでありますが、今後共和余市間の整備が事業化

されることになった場合には、共和方面の高速道

路に乗りおりするインターチェンジが必要となり

ますことから、当初計画の位置に余市インターチ

ェンジが整備されるよう要望してまいりたいと考

えております。 

 次に、３点目の都市計画道路八幡線、旭通に関

する質問でございます。都市計画道路八幡線につ

いては、高速道路のインター線として道道登余市

停車場線までの区間、また旭通につきましては土

地区画整理事業区域の中央部を東西に横断する登

川線と同様に南北を縦断する幹線道路として位置

づけ、都市計画決定されているところであります。

余市インターチェンジが当初計画の位置に整備さ

れますと、幹線道路までのアクセスのため高速道

路のインター線である八幡線の整備が必要となり

ますことから、今後における共和余市間の整備計

画等の動向を見きわめ、当該インター線の事業主

体であります北海道に対し八幡線の整備について

要望してまいりたいと考えております。 

 ４点目の都市計画マスタープランに関する質問

でございます。現在の都市計画マスタープランの

策定状況につきましては、昨年の９月より策定作

業を開始し、基礎資料となる本町の各種個別計画

や現況の調査とその分析、さらにはアンケート調

査を実施いたしております。また、本年に入りま

してからは、町内各関係団体から選出いただいた

委員により構成する町民検討委員会を開催すると

ともに、庁舎内の合意形成を図るため策定委員会

と作業部会を開催し、都市計画にかかわる課題や

方向性についての意見、提言等を受けながら、都

市計画の将来目標や全体構想、地域別構想の策定

作業を進めているところでございます。 

 ５点目の高速道路と都市計画マスタープランの

関係でございますが、都市計画マスタープランに
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つきましては都市計画法による市町村の都市計画

に関する基本的な方針として策定を進めており、

用途地域や都市施設等の整備を個別に定める計画

となるものではございませんが、まちづくりの将

来構想と地域別のあるべき市街地像について地域

の課題や可能性等に応じた整備の方針として総合

的に定めるものと位置づけられており、具体的な

用途地域や都市施設の都市計画の決定や変更につ

いてはこの都市計画マスタープランに即して行う

ことが必要とされるものでございます。こうした

位置づけから現在策定作業を進めている都市計画

マスタープランにおいては、平成30年度に予定さ

れる高速道路余市小樽間の開通を位置づけるとと

もに、このたびの共和余市間の高速道路を含めた

黒松内小樽間全体の高速道路整備につきましても

同様に将来における大きな可能性の一つとして位

置づけた中で検討しているところでございます。 

 今後におきましてもこうしたさまざまな可能性

を最大限に活用し、策定作業を進めてまいりたい

と考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じ

ます。 

〇18番（吉田浩一君） 私が一般質問提出した日

が２月28日でありまして、まだこのときは26年度

の予算書が配付されていませんでした。そしてま

た、26年度の予算はまだ提案されていないという

ことですけれども、そこのところも見て、なるほ

どなというふうな思いもいたしております。 

 それで、町長の答弁では、観光協会今後どうす

るのだということで、専任の職員をつけて、財政

支援を行っていきたいというような答弁だったと

思います。それで、当然専任の職員といっても一

人でできるわけではないです。当然メーンになる

人とそれを補佐する人、それと休みだとかそうい

うのも関係があるから、それにパートの人が１人

ぐらい入ってくるのかなと。つまり最低３人は必

要なのではないかなというふうに思っているので

すけれども、これは当然観光協会の人事でしょう

から、役場がどうのこうのという問題ではないの

ではないかなとは思うのだけれども、職員の体制

について余市町はどういうふうに考えているの

か。特に振興公社が立ち上がったときは、たしか

当時の観光課長さんが退職して行ったというふう

に、私はそういう記憶しているのですけれども、

この辺はどういうふうな人を考えておられるのか

ということをまず最初にお尋ねいたします。 

 次に、今までは商工会議所が事務を委託してい

たということで、建物としても会議所の中でやっ

ていたということになります。これが建物が全く

独立するのかどうかというのは、これはちょっと

まだよくわからないのだけれども、当然１回目の

答弁の中で柔軟に対応していくだとかという、機

動性を持ってというふうになってくると、いろい

ろな意味で独立した事務所というふうに考えるの

が普通なのでしょうけれども、これも観光協会が

決めることなのかもしれないけれども、この辺は

どういうふうに考えておられるのか。 

 実際問題いろいろな面で整合性というか、連携

をとっていかなければならないのですけれども、

実際問題余市観光協会という看板が上がるのはい

つくらいから上がるというふうに聞いています

か。この辺わかればお願いします。 

 最後に質問したところで位置づけはどうなのだ

と。主にｉセンターや北後志観光案内所は振興公

社に全部委託しているよということなのだけれど

も、対象とする人が異なるのであって、そういう

中で効率的に運営していきたいということなのだ

けれども、ｉセンターや北後志観光案内所という

のはその時々の行政の流れによって、行政の流れ

というのは余市町ではなくて、もっと上の段階で

立ち上げられたのだと思っています。ｉセンター

は、当初国の事業で始まったのだというふうに思

っているのです。それが今になっている。結局当

初は国交省か何かの予算がついていたのがだんだ

んその予算がなくて、予算がつかなくなって最終
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的に今みたいな形になったのではないかなと思っ

ているのです。 

 北後志観光案内所というのも、先ほど答弁もあ

りましたが、５町村で始まっていると。だけれど

も、このほかに海がある自治体が加盟している団

体というのもあるそうです。これちょっとよくわ

からないのだけれども、つまりそういう各団体が

では今後どうなっていくのだというふうになった

ら、こういう団体というのは一回立ち上げてしま

ったら、実態があるのかどうかわからないのだけ

れども、名前ばかり残ってしまう。名前だけある

から、やっぱり何らかのことをしなければならな

いということになって、つまりふえることはあっ

ても減ることはないのではないかなと思うので

す。予算上はどうなのだといったら、26年の予算

がまだ提案されていないから、最終的にどうなる

かはわかりませんけれども、単純に25年、26年の

ところを見たときにはやっぱり同じなのです。で

あれば、これから機動的な運営だとか町長は言わ

れるのだけれども、答弁としてはわかるのですけ

れども、その辺がどういうふうになっていくのか

なというふうに考えています。 

 それで、質問ですけれども、余市町としても不

要な団体というのがあるのかどうかわからないの

だけれども、そういうところから余市町が抜ける

必要があるのでないのかなと思うのです。観光協

会に任すのなら任せてしまうというふうにしたほ

うがよりすっきりするのではないかなと思うので

すけれども、この点はどうなのでしょうか。当然

そういうところも組織図上で、どういうふうに組

織図がなっているのかそれを見ていないから何と

もわからないのだけれども、観光協会が独立する

ということにすれば全部そっちのほうに移動させ

てしまうだとか、やっぱりそういうふうにするこ

とによってよりすっきりするのではないかなと思

うのです。 

 これから観光行政を主導するに当たっては、今

までは観光協会と商工会議所というのはそれぞれ

独立していたのでしょうけれども、やっぱり会議

所に委託していたという関係があって、どうして

も会議所の下ではないけれども、そういうふうに

なってしまう、事務局はあそこで持っているので

すから。だけれども、今後はではこれがどういう

ふうになっていくのか。そこのところで誰が今度

その観光の主導権を持っていくのかというところ

がよくわからないなと思うのです。特に余市町の

場合は振興公社というものを持っているのです。

この振興公社と観光協会、どっちが上に立つのだ

とかということではないのだろうけれども、その

辺は町長どういうふうに考えておられるのか、そ

の辺の考え方をちょっとお尋ねいたします。 

 次です。高速道路のほうです。いつから着手す

るのだということで、これはまだ未定だというこ

とで、国土交通省のほうで会議をやって、それか

らだよということで、会議が開かれていないから

まだ未定ですというふうに、そういうふうな答弁

でしたけれども、３月６日の北海道建設新聞にこ

れ掲載されていたのです。この新聞の中では

2014年度着工と。社会資本整備審議会道路分科会

北海道小委員会が妥当というふうに判断というふ

うになっています。そういうことが載せられてい

ました。つまり北海道の段階で、北海道の小委員

会が一応妥当だよということで、最終的にそれを

国交省のほうに上げて、国交省が最終判断をする

ということになっていく、そういう手順ではない

のかなというふうに思っています。 

 それで、これはあくまでも私が思うだけの話な

のですけれども、小樽余市間と余市共和間の距離

というのは４キロくらい共和のほうが長くなって

いる。だけれども、地域性を考えたとき、つまり

住宅地の用地買収とかにかかわっては、小樽余市

よりも余市共和のほうが住宅地とか民有地が少な

いでしょうから早くいくのではないかなと思うの

です。小樽余市間は、平成30年に完成ということ
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で、当然ダブる期間が出てくるから、余市インタ

ーが余市までが開通して５年から６年ぐらいで最

終的に通れるのではないかなというふうに考えて

います。つまり残された時間というのは余り多く

ないのではないかなというふうに思うのです。 

 先ほど町長の答弁の中で、余市インターにつな

がる八幡線については、これは余市町でも都市計

画をした、北海道の審議会も通ったということな

のでしょうけれども、費用対効果の問題があって、

今回余市インターでなくて暫定的に大登橋のとこ

ろにどんとつけるというふうになりました。費用

的に本当に余市インターができるのかどうかとい

うのは私はまだわからないのではないかなと思っ

ているのです。実際に道路の運用として高速道路

の運用がどういうふうにされるのかというふうに

なったときに、これはこうだというふうに断定は

できないのですけれども、余市と共和間は片側１

車線と。それで、余市から小樽方面に行くのは有

料なのでしょうけれども、余市共和間は当分無料

という話を聞いているのです。これはわからない

です。だけれども、無料にするということは料金

所つくらないでいい。となると、専用ゲートとい

うのも必要なくなるのです。高速道路関係で今無

料でやっているよというのは、函館新道が無料に

なっています。だから、函館新道は専用ゲートも

何もないよというふうになってくれば、それを考

えるのであれば、本当に先はわかりませんけれど

も、暫定的に早く開通させるのだよというふうに

なれば当然余市共和間は無料というふうに持って

くるのでないのかなと。そしたら、本当にそうい

うふうになった場合は余市インターというのがど

ういうふうになるのかなということなのだけれど

も、料金体系ということについては何か聞いてい

ることあるかどうか、まずこれをお答えいただき

たいなと思います。 

 次に、余市インターの設置目的というか、それ

は小樽方面、共和、倶知安方面に車を流すためと

いうことだったのだろうけれども、当初はこれに

つながって国道229に延びるいわゆる余市環状線

の計画があったのだと思うのです。だけれども、

今余市環状線というのは私はなくなったというふ

うに認識しています。つまり229に流すという当初

あった前提がなくなったよということが１つで

す。やっぱり余市におろした場合一番問題になる

のは、国道５号線にどうやって車を流すかという

ことです。この場合は、ＪＲの線路という問題も

あるのではないかなと思うのです。この問題を一

気に解決するよというふうに考えたときに、高速

道路を開通するまでにＪＲの線路は、余市町まで

は残しましょうと。余市から南のほうは、長万部

は廃線にするというような考え方もあるのでない

のかなと。わからないです、これは。ＪＲ北海道

の意向もあるでしょうし、だけれどもそういうふ

うになった場合、今ＪＲ北海道に廃線でどうと言

ったら、すんなりうんと乗ってくるのだと思いま

す。そしたら、費用もかからないと。現に小樽余

市間は費用をかけないようにというふうに路線変

更されたということであれば、従来計画の700メー

トルを短くした、要するに700メートルの先までに

余市インターができるのでしょうけれども、それ

よりもう少し先に延ばしてやっていくというほう

がお金がかからない。そして、そこに線路もない

よというふうになれば、線路またぐ高架も要らな

いだろうというふうになってくるのではないかな

というふうに、これはあくまでも自分がそういう

可能性の問題で言っているだけの話ですから。で

あれば仁木町側にもっと持っていく、もしくは仁

木町内のほうに持っていくという可能性も決して

否定できないでしょうし、こういうふうになって

くると現在登停車場線にいろいろな大型店が計画

されているみたいですけれども、出店する側とし

てもそういう計画というのも見直してくるのでは

ないかなと。 

 道路体系や交通体系が変われば町の流れが大き
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く変わるということは、これは当たり前の話です

し、マスタープランはその辺でそういうことを見

据えてつくっていますと、つくりますと、そうい

うことなのだけれども、結局マスタープランはあ

くまでも余市インターと八幡線が前提になってい

ます。旭線についても図面上では国道５号線に、

旭中学校のところに高架でおろすというふうにな

っているのだけれども、本当にそれが今可能なの

かなと。それを前提にマスタープランをつくって

いて、大きいところが動いたよということであれ

ばマスタープランだってもう一回やり直しだとい

うことになる可能性もあるのです。だから、逆に

まだ何も決まっていないよというのであれば、一

日も早くマスタープランなりを完成させて、余市

町の意思はこうですと。それで、北海道により具

体的に、陳情されているということでしたけれど

も、より具体的に陳情すべきではないかなと思う

のです。ですから、その点は町長どのように考え

ておられるのか。 

 それと、今回の高速道路が共和までということ

は、当然原発の関係があると思っています。だけ

れども、私はそれだけではないと思っています。

つまり共和までということは岩内ということで

す。もちろん岩内の隣町の泊村の原子力発電所と

いうことで、当然それは避難路ということにもな

ってくるのでしょうけれども、岩内の町としては

やっぱりいろいろな意味で岩内町だって町を活性

化させたい。これ一番岩内が大きいのは岩内港だ

と思っています。岩内港、フェリー最初入れたけ

れども、なくなりました。なぜそれがなくなった

のかといえば、要するに道路の関係で大型トレー

ラーがトンネルを通っていけないと。だから、高

速道路開通すればそれ一気に変わるのです。そう

いうこともあったのではないのかなと。 

 そして、病院という問題もあると思うのです。

もちろん今岩内協会病院という問題もあるのでし

ょうけれども、高速道路開通すれば倶知安に行く

時間的と、距離でなくて時間として岩内から倶知

安に行く時間と高速道路を使って小樽まで行く時

間とそんな変わりないのではないかなと思うので

す。原発と高速道路ということでは、最終的に30キ

ロ圏外にある病院に持っていくとするのであれ

ば、余市までは30キロ圏内だけれども、小樽にな

ると30キロ圏外になるのだから、そういうところ

の政治的な判断もあるのではないのかなと私思う

のです。小樽は、大きい病院も開院したし、また

小樽市としても今病院を建築中だと。そういうふ

うになってくると、いろいろな意味で今回この問

題が政治的に動いたのでないかなというふうに、

そういうふうに私は考えています。いろいろな町

が政治的な判断でそうやっていろいろ動いたとす

るのであれば、では余市町はどういうふうにする

のだいと。マスタープランがどういうふうになる

かはわかりませんけれども、まだ途中だというこ

とであれば、本当に急いでやらなければならない

のではないかなと思います。それで、最終的に具

体的なマスタープランをいつまで時期として決定

するのか、これもあわせてお伺いしたいと思いま

す。 

〇町長（嶋  保君） 18番、吉田議員の再度の

ご質問に答弁申し上げます。 

 まず、１点目の観光協会の部分でございます。

この職員体制等の部分、私どもも観光協会のほう

と何度かお会いをしてございまして、要望等も来

ております。そういった中では、専任の職員とい

う中で、おっしゃられるようにやはり３名程度必

要かなというような中で今考えてございます。ど

のような人かというような部分につきましては、

相談には乗りたいと思いますが、観光協会のほう

で決められるというふうに思ってございますが、

やはりいろいろな中で行政等の認識を持った方と

いうような方も必要であるのかなと。そしてまた、

しっかりと観光の部分に精通された方がなられる

のが望ましいというふうに考えてございます。 
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 また、事務所の部分、これらにつきましても打

ち合わせの中では独自の事務所も必要だという形

も伺ってございます。そういった中では、町内の

空き店舗等を利用されて、そこに事務所を構えら

れるというのが私どもも望ましいスタイルだなと

いうふうに思ってございます。 

 それと、時期の問題でございますが、これは今

観光協会にお伺いするところによりますと、一般

社団法人という形を考えているような部分でござ

いますので、以前に聞いたスケジュールとしては

早くて５月１日あたりからのそういう形で体制、

一般社団法人という法人の中で業務を開始してい

きたいというふうに伺ってございます。 

 また、いろいろなｉセンターや北後志の観光案

内所というような部分もございました。これにつ

きましては、今申し上げたようにこれがもう一般

社団法人化が既になっているのであれば４月から

すぐ観光協会なりなんなりという形の部分ござい

ますが、今後そのあたりはどうあるべきかという

部分は検討課題であるというふうに思ってござい

ます。 

 それと、各種いろいろな団体等、これがだんだ

ん、だんだんふえていくのではないのかというよ

うなご心配もされておりましたが、そういった要

素も多分にあるというふうに考えてございます

が、やはり不要なものは削っていかなければなら

ないし、行政が今までやってきたもの、これは観

光協会にお任せできるものはそちらのほうでやっ

ていただくという形には当然なっていかなければ

ならないというふうに思っております。 

 それと、振興公社と観光協会の関係でございま

す。やはりここはきっちりとすみ分けをしなけれ

ばならないと。重複する点もあろうかと思います

が、やはり当初の振興公社の設立の目的につきま

しては物流という部分ございますので、そのあた

りのすみ分けはしっかりし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。 

 それと次に、高速道路の関係のご質問でござい

ます。料金の関係、これにつきましては私公式に

はまだ聞いておりません。余市共和間が無料にな

るというようなお話は、公式には聞いてございま

せん。 

 それと、暫定インターの部分でございますが、

小樽余市間までであれば、ただおりる部分だけで

あればいいという部分もございますが、これが共

和という形の中でのつながった部分、それであれ

ば乗る部分というのも必ず必要になってくると思

います。今の計画ではそれはございませんから、

何とか私どもも当初どおりのインターのほうに戻

していくという部分の要望はしていかなければな

らないというふうに思っております。 

 それと、環状道路の部分のご質問ございました。

これにつきましては、まだ期成会等も残っており

ます。残っておりますが、小樽開建のほうでは陳

情に来てくれるなと。今この部分については、小

樽開建のほうでは触れられてほしくないというよ

うな意向ももらってございますが、私どもも環状

道路は今後どうしていけばいいのかというのをは

っきり期成会の中でも詰めていかなければならな

い問題であろうというふうに思っております。開

建の意向としては、この高速道路等の問題もある

から、その２つ一緒になってこういう陳情等をさ

れたら小樽開建としては好ましくないというよう

な意向も受けてございます。しかし、私どもとし

てこの交通体系、余市町の中でどうあるべきかと

いうものはしっかりと議論し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。 

 それと、国道５号線に出る部分のＪＲの部分、

これは吉田議員のお話としては持論としてはお伺

いいたしますが、今沿線協議会の中で小樽含めて

協議している最中でございまして、ニセコ、黒松

内等は絶対ＪＲの並行在来線が必要だという部分

もございますので、私どももその部分につきまし

ては今協議会等の中での協議を踏まえまして、余
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市の言い分といたしましては並行在来線を残して

いただきたいというだけの部分と、これがどこま

でだとかではなくて、全体的に残していただきた

いという立場でございますので、ご理解をお願い

いたしたいと思います。 

 また、マスタープラン、この部分につきまして

は先ほど１回目の答弁でも申し上げてございます

が、個々の施設なり、個々の部分の規定するもの

ではございません。大きな構想という部分のマス

タープランでございます。それにつきましては、

この小樽余市間等ももちろん入ってございます

し、小樽共和間等も含めた中でのマスタープラン

という形で今作業を進めているところでございま

す。これは、いつのという形でございますが、本

年12月の完成という形の今予定で作業を進めてい

るところでございます。 

 また、倶知安等の、岩内等の問題、これは私ど

ももなぜ今、当初は余市黒松内間という形で要望

してございました。しかし、いろいろな中で国の

ほうの中では余市倶知安までは別線でと、そして

倶知安黒松内間は既存の道路を利用しながらとい

うような部分もらってございました。今回余市共

和という形の中での決定になりましたが、やはり

私どもも倶知安余市間という期成会等の要望の中

では、１つには原発等の避難道路という部分も要

素としては挙げてございました。そういった中で、

ここで余市倶知安という形になったのは、事業費

の圧縮という部分は大きな財務省等の意向はあっ

たというふうに思ってございますが、原発の部分、

さらには国土強靱化計画等の部分もあったのかな

と考えてございますが、公式になぜ共和までだと

いう部分につきましては私どももまだ知らされて

いないというような状況でございます。今後はこ

れらを含めた中でマスタープランの策定をしっか

りと取り組んでいきたいというふうに考えてござ

います。 

〇18番（吉田浩一君） まず、１点目、観光協会

のほうなのですけれども、職員体制としては専任

体制、行政の見識を持っている方も使いというふ

うに考えているというような先ほど答弁ございま

したけれども、どういう方を考えておられるのか

わかりませんけれども、今時期としては非常によ

ろしくない時期だと思っています、いろいろな面

で。この辺の人選含めてきちんと住民の方に理解

を求めていかなければ、やっぱりなることもなら

ないのではないかなと、そういうふうに危惧をし

ております。 

 ことしは、年初めのいろいろな年始の挨拶の中

で、これは町長だけではなくて来賓の方が必ず挨

拶されるのは「マッサン」のことなのです。ブー

ムになるよと。この「マッサン」のほうは、もう

協議会がスタートしていると。こういう中で、ど

ういうふうな体制を整えていくのか。そういう中

で、今のままの観光のいろいろな部門がたくさん

あって、やっぱりそれをどういうふうに取り仕切

っていくのかというのが一番難しい問題ではない

のかなと。だから、極端な話、観光の部分は全部

観光協会に任せるのだとか、そういう腹を持って

やらなければやっぱりなかなか一本化できないの

ではないのかなと思うので、その点の町長の考え

方再度お伺いしたいと思います。 

 高速道路のほうです。マスタープランは12月ま

でにできるということで、そのマスタープランと

いうのは本来高速道路とは直接関係はないよと、

そういうことなのですけれども、やっぱり高速道

路が10年先、20年先だというのだったら話は別で

しょうけれども、恐らく小樽余市間が10年でやっ

たよ、では余市共和間はどうなのだといったら、

そんなにかからないと思います。これはさっきも

言いましたけれども、余市インターが開通して、

五、六年で通れるのでないのかなと。そしたら、

そういうふうになったときに、さっきも言いまし

たけれども、大型店が出店するとかしないとかと

いう、その計画が本当にあるのかどうかよくわか
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らないのですけれども、やはりそういう道路体系

ということによってそういう方が出店するか、し

ないかというのは大きく変わってくるのでないの

かなと思うのです。そのためには、まず本年12月

にマスタープランが決まるよということで、それ

からでは陳情していくという話なのですか。そう

いうことではないですよね。それならやっぱり遅

過ぎると。だけれども、陳情に行くに当たってし

っかりしたものがなかったら、やっぱり相手を説

得させるものがないと思うのです。だから、これ

はあくまでも自分がそう思っているだけかもしれ

ませんけれども、今回の高速道路開通にはいろい

ろな政治的背景があったのではないのか。町長は、

そこの部分に関しては、それはよくわかりません

と。それはそうでしょう。だけれども、そういう

可能性だって否定できないし、共和までとしたこ

とはやっぱり政治力だと思います。それは、もち

ろん共和町、岩内町、そういうところの行政や議

会も一丸となってそういうふうにしたのだという

ふうに話も聞いております。それに負けないよう

にするためには、やっぱり具体的なものを見せて

くれなかったら、そうですねというふうにならな

いと思うのです。ただつくります、ただやります

ではなくて、例えばＡ案、Ｂ案、２つ出してどっ

ちいいですかだとか、そういうふうに具体的に動

いてもらわないと、この問題というのはなかなか

進んでいかないのではないのかと。そのためには

余市町が早くそういうものをきちんとした青写真

を出してくるということが求められるのではない

のかなと思うのですけれども、これが12月という

ことなのだけれども、本年12月ということなので

すけれども、これをもっと早くならないのか、早

くというふうに町長は業者に指示しないのかどう

か、この辺だけ再度お伺いしたいと思います。 

〇町長（嶋  保君） 18番、吉田議員からの再

度のご質問に答弁申し上げます。 

 まず、観光協会の部分でございます。これらの

人選等を含めてのご心配もいただいているところ

でございますが、やはりこういった形で独立して

いくという形になってございますので、しっかり

とした方のもとで、もちろんこれは観光協会で決

定することでございますが、私どももいろいろな

相談を求められれば相談に乗っていきたいと思い

ますし、その前段ではいろいろな協議もさせてい

ただきたいというふうに思ってございます。 

 それと、おっしゃるとおり、いろいろな中で今

会合等あれば「マッサン」という部分の中でのや

はり先日も町民講座やったら150人満杯になって

いたという部分もございます。そしてまた、町外

からもいろいろな興味を持って札幌等からも来ら

れているところでございます。私この観光協会の

今の再編という部分とこの「マッサン」というの

は、やはり非常に大きな連動性を持っているもの

だなというふうに思いますので、ここでしっかり

と観光協会の独立という部分もいただきながら、

この「マッサン」に余市町を挙げて取り組んでい

きたいというふうに思ってございます。 

 それと、観光協会にきっちり任せなさいという

ようなご提言、これはやはりこの部分は独立して、

そして職員体制も３人体制で今考えているようで

ございますので、そういった中ではしっかりとし

たそのあたりで観光協会が独自ないろいろな事業

等もやっていかれるというふうにも聞いてござい

ますので、そこら辺につきましてはもちろんサポ

ートはしなければならない部分あろうかと思いま

すが、しっかりとした独立した一般社団法人とし

た中で余市町の観光を担っていただきたいという

ふうに思ってございます。 

 それと、高速道路の問題でございます。これは、

マスタープラン的にはいろいろな今手順を踏んだ

りしなければならない部分ございますので、12月

決定というのは、これはスケジュール表等もでき

て、これしかぎりぎりならないという部分でござ

います。しかし、私ども考えているのは、マスタ
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ープランができて、それからよっこらしょと動く

という部分ではございません。現在もこの道路体

系を含め、国や道や町とどうあるべきかという部

分もちろんこれは詰めてございますので、そうい

った中ではこれができてから、そこがスタートで

やっていくという部分ではございません。そして

また、マスタープランの中には高速道路等の部分

も含めた中で構想を練っているところでございま

すので、これとは別個に具体的な動き、青写真含

めて具体的な要望等もしっかりとしているところ

でございますので、ご理解を願いたいと存じます。 

〇議長（中井寿夫君） 吉田議員の発言が終わり

ました。 

 昼食休憩のため午後１時10分まで休憩いたしま

す。 

休憩 午後 ０時０６分 

再開 午後 １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２番、議席番号４番、藤野議員の発言

を許します。 

〇４番（藤野博三君） 私は、平成26年第１回定

例会に当たり、下記の１件の質問を通告しており

ますので、教育長におかれましては明快なご答弁

をお願いいたします。 

 学校給食による食物アレルギーについて。平成

24年12月、東京都調布市で小学５年の女児が学校

給食を食べ、急性アレルギー反応、アナフィラキ

シーショックを起こして死亡しました。アナフィ

ラキシーとは、アレルギー反応によりじんましん

などの皮膚症状、腹痛や嘔吐などの消化器症状、

呼吸困難などの呼吸器症状が複数同時に、かつ急

激に出現することです。その中でも血圧が低下し

て、意識の低下や脱力を来すような場合を特にア

ナフィラキシーショックと呼び、直ちに対応しな

いと生命にかかわる重篤な状態であることを意味

します。 

 昨年の12月16日、文部科学省から学校がアレル

ギーと把握している全国の公立小中高生が９年前

の33万人から約45万人に増加したことが速報値と

して発表されました。専門家の話として、アレル

ギー増加の側面もあるだろうが、保護者の意識が

高まり、掘り起こしが進んでいるのであろうとい

う新聞報道がありました。アレルギーを持つ児童

生徒のうちアナフィラキシーを経験した児童生徒

は約５万人、自己注射薬、エピペンを持つ児童生

徒は約２万7,000人です。また、平成20年４月から

平成25年８月までに学校内でエピペンを使用した

例は408件ありました。学校給食における食物アレ

ルギーを有する児童生徒への対応結果速報による

と、学校給食を実施している公立の小中学校のう

ち579校の調査では、学校のアレルギー疾患に対す

る取り組みガイドラインに基づいて対応している

と回答している学校が約96％ありました。しかし、

ガイドラインを全ての教職員に周知している学校

は約74％で、26％の学校は管理職や養護教員ら一

部の教職員にしか周知していません。緊急時にお

ける個人対応プランの作成の状況は全体の48％

で、研修会の実施状況は約51％と決して高いとは

言えません。本来楽しい時間であるべき学校給食

の食物アレルギー由来の事故はあってはならない

ことであります。学校給食によるアレルギーにつ

いて、以下質問いたします。 

 １、町内の小中学校の食物アレルギー等の有症

者等について。町内小中学校の食物アレルギー、

アナフィラキシーの有症者数と全児童生徒に対す

る割合とエピペン保持者数。食物アレルギー、ア

ナフィラキシー有症者、エピペン保持者のうち、

学校生活管理指導表アレルギー疾患用や医師の診

断書の提出があった児童生徒数。町内の小中学校

内におけるエピペン使用数、これは本人が使用し

たか、または教職員等が使用したかをもしわかれ
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ば別々にお願いいたします。 

 ２、学校のアレルギー疾患に対する取り組み、

ガイドライン等に基づく対応について。ガイドラ

インと学校生活管理指導表に基づく対応につい

て。ガイドラインの周知状況について。平成24年

12月の東京都調布市の事故後の対応について。 

 ３、緊急時の対応について。緊急時における個

人対応プランの策定状況。エピペンの学校への持

参状況。エピペンの主な保管場所について。誤食

の事例とその対応について。 

 ４、研修会の実施状況について。 

 ５、小中学校給食における食物アレルギーへの

対応について。食物アレルギーを持つ児童生徒で

給食の対応人数及び対応レベルについて。 

 以上、ご答弁よろしくお願いいたします。 

〇教育長（中村寿仁君） ４番、藤野議員の学校

給食による食物アレルギーについてのご質問にご

答弁申し上げます。 

 １点目の食物アレルギー等の有症者等について

でございますが、数値につきましては保護者に記

載をいただいております健康調査票等に基づいた

ものでありますので、ご理解を願います。小中学

校における食物アレルギーの有症者数は141人で、

全児童生徒に対する割合はおおむね10.2％、アナ

フィラキシー有症者数は２人のおおむね0.1％と

なっております。うちエピペン保持者は１名とな

っております。 

 次に、これら児童生徒のうち学校生活管理指導

表の提出があった者は１人、医師の診断書の提出

があった者は３人となっております。 

 次に、町内小中学校内におけるエピペン使用本

数についてでございますが、エピペン保持者は１

名おりますが、管理下での使用はございません。 

 ２点目のガイドライン等に基づく対応について

でございますが、ガイドラインとその学校生活管

理指導表を各学校のアレルギー対応の指針として

位置づけ、保護者からの情報収集や実態の把握に

より特別な対応が必要な児童生徒への活用をして

おります。さらに、学級担任や養護教諭、栄養教

諭など特定の人に対応を任せるのではなく、学校

全体の共通理解のもとに取り組むことが必要であ

り、町内の各学校の給食担当者で組織する学校給

食担当者会や校長会、教頭会でも情報の共有や周

知を図り、栄養教諭の資料提供や昨年町教育委員

会で配付したガイドラインの概要版も活用しなが

ら、全体に正しい理解を広めるとともに実態を踏

まえた内容の充実に努めており、平成24年に発生

した東京都の事故を教訓に校内の研修会等の実施

や自校のガイドライン、マニュアルの作成に取り

組んでいるところでございます。 

 ３点目の緊急時の対応でございますが、児童生

徒が重篤な症状を引き起こした場合一刻も早い対

応が必要であり、各校では緊急連絡カードに基づ

く対応や救急車による医療機関への移送などのプ

ランを策定し、共通理解を図っているところです。 

 次に、エピペンの学校への持参状況につきまし

ては、前段申し上げました１名であり、年長とい

うこともあって自己管理し、学校はその保管場所

を確認しております。 

 また、誤食につきましては、これまでに学校か

らの報告はなく、本町において誤食はないものと

認識しております。 

 ４点目の研修会の実施状況についてでございま

すが、他機関の研修会への養護教諭などの参加や

校内での全教職員を対象にした研修会の開催など

の取り組みをしております。 

 ５点目の食物アレルギーへの対応についてでご

ざいますが、メニューによってはレベルが変わる

ものと思いますが、主な対応でお答え申し上げま

す。小学校ではレベル１、詳細な献立表対応が７

人、レベル３、除去食対応が６人、中学校ではア

レルゲンを生徒自身が除去できることもあり、１

人がレベル３となっております。 

 以上、学校給食による食物アレルギーについて
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の答弁といたします。 

〇４番（藤野博三君） ちょっと何点か質問させ

ていただきます。 

 １つは、今印象が一番強かったのは町内の小中

学生がアレルギーの数がかなり多いなという印象

なのです。全国平均でいうと、小中学校を合わせ

て4.6％、小学校が4.5％、中学校が4.8％ぐらいな

ことを考えると、141人という数はかなり、かなり

多いということはそれだけきちんと調査している

ということかもしれないです。私の考えでは、恐

らく100人までいかなくて、60人前後ぐらいなのか

なという印象があったものですから。その辺につ

いて、独自の調査もされているようなこともあり

ますので、141人というのはかなり多い数字なの

で、その辺に対する教育委員会の考えをもう一度

お尋ねしたいと思います。 

 それと、アナフィラキシーの生徒は２名くらい

と。これは、ほぼ平均値なのかなという私の印象

です。エピペンを持っている方は１人と。本来は

エピペンとか持たないほうがいいのだけれども、

ただこのエピペンを持っている子供というのは、

東京、神戸もそうなのですけれども、東京の場合

は子供はエピペンを持っていたのです。持ってい

たけれども、嫌がったと、注射するのを。それで、

担任の先生がそれをためらっているうちにちょっ

と時間が過ぎて、校長先生かな、養護教員かな、

どちらかの方が注射したと。だけれども、そのと

きはもう重篤な状況になってしまって間に合わな

かった、そして死亡に至ってしまったということ

なのです。ただ、反対に神戸市なんかの場合は、

担任の先生が素早く対応したものだから重篤な状

況に至らずに生命は守られていることもあるので

す。だから、この１名の方は自分で管理している

ということなのですけれども、その辺も含めて学

校、担任ですね、一番はやっぱり子供の周囲にい

つもいるのは担任の先生だと思うのです。だから、

できたら特にクラス担任の先生は全員にこの最悪

の事態の場合のエピペンの使用方法というのは周

知して、そしてもし子供が重篤な状態と判断した

ら、先生みずから注射をすると。これは、文科省

の通達でも医師法違反にはならないですよという

ことで通達来ているはずなのです。だから、その

辺に対する考えももう一度お尋ねしたいと思いま

す。 

 それから、２番目の学校のアレルギー疾患に対

する取り組み、ガイドラインです。これは、それ

なりにしっかりされているようなのですけれど

も、ただこれは学校保健会で作成している中に学

校生活指導管理表を活用してくださいというよう

なことで、中のほうに、インターネットでもダウ

ンロードできるようになっているみたいなのです

けれども、アレルギーを持つ子には入学式か何か

のときにその辺は親に十分説明して、そして学校

生活安全管理表というか、これを十分に、そして

必ず医師にも相談して、医師からも書いてもらう

ような形で、これは先生用、それから主治医用、

保護者用とたしか３枚にわたってあると思うので

す。ですから、その辺は十分活用できるような状

況に、これと違う書式でやっているかもしれませ

んけれども、ただせっかくそういうものがあって、

ほとんどこれはホームページからダウンロードで

きたり、それにつけ加えたりできるような状態に

なっているみたいですから、ぜひ保護者に提出を

お願いする際には詳しい説明をして、食物アレル

ギーがある、それは食物アレルギーの強い子とか

弱い子いると思うのですけれども、それに限らず

提出していただくと。ただ、その際これは個人情

報になるので、その辺の配慮は十分していただき

たいと思うのです。ただ、活用の方法についても

う一度、今以上のできれば詳しいというか、そう

いう説明でやっていただければなと思うのです。 

 それからあと、ガイドラインです。ガイドライ

ンをこれを全教職員、教員に限らず学校職員も含

めた全教員に周知してもらいたいと思うのです。
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確かにエピペン持っている子は今は１人ですけれ

ども、案外隠れた重篤になる可能性のある子もい

ると思うのです。だから、そういうときの対応を

するためには全教職員が同じ認識でやっぱりガイ

ドラインを熟知しているというか、そういう形で

ないと子供の命と安全は守れないのかなというふ

うに私は思いますので、その辺についてもご答弁

お願いいたします。 

 それとあと、緊急時の個人の対応プラン、これ

もやはりいま一度見直して、ともかくアレルギー

の子は10.2％もあるというのだから、全国の倍以

上もあるのです。恐らくこの中で重篤な子という

のは本当に少ないのでしょうけれども、そう考え

れば緊急時の対応についてはこれはやっぱり全教

職員、プランを作成して、同じ認識でもってやっ

てもらいたいと思います。だから、その辺につい

てもご答弁をお願いいたします。 

 それから、アレルギーを持つ児童の給食の対応

人数が７人ぐらいいるということなのですけれど

も、あと今余市町では見ると除去食対応もされて

いると、レベル３。ただ、事故を防止するという

意味では、中学生になるとある程度自分のだめな

ものは除去できるのですけれども、ただ食物の中

にまじっている場合があります。そういう場合と

かはやっぱり調理場のほうで栄養の先生も含めて

かなりな注意を払って除去するとかして、もし除

去がどうしてもできないような場合は、親とも相

談しないとだめだと思うのですけれども、やはり

弁当かなと。ただ、中には弁当持参していじめら

れたという子もいるみたいですから、その辺のこ

とを考えれば十分親と相談してやっていただきた

いと思うのです。 

 小学校、中学校の給食カレンダーというのかな、

各家庭に配る、あの中にもアレルギーの今７品目

だったかな、表示義務あるのが、それを見たら丸

で囲ってあるのです。ただ丸で囲ってあるだけで

一切の説明がないのです。だから、あの献立表も

丸で囲ってあるものはこういうアレルギーを引き

起こすからということをやっぱり親に、というの

は私はお父さんに聞いたのです。そしたら、お父

さん知らないのです。この丸何だろうかと私に反

対に聞くような状態で、お母さんはさすがに後か

ら来てこういうことだよと説明はしてくれたので

すけれども、そういうこともあるから、あのアレ

ルギー食品、特に７品目については、昔は５品目

で、今はそれに甲殻類が加わったから７品目にな

っているはずなのです。それについては、確かに

今丸で囲っているから見る人が見ればわかるのだ

けれども、そうではなくてなぜだめなのかという

ことも、裏表になっているから大変文字の多い献

立表なのですけれども、その辺はやっぱりぴしっ

と、特に小学生の場合は字は読めるわけなのです

けれども、中学生と違ってまだ注意が足りないと

ころもあるので、親が説明しないとなかなか難し

いところもあると思うのです。だから、そういう

面でこの献立表に対しては、レベルも含めてやは

りもうちょっと細心の注意を払って、そしてどう

しても除去食に対応できないような場合は親と相

談して弁当にすると。一番安全だと思うのです。

先生の責任回避だと言う人もいるかもしれないけ

れども、ただ実際問題として食物で子供の命をな

くするなんていうのは、これはやっぱり一番あっ

てはならないことです。だから、そういうことを

考えれば、これ案外レベル１も弁当だとかレベル

２と低いほうに分類はされて、低いというのは変

な言い方だな、されているわけなのですけれども、

本来は一番安全で確実な方法というのはこの部分

だと思うのです。だから、レベル１、２、３にと

らわれず、柔軟な面もされているようですけれど

も、もっと柔軟な対応ができればなと。 

 ちょっと話がざっくばらんになり過ぎましたと

ころもありますけれども、この辺についてもう一

度教育長の答弁をお願いいたします。 

〇教育長（中村寿仁君） ４番、藤野議員の再度
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のご質問にご答弁申し上げます。 

 まず、町内の小中学生児童生徒のアレルギーが

多いということでございます。これにつきまして

は、先ほどご答弁申し上げましたけれども、保護

者に記載をいただいております健康調査票に基づ

いて策定したものでございます。それで、詳細も

う少し申し上げたいと思いますけれども、本町の

児童生徒、３月１日現在で1,373人おります。その

うち食物アレルギーを含むアレルギー、ほかのア

レルギーも含めてアレルギーがあるということで

お答えになった方が延べ人数で598人、43.6％とな

っております。そのうちの141人が食物アレルギー

ということでございます。その他のアレルギーと

いうことでございますけれども、アレルギー性鼻

炎、これが85人、これはアレルギーという形にな

るのかどうかわかりませんけれども、アトピー性

皮膚炎ですか、これが71人、動物アレルギー64人、

ハウスダストアレルギーが62人ということで、そ

のアレルギーの種類は14種類ほどございます。こ

れが多いということで、重篤な部分があるのかど

うかという部分は、そういう意味では少ないのか

と思いますけれども、それだけ保護者の方も敏感

に認識しているといいますか、注意を払っている

という結果がこういう形になっているのかなとい

うふうに考えてございます。 

 それと、アナフィラキシーショックでエピペン

の使用ということでございます。私もテレビ番組

等で見ましたけれども、現実的に小学生が初めて

の場合打つということをできるかどうか、これは

ためらいになると思います。そういった中で、先

生もなれなければやはりこれはためらいになると

思います。これは、十分先生方がこのエピペンの

使用についての研修をしなければならないのかな

と。そこでためらいを何とかするというふうな形

の研修をしなければならないのかなというふうに

考えてございます。 

 次に、ガイドラインでございます。まず、新入

学児童に対する学校の対応でございますけれど

も、アレルギー調査につきましては小学校入学児

童を対象として、これは教育委員会のほうで昨年

の場合９月に個別の調査を入学される子供さんに

送っております。その結果を各学校に周知してお

ります、アレルギーがあるとかないとかという形

の中で。それから、学校では個々のアレルギーを

持つ保護者と管理職や調理員を含めた関係教員が

協議をして、個別の対応をしていくということを

考えております。それと、これらにつきましては、

もちろん個人情報という認識は教員の先生には持

っていただくということですが、何かあった場合

のときにはそれは先生方が見れるような形のもの

をとっておくというような形にしなければならな

いというふうに考えてございます。そして、そう

いった中で個人の対応プランも一緒に個々で考え

ていかなければならないというふうに考えており

ます。 

 それと、除去食の対応でございます。本町にお

いても先ほど申し上げましたレベル３もございま

す。これにつきましては、給食担当教員なり、調

理員と保護者の皆さんとの協議の中でやっている

わけでございますが、これが完全な対応になって

いるのかどうかという部分につきましてはあれで

すけれども、やはりその対応をするためには人的

な対応なり、代替食という部分もございますけれ

ども、そうすることに対しまして物理的な部分で

環境、調理場のスペースですとか施設設備の対応

が必要となります。これにつきましては、一遍に

できるというふうなことは対応はちょっと経費的

な部分も含めてあれですけれども、調理員で対応

するとか何らかの形のものはしなければ、調理員

の増員なりなんなりをしなければならないという

ふうには考えてございます。 

 それと、献立表の周知ということで、詳細な部

分は当然これはこれだけの人数がいるということ

でございますので、詳細な献立表、中に入ってい
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るものは何であるとか、そういう部分は今後対応

していかなければならないと思います。最終的に

はお弁当ということにもなろうかと思いますが、

ただその中でやはり一人だけお弁当を持ってきて

というのは、最悪の場合はやむを得ないと思いま

すけれども、そういう形にならないような部分も

してあげなければならないというふうには考えて

ございます。 

〇４番（藤野博三君） 再度質問させてもらいま

す。全般的なことでちょっと質問させていただき

ますので。 

 １つは、財団法人の日本学校保健会の書式の学

校生活管理表というのは活用はされているのです

か。それとも、余市町独自で健康管理表というの

かな、そんな形でやっているのか、これちょっと

もう一回、私の聞き落としかもしれないけれども、

この生活管理指導表、要するに日本学校保健会の

書式のものがあるから、あれは見せてもらったら

結構よくできているというか、個人情報が満載だ

からなかなか難しい面もあるかもしれないけれど

も、これを私は活用して、そして主治医の先生、

学校の先生、保護者も含めた３者がこれを活用す

ればかなり事故というのは、余市の場合はアナフ

ィラキシーの子供はそんなに多くないけれども、

活用がスムーズに行われるのかなと。ただ、個人

情報でありますので、かなり厳重な管理はしない

といけないかもしれないけれども、その半面何か

事故あったときは全教職員がそれをすぐ閲覧でき

るようなあり方というか、そんなものをやっぱり

考える必要があると思うのです。だから、その点

についてももう一度ご答弁お願いいたします。 

 今の個人情報の件なのですけれども、個人情報

というのは、個人情報保護法にも書いてあるけれ

ども、例えば人の生命とか財産が脅かされるとき

は個人情報の保護外ですよと書いてあるのです。

だから、そういうことを考えれば、今も述べたと

おり、例えば日本学校保健会の学校生活管理表と

いうのもそういう形で一括でやっておくと、それ

こそ食物アレルギーばかりでなくて、今教育長が

言われた他のアレルギーについても全部項目が書

いてあるのです。だから、これがあれば、それ１

枚でほぼアレルギーに対しては対応できるのでな

いのかなと考えているものですから、その辺に対

してももう一度お願いしたいと思います。 

 それから、アレルギーの対応のレベルなのです

けれども、これはレベルにとらわれず、その児童

生徒のいいようなやり方というのか、それからも

し保護者が弁当を持参させたいと言えば恐らく余

市町でもその辺はいいですよという許可にはなる

のでしょうけれども、十分いじめの問題とか、あ

とほかの子供がちょっと変な目で見るとか、そう

いうのはあるのです。私の知り合いにも１人、子

供がアレルギーではないのだけれども、糖尿病な

のです、若年性糖尿病というのかな。エピペンで

はないけれども、打つのです。そのときにかなり

激しいいじめに遭ったみたいなのです。だから、

そういうことを考えればその辺の対応というのは

弁当も含め、また除去食も含めて、はやし立てる

らしいのです、何で俺たちと食べるものが違うの

だと。そういうことは決してあってはならないこ

とだから、子供にとっては心ないことかもしれな

いけれども、本人と親にとってみれば大変心に傷

つくことなのです。だから、私はもう除去食、こ

れは余市の場合は全部自校方式で給食をやってい

るから、これは日本に誇るすばらしいことだとは

思うのですけれども、それであって対応はしやす

いところもあるかもしれませんけれども、どうし

ても難しい場合は弁当を持参させるような、また

は一部弁当を持参させるような、日本人の主食で

ある米のアレルギーというのは今のところほとん

どないみたいですから、そういうものでパンのと

きは御飯だけを持参させるような、そのような方

法も考えていただきたいと思うのです。 

 最後１つなのですけれども、アレルギーの対応
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です。食物の除去とか代替食、または弁当、これ

は発症を避ける一つの緊急の対応なのです。ただ、

それ以外に、特にアナフィラキシーとかのような

場合には、安全のためと事故が起きたときの対応

というのはまたこれは全く別に考えなければだめ

だと思うのです。ちょっと私の言い方が変だった

かな。そういうことで、ぜひその辺のリスク管理

というのかな、そういう感じでぜひその辺も含め

て学校給食はやっていただきたいと思うのです。 

 私も今まで何回か質問してきて、ほかの議員も

このアナフィラキシーとかアレルギーのことは何

回も質問しています。そういうことで、教育長さ

んも去年かわりましたので、その辺も含めて再度

私も質問してみようかなと思うこともありました

ので、それを含めて答弁よろしくお願いいたしま

す。 

〇教育長（中村寿仁君） ４番、藤野議員の再度

のご質問にご答弁申し上げます。 

 ガイドラインに沿った管理表ということです

が、先ほど申し上げましたとおり、町教育委員会

として昨年の７月にガイドラインの概要版という

中で各学校に配付しております。今現在はガイド

ラインを指針として、個別の学校での対応をして

いるということでございまして、今はこれを基本

的には使っているかというふうには考えてござい

ます。ただ、現在につきましては、この指針に基

づいて個々の学校での対応をしておりますが、学

校の要望等がありまして、町教委としての統一的

な部分というのも意見もございまして、今現在学

校給食における食物アレルギーに対する取り組み

についてということで、町内に１人おります栄養

教諭が中心となって各学校の担当者等の意見をま

とめております。そういった中で、統一的な部分

を今後どういう形でつくっていくかというような

ことでは今現在話し合われております。そんな中

で、調理員の増員ですとかそういうのも要望は来

ている中でそれを取りまとめていきたいというふ

うには考えておりますが、財政的な部分もござい

ますので、一遍の形ではできるというふうには考

えてございません。 

 それと、個人情報ということです。先ほども言

いましたように個人情報ですが、人の命がかかっ

ている場合には、それを見るのも先生方だけでご

ざいますので、ふだんから情報を共有して、何か

あったときに対応できるような形でしていきたい

と思っております。 

 それと、お弁当、最悪の場合お弁当が一番安心

ということでございます。これに関しても先ほど

言いましたように小学生低学年で一人だけが弁当

を持ってきてどうのこうのという部分はあろうか

と思います。そうなった場合にはくれぐれもその

子に対して周りの先生方が注意して、いじめ等の

ないような形になるように周知を図っていきたい

と思います。 

 それと、何かあったときの対応、これはそれま

での予防が一番のことですが、起きた場合にやは

り先生方もめったにない中で慌てるというような

こともあろうかと思います。これにつきましては、

十分研修等を重ねて、何かあったときの対応につ

いて全員が対応できるように今後周知していきた

いと思います。 

〇議長（中井寿夫君） 藤野議員の発言が終わり

ました。 

 発言順位３番、議席番号14番、佐々木議員の発

言を許します。 

〇14番（佐々木正江君） 私は、2014年第１回定

例会に当たり、さきにご通告してあります１件に

ついて質問をいたします。理事者におかれまして

は、簡潔にして要を得たご答弁をお願いいたしま

す。 

 件名は、子供の医療費無料化年齢の拡大につい

てです。子育てをする中で一番大きな安心は、子

供が病気になったときいつでも安心して治療を受

けることができる、そのことではないかと思いま
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す。そのためには医療機関の充実はもちろんです

が、経済的にも心配することなく治療が受けられ

る体制が必要ではないかと考えます。本町におけ

る現在の子供の医療費無料化制度は、北海道が実

施している乳幼児等医療給付事業の補助基準と同

じですが、所得制限はないという点が町独自の施

策となっています。 

 子供の医療費無料化は、1961年に岩手県沢内村、

現在の西和賀町でゼロ歳児医療費無料化を実施し

たのが始まりでした。その後の運動の広がりで

2001年までに全都道府県、全市区町村で実施され、

親たちの大きな支えとなってきました。 

 子供の医療費助成制度の実施主体は市区町村で

すが、都道府県の制度を基礎としてこれまでに多

くの自治体が制度の拡大を実施しています。本町

では、2000年９月の第３回定例会において日本共

産党と町民連合が共同提案した、提案者は私佐々

木正江ですが、乳幼児医療費無料化年齢を６歳未

満までとする条例の一部改正案が賛成多数で可決

され、同年10月１日から実施されました。これに

よって当時４歳未満が対象だった乳幼児医療費の

無料化が歯科も含め通院、入院とも６歳未満まで

拡大されました。その後、北海道の給付水準、給

付対象範囲は就学前が入院及び通院、小学生は入

院のみ、所得制限、自己負担ありが改正されたこ

とにより、本町も所得制限はありませんが、北海

道と同一基準になり、今日に至っています。 

 厚生労働省の国民生活基礎調査の概況では、

2012年時点で今の生活が苦しいと答えた世帯が

60.4％に達し、特に児童のいる世帯でその割合が

高く、65.3％が生活が苦しいと答えています。子

育て世代にとって厳しい生活実態の中、４月から

の消費税増税がさらなる追い打ちをかけることが

予想されます。このような状況の中で、子育てに

おいて大きな安心につながる医療費無料化年齢の

拡大は切実になっています。この間のさまざまな

運動の取り組みによって全国どこでも子供の医療

費無料化が広がり、北海道でも100近い自治体が通

院においても６年生までが対象となっています。

少子化が進む中、本町では年間120人くらいしか新

しい生命が誕生していないと伺っていますが、若

い人が安心して子育てできるよう、またまちづく

りの視点からもせめて小学校卒業まで所得制限な

しで全額助成すべきと考えますが、見解をお伺い

いたします。 

〇町長（嶋  保君） 14番、佐々木議員の子供

の医療費無料化年齢の拡大について答弁を申し上

げます。 

 余市町においての乳幼児医療費の助成につきま

しては、北海道医療給付事業補助金の交付をいた

だきながら、疾病の早期診断と早期治療を促進し、

保健の向上と福祉の増進を図ることを目的に所得

制限を撤廃して実施しているところでございま

す。本制度においては、３歳未満児及び町民税非

課税世帯は初診時一時負担金のみでございまし

て、３歳以上で町民税課税世帯については１割負

担となっております。助成対象年齢は、北海道補

助基準と同じく入通院は就学前まで、入院は小学

校６年生までとなっております。ご質問の小学校

卒業までの所得制限なしで全額助成の対象年齢の

拡大につきましては、子育て対策の一環としても

重要な施策であると認識いたしておりますが、医

療を受ける際には地域間の格差のないよう実施さ

れるべきであり、命と健康を守る施策として国に

おいて統一的な制度化を図るべきと考えておりま

すので、今後においても各関係団体等を通じ、国

へ要望してまいりたいと考えておりますので、ご

理解を願いたいと存じます。 

〇14番（佐々木正江君） 今のご答弁は、去年私

が代表質問でしたご答弁と同じだというふうに受

けとめました。 

 それで、私はこれまで定例会だとか決算、予算

特別委員会など、代表質問の中でも医療費無料化

年齢の拡大については質問してきました。今回ぜ
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ひ無料化年齢の拡大を実施してほしいというふう

に思ったのは、あるお母さんとの会話なのです。

３人のお子さんがいるお母さん、２人が小学生、

３番目のお子さんはまだ就学前という方だったの

ですけれども、自営業のこの方は景気が少しもよ

くならない中で子供が小学生になった途端に病院

代が３割かかるようになり、とても不安だという

ふうにおっしゃっていました。もちろん小さいと

きに比べたら熱を出す回数も少なくなったし、病

院に行く回数も少なくはなったと言っていました

けれども、現金がなければ病院に行けない、この

ことがつらいというふうにおっしゃっていまし

た。今は少しぐらい熱が出ても１日様子を見てか

ら病院に行くようにしているというふうにおっし

ゃっていましたし、この間は１日様子を見ていた

らかえって症状が重くなって、親も子もつらい思

いをしたのですよというふうにおっしゃっていま

した。もう一人のお母さんも子供が熱を出したけ

れども、様子を見ようと病院に連れていかなかっ

たと。次の日、１日たっても熱が下がらないので、

病院に行ったら、肺炎だよと、お母さん何やって

いたのというふうに言われたというのです。入院

設備がない病院だったので、点滴に毎日通って何

とか治療をしたということです。 

 それからまた、あるお母さんは、学校から歯科

健診で虫歯がありますという、そういう通知が来

ます。子供が痛がっていなければお金と相談をし

なければ歯医者には行かないと、すぐに連れては

いかないと、そういうことをおっしゃっていまし

た。この話を聞いたときに私は、大阪府の歯科保

険医協会が行った大阪の公立小学校でのアンケー

トで回答を寄せた学校の半数以上に口腔崩壊と呼

ばれる子供たちがいるということがわかったと、

そういった新聞報道を思い出しました。同協会で

は、貧困などによる生活の困難が口腔崩壊となっ

てあらわれている。この口腔崩壊というのは、虫

歯が10本以上ある、歯の根しか残っていないなど

未処置の歯が何本もある、そういった状況をいう

のだそうですけれども、そういうことがあらわれ

ていることがうかがえると分析していると、こう

いった新聞報道があったのです。それを思い出し

ました。 

 本町の子供たちがこのような状況にあるかどう

か私はよくわかりませんけれども、少なくても学

校から虫歯がありますよと、そういう通知をもら

ってもお金と相談しなければ歯医者さんに行けな

い、１日様子を見てから病院に連れていこうと、

そういうお母さんがいたということが私はすごく

大きな衝撃だったのです。それで、お伺いしたい

のですけれども、行政としてこのような状況があ

ることを把握しておられるのか。また、このよう

な状況があることについてどのように感じておら

れるのかお伺いしたいなというふうに思います。 

〇町長（嶋  保君） 14番、佐々木議員の再度

のご質問に答弁申し上げます。 

 具体的な佐々木議員の知り合い等の事例を出さ

れて再質問されております。このような実態を知

っているのかという部分のご質問でございます。

具体的にそのような相談というのは私のところに

はございませんが、いろいろな中での新聞報道等

の部分もあって、そのような中で医療にかかりた

くてもかかれない方がいらっしゃるというのは認

識はしております。このような状況は、やはり私

はあってはならないことだと思っておりますが、

これは例えばこの質問にございますように一律所

得制限もなしでという部分と、私はそれはやはり

子育てや多分に道内でもかなりの部分がこのよう

な事業を実施しているという部分は移住、定住の

政策というか、そういった部分もあるのかなと思

っております。そういった中で、やはり私はその

ような中で乳幼児がお金の面で先ほどありました

ように口腔崩壊や病院にかかれないという部分は

あってはならないというふうに思ってございます

が、一律それは所得制限もなしで、そういう形で
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一律の中での制度がいいのかという部分は私は若

干そこには疑問を感じるところでございまして、

そのような中では医療の方策として何らかの部分

で一歩前進できる部分はしていきたいというふう

に考えてございます。 

〇14番（佐々木正江君） 私は、この間何回も質

問をしてきたということは先ほどお伝えしたと思

うのですけれども、子供の医療費無料化年齢の拡

大について上野町長の時代から答弁で一貫してい

るのは、少子化対策として子育ての支援の一環と

して大変重要な施策であるということは嶋町長も

ずっとおっしゃっておられるというふうに思って

いるのです。24年度の決算特別委員会の中で無料

化年齢拡大についての積算を求めました。そのと

きに初めて仮に入通院を小学校６年まで完全実施

した場合6,000万円、通院費だけを拡大した場合は

2,000万円くらいの通院費がさらに現在よりかか

るとの保健課長の答弁、そして少子化対策として

親御さんが安心して子供さんを育てるという意味

では小学生まで入院、通院無料ということは大変

有効な手段だと思います。そういう意味では検討

はしたいと思いますが、この一般財源としての

2,000万円というのはかなり厳しい状況というこ

とでございまして、そういうこととにらみ合わせ

た中で検討していきたいと思いますという当時の

民生部長のご答弁がありました。去年の代表質問

でも質問させていただいたときに、町としては重

要な施策であるというふうに認識しているけれど

も、現状の財政状況において難しい面があるとい

う、そういった答弁だったのです。後志を見た場

合もう既に小学校６年まで入院、通院とも拡大し

ているのは10町村に及んでいます。 

 あるお母さんが話していましたけれども、２人

のお子さんがいらっしゃるのですが、小学生と中

学生のお母さんです。インフルエンザにかかった

そうなのです。病院に連れていったら7,000円もか

かったと、２人で。こういう言い方はちょっとは

ばかられるかもしれませんけれども、要するにひ

とり親、母子家庭の人は初診料だけ払えば受けら

れるから本当いいのだよねという言い方をされて

いました。それで、うちはちょっと様子を見よう

と思って１日置いたら、インフルエンザで３割負

担だったのだよということだったのです。その方

がおっしゃるには、夫婦で働いているからといっ

ていつもお金があるとは限らないのだと。せめて

小学校６年まで、子供が熱を出したりなんかする

そういったときまで無料にしてもらえたらありが

たいなというふうにおっしゃっていたのです。だ

から、これから４月から消費税も上がる中で負担

がふえていく。そういう中で、少しでもみんなが

安心して子供たちを病院にかからすことができる

ように、そういうふうに考えるべきでないのかな

というふうに思うのです。児童福祉法でも国及び

地方公共団体は、児童の保護者とともに児童を心

身ともに健やかに育成する責任を負うというふう

に言われています。 

 それと、先ほど町長は、国の制度にすることが

一番いいのでないかというようなご答弁もあった

と思うのですが、国に私たちは要求しないという

のではなくて、国にはもちろん一番制度をきちん

としてほしいなというふうに思いますけれども、

その前にまず地方自治体としてやらなければなら

ないこと、国がやってくれないから待っていられ

ない、そういう状態を続けていけないような、続

けていられないような強い要求がこの若いお母さ

んたちにはあるのだということなのです。ですか

ら、地方自治体というのは、国の防波堤になって

住民を守る役割があるのだ、だからこそ全国、全

道の各地方自治体が私は取り組んでいるのではな

いのかなというふうに思います。どこの自治体も

厳しい財政状況の中でこの無料化に取り組んでい

るということはもう重々わかります。でも、やっ

ぱり子供たちの命を守ることが大事だという、そ

ういう思い、それで町として、その自治体として
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どう取り組むかという決断を迫られたときに、で

はうちの町はやろう、村としてもやろうという決

断を決めたというふうに思うのです。１日様子を

見ておくらせたことだとか、そういったことが大

変な状況を招いたということはこの間の何人かの

お母さん、本当にわずかな２桁ぐらいのお母さん

にしか聞いていませんけれども、もうどんどん、

どんどんそういう話が出てきたという中で、こん

なにも病院行くのを我慢しているのだということ

を知ったときに、やっぱりこれは行政としてもも

っと心を開いて取り組むべきことでないのかな

と。親にしてみたら、我慢しなさい、あした熱下

がるかもしれないから、あしたまで様子見なさい

なんて言いたい親なんていないと思うのです。で

すから、そういった面でもやっぱり安心して、子

供が病気になったときには安心して病院にかかれ

ることが若い人が余市の町に定住する大きなきっ

かけにもなるのでないのかなと、まちづくりにも

つながるのでないのかなというふうに思います。

ですから、再度伺いたいのですけれども、本町で

もやはりせめて小学校卒業まで通院も無料にして

いただけないものか、そこのところ再度見解を伺

いたいと思います。 

〇町長（嶋  保君） 14番、佐々木議員の再度

のご質問にご答弁申し上げます。 

 確かに先ほども答弁申し上げましたが、医療費

等が心配で乳幼児が病院に行けないというような

状況はあってはならないことだというふうに思っ

ております。そういった中で、繰り返しになりま

すが、やはり所得制限もなしで一律という形の中

の制度が私はいいのかなと、どうなのかなという

ような思いはございます。そういった部分では、

おっしゃるとおり、今全道的にも私どもの助成よ

りも進んだ助成というのがかなりの数に上ってい

るというのも事実でございます。そういった中で、

私どもも完全無料化した場合6,000万円とおっし

ゃいましたが、今では五千二、三百万円かなとい

うような試算もしてございます。そういった中で、

今後一部助成への部分の助成がいいのか、１割の

部分がいいのか含めて、何らかのお金の問題で病

院にかかれないという乳幼児がいるということは

私はあってはならないと思ってございますので、

一律というのは私は疑問を持ちますが、何らかの

部分でそのような形の中でできないか、そして今

この100町村等も含めてどのような状況、どのよう

なことをやっているのかという部分、背景も含め

て担当課で研究、検討させたいというふうに思っ

ております。 

〇議長（中井寿夫君） 佐々木議員の発言が終わ

りました。 

 暫時休憩いたします。 

休憩 午後 ２時０６分 

再開 午後 ２時２０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４番、議席番号６番、岸本議員の発言

を許します。 

〇６番（岸本好且君） 平成26年余市町議会第１

回定例会に当たり、さきに通告いたしました質問

２件について質問をいたします。町長並びに教育

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。 

 １件目、障害者グループホームの一元化につい

て。障害のある方が生活上支援を受けながら共同

生活をするグループホームとケアホームが今年４

月から一元化されると聞いております。現行制度

では、介護サービスの有無によってグループホー

ムとケアホームに分かれていましたが、障害のあ

る方が高齢化、重度化してもこれからは今入居し

ている施設で個々の状況に合った介護サービスを

受けられるということとなりました。 

 昨年４月に施行されました障害者総合支援法に
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基づく改正でケアホームが廃止され、新体制では

グループホームに一元化されます。４月からは、

介護サービス包括型と外部サービス利用型の２類

型となり、運営者は選べるようになりました。介

護サービス包括型は、現行のケアホームと同様運

営者は世話人と生活支援員をグループホームに置

き、みずから介護サービスを提供するものです。

一方、外部サービス利用型は、グループホームに

生活支援員を置かず、外部の居宅介護事業者に委

託し、介護サービスを提供するものと聞いており

ます。 

 また、障害がある方には共同生活ではなく、単

身での生活を望む人も少なくありません。ひとり

暮らしを希望する方のためにグループホームを拠

点にしながら、民間アパートなどの部屋を借りて

暮らすサテライト型住宅の創設が望まれていま

す。 

 今回のグループホーム一元化に加え、４月から

は重度訪問介護の対象も変わると聞きました。こ

れまでの重度訪問介護については、重度の身体障

害者に限定されていましたが、新体制からは重度

の知的障害のある方も対象に含まれることとなり

ました。 

 近年本町においても高齢化が急速に進行してい

る現状にあります。特に障害のある方の高齢化、

重度化は深刻な問題と考えます。このたびの一元

化に伴い、本町における障害者福祉サービスを総

合的に支援する上でどのような影響があるのか。

また、グループホーム運営者に対する指導状況、

介護サービスを提供している本町の居宅介護事業

所の実態についてお伺いをいたします。 

 質問２件目、空き教室の有効活用について。児

童生徒数の減少により、現在使用されていない教

室が本町の各小中学校に何室かあると聞いており

ます。これらの教室を遊休化しておくのではなく、

有効活用すべきと考えます。阪神大震災、東日本

大震災や最近の異常気象による災害を機に、自治

体における災害時に必要な物資の備蓄が少ないこ

とが浮き彫りになりました。今後は、水、食料、

毛布といった最小限の非常用物資は常備されてい

なければなりません。しかし、常備するには一定

のスペースが必要であり、そのために新たに施設

をつくる、または改修するよりも空き教室を活用

してはどうかと思います。本町においても災害が

発生したときは学校が避難所となるケースが十分

考えられます。とすれば非常用物資を搬送する必

要もなく、効率的と考えます。 

 災害はいつ起こるかわかりません。特に今後一

番心配される原子力災害時の避難を迅速かつ円滑

に実行させなければならないと考えます。町民、

特に児童生徒の避難所における安全確保の観点か

らも空き教室を非常用物資の備蓄庫として有効活

用すべきかと思いますが、本町の非常用物資の備

蓄状況と今後の備蓄庫の整備についてお伺いをい

たします。 

 また、同じ空き教室の活用として、美術等の発

表、展示の場として開放してはどうかと考えます。

町内には書、画、写真、短歌、俳句、手芸などの

愛好者が多数おられます。グループを結成して活

動されていますが、発表、展示の場のないことが

悩みと聞いています。町内には小規模なギャラリ

ーもありません。そこで、空き教室の一部を開放

して、愛好者同士の発表、展示の場にすることが

可能かどうか、可能であるとすれば実施すること

についてどうか教育長のお考えをお聞きいたしま

す。 

〇町長（嶋  保君） ６番、岸本議員の障害者

グループホームの一元化に伴う影響についてのご

質問に答弁申し上げます。 

 平成25年より施行されました通称障害者総合支

援法は、地域社会における共生の実現に向けて、

障害福祉サービスの充実等新たな障害保健福祉施

策を講じるために障害者自立支援法をもとに改正

されたものでございます。このたびの改正内容は、
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障害者の範囲に難病等を加えるとともに、障害程

度区分について障害の多様な特性、その他心身の

状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合い

を総合的に示すため障害支援区分に改め、さらに

障害者に対する支援として重度訪問介護の対象拡

大、ケアホームのグループホームへの一元化、地

域移行支援の対象拡大などの改正が行われたとこ

ろでございます。 

 ご質問の１点目、障害者グループホームの一元

化に伴う影響についてでございますが、現在のケ

アホームは介護サービス包括型と位置づけられる

こととなり、基本的にサービス内容に変更はなく、

利用者は引き続きご利用いただけます。グループ

ホームにつきましては、外部サービス利用型と位

置づけられ、利用者が現状のまま利用する場合は

影響はありませんが、今後障害程度が重度化した

場合、外部より介護サービスを受けることが可能

となりましたので、支援区分の認定を受ける必要

があるとともに、グループホームの事業者は介護

サービス提供事業者との調整を行う必要がござい

ます。また、現在指定を受けている事業所につき

ましては、有効期間内において指定を受けている

とみなされますので、現段階における影響はござ

いません。 

 ご質問の２点目、グループホーム運営者に対す

る指導状況についてでございますが、事業者に対

しましては道職員がおおむね３年に１回程度サー

ビス等の取り扱い及び自立支援給付等にかかわる

費用の請求等に関する事項について周知徹底させ

ることを方針として各事業者に対して実地指導し

ているところでございます。 

 ご質問の３点目、本町の居宅介護事業所の実態

についてでございますが、本町のホームヘルプサ

ービスを行う居宅介護事業所は５事業所で、直近

の12月利用実績は68名の方が合計514回利用され

ております。 

 障害者を取り巻く環境が刻々と変化する中、幾

多の制度改正が行われておりますが、利用者の視

点に立ち、適正なサービスの提供が行われるよう

関係機関と連携を図っ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。 

 次に、空き教室の有効活用についての質問のう

ち、非常用物資の備蓄状況について答弁申し上げ

ます。本町の防災備蓄の状況でありますが、避難

所で使用するものとして毛布、救急セット、石油

ストーブ、ラジオつきライト、発電機、簡易ベッ

ド等の備蓄に努めているところであります。また、

食料、生活用品につきましては、町内に店舗を有

する道内大手の流通企業や燃料等の業界団体と協

定を締結し、災害時の必要物資の確保に努めてい

るところであり、今後におきましても防災物資の

備蓄に取り組んでまいります。また、備蓄庫の整

備につきましては、余裕教室の活用など規模の大

きな避難所に物資を備蓄することについて教育委

員会も含め協議検討してまいりますので、ご理解

をお願いいたします。 

 他の質問につきましては、教育長より答弁申し

上げます。 

〇教育長（中村寿仁君） ６番、岸本議員の空き

教室の有効活用についてのご質問につきまして私

からご答弁申し上げます。 

 大規模な自然災害等の発生により数多くの課題

が浮き彫りになり、防災、減災の対策の強化が求

められております。こうした中で、各種防災に関

する計画に基づき、学校が基幹避難所として被災

者の救援活動に期待されるものは大きいものと考

えます。しかしながら、実際に学校施設が避難所

となる場合には停電時対策や寒さ対策、水道が使

えない場合の飲料水の確保やトイレ対策など、そ

の活用についてさまざまな検討が必要であるもの

と考えます。文部科学省では、毎年公立学校施設

の現状を把握するため施設台帳の作成、登録が教

育委員会に義務づけられており、当該年度の学年

ごとの学級編制の状況により普通教室において余
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裕教室、空き教室が生じております。ご質問にあ

ります町立小中学校に非常用物資は現在備蓄され

ていない状況でありますが、このような教室を非

常用物資の備蓄庫として有効活用してはどうかと

のお考えにつきましては、固定した配置が可能か

どうか検証した上で、町関係部局とも連携し、災

害に備えることが必要であるものと考えます。 

 次に、余裕教室の活用状況につきましては、学

習方法、指導方法の多様化に対応した活用がなさ

れているほか、屋内運動場の社会教育施設として

の開放や放課後子ども教室や放課後児童クラブ等

で利用されております。写真、書、画、手芸など

の発表、展示の場として学校以外の施設への転用

については、地域の実情や利用者ニーズに応じ活

用が図られることも可能とも考えますが、学校本

来の果たさなければならない役割は、児童生徒が

安心して学べる場の提供を確保することであり、

一般開放的な場としての提供については現状では

困難性が高く、その対応としてはこれまでのとお

り中央公民館や図書館を利用していただきたいと

考えておりますので、ご理解をお願いします。 

〇６番（岸本好且君） 答弁ありがとうございま

す。何点か再質問させていただきます。 

 まず、障害者グループの一元化の関係ですが、

グループホームとケアホームの大きな違いといい

ますか、先ほど町長からの答弁ありましたように

今までのグループホームというのは比較的障害の

程度が軽い方が一般的には入所していると。当然

事業者といいますか、運営者は、置いている世話

人、家事、いろいろな手伝いだとかそういう生活

上の相談に乗ったりしているわけですけれども、

これに対してケアホームというのは障害が重い方

が、日常生活に介護がどうしても必要な方が入所

していますので、当然世話人のほかに介護スタッ

フである生活支援員を配置して、食事や入浴等の

介護を行っているわけです。ちょっと心配なのは、

今回の一元化に伴って今まで生活支援員を置いて

いなかったグループホームが介護サービスを外部

に委託すると。そして、それを運営するというこ

とで、当然介護事業所と委託契約をして、委託料

を支払って介護サービスを提供することになりま

すけれども、外部サービス利用型と言われるグル

ープホームの運営者はもちろんなのですけれど

も、肝心な入居者に対して、これ外部に委託しま

すので、スムーズな介護の計画といいますか、そ

れから内容も含めてそういう対応が、介護を提供

するのが先ほど影響がないという答弁でしたけれ

ども、実際どうなのでしょう。その辺の調整とい

いますか、そういうものが多少心配があるように

私は感じていますので、予想されることがもしあ

るとすればどういうものなのか再度お聞きをいた

したいと思います。 

 それから、指導状況については、３年に１回程

度の実施状況ということで答弁ありました。これ

は、グループホームに対しての３年に１回程度の、

更新時なのかどうかちょっとわかりませんけれど

も、実施しているということなのですけれども、

今回委託契約の要するに委託先である居宅の介護

事業所に対する指導というのはどのようになって

いるのか再度お聞きをいたします。 

 居宅事業所の実態については、先ほど答弁あり

ましたように、ますます高齢化によって、もしく

は年齢が高くなるにつれて程度も重度化していく

というのは、これはもう目に見えています。そう

いうことを考えると、ますます居宅事業所がふえ

ていく。要するに需要と供給のこれがますますふ

えていくということが考えられますので、そうい

う人材確保という面から、こういう介護サービス

を提供する事業所はいろいろな面で大変なお仕事

ですので、そういう人材確保がなかなか難しい状

況になっているのでないかと思いますけれども、

これからますますふえていく事業所の環境といい

ますか、余市町の場合その辺は大丈夫なのかどう

か、その辺再度お聞きをしたいと思います。 
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 それから、２点目の空き教室の関係ですけれど

も、今学校には非常用の物資は備蓄されていない。

食料、そういうものについては商業施設と提携に

よってされているということですけれども、これ

は一昨年ですか、東日本大震災発生後に学校に非

常用物資を施設に置くという国の何か方針出され

たように聞いております。そういう意味で、今後

これ検討していくと思います。当然国の方針です

ので、予算等の措置も考えられると思いますけれ

ども、実際これはそういう方針が出されたのかど

うか、そしてそれについて検討されているのかど

うか、再度お聞きをいたします。 

 それから、教育長の答弁の中で空き教室のもう

一つの活用方法の中の学校開放の関係です。私は、

今回町民のそういう発表、展示の場ということで

質問させていただいたのですけれども、これは一

つの例だと思います。もっともっと学校を町民に

開放する、確かに防犯上大変難しい面も多分ある

でしょう。それは当然わかった上での質問なので

すけれども、やはり生徒数が減少していく中で、

大切な余市の子供たちですので、もっと大人との

交流の場として考えてみてはどうかと思うので

す。すごく難しいところも十分わかった上で質問

しているわけですけれども、本州とかいろいろな

ところ、ちょっとそういうところの中で結構学校

の開放については上手にされている自治体もたく

さんあるように聞いておりますので、ぜひ検討し

てほしいと。教育長は、現段階では難しい、学校

側の対応もありますので、難しいという答弁です

けれども、再度今後の方向性としてどうなのか。

私は、子供たちと我々町民、展示、発表すること

によって当然児童生徒はその教室に行って、その

展示物を見るわけですけれども、そうなるとそこ

から交流の場も広がっていくと考えられますの

で、その点再度今後の方向性も含めて教育長にお

聞きしたいと思います。 

〇町長（嶋  保君） ６番、岸本議員よりの再

度のご質問に答弁申し上げます。 

 まず、グループホームの一元化の部分でござい

ます。国の総合支援法に基づきましてグループホ

ームとケアホームの一元化という制度の改正でご

ざいます。これは、いろいろな見方もあろうかと

思いますが、やはり障害者の団体等からはケアホ

ームをグループホームに吸収させるということが

いろいろな十分なケアが受けられるのかという心

配の声も上がっているという部分も聞いてござい

ます。私どもやはり小手先の部分だけではなくて、

報酬単価の部分等を含めて抜本的な対策が必要で

あるというふうに思ってございます。そういった

中で、ご心配をされておりましたようにこの外部

サービスに委託という部分で本町の居宅介護事業

所、それらがスムーズに対応できるのかと。先ほ

ど申し上げました報酬単価の部分、これが本当に

きちんと示されてこなければなかなか難しい部分

もあるのかなというふうに思ってもございます

が、これらは私どもも北後志自立支援協議会など、

これらを通じて情報の提供やニーズの掘り起こし

等、事業者への情報提供に努めているところでご

ざいます。 

 また、おっしゃるとおり高齢化の進展、さらに

は難病も障害として認定されるというような改正

の中で障害者は増加傾向にあるというふうに思っ

ております。そういった中では、先ほど申し上げ

ました北後志自立支援協議会等の中で居宅介護事

業所等への指導や情報提供に努めていかなければ

ならないと、このように考えているところでござ

います。 

 それと、備蓄の関係、これは私どもの防災担当

の中では特に学校に備蓄を置けというような指導

というか、国の方針が示されていないというよう

な今認識でございますので、これは後刻また調査

もさせていただきたいと思います。 

〇教育長（中村寿仁君） ６番、岸本議員の再度

の質問にご答弁申し上げます。 
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 空き教室の有効活用ということでございます

が、一般的に貸し館的な形での部分というのは学

校の管理上の問題、生徒の安心、安全の部分では

これはかなり難しい部分が多いのかなというふう

には考えてございます。ただ、学校が地域と一緒

になって何か行事をして、そういった中でお年寄

りの展示だとか小学生の展示、学校と地域が一緒

になってやるというような部分であれば、その学

校の行事なり、地域の行事なりというふうな認識

であればいいかと、そういう方法はあろうかと思

いますけれども、一般的な貸し館という意味で使

うとすればちょっと厳しいのかなというふうには

考えてございます。 

〇６番（岸本好且君） 最初のグループホームの

一元化についてですけれども、多分すごく速いペ

ースで高齢化が進んでいきます。私の周りにもそ

れで大変ご家族の方が苦労されているという部分

見ていますし、そこで余市は特に高齢化率が高い

ということで、そのような状況が進んでいく中で

やっぱりスムーズな、特に居宅介護事業者のしっ

かりとしたそういう対応、外部委託される側です

ので、当然町の報酬、その中で契約をして提供さ

れるということですので、ぜひそのような指導徹

底を福祉サービスの面から町がリーダーシップを

持ってやっていく必要があると思います。 

 それで、１点だけなのですけれども、共同生活

でなくて一人で生活をしたいという、これは比較

的重度でない方で一人で生活をしたいという人、

これは全国的にもふえているようです。そのこと

ですが、サテライト居住型なのですけれども、こ

れは設置基準によってグループホーム１カ所につ

きサテライト居住型というのが２カ所まで設置で

きるというふうに聞いております。そして、グル

ープホームからおおむね交通手段で20分以内の通

えるところにサテライト型の住居を設置できる

と。そして、運営者側はそこに生活支援といいま

すか、巡回してサービスを提供するという形が間

違いなくこれからふえてくると思われます。わか

れば答えていただきたいのですが、余市の場合そ

のような希望者といいますか、そういう動きとい

いますか、そういうものが今現在、こういう制度

ができましたので、そういう利用度がこれからふ

えていく可能性というのを今現在聞いているのか

どうか、その辺１点だけお聞きしたいと思います。 

 それから、空き教室の関係、教育長の答弁わか

ります。一般の町民の方からよく聞く話なのです

けれども、確かに子供たちの安全に教育をさせる

場としての学校ですので、これは町民といえども

学校に自由に出入りするというのはいかがものか

という、片方ではそういう考え方あるのですけれ

ども、今教育長が答弁されました学校側と町民と

の共同作業で、例えば運動会とか学芸会は当然父

兄の方、おじいちゃん、おばあちゃんももちろん

学校側に行かれます。そういう場合にぜひ学校を

よく見てもらうと。学芸会だけではなく、運動会

だけでなくて、それは警備も安全管理もきちんと

して、当然運動会とか大きい行事ですので、され

ると思いますが、そのときにこういう団体、例え

ば絵を描かれる愛好者の方だとか、中央公民館は

確かにそれは今までされていますし、当然それは

やっていることですので、そこに子供たちが来る

というのはなかなか難しいのです。ですから、移

動といいますか、そういうので学校側でそういう

展示、発表する場があって、学校と一緒に共同と

して行事をする中で開放をひとつ考えていただき

たい。それも学校側とのこれから検討する中でぜ

ひ積極的に、これは教育長といいますか、学校管

理しているのは学校側ですので、教育委員会とし

て、備蓄とかも関係ありますけれども、学校の開

放のあり方、学校の利用のあり方をぜひ前向きに

検討していただきたいと思います。 

〇町長（嶋  保君） ６番、岸本議員の再度の

ご質問に答弁申し上げます。 

 まず、１点目のグループホームの一元化の関係
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でございます。これにつきましては、居宅介護事

業者等の人材の確保等を含めて、基本報酬等の引

き上げ、さらには処遇改善等、これらを抜本的に

引き上げていかなければなかなか人材確保は難し

いのかなという思いでございますので、これらの

ことはしっかりと申し上げていきたいというふう

に考えてございます。 

 また、サテライト型の部分でございます。担当

に確認いたしましたらグループホームからまだ要

望は来ていないということでございますが、やは

りひとり暮らし等の要望というのは多分これから

出てくると思いますので、それらも含めて、来て

からというのではなくて事前にどのようなものか

という部分を含めて検討はしなければならないで

あろうというふうに思っております。 

〇教育長（中村寿仁君） ６番、岸本議員の再度

のご質問にご答弁申し上げます。 

 議員おっしゃるとおり、地域と学校との交流と

いう意味でそれが可能かどうか学校とも協議して

まいりたいと思います。 

〇議長（中井寿夫君） 岸本議員の発言が終わり

ました。 

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、明11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５５分 
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