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  監 査 委 員 事 務 局 長  澤 辺 成 徳 
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  議 事 係 長  越 智 英 章 
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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27年余

市町議会第３回定例会を再開いたします。 

 ただいまの出席議員は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。 

 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５番、議席番号13番、安久議員の発言

を許します。 

〇13番（安久莊一郎君） 第３回定例会に当たり

まして、２件について一般質問いたします。よろ

しくお願いいたします。 

 １件目は、憲法９条を柱に町民の安心、安全を

守り抜くことについてであります。憲法を守り抜

くことは、町政の基本であると思います。しかし、

今余市町民の安心、安全が脅かされようとしてい

ます。日本が再び海外で戦争する国にされようと

しているからです。一たび戦争が起これば全ての

ものが破壊され、町民の安心、安全は吹き飛んで

しまいます。国の誤った政治のため、さきの戦争

で日本人310万人以上、アジアの国々の2,000万人

以上の人々が犠牲となったと言われています。当

時ほとんどの町民が戦争による被害を受けまし

た。戦場となった沖縄の悲劇も忘れてはなりませ

ん。戦死者20万人のうち住民の犠牲は12万人と言

われています。そして、太平洋戦争による廃虚の

中から現在の日本国憲法が生まれました。特に憲

法前文と第９条で日本が軍隊を持たず、日本を戦

争しない国にすると世界に誓いました。戦後70年

間自衛隊員は一人の外国人を殺すことなく、隊員

は一人も殺されることなく過ごすことができまし

た。これは、ひとえに日本国憲法があったからで

す。この重みを忘れてはならないと思っています。 

 今安倍政権は、安保法制、いわゆる戦争法案を

強行採決しようとして、国会は緊張した状況を呈

しています。海外で戦争する国づくりの是非が問

われています。 

 全国各地では、戦争法案に反対する運動が巻き

起こっています。先月30日には12万人が国会を取

り囲み、全国1,000カ所で抗議の行動が行われたと

報道されています。余市町でも180人を超える人々

が思想、信条の違いを超えて集まり、パレードも

行われました。これらの行動の特徴は、若者から

高齢者、学生と研究者、子育て中のお母さんがい

ても立ってもいられないと行動に参加しているこ

とです。特に日本の将来を背負う若者たちがみず

からの意思で立ち上がっていることは、私たちに

大きな勇気を与えてくれています。なぜこのよう

な行動が燃え上がったのか。それは、戦争法案の

違憲性が明確にされたからだと考えられます。国

会に参考人として呼ばれた３人の憲法学者全員が

自民党推薦の方も含めて集団的自衛権は憲法違反

と明確に述べました。そこで高村自民党副総裁は、

憲法の番人は最高裁であり、憲法学者ではないと

反論しましたが、元最高裁長官の山口繁氏が安保

法案について集団的自衛権の行使を認める立法は

憲法違反と言わざるを得ないと述べています。各

地の弁護士会や日本弁護士会、元内閣法制局長官

も憲法違反と述べています。 

 最後に、日本の安全保障について、日本と地域
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の平和と安全をどのように築いていくかの問題で

す。安倍首相は、日本を取り巻く安全保障環境は

一層厳しさを増しています。北朝鮮の弾道ミサイ

ルは、日本の大半を射程に入れています。同盟関

係がしっかりしているということは、抑止力につ

ながっていくことにつながりますと述べ、高村自

民党副総裁は日米同盟強化をしないでどうやって

日本の平和と安全維持できるのですか。北朝鮮は

はっきりした脅威ですよ。それをとめるのは抑止

力以外にないのですよ。話せばわかる国ではない

のですよ、あの国はと述べています。確かに北東

アジアにはさまざまな紛争と緊張の火種が存在し

ます。そこへ抑止力で対処すればどうなるでしょ

うか。抑止力とは、相手より強大な軍事力を持た

なければ効果を上げません。軍事対軍事のエスカ

レーションとなります。戦争では解決しないこと

は世界各地の紛争で証明されているし、日本は政

府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることの

ないようにすることを決意した国です。そこで、

次の３点について町長の決意と見解を伺います。 

 １点目は、町長の憲法を守り抜くことの決意。 

 ２点目は、安全保障法制は憲法違反と認識され

ているのか。 

 ３点目は、日本と地域の平和と安定をどのよう

に築いていくのがよいのか。 

 ２件目の質問に移ります。除排雪対策について

です。これからの長い冬を迎える町民にとって、

安心、安全な冬の暮らしを送ることができること

が望みであり、未明から除雪に携わっておられる

関係者の努力に感謝しております。しかし、まだ

まだ余市町の除排雪作業には町民からさまざまな

要求が出されております。この余市町でも高齢化

が進み、高齢者のひとり暮らしや高齢夫婦世帯が

ふえている中で、自力での玄関前などの除雪も困

難となっております。町民生活の安心、安全を守

る上で除排雪は重要な問題であり、次の２点につ

いて見解を伺います。 

 １点目は、置き雪対策の問題です。特に年齢と

ともに体力が低下してきている者にとって、除雪

車が置いていったかたい雪を取り除くことは大変

な作業であり、体を傷める原因ともなっています。

近隣の町では置き雪をできるだけつくらないため

の装置を除雪車につけ、除雪しているところがあ

ります。安心、安全の住民生活を第一に考える立

場に立って、余市町でも置き雪対策を真剣に考え

るべきと思いますが、答弁願います。 

 ２点目は、私道の除排雪の問題です。道幅が狭

く、除雪車両が入っていっても雪が押し出せる場

所がなく、町による除排雪ができていない場所が

あります。ある道路の両側には10軒以上の家があ

り、高齢の方も多く、自力で除排雪は困難になっ

てきています。住民の暮らしを守る観点から対策

をとるべきと思いますが、答弁をお願いします。 

〇町長（嶋  保君） 13番、安久議員のご質問

に答弁申し上げます。 

 １点目の憲法を守ることについての質問でござ

いますが、日本国憲法は我が国の最高法規であり、

憲法を守ることは私ども地方自治体を担う者の務

めであると考えております。 

 ２点目の安全保障法制は憲法違反と認識されて

いるかについてのご質問でございますが、安全保

障法制関連法については、ご承知のとおり、現在

参議院において審議がなされているところでござ

いますが、この法案は我が国の防衛と安全保障に

かかわる大変重要な法案でありますことから、国

政の場において十分に論議がなされるべきと認識

をしているところでございます。 

 ３点目の日本と地域の平和と安定をどのように

築くのがよいかでございますが、平和な国際社会

をどう築いていくかなど外交、防衛にかかわる課

題は国の事務であり、基本的には国政の中で議論

されるべき問題であると認識しておりますが、安

心して暮らせる地域や元気な地域をつくっていく

ためにも戦争は決してあってはならないことであ
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ると考えております。本町では、平成２年余市町

議会第１回定例会において全会一致で非核余市町

宣言を決議しております。町といたしましても例

年平和を願う町推進事業を実施して、議会決議の

具現化に努めているところであり、今後ともこう

した事業を推進しながら、地域の平和と安定の実

現に寄与してまいりたいと存じます。 

 続きまして、除排雪対策についてのご質問に答

弁申し上げます。１点目の置き雪対策についてで

ございますが、本町の道路除雪につきましては余

市町冬を快適にすごす条例により毎年除雪計画を

策定し、それに基づいて実施いたしているところ

であり、交通の安全確保、特に朝の通勤、通学時

までに作業を終えるべく行っております。 

 ご指摘の道路除雪に伴い発生する置き雪問題に

つきましては、間口除雪は大変重労働になる場合

もあり、道路除雪での大きな課題であることは十

分認識しており、町といたしましても高齢者等の

世帯で冬期間自力で除雪ができない家庭に対し

て、生活用道路の確保のため除雪サービスを実施

しているところでございます。町といたしまして

も除雪作業時はできるだけ置き雪が少なくなるよ

う作業を行っておりますが、現状ではなくするこ

とは難しい状況でございます。また、今後につい

ては、専用の除雪機等の導入町村の状況等を確認

し、有効性等を十分研究した中で検討してまいり

たいと考えてございますので、ご理解願います。 

 ２点目の私道除雪の問題についてでございます

が、私道除雪は地域からの私道除雪申請を受け、

町道を除雪する除雪ドーザーが作業できる用地幅

が確保されており、雪を道路敷地外に押し出し、

または積み上げることができる路線を私道除雪路

線として実施いたしております。地域の協力を得

た中で堆雪スペース等が確保されなければ現状で

の除雪は困難な状況でありますので、ご理解を願

います。 

〇13番（安久莊一郎君） まず、１点目につきま

して質問したいと思います。 

 今国で戦争法案、これが審議されておりまして、

私の質問は憲法違反かどうかという問題をお聞き

したのです。憲法を守り抜くことは、町長が今言

われたように非常に大切なことで、その姿勢をこ

れからも貫いていただきたいと思います。しかし、

この戦争法案が憲法違反であるということは、私

の質問でも言いましたけれども、憲法学者の多数

がこれは憲法違反であると述べております。そし

て、参考人として呼ばれた３人の憲法学者全員が

集団的自衛権行使は憲法違反であると述べており

ます。あとそれから、弁護士会、これもいろいろ

な思想、信条を待った方が集まっている会ですけ

れども、そこでやはりこの戦争法案は憲法違反で

あるという見解が述べられている。こういうこと

を考えますと、やはり町長からぜひ町民の暮らし

を守り、安心、安全を守るためにはこの戦争法案

はあってはならないということを明確に述べてい

ただきたいと思うのです。 

 まず、この戦争法案にこれほど反対が強く出て

いるということ、この問題を考えなくてはいけな

いと思います。きのうも、連日、きょうもまたあ

ると思いますけれども、国会にこの戦争法案反対

の人々が詰めかけております。どうしてこれほど

反対が強いのかということ、これは私自身の経験

からいっても戦後の民主主義が壊されようとして

いる危機感も加わっていると思います。国民がこ

れだけ反対しているのに、なぜ今の安倍内閣は強

行しようとしているのかという問題だと思いま

す。一番新しい世論調査でも、例えば朝日新聞、

この戦争法案について賛成が29％です。反対が

54％。それから、産経新聞とＦＮＮ、合同して調

査したところでも賛成は32.4％、やっぱり30％台

なのです。反対は59.9％。ここは６割近くになっ

ています。それから、ＮＨＫでも19％が賛成、反

対が45％。それから、何回もいろいろなところで

言われていますけれども、安倍内閣の戦争法案に
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対する説明不足ということが大体全て80％なので

す。80％ということは非常に大きな意味があると

思います。だから、やはりこれだけの人たちが反

対行動、憲法違反と考えて、それから説明がなさ

れていないと、幾ら必要だということを言っても、

それはわからないと言っている問題ですから、国

政のかかわる問題だということで逃げないで、ぜ

ひ町長としての見解をはっきりさせていただくこ

とが大事だと思います。 

 本別の髙橋正夫町長は、今危ないのは平和です。

だめなものはだめだと言っておかないと、平和で

あったからこそ戦後70年いろいろなことがありな

がらも町がこうして元気に明るくまちづくりがで

きてきた。これが平和でなくて、いつも心に不満、

地域に不安を抱えていたら、こんな豊かな地域づ

くりはできなかったと思っていますと、こう述べ

られております。この立場が町政を預かる町長か

らぜひお聞きしたいと思っております。 

 それから、私先月の30日の余市町での集会とパ

レードのことを先ほど述べましたが、その後９月

12日にも余市の生協前で戦争法案反対宣伝署名行

動が行われました。これには36人が参加されて、

１時間の行動でしたけれども、120筆の署名が集ま

っております。署名された方は、皆さん口々に今

の安倍内閣のやり方に非常に怒っております。そ

して、快く署名をされております。ですから、こ

ういうことはぜひ考えていただきたい。 

 それから、抑止力の問題ですけれども、３点目

の質問ですけれども、これは先ほど町長言われた

ように非核都市宣言、まさにこれが抑止力、核兵

器が究極の抑止力だと思いますけれども、その存

在は余市町にとって認められないということ、こ

れを非核三原則に絡めてぜひ推進していっていた

だきたいと思っております。 

 １点目のことについては、ですから町長にぜひ

この戦争法案、これについてきちんと町長として

の立場をはっきりさせてもらうことが非常に大事

でないかと思います。それをぜひお願いしたいと

思います。 

 それから、次の２点目の除雪の問題です。置き

雪対策、これが非常に大事なことであると言われ

ていました。これは、町民全体の認識、それから

解決しなくてはいけない問題だということで、大

事なことだと思います。私自身も年がいってきま

して、今まで自分の玄関、車庫前に置かれた雪を

もう少し若いときは除雪十分できたのですけれど

も、だんだんやっぱり体力的に非常に困難になっ

てきます。これは、町民の皆さん方の要望で、先

ほど町長も置き雪対策、これをやらなくてはいけ

ないということで、努力しているということを言

われましたけれども、実は質問でも言いましたけ

れども、隣の古平町でシャッターつきマルチプラ

ウというのですか、そういうものを導入している

のです。今２台ありまして、もう一台、３台目、

もう古くなった除雪車を更新するということで、

今度それをもう一台導入しますから３台になるの

です。これは、ずっと除雪していきまして、置き

雪してはならないようなところにいきますとシャ

ッターがおりまして、そちらに雪がいかないよう

な仕組みです。現物を私も見てきましたけれども、

装置としては非常に簡単です。ただ、お聞きしま

すと、これ開発したのは旭川の業者らしくて、１

台大体100万円ぐらいで、今までないところにつけ

るのだったら100万円ぐらいでできるという話を

されておりました。だから、このシャッターつき

のマルチプラウという除雪装置、それをぜひ検討

していただきたいと思います。いきなりは無理か

もしれませんけれども、本当は今度の冬に間に合

うようにぜひやっていただきたいと思います。 

 それから、もう一つ、私道の問題です。ある道

路を一つの典型として、私道の除排雪ができなく

て非常に皆さん困っているところの例を挙げまし

たけれども、実はそこの両側に10軒以上と言いま

したけれども、高齢の方がいまして、救急車で何
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回かそこの道路に入ってきて運ばれている例があ

るのです。９月に入っても救急車が入った例があ

るのです。これから冬に向かって、こうやって除

排雪ができないということになれば、一刻を争う

ような人命にかかわることもあると思うのですけ

れども、やはりここは何らかの手だてを打たなけ

れば大変なことになると思います。それと、もし

火事が起こって救急車も入れないということにな

ったらさらに大変なことです。ですから、その観

点から、人命を守る、町民の生活を守る、その観

点からぜひ何らかの方法、私道の除排雪の方法を

ぜひ真剣に考えていただきたいと思います。 

〇町長（嶋  保君） 13番、安久議員の再度の

ご質問に答弁をさせていただきます。 

 まず、憲法、安全保障の部分でございます。１

点目の憲法を守るということは、私ども国民、そ

してまた地方自治に携わる者として当然のことだ

というふうに考えてございまして、これはしっか

りと守っていかなければならないという部分でご

ざいます。 

 それと、２点目の安全保障法制、憲法違反と認

識されているかどうか言明せよというご質問でご

ざいます。本別の髙橋町長は、そういった形で言

明しているようでございますが、私は憲法学者で

もございませんし、そういった意味ではここでこ

れが違憲、合憲という形の中で言明は控えさせて

いただきたいというふうに思ってございます。し

かし、ご質問にもありましたとおり、最高裁のＯ

Ｂ、さらには内閣法制局のＯＢ、そしていろいろ

な憲法学者等の非常に多くの方々が違憲だと唱え

ているのも事実でございます。私は、そういった

状況を踏まえても、これは急がずにしっかりと審

議をして、国民にもう少しわかりやすい説明等も

していかなければならない問題であると、そのよ

うに認識しているところでございます。 

 それと、３点目につきましては、１問目でも申

し上げましたが、やはりこういった地道な活動、

議会での非核余市町宣言等、これをしっかり守る

という中で、ことしも広島にも、ことしは竹原市

の派遣の部分もございましたので、広島の式典等

も参加してきたという部分ございますので、こう

いった地道な取り組みを忘れずにしっかりとやっ

ていかなければならないと。そしてまた、戦争の

悲惨さという部分を戦争を知らない子供たちにも

しっかりと知っていただ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、２点目の除雪対策の部分のご質問ござ

いました。まず、シャッターつきマルチプラウ、

これは古平、私どもも担当課で把握はしてござい

ます。ずっといったらぱたんとおりるようになっ

て、このときに置き雪が少なくなるという部分で

ございます。これにつきましても、家が余りない

ところではあるのですけれども、次々にある住宅

街では完全にそれを次々、次々やっていくといっ

たらかなり技術的にも、そしてまたこれをやると

いうことになれば前に持っていく雪が多くなると

いうことでございますので、そういった中でも住

宅密集地ではかなりそのあたりが機能しない部分

もあるというふうにも伺ってございます。しかし、

そういった中で今古平等の取り組みも参考にさせ

ていただきながら、今後それらどう取り組んでい

けるのかと。そしてまた、100万円程度高いと。こ

れは、新車で買った場合100万円程度、そして既存

の車両につける場合は350万円程度という形にな

っています。そういった中で、それらも含めて今

後これらの導入、そして古平の実際使っていると

ころはどうなのかという部分を踏まえて、今後の

更新時期等についても考えていかなければならな

い問題ではあるなというふうにも思っているとこ

ろでございます。 

 それと、私道の除雪、これは基本的には機械が

入っていけないところは、まず今の除雪の建設課

としての出動としては無理という部分でございま

す。しかし、今緊急性等のお話がございました。



－57－ 

そういった中では、私どもも高齢者の除雪サービ

ス等もやってございますので、そういった福祉や

安全の面から、これは除雪作業という面からは機

械が入っていけないところは無理なのです。です

から、そういった別の部分でそれは個々の対応と

して、個々の人のこういう状況、ばんきりそうい

う形で救急車等が来るという、そういう形の部分

もお話も伺ってございますので、除雪全般という

部分ではなくて、そういった部分で何ができるの

かという部分また細かく状況等もお聞かせ願っ

て、対応できるものには対応していかなければな

らない部分もあるかなというふうに思ってござい

ますが、いずれにしてもまだ状況等わかってござ

いませんので、詳しく後ほどでもそういった部分

のお話もお聞かせ願えればというふうに思ってお

ります。 

〇13番（安久莊一郎君） 町長の憲法を守ること

は当然のことというのは、非常に大切なことだと

思います。ただ、国政の場で、これだけ国民の中

にまだ内閣の考えていることは不十分だと、説明

が不十分だということは、国民にとって戦争法案

が必要なものだという理解がされていないという

ことだと思うのです。８割ということは非常に大

きな意味を持っていると思いますので、ぜひそこ

のところをさらに突っ込んで、この町政に生かせ

てもらいたいと思います。 

 きのう中央公聴会が開かれました、参議院の特

別委員会で。そこで元最高裁の判事、濱田邦夫さ

んという方が安保法案は憲法９条の範囲内ではな

いと、違憲だとはっきり言っておられます。こう

いう裁判官を経験された方がいろいろ憲法のこと

についてだとか裁判内容について言うのはそんな

に積極的には言われていないと思うのですけれど

も、こういう公聴会というところに来られて発言

されているということは、非常に大きな重みがあ

ると思います。 

 それから、私先ほど言いましたけれども、やっ

ぱりこの問題というのは国民主権、国民が主人公

ということから考えて、これだけ国民の中に異論

がある。これを無理やり通してしまうということ

は、誰かも言っていましたけれども、独裁政治に

つながると。非常に大変なことだと思うのです。

ですから、やっぱりこれは憲法違反で、この法案

は通すべきではないということ、これは本当は町

ぐるみというのですか、町長も先頭に立ってやっ

ていただく、それぐらい非常に重要な問題だと思

います。ですから、今後ともこの問題については、

今週で国会でどんなことになるか、強行採決され

るとなるとさらに国民の怒りが燃え上がると思う

のですけれども、そういうことでぜひ町長にもさ

らにお考えいただきたいと思います。 

 それから、除排雪の問題ですけれども、古平で

実際に行かれて検討されていると。非常にそれは

大事なことだと思います。そういうものが開発さ

れて、実際に古平では稼働しているわけですから、

余市町でも住宅密集地の問題とかいろいろあると

思いますけれども、そこはできるところからやっ

ていくとか、ぜひそういうものを活用すると。さ

らにまたいいものができるかもしれません。だか

ら、そういうのも絶えず情報網を張って、導入し

ていくということが大事だと思います。 

 それから、私道の問題です。先ほど言いました

けれども、本当に救急車が除排雪になっていない

ところにどうやって入っていくのかという問題

は、非常に大きな問題だと思うのです。火事の場

合も同じだと思います。ですから、そこはどんな

手だてをとっていくのか。もう既に救急車で運ば

れている方がいる場所なものですから、一刻も早

く救急車がスムーズに患者さんを運べる体制、こ

れをぜひ考えていっていただきたいと思います。

それを重ねてお願いしておきます。 

〇町長（嶋  保君） 13番、安久議員の再度の

ご質問に答弁をさせていただきます。 

 まず、１点目の安全保障法制の関係でございま
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す。これは、先ほども答弁させていただきました。

私もこの審議の経過、そしてまた今の内閣の性急

なこのような進め方等について非常に強い懸念を

持っております。しっかりとこれはまだまだ時間

をかけて、いろいろな答弁等でも二転三転してい

る部分もございますし、そういった部分ではしっ

かりと時間をかけて、そしてまた国民にもわかり

やすいしっかりとした説明があるべきだというふ

うに思っております。 

 それと、２点目の除雪の関係でございます。本

町の除雪体制ここ何年かで、住民からいろいろ不

満等まだ出ていますけれども、かなり改善されて

きておるというふうに思っております。これは、

担当部課は当然でございます。夜中まで出動体制

の決定等を含めて遅くまでやったり、そういう形

でオペレーターの皆さんも非常に建設業界の方々

にもいろいろお世話になって、そういった中で

100％と言いませんが、かなり改善されてきている

というふうには勝手に自負しているところでござ

いますが、まだまだ苦情等もあるところでござい

ます。そういった中では、これはただ単に、先ほ

ど申し上げましたが、建設課の除雪車両の問題だ

けではなくて、いろいろな福祉分野等、そしてま

た民生関係等も含めた中で横の連携をとりなが

ら、きめ細かな除雪に努め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、最後の救急車等の部分のご質問、これ

は個別的な案件として、また詳しい話等もお聞か

せ願いながら、対応できるのかどうか含めて協議

もさせていただきたいというふうに思っておりま

す。 

〇議長（中井寿夫君） 安久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３５分 

再開 午前１０時４６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15番、中谷議員の発言

を許します。 

〇15番（中谷栄利君） 私は、今定例会に２件の

質問をしておりますので、理事者においては要を

得た答弁をお願いいたします。 

 １件目、泊原発再稼働中止と自然再生エネルギ

ーについて。８月11日、九州電力は川内原発周辺

の自治体、住民からの安全性や避難体制について

の説明の求めを無視して運転再開を強行しまし

た。安倍政権は、これを容認、推進しています。

どの世論調査を見ても６割前後の国民が再稼働に

反対しているにもかかわらず、原子力規制委員会

がつくり直した規制基準で審査し、適合と認めた

原発は再稼働すると住民無視、国民世論への挑戦

です。専門家からも批判されている火山対策、地

元自治体に丸投げした事故の際の避難計画、30キ

ロ圏内の医療、介護施設のうち要援護者の避難計

画未確立60施設という実態、住民説明会の未開催

などに照らしても原発再稼働などあり得ません。

安倍政権の九電２号機や泊など、全国の原発の再

稼働のもくろみは絶対に許されません。 

 泊原発について北電は、残りの審査項目などに

ついてできるだけ早く原子力規制委員会の確認が

得られるよう取り組んでいくと述べ、高橋道知事

や道は安全性の確保は不可欠、規制委員会の審査

を待つしかないと談話を発表しましたが、川内原

発再稼働の問題点には触れようとしません。 

 福島原発事故から４年余りが経過しましたが、

いまだに11万人余りの福島県民が避難生活を強い

られています。汚染水の流出もとまらず、事故の

原因究明も収束の見通しさえ立っていません。原

発と人間社会が共生できないことは明白です。原

発推進を断念し、自然再生エネルギーの本格的普

及に切りかえるべきです。以下、伺います。 
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 １つ、泊原発再稼働の中止を求めることについ

て。 

 ２つ、医療、介護施設、要援護者の避難計画に

ついて。 

 ３、自然再生エネルギーの取り組みを進めるこ

とについて伺うものです。 

 ２件目、住宅改修リフォーム支援補助制度の期

間延長について。この制度は、地域経済の低迷の

中で不況対策、雇用創出を目的として、個人が町

内の既存住宅のリフォーム、修繕等を行う際、地

元業者に50万円以上の仕事を発注する場合に自治

体がリフォーム費用に一定の補助を行うもので

す。町の助成制度発足以来住宅改修をしたいと思

っていた方々から大きな反響を呼び、３年間の中

間報告集計値として申請受け付け件数は379件、助

成額は6,749万円、総見積額は５億4,854万円に及

んでおり、経済効果は約８倍と言われています。

申請利用者だけでなく、地元業者、労働者に大変

喜ばれている制度です。しかし、３年間の実施期

間となっているため、今年度が最後となっていま

す。これからも住宅改修を予定している方は多く、

今もなお経済が低迷している中、地元業者からも

期待の声が寄せられています。以下、伺います。 

 １つ、住宅改修リフォーム支援補助制度の期間

延長をすることについて。 

 ２つ、３年間の実施総括について。 

 以上、伺うものです。よろしくお願いいたしま

す。 

〇町長（嶋  保君） 15番、中谷議員のご質問

に答弁申し上げます。 

 初めに、泊原発再稼働の中止を求めることにつ

いての質問でございますが、議員ご指摘のとおり、

国は８月11日に九州電力川内原発１号機を４年前

の福島第一原発の事故後全国で初めて再稼働し、

２年以上続いた原発ゼロの状態が終わりました。

泊原発の再稼働につきましては、現在国の原子力

規制委員会において審査中であると認識している

ところでございますが、原発は何よりも安全性の

確保が最優先であり、事故原因の究明や事故後の

対応が進んでいない状況において再稼働について

は慎重であるべきと考えております。 

 続いて、医療、介護施設、要援護者の避難計画

についてのご質問でございますが、万が一事故が

発生した場合の対応として、事故を想定した住民

の万全な避難対策を講ずることが重要であると認

識しているところでございます。本町における全

ての医療、介護施設につきましては、北海道地域

防災計画及び余市町地域防災計画に基づく避難計

画が作成されているところでございます。また、

要援護者につきましては、既に策定しております

避難行動要支援者名簿に基づき情報の整備を行っ

ており、防災関係機関との情報を共有する体制の

整備を進めているところでございます。 

 続いて、自然再生エネルギーの取り組みについ

ての質問でございますが、福島原発の事故は一旦

事故が発生すると長期間にわたり、その影響は広

範囲に及ぶばかりでなく甚大な被害が出ることが

明らかになったことから、原子力エネルギーに依

存しない自然エネルギーなど、再生可能エネルギ

ーの積極的な活用等の取り組みが必要であると考

えます。 

 本町における現在の取り組みといたしまして

は、後志総合振興局が設置しております後志地域

再生可能エネルギー資源活用可能性検討会議に参

加し、他の自治体の取り組みなどの情報収集や意

見交換を行うとともに、昨年12月には関係部署で

構成する再生可能エネルギー検討庁内連絡会議を

設置し、研究、検討しているところでございます

ので、ご理解をお願いいたします。 

 続きまして、住宅改修支援補助制度についての

ご質問に答弁申し上げます。１点目の制度の期間

延長に関するご質問でございますが、本制度につ

きましては町内における既存住宅の改修工事を行

うことにより快適な住環境の整備を促進するとと
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もに、町内建設業の振興と雇用の安定を図ること

を目的として、平成25年度から平成27年度までの

３年間を実施期間として行ってきたものでござい

ますので、当初に計画いたしておりましたとおり、

この住宅改修支援補助制度につきましては本年度

をもって終了としてまいりたいと考えているとこ

ろでございますので、ご理解を賜りたいと存じま

す。 

 ２点目の３年間における実施総括でございます

が、この３年間の実施状況を見ますと、各年度に

おいても本制度に対する町民の期待が大きく、追

加受け付けの要望が数多く寄せられ、町としても

こうした要望に応えるとともに、本制度における

町内経済の振興と雇用の安定対策等を図る観点か

ら補正予算の議決をいただき、実施してきたとこ

ろでございます。その件数につきましては、平成

25年度は111件、平成26年度は117件、平成27年度

については147件で、３年間では375件となる見込

みとなっております。 

 また、総工事費と補助金額については、平成25年

度は約１億6,425万円の総工事費に対して補助金

額が1,976万4,000円、平成26年度では約１億

7,503万円の総工事費に対して補助金額が2,081万

4,000円、平成27年度においては約２億840万円の

総工事費に対し補助金額が2,605万4,000円となる

見込みで、いずれの年度も総工事費が補助金額の

８倍を超えている状況からも大きな経済効果が得

られたものと考えております。また、こうした経

済効果だけでなく、建設業者等において大きな工

事の受注が少ない春先という時期に本補助制度を

契機とした住宅改修工事の受注を受けることによ

り、工事に携わる労働者の雇用の安定確保の観点

からも一定の効果があったものと考えているとこ

ろでございます。 

〇15番（中谷栄利君） １件目の泊原発について、

再稼働中止を求めることについて再質問するので

すが、町長は慎重にあるべきだとそのことについ

て答弁されております。今問題なのは、安倍首相

も言っているように新たな基準をつくり直した原

子力安全規制委員会が安全と認めたものについて

は次から次へと再稼働していく、こういった形で

電力の需要が今十分充足しているにもかかわら

ず、政府は原発の再稼働に躍起になっている。国

民は、圧倒的に原発は人類が相入れないものであ

り、安全とは言えないので、原発ゼロを求めると

いうことで全国的な闘い、運動の中で２年以上に

わたって原発ゼロの期間をつくって闘ってきたと

いう中で、政府が原子力規制委員会の安全基準を

満たしたものについて再稼働していくという、こ

の姿勢はやはり許されないものと思うのです。 

 なぜかというと、原発に対しての防災の避難計

画、担当課のほうでも努力してつくられて、立派

なものができていますけれども、この避難計画が

本当に実働性、実効性があるのかということなの

です。北海道において１年間の約半分近くが西風

の影響がある中で、泊原発の西寄りの風について

大きな影響を受ける本町として、実際に避難計画

がどうなるか、またその避難の道路として確保さ

れている国道５号線や通称フルーツ街道、そうい

ったものが実際に全町民が避難する対応に充足で

きるものなのか、そういったことを考えた場合、

原発において過酷な事故が起きた際に速やかに避

難できるものになり得ない。これは誰しもが不安

に感じていることですし、大変重要な問題と思っ

ています。ましてや医療、福祉、介護関係の要援

護者、リストアップして避難計画つくっていると

いうお話でしたが、施設においても独自の避難計

画を整備するということが保障されていなければ

ならないと思います。入所施設の医療機関、介護

施設、そういった方たちが一体どのように避難し

ていく、それぞれの施設の中でどういう計画を独

自に持っているのか。そして、その方々が避難し

た先の入所したときの要件、実際に医療、介護の

その方たちが安全に避難生活を送れる環境が保障
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されていくのか、そういったことが今もなお懸念

されているわけです。ですから、私はこのような

質問をいたしました。 

 そういった住民の安全、安心、そのことがきち

んと確保されていない中で、泊原発は規制委員会

の基準を満たしたとして泊原発の再稼働に躍起に

なっている。年間の維持管理費に6,000億円等、そ

してこれからも安全基準を満たすためにも

2,500億円、そういったお金がかかるとして、なお

も再々の電気料金の値上げもちらつかせながら泊

原発の再稼働を認めさせようとする。道に対して

も福島原発の教訓をしながら、川内原発に対して

住民に対してきちんと説明されていないという問

題に対して何ら触れず、国のほうの基準を満たし

ていればという認めるような姿勢が見え隠れして

いるのです。やはり30キロ圏内の余市町として、

住民の安全、安心、そういったものが保障されな

い限りこういった泊原発の再稼働について、まし

て原発に対してはエネルギー政策の転換をし、自

然再生可能エネルギーを推進していく、この切り

かえを強く求めていく、そういう姿勢が必要では

ないでしょうか。ですから、町長として今この川

内原発が再稼働で原発ゼロが打ち破られた状況の

中で、このことに対して北電や道、国に対して泊

原発についての再稼働中止と、そして自然再生エ

ネルギーへの切りかえ、原発エネルギーに頼らな

いエネルギー政策についての考えを強く訴えて求

めていくことが今必要ではないかと思っていま

す。そういう意味で１問目として泊原発再稼働の

中止を求めることとしております。そういった表

明等について再度見解をお伺いしたい。 

 また、住民の安全、安心が保障される実効性あ

る避難計画、そういったものがどのように保障さ

れていくのか。10月21日に３回目になると言われ

る原子力の防災避難訓練がまた行われる予定です

けれども、この間のどういった教訓を生かしてこ

の３回目の避難訓練を行うのか。実効性、実働性

があるということで、住民が本当に速やかに避難

できる、そういった計画が保障されていくものが

どのように検討されているのか、そういったこと

もあわせてお伺いしたい。先ほど言った医療、介

護、福祉の施設の避難計画、そして受け入れ先、

そういったものがどのようになっているか再確認

したいと思います。 

 自然再生エネルギーについては、私も前回質問

でこの問題をしておりますが、原発に頼らないエ

ネルギーを町としてどのように進めていくか、こ

の余市町のエネルギーの構成の割合を長期間の計

画にわたって検討して、自然再生エネルギー、再

生可能エネルギーに切りかえていく、そういった

模索が必要と思われます。これは、後の安全、安

心な、そして原発に頼らない余市町を未来に残し

ていくためにも今からやっていかなければならな

い課題だと思います。振興局での研修等も行われ

て、庁内でもそういった検討会行われていますが、

ぜひこういった問題に対して町民含めた集会など

も含めてこの問題について推進していく、そして

町内の残っている資源、可能性についてバイオマ

ス等も含めて何がエネルギーとして可能なのかを

含めて、有識者等の検討会、事業者等の意見など

も含めた、民間、個人を含めたそういった検討会

を推進していくような考え方がどうなのか、そこ

のところについてもお伺いしたいなと思うところ

です。 

 続きまして、住宅リフォームについてなのです

が、当初からの25年度から27年度の３年間の実施

期間として決めたから終了したいということが最

初に答弁されました。この間中間報告として実績

報告もされてきているわけですから、中間報告値

から集計で私は一般質問をつくっておりますが、

実際の数値は若干違っていると思われても実際に

100件以上の、まして４月に申請受け付けしてすぐ

締め切りになり、なおかつ申請者がいる中で補正

を組み、同額を５月から受け付けする、こういう
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形が３年間続くぐらい好評である。町内の経済効

果としても８倍、このように答弁ありました。こ

れからもまだまだそういった住宅リフォームにつ

いて高齢化の進んでいる余市町として求める声は

多いわけです。春先の事業者としても仕事の確保、

そういった面でもこれを弾みに頑張っていきた

い。個人で利用された方は、足場の設置費用は何

とか節約というか、助成もらって大変喜んだとか

という話も聞いております。ぜひこれからの余市

町に長きにわたって住んでもらうためにも、こう

いった住宅リフォーム助成制度は住民だけにかか

わらず地元業者においても大変重要な施策であ

り、継続が求められているわけですから、３年間

という期間だから終了するということではなく、

私が２問目にも言ってありますけれども、３年間

の総括として評価した上で、今後の対策等を含め

て、最初の１問目の町長の答弁を修正して、この

住宅リフォーム助成制度について検討、なおかつ

期間延長する、そういった考えが必要ではないか

なと思います。そのためには３年間にわたりどう

いった評価が得られているのか含めてきちんと分

析した上で、近隣の町村の状況も含めて、そうい

った評価をした上でこの問題について対応すべき

ではないのかなと。３年間の期間だからとして終

了するということでは余りにも無策ではないかな

と私は思います。無策と言って失礼だったかもし

れませんけれども、住民からこれだけ期待されて

いる中で、３年間だから終了するというのは余り

にも情けないと私は思います。ぜひ住民の声に応

える英断をしていただきたいと思います。 

〇町長（嶋  保君） 15番、中谷議員の再度の

ご質問に答弁をさせていただきます。 

 まず、泊原発の関係でございます。これにつき

ましては、私常々申し上げておりますが、まだ福

島第一原発の事故、これの原因の究明、事故後の

対応が進んでいないと、このような状況でござい

ます。そういった中では、これらがしっかりと究

明され、そして安全性が、これは原子力規制委員

会の安全性でなく、安全だということがしっかり

と確認されれば、それは私再稼働もやむなくとい

うふうに思ってございますが、今絶対的にそうい

う状況ではないというふうに考えてございます。

しっかりとした事故原因の究明、そして事故後の

対応、そしてまた原子力を人間がコントロールで

きているのかどうかと、そのあたりを含めてしっ

かりとした検証が必要であると、再稼働について

は慎重にあるべきだというふうに考えてございま

す。 

 それと、防災訓練の関係でございます。私ども

も10月21日予定しております。私どももこういっ

た中で道の防災避難訓練等の指示に従って町とし

てもいろいろ取り組んでいるところでございます

が、おっしゃられように実際問題の部分、５号線

の部分や、そしてまた津波があった場合の５号線

の忍路等の部分の海岸等の問題等を含めていろい

ろな思いを持った中で取り組んでいるところでご

ざいます。そしてまた、何よりも原子力という放

射能、見えない部分、そしておっしゃられるよう

に要援護者の名簿等もできてございますが、それ

がしっかりと今の段階で完全に100％機能するの

かといった部分、いろいろな思いは持ってござい

ます。しかし、今現存として泊原発、再稼働はし

ていなくても事故の危険性とかその部分は同じで

ございます。稼働していても稼働していなくても

同じだという認識でございますので、それらにつ

きましては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おります。 

 それと、自然再生エネルギーの部分でございま

す。これにつきましては、庁舎内に検討会を立ち

上げて、これは庁舎内だけで話ししていても専門

分野が違う部分でございますので、今年度、来年

度に向けては有識者、専門家の方を講師に招いて

のそういった講演等も予定しているところでござ

います。やはりここにしっかりと取り組んでいか
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なければ、我々がこれから脱原発等、卒原発等の

部分物を申すところでこのあたりしっかりとした

自治体でどう取り組んでいるかという部分も大き

なファクターになってくるのかなというふうに思

っているところでございます。 

 それと、リフォームの関係、これにつきまして

は議会等、委員会等にもまず１つとしては３年間

こういう形でやりますよという形でやって、今こ

こで中谷議員からのそういう形で経済効果あるか

らもう一年延長しますという形にはなかなか論議

としてはなっていかないのかなと。これは、１つ

には近隣の町村、例えば小樽にしても当初の計画

どおり３年間でやめて、次にエコの関係でそうい

った形の部分をつくっている部分ございます。そ

してまた、倶知安町も３年間で、22年から22、23、

24という部分、そして小樽、倶知安等は私どもと

違って途中で希望者があっても抽せん等もござい

まして、３年間で希望してもできなかった方もい

るというふうに伺ってございます。余市は、それ

だけは当初から３年間と言ったのですから、３年

分ということで、希望者３年間の中では全部やろ

うという形の中で希望者全員がこの事業をするこ

とができたというような仕組みもつくってござい

ます。そういった中で、非常に私どももこの効果

も経済効果を含めて、雇用の関係を含めてあった

なというふうに思っております。しかし、これは

もちろんいい事業だし、経済効果もある事業だか

ら、また継続すれとおっしゃる部分も理解はでき

ますけれども、やはり限られた財源の中で、また

この部分は業種も限られてきますので、私どもも

この2,000万円なりのお金をどういう形で次の部

分に回していくかと、どういう経済効果をもたら

すかという部分を考えていかなければならないと

いう部分もございますので、今のご質問の中では

３年間、当初の約束どおり終了したからまずここ

で一回区切りをつけさせていただきたいという答

弁をさせていただきます。 

〇15番（中谷栄利君） 泊原発について、今規制

基準をクリアしたらすぐ再稼働という形で、申請

許可を願って再稼働するのだという意気込みで物

事を進めている。そういうことに対して、避難計

画を含めて実働性、実効性が大変疑わしい中で、

不測の事態、過酷事故に対しても規制基準はクリ

アしたとしても安全、安心とは言えないとみずか

ら言っているにもかかわらず、規制基準をクリア

したから再稼働を認めろということでの対応を泊

原発が進めようとしているのです。北電がやろう

としています。そのことに対して多くの住民、国

民が不安を感じている。そして、万が一の過酷事

故、東日本大震災でも想定外のああいった災害の

中でも起こる可能性は十分あるわけなので、そう

いった場合に対しての対策、それが防災計画なわ

けです。それが町長も盛んに言われていますけれ

ども、言いたいことある、不安を感じている。住

民が安全、安心に避難できる保障は誰が見てもこ

の脆弱な交通網、そして津波災害等の対策につい

ても不安視されている状況の中で、避難できる保

障はどこにもない。そういった中でも担当課は英

知を集めて避難計画をつくってきたわけです。そ

ういった住民の安全、安心が保障されていないこ

ういったものに対して泊原発が再稼働しようとし

ている中で、これを黙って見ているということは

やはり許されないと思います。30キロ圏内の余市

町として、住民の安全、安心を守る上でも人類と

相入れない原発、原子力に対してコントロール不

能と言われている状況の中で、原発のそういった

電力よりも再生可能エネルギーのことに切りかえ

る。それを推奨していきながら、泊原発再稼働、

これを中止を求める表明や要請を道や北電に対し

て行うべきでないかと思っています。そのことに

ついて再々質問させていただきます。 

 自然再生エネルギーについては、今どういった

ものが可能性として考えられて、何を焦点とされ

ているのか、そのことについて検討委員会の中で
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も後志振興局の中でも検討されてきているはずな

ので、どういった可能性がある、そのことについ

てこの分野で取り組みを進めたいという考え方が

あったら、その方向性どのように考えているかお

伺いしたいなと思っています。 

 それから、住宅リフォームについてですが、３

年間という期間は確かに言われていましたけれど

も、町長は常々言われているのは、一つの事業を

行ったときにその事業が果たしてどうなのか、そ

ういった物事を考えるときに一つの目安として３

年間、そういった中で評価、検討をしていきたい

というお話がされていたと思います。そういった

中で、住宅リフォームについて集計等を行って中

間報告等はされています。その中間報告がどうい

う意味合いのものなのかというのは、申請件数の

集計とそれをまとめたものが中間報告だと、私は

そのように聞いておりましたが、実際に３年間や

ってみてどうだったのかという総括、評価をしな

い中で３年間だから終えるという、それも一つの

考えかもしれませんけれども、住民の要望、期待

含めて、この３年間総合的にどう評価して、今後

についても検討していく、そういったことをきち

んと評価をした上でこの住宅リフォームについて

の今後の考え方について期間延長を視野に入れた

検討を進めていきたい、せめてそのぐらいの答弁

はあってしかるべきではないかなと思いますが、

いかがでしょうか。 

〇町長（嶋  保君） 15番、中谷議員の再度の

ご質問に答弁させていただきます。 

 まず、１点目の泊原発の再稼働の部分でござい

ます。これにつきましては、再三申し上げてござ

います。福島第一原発の事故原因の究明、事故後

の対応、そしてまた今人類が原子力をコントロー

ルでき得ているのかどうかという部分を含めて、

まだ私はそのような状況にないというふうに考え

てございますので、再稼働については慎重である

べきだと考えてございます。これらを私ども後志

町村会等の会議の中でも、地元と言われる４町村

を抱えている中での町村会になりますので、余り

発言等もございませんが、私はやはりそのあたり

の部分はしっかりと発言をしてきているつもりで

ございますし、今後もそれらをしっかりと発言し

ていきたいというふうに思っております。 

 そしてまた、自然再生エネルギーの部分、これ

につきましてはまだこれだという部分はできてご

ざいません。そういった中では、先ほど申し上げ

ましたように、専門家やいろいろな民間の方々の

ご意見を聞きながら、可能性を模索していきたい

というふうに思っているところでございます。 

 それと、最後の２点目のリフォームの関係でご

ざいます。これは、私としても取り組んできた事

業の中でも非常に経済効果、そしてまた雇用の面

を含めて効果があった事業だなというふうに思っ

てございます。これらにつきまして今ここで延長

どうのこうのという部分につきましては、答弁は

差し控えさせていただきますが、私どもはいろい

ろな事業の検証等を含めて、ＰＤＣＡサイクルと

いう中でこれらにつきまして今後の町政執行に当

たっていかなければならないというふうに思って

おるところでございます。 

〇議長（中井寿夫君） 中谷議員の発言が終わり

ました。 

 各会派代表者会議の開催、さらに昼食を含め、

午後１時30分まで休憩します。 

休憩 午前１１時２３分 

再開 午後 １時３０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７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） 私は、このたびの平成27年

第３回定例会においてさきに通告した２件につい
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て答弁を求めるものです。町長並びに理事者の皆

様におかれましては、明瞭かつ簡潔なる答弁のほ

どよろしくお願いいたします。 

 質問に移ります。１点目は、保育所におけるお

むつの持ち帰りについてです。町内の保育所に子

供を預けている複数の保護者の方より声が寄せら

れております。おむつの持ち帰りをやめ、保育園

での処分に切りかえることはできないのだろうか

というものです。現在保育所では、子供を迎えに

行ったとき使用済みおむつの持ち帰りが行われて

います。帰宅途中でおむつが日差しなどに熱せら

れることにより、菌やウイルスの繁殖が起きてし

まうのではないか、衛生面で不安であるとの声が

寄せられております。夏の暑い日にバスで子供を

迎えに行った帰り道、バスの室内も非常に高温で、

おむつが熱を持ち、車内に異臭が充満し、ほかの

乗客に迷惑をかけてしまったというお話もござい

ます。また、別の保護者の方は、朝から子供の体

調が悪かったり、あるいは保育士の方から預かり

時間中に下痢をするなど体調の変化を知らせる連

絡がない場合、持ち帰ったおむつを再開封して確

認することはほとんどありませんと話しておりま

した。このことを踏まえまして、私は以下の点に

ついて町長の見解をお聞きします。 

 １つ、余市町内で運営されている民間、町営を

含む全ての保育所に預けられているおむつの着用

を必要としている乳幼児が全部で何人いるのか。 

 ２つ、おむつを保育所で全量回収、処分するこ

とはできないのか。 

 ３つ、保育所内では万全であったとしても持ち

帰りの途中で菌、ウイルスが増殖し、感染症が発

生する危険性はないのか。 

 ４つ、保護者の現状の顕在ニーズ及び潜在ニー

ズをどの程度まで把握しているのか。 

 ５つ、過去に町としてこうした要望を調査した

ことがあるのか。また、その上で改善策を検討、

実行したことはあるのか。 

 ６つ、子育て支援の一環として、保育所へ処理

費用の助成を行うという考えはないのか。 

 以上、６項目について町長の答弁を求めます。 

 ２件目は、子供の医療費無料化年齢の中学卒業

まで引き上げについてです。給与所得者の実質賃

金が減少を続ける中、国保、社会保険料を含めた

医療費の高騰が私たち町民の特に高齢世帯、子育

て世帯の家計に深刻な影響を与えております。過

去の定例会においても日本共産党の佐々木正江前

議員が子供の医療費無料化年齢拡大についての一

般質問を行っております。その中で町長は、無料

年齢を中学卒業まで拡大については、道内市町村

の動向を見据え、新たに負担すべき金額などを含

め、引き続き検討してまいりたいと答弁を行って

おります。また、地域間格差が生じないように統

一的な、画一的な制度をつくるよう国に対し機会

あるごとに要望するとも答弁しております。 

 しかし、私たち日本共産党がことしの春に実施

した町民アンケートでは、医療費助成の拡大の要

望が幾つも寄せられております。一例を紹介しま

すと、もう少し育児のしやすい環境にしてもらわ

ないと少子化はとめられなく、年寄りばかりの町

になると思います。産科での補助がほかのまちに

比べて少ない。住み続けるには不安が残るとあり

ました。子供を育てやすい環境を整備することで

少子化に歯どめをかけていくことが深刻な課題と

なっております。また、子育てしにくい環境とな

れば、本余市町からのさらなる人口流出が懸念さ

れます。これらを踏まえ、私は以下の点について

質問いたします。 

 １つ、この３カ月間で具体的にどのような調査、

検討、要望が行われたのか。 

 ２つ、後志管内の医療の独自助成についてはど

の程度進んでいるのか。 

 ３つ、ニセコ町、古平町、蘭越町などが国、道

の基準を上回る独自の助成を行っている中、余市

町としてはどういった方向性を打ち出そうとして
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いるのか。 

 以上、３項目について町長の答弁を求めます。 

〇町長（嶋  保君） 14番、大物議員のご質問

に答弁申し上げます。 

 初めに、保育所におけるおむつの持ち帰りにつ

いてのご質問でございますが、１点目のおむつの

着用を必要とする入所乳幼児数は、９月10日現在

68人の乳幼児がおむつを着用しており、うち28人

が町立保育所利用者でございます。 

 ２点目の使用済みのおむつの処分につきまして

は、保護者の皆様がお子様の健康状態を把握する

ため、排せつ物のご確認も大変重要な行為と考え

て持ち帰りをお願いしております。 

 ３点目の持ち帰りによる感染症の危険性につき

ましては、感染症等の疑われる排せつ物はお迎え

の方に説明をし、国により示されております保育

所における感染症対策ガイドラインや保健所の指

導に従いながら、保育所において処分しておりま

す。 

 ４点目の保護者皆様方のニーズの把握につきま

しては、年２回の個人懇談や父母会を設けて直接

聞き取りを行っており、５点目のご質問にもなり

ますが、平成26年２月に子ども・子育て支援事業

計画を策定するに当たり、未就学児童をお持ちの

保護者の皆様にアンケート調査を行ったところで

ありますが、おむつに関する要望はございません

でした。 

 ６点目の処理費用の助成につきましては、こう

した現状を踏まえ、現時点では保育所において使

用済みおむつ全量処分は考えておりませんが、引

き続き保護者の皆様のニーズ把握に努めてまいり

ますので、ご理解をお願いいたします。 

 続いて、子供の医療費無料化年齢の中学卒業ま

で引き上げについてでございますが、本町の乳幼

児等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受けた中で所得制限を撤廃

し、実施しているところでございます。我が国に

おいては、急速に少子化が進展しており、人口減

少社会の到来は世帯規模の縮小や地域社会の活力

の低下、減退を招き、さらに社会保障負担に対す

る現役世代の負担の増大が懸念されることから、

子供の医療費助成制度の拡大への取り組みは少子

化対策の一環であると考えております。 

 １点目のこの３カ月間での動きについてでござ

いますが、本町といたしましては管内市町村の動

向を引き続き注視するとともに、制度拡大により

新たに発生する経費試算を行うなど調査検討を進

めてきたところでございます。また、全国町村会

においては、平成28年度へ向けての予算要望を行

い、さらに全国知事会においては少子化対策の抜

本強化を掲げ、国の制度として無料化を実施する

よう要望いたしております。 

 ２点目の後志管内の医療の独自の助成について

でありますが、平成27年８月末現在では13町村が

医療費無料化に対する拡大を行っております。 

 ３点目の余市町の今後の方向性についてであり

ますが、引き続き他町村の動向を注視するととも

に、制度拡大に当たっては対象となる範囲や必要

となる財源を含め、さまざまな角度から検討しな

ければならないものと考えます。また、本制度の

無料化等につきましては、子育て対策の一環とし

ても重要な施策の一つであるとの考えは変わらな

いところであり、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、国への要望を続けてまいりた

いと考えておりますので、ご理解をお願いいたし

ます。 

〇14番（大物 翔君） ご答弁ありがとうござい

ます。 

 まず、１つ目に、おむつの持ち帰りについてな

のですけれども、年に１度懇談会を実施して状況

の把握には努めていると。また、子育て支援の総

合計画を作成するに当たって事前にアンケートを

行ったが、その中ではこうした要望は見られなか
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ったという答弁でございましたが、しかし一方で

私のもとにはことしの８月に入ってから実際に人

づてではあったのですけれども、そういう連絡が

あったわけです。その背後を確認してみますと、

ことしの４月から小樽市では実は公立の保育所に

関しては持ち帰りをやめて、事業所処分という形

に切りかえたわけです。ことしの３月の日本共産

党の北野前議員の代表質問の中に取り上げられた

ものなのですけれども、７つある市立の保育所の

中で１カ所だけ衛生基準に違反しているものがあ

ったと。また、昔であればいわゆる布製のおしめ

の持ち帰りが主流であったために問題はなかった

のですが、今ほとんどの家庭のお子さんはパンパ

ース、紙おむつを着用するケースが非常にふえて

おります。紙おむつですから、当然腰のあたりに

粘着式のテープがついていて、中身が漏れないよ

うにしていると。それを改めてあけて見るのです

かと聞いたときに、ある保護者の方は見なくて済

むのだったら、二度とそんなものは見たくないと。

捨てれるものなら今すぐにでも捨てたいのが実情

なのだと。健康状態の把握ということでもござい

ますけれども、実際に預かっている場所には保育

士さんがたくさんいらっしゃると。その保育士さ

んたちも子供の健康管理に関しては特に神経を使

っていると。危ないな、危険だなと思えば連絡を

いただけると。それでも不安であれば、その方に

限り持って帰るといった形でもいいのではないか

と。少なくともこの要望を上げてくださった方は、

できれば持ち帰りはしたくないと、必要なら持っ

て帰るがという趣旨でございました。 

 そして、どうして私が４番目のところでニーズ

を実際にどの程度把握しているのかとあえて聞い

たわけは、こういう計画を立てたり、アンケート

を行っている一方で、こうした要望が来たからで

ございます。ある方に聞きますと、考えたことも

なかったと。持って帰るなんて当たり前だと思っ

ていたと。でも、言われてみれば確かに煩わしい

といった返答もいただいております。つまりまだ

皆さんが普通のこと、当たり前のことと思ってい

るから考えてもいない。だから、アンケートに書

き込むこともない。つまり潜在ニーズの可能性が

高いと私は考えて、あえてこういった内容にした

わけなのですけれども、顕在化していない、例え

ば署名運動が起きるですとか、住民運動が起きる

ですとか、そういう大がかりなものがまだ起きて

いるわけではない。調べていけば、もしかしたら

かなり多数の方がこれを要望している可能性もあ

ります。だから、まだ上がってきている声が大き

くないうちに潜在の部分で対応しておく。こうす

ることで後に発生するかもしれない問題を未然に

防ぐことができる、こういったことが必要なので

はないかという点もございまして、私今回この質

問を上げさせていただいたのでございます。 

 さらに申しますと、幸いバスで迎えに行った保

護者のケースに関しましては感染症などには至っ

ていなかったですけれども、しかし敷地から一歩

出た後のことにも関与することが大切なのではな

いかと。なぜかといいますと、一般の製造業の世

界では製造物責任法というものがございます。こ

れは、売ったら、はい終わりということではなく

て、その後起きるかもしれない事故に対しても責

任を負うという趣旨のものでございます。ただ、

この法律の適用範囲内は、現在はいわゆる製造業

に限られているとされていますが、日本の場合年

々サービス業、第３次産業の比重がどんどん上が

っていっています。将来的に法律の適用範囲内を

拡大する可能性も十分に考えられることなので

す。起きるかもしれない出来事に前もって手を出

しておく。先手を打って封じ込めることもまた町

民の安全や暮らしを守っていく上で不可欠な要素

なのではないでしょうか。 

 次に、子供の医療費に関するお話なのですが、

あくまで他町村の動向を注視しながらも、みずか

らは先に手を打つという段階ではまだないと。も
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ちろん財源等も含めて検討は続けていくと、こう

いった趣旨のことであったと私ただいま解釈して

おりますが、長きにわたってこの話はずっと続い

ておりますけれども、また私が今回この問題を取

り上げた理由の一つとして、こうやって財源が厳

しい、ほかの基準もあるから、こういう話をして

いるうちに我が余市町はだんだんと尻つぼみにな

りつつあるのではないでしょうか。去年の６月時

点での情報なのですけれども、北海道庁が北海道

内の子育て支援に関する一覧表を発表しておりま

す。ほかの町村、特に後志管内の町村ではもう中

学校卒業まで無料化、もしくは助成を行っている

と。では、次は高校生までだという話が論じられ

ている中で、我々はまだ小学校卒業まですら実現

に至ることができていない。先ほど質問の中でも

人口流出に対する懸念があるという点でも申し上

げましたけれども、人がなぜそのまちを選択する

のかという視点に立ったとき、もちろんさまざま

な要素はございます。ただ、その中に子育てがし

やすいのかという点が絶対に含まれていると思い

ます。昔から孟母三遷という言葉があるではござ

いませんか。子供のためになれば親は自分を犠牲

にしてでも環境を変えようとする。本質的にそう

いうものだと思うのです。偶然にも嶋町長と私の

父親は同い年でございまして、ちょうど今親子関

係のような年の離れ方でお話をさせていただいて

いるのですけれども、いかがでしょうか。町長が

まだ子育てを始めたばかりのころとその子供であ

る私たちの世代に当たる人間の環境というのは随

分変わってきているのではないかと思うのです。 

 厚生労働省の出している統計によりますと、給

与所得の調査などによりますと平成15年ごろをピ

ークにしてやはり所得は減少が続いています。こ

の調査会社がこの統計に基づいて算出したとこ

ろ、余市町の平均所得は、給与所得はおよそ241万

円なのです。消費税も上がって、社会保障費も上

がっております。光熱水費も上がっています。食

料品も上がっています。しかし、お給料は上がっ

ていない、もしくは横ばいだと。こうなりますと、

実質的な生活負担は減少できない。それで、子育

てをしたいと思ってもなかなかそれを支えてくれ

る制度が弱い。本来であれば私も町長と同じ考え

でして、国が責任を持って統一的な事業をつくっ

て、一括で引き受けるのが本来の筋でございます。

しかしながら、国もさまざまな事情により、それ

を縮小、削減、一般には切り捨てなどとも言われ

ておりますけれども、そういう方向で進んでいる

と。では、誰が子育て環境を守るのか。親だけで

は不十分です。国が半ば見捨てたような状態にな

りつつあるわけですから、では地方自治体が動か

なければいけないのではないでしょうか。 

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、保育所の関係、これも私も改めて今回ご

質問をいただいて、この状況等も把握をさせてい

ただきました。おっしゃるとおり、小樽はもう持

ち帰りをやめて自園処理という形になってござい

ます。そしてまた、後志管内の動向を見ましても

倶知安が持ち帰りしているということで、古平、

積丹、仁木、岩内等もこれは自園で処理されてい

るという状況等も把握をさせていただきました。

これらにつきましては、私どもも民間の保育園も

あります。町がそこで決めてしまえばそういう形

の右倣えせざるを得ないという部分もございます

ので、これらそういった部分も含めてどうあるべ

きか再度庁内でも検討させていただきたいと。そ

の上で、いろいろな部分につきましては、また所

管委員会等にもご相談、ご提言させていただく部

分もあろうかと思いますが、まず今この質問をい

ただいて、他町村の状況等も把握もさせていただ

きましたので、今後どうあるのが一番ベストなの

かという部分を含めて検討はしなければならない

課題であるなというふうに思っているところでご

ざいます。 
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 それと、医療費の無料化の部分のご質問、理路

整然といろいろな中でご質問いただきました。確

かにこの部分が少子化なり、保護者のためになる

か、ならないかといったら、完全になる事業なの

です。これは私も認識はしております。しかし、

小樽でもいろいろな中でこれは議論にもなってい

る部分もございますが、やはり財源の問題、大物

議員もお聞きになっていると思いますが、昨今こ

こ数年は赤字予算というのは組んでございません

が、私が行革課長や前上野町長の時代は小泉三位

一体改革で交付税が大幅に削減されて、当初予算

すら２年連続で組めなかったという時代もありま

す。今はそういう形では予算、決算の部分は黒字

でございますが、しかし貯金を含めて財源的には

後志管内でも最下位に近いほうだと思います、財

政力的には。そういった意味では、今こういった

中で負担の増の部分、これが恒常的に続く部分で

ございますので、私どももこういった中での事業

に取り組みたいという考えはございますが、恒常

的に一回これやればちょっと財源苦しいからだめ

だというわけにはもちろんいきませんので、そう

いった中で今限られた財源の中で何に配分しなけ

ればならないかという中で、こういう形でこの事

業については、いろいろな中での検討はさせてい

ただいておりますが、実施できていないという部

分もございます。これらにつきましても今後志の

中でも13町村という部分ございます。答弁でも申

し上げましたが、本来的にはこれは自治体間で競

争して、私たちがそしたら中学校までとか高校ま

でだとかそういった競争するものでなくて、国の

制度の中でしっかりと取り組んでいただきたいと

いう要望は町村会やいろいろな部分の中で申し上

げているところでございます。そういった中で今

私どもができることといえば、そちらにしっかり

と大きな声を上げていきたいというふうに思って

いますので、それとまた将来的にはそういった財

源確保、いろいろな中での部分をやって、少子化

につながるこれらの制度も検討していきたいとい

うふうに思っているところでございます。 

〇14番（大物 翔君） 保育所のおむつの件に関

してはわかりました。前向きなご検討をよろしく

お願いいたします。 

 次に、医療費の話なのですけれども、確かに財

源が非常に厳しい、ない袖は振れないというのが

確かに現実のものでございます。しかし、そんな

中でも子供は生まれ、育っていきます。誰が面倒

を見るのか、誰が支えなければいけないのか、そ

うなった場合にやはり出てくるのが地方自治体な

のではないかというのが私の考えでございます。

国がやってくれるならば、こんな問題にはそもそ

もなっていなかったでしょう。しかし、現実の問

題として国はそうは動かなかった。これをもとに

戻す、あるいは前に進めるために政府に要望を続

けていく、これは大変必要なことだと思いますし、

重要なことでございます。しかし、そうした中で

も、先ほども申しましたが、子供は生まれ、大き

くなっていきます。財源が厳しい、赤字予算を組

んだ際にもそれでも歴代町長や役場は教育予算を

削らなかったときのう藤野議員の質問の中でもご

ざいましたが、それだけ人に対してお金をかけて

いこうという姿勢がこの町には間違いなくあるの

だということを私はそのやりとりの中で再度確認

した次第でございます。 

 人を失えばそもそも自治体は成り立ちません。

この余市町、高齢化比率が30％を超えています。

全国平均がまだ２割半ば前後だというふうにお聞

きしていますが、見方を変えれば余市町の人口減

少は緩やかだと言われています。しかし、一方で

これだけ高い高齢化比率が出てしまっている。つ

まりこれから子供を育てよう、今まさに育ててい

ますといった方々にとっては決して住みやすい環

境では、生活ではないと。こういうことをこのデ

ータは如実に語っているのではないでしょうか。 

 実は、私大変このことが悔しいのです。私もこ
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としに入ってこの余市に越してきたのですけれど

も、これだけ自然に恵まれていて、人が住むのに

適した環境なんてそうはないだろうと。私ちなみ

に去年までは福島県のいわき市におりましたの

で、自然災害以外の問題でもやはり不安を覚えな

がら生活していたのを今でも覚えています。まし

てやこの町は、日本海側に位置しておりまして、

それほど大きな地震もない、頻繁に津波が起きる

ということもない。やはり住むには適している環

境だと。であれば重要なのは人間がつくる社会風

土だと。逆に競い合えばいいというものでは確か

にございません。しかしながら、最近になって政

府は地方創生という言葉を盛んに言うようになり

ました。一律化ではなく独自性を競えと。残念な

がらこの国の今の流れはそういったものになりつ

つあります。これに異を唱えるのはもちろん大切

です。しかし、きのう野崎議員の高速道路に関す

るお話の中でもありましたけれども、ずっと昔か

ら高速道路のインター建設、延伸も町長自身もま

だ総務課にいたころからずっと要望を続けてきた

と。その上で最近情勢が変わり始めてやっと実現

できている。なかなか時間がかかるものだと、そ

ういった趣旨のことを答弁されていたと思いま

す。国を動かすというのは容易なことではないと

思います。時間がかかることが恐らく多いかと思

います。しかし、繰り返しになりますが、その中

でも子供は生まれ、育っていきます。どれほど教

育予算を多額に組んだとしても子供が健康で教育

を受けれる状況でなければ、せっかく積み上げた

予算が初期の予定どおり使われなくなってしまう

危険性もあると。 

 たまたまこの話を調べていたときにある保護者

の方が実は最近危なかったのだと。子供が急に熱

を出したのだと。でも、大したことないかなと、

心配になりながらもそのときお金がなかったか

ら、市販の風邪薬を買って飲ませて我慢したと。

運よくその後体調が好転したからよかったような

ものの、これが万が一重たい病気につながること

になったら本当に心配だと。 

 一つでも多くの不安を取り除く、そしてやっぱ

り住んでいてよかった、そう思える町をつくりた

くて私たちは全員ここにいるわけではありません

か。町民の福祉と健康と安全と財産をちゃんと守

る。町民こそが主人公なのだと町長はずっと言い

続けてきたではありませんか。まさに健康にかか

わる問題、町民が主人公としてらしくいられるた

めに必要なものだと思うのです。どうかこの点に

ついて再度ご答弁をお願いいたします。 

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。 

 おむつの部分につきましては、今後の検討課題

という形の中での答弁をさせていただきます。 

 医療費の無料化の問題でございます。確かに後

志管内等ふえてきているのは事実でございまし

て、国を動かすというのはなかなか容易でないと

いうのもご指摘のとおりだというふうに考えてご

ざいます。しかし、私どもも今の身の丈の中で例

えば苦しくても、きのうのお話ですか、中では教

育予算等を切ってこなかった。そしてまた、救急

等を含めて新たな、私就任してからですが、協会

病院に対する救急の補助という形もございます。

そういった命をしっかり守るという部分では、そ

れは切り詰める部分もできる。救急の部分だとか

まだそういう形で緊急的なものでも財政出動もさ

せていただきます。ですけれども、国の基準を上

回る部分の今の医療費の助成をこれから完全に恒

常的に、将来的に続けていられるというような財

政の状況ではないというふうに私は思ってござい

ますので、質問等の趣旨はご理解いたしますが、

現状の財政状況の中で将来的にもこの部分全て拡

大してずっとやっていけるという時期にはないと

いうふうに思ってございますので、今後ともこれ

につきましては検討をさせていただきたいという

ふうに思っております。 
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〇議長（中井寿夫君） 大物議員の発言が終わり

ました。 

 発言順位８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27年第３回定例会に

おきましてさきに通告をいたしました１件につき

まして的確なるご答弁をよろしくお願いを申し上

げます。 

 余市町におけるフッ化物洗口の取り組みについ

て。平成21年６月、北海道において全ての道民が

住みなれた地域において生涯を通じて必要な歯科

保健医療サービスを受けることができるよう適切

に推進されなければならないことを基本理念に北

海道歯・口腔の健康づくり8020推進条例（以下

8020推進条例と略）が制定され、同月26日に公布

されました。この条例の目的は、道民の生涯を通

じた歯、口腔の健康づくりに関する施策を総合的

かつ効果的に推進をし、もって道民の健康の増進

に寄与することを目的とするとされております。

この条例施行により、乳幼児、児童生徒、障害者、

高齢者に至る全ての道民が歯科保健医療サービス

を受けることができる権利を得たのであります。

これは、余市町民も同様の権利を得たことを有し

ます。 

 本町におきましては、8020推進条例に基づき、

町立２所が既にフッ化物洗口を実施しておりま

す。町立小中学校ではいまだ実施されていないの

が現状であります。後志19カ町村の8020推進条例

に基づいたフッ化物洗口実施状況（平成27年８月

現在）では、小中学校においてはニセコ町と余市

町のみが実施されておりません。小中学校におけ

るフッ化物洗口の実施に当たっては、当該自治体

が所管振興局、歯科医師会等と連携をし、町内公

立小中学校に通う保護者に対して説明を果たした

後、最終的に判断をするのは児童生徒を持つ保護

者が判断することとなります。本町におきまして

は、フッ化物洗口を受けることができる子供たち

の権利を阻害しているとも考えられるわけです。

このことを踏まえ、次の点をご質問いたします。 

 ①、8020条例施行後、本町の町立小中学校にお

けるフッ化物洗口が実施されていないのは何か障

げがあるのか。 

 ②、今後本町の町立小学校においてフッ化物洗

口を実施する計画をどのように考えておられるの

か。 

 以上、よろしくお願いを申し上げます。 

〇教育長（中村寿仁君） 12番、庄議員のご質問

に答弁申し上げます。 

 余市町におけるフッ化物洗口の取り組みについ

てのご質問でございますが、北海道における児童

生徒の歯の健康状況は、全国と比較して虫歯のあ

る者の割合が高く、１人当たりの平均虫歯本数も

多いなど、北海道における児童生徒の健康課題の

一つとなっております。このような状況から、北

海道教育委員会では北海道保健福祉部や歯科医師

会等と連携し、北海道歯・口腔の健康づくり8020推

進条例や北海道歯科保健医療推進計画、北海道教

育推進計画等に基づき、学校等におけるフッ化物

洗口の実施を推進してきており、平成29年度まで

に全ての小学校においてフッ化物洗口が実施され

るよう取り組んでいくとの考えが示されたところ

です。 

 １点目の8020条例施行後の本町の小中学校にお

いてフッ化物洗口が実施されていないのは何か障

げがあるのかについてのご質問ですが、健康な歯

は心身の健康に影響を及ぼし、子供たちの健やか

な成長を図る上で極めて重要であり、フッ化物洗

口については虫歯予防手段として有効であると認

識しております。現在に至るまで実施していない

理由につきましては、フッ化物洗口の薬剤を使用

することについて保護者や教職員等に安全性等へ

の懸念があり、実施を見合わせていたものでござ

います。 

 ２点目の今後本町の町立小中学校においてフッ
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化物洗口を実施する計画についてのご質問です

が、これまでフッ化物洗口を見合わせた最大の要

因としての安全性への懸念につきましては、後志

教育局及び倶知安保健所等の専門員から過去の実

例や後志管内の実施状況等を示され、問題がない

ことを確認したところでございます。さらに、現

在町立保育所２カ所においてフッ化物洗口を実施

しておりますが、その後小中学校において継続し

て行うことが虫歯予防の効果が高まるとの指導、

助言をいただいております。これらを踏まえ、今

後におきましては、医師会、歯科医師会、薬剤師

会等との協議を行い、安全性を重点としたフッ化

物洗口について指導をいただき、さらには学校関

係者を対象とした勉強会、説明会の開催により共

通理解を図るとともに、保護者への説明会を開催

し、フッ化物洗口の効果と安全性や実施方法につ

いて十分な説明をさせていただき、事業実施に向

けて作業を進めてまいりたいと考えておりますの

で、ご理解を願います。 

〇12番（庄 巖龍君） ただいまの教育長の答弁

をいただきまして、確かに後志の教育局のほうか

ら再三教育長が出席をされて、振興局の教育局の

ほうから余市町さんもやっていただけませんかと

いう話は多分あったかなというふうには認識して

おります。 

 その中で、先ほども挙げさせていただきました

けれども、また教育長さんがおっしゃられたとお

り、これは継続性が一番重要であると。町立２所

においてフッ化物洗口が行われている。そして、

ここに一つのデータがございます。こちらのほう

は多分教育長さんも当然お持ちでいらっしゃる資

料だと思いますけれども、これは北海道が全道

179市町村における齲歯、すなわち虫歯の統計を直

近で平成26年のやつが出されています。これを見

たところ、乳歯から永久歯に生えかわるのはちょ

うど６歳なのです。そして、12歳になるとちょう

ど永久歯が生えそろうと。すなわち、始まりが乳

歯から永久歯、それが６歳、そして永久歯にきち

んとなるのが12歳ということなのです。ですから、

北海道としても６歳と12歳において統計をとって

いるのです。教育長当然ご存じだと思いますけれ

ども。その中で、余市町は、全道平均が0.1本にか

かわらず0.3本ある。すなわち、３倍の虫歯を持っ

ている。これは６歳でございます。12歳、永久歯

を持った児童生徒については、全道平均が1.73に

対しまして余市町は4.0と。すなわち、2.3倍強の

虫歯の本数が多いという統計が出ているわけで

す。中村教育長がおっしゃられたとおり、継続、

これがやはり必要である。 

 そして、このフッ化物洗口ということについて

は、るる懸念を示されている医学的な見地の方々

もいらっしゃいますが、この条例の発足のときに

はしっかりと道のほうでヒアリングをし、そして

４人の有識者をお呼びして、道のほうでもしっか

りとした議論を重ねた上で、３月に草案、６月26日

に施行されたということがございます。そういっ

た経緯を踏まえたところやはり余市町における児

童生徒たちが、この8020条例というのは80歳まで

20本の歯を持ちましょうということです。歯とい

うのは非常に大切なものでありまして、これによ

って子供たちの食育、あるいは脳の活性化、いろ

いろな身体的なことにかかわってくるものだと私

は考えております。また、そういうデータも出て

おります。確かにそういう懸念をされているフッ

素というものに対する、集団フッ素に対する懸念

もありますが、しっかりと道のほうでは管理をし

ているということもございますので、今教育長が

お話しになったように実施に前向きに取り組んで

いただけるというお言葉を頂戴いたしましたの

で、これにつきましてこれからどのような工程で

されていくのか、それにつきましていま一度お答

えのほうをお願いいたします。 

〇教育長（中村寿仁君） 12番、庄議員の再度の

ご質問にご答弁申し上げます。 
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 議員ご指摘のとおり、本町の子供たちの虫歯の

保有数、平成26年度の児童生徒等の健康状態に関

する調査、小学１年生が0.1本に対して余市町につ

いてはその３倍であると。中学生に至っては、そ

れ以上の部分でふえていくということは認識して

ございます。 

 この歯に関してでございますけれども、食べ物

をおいしく食べること、それとさまざまな感染症

のリスクをなくすこと、あわせまして学習に集中

できるようにするためには口腔内の衛生、特に虫

歯をなくすことが重要であるというふうには認識

してございます。今回フッ化物洗口ということで、

一番懸念されていたのが保護者や先生方の安全性

についてということで、私たちもいろいろ調べた、

そして後志教育局、保健所等から指導をいただい

た中で、それとあわせまして余市町でもやってい

るという部分も含めまして、今後やっていくこと

が子供たちのためにはいいことなのかなというふ

うには思っております。ただ、これまで実施を見

合わせてきたというその経過を踏まえまして、今

後フッ化物洗口の実施に当たって保護者の方、教

職員の方には十分に説明する必要があるというふ

うに考えております。それと、実施に当たり経費

の関係もございます。他町村の実施状況等も見き

わめて、今後取り組みの内容も検討してまいりた

いと思いますけれども、基本的には来年度に向け

てスケジュールを組んでやっていきたいというふ

うには考えてございます。 

〇12番（庄 巖龍君） ただいま教育長から前向

きな答弁を頂戴いたしました。 

 その中で、お話の中であったとおり、フッ化物

洗口につきましてはやはり現場の職員の方々にご

理解をいただかなければいけない。そして、その

前に校長会とかそういった関係もあると思いま

す。そこで私もこの通告書に書かせていただいた

とおりでございますけれども、実際に今の経過と

しましては、順を踏んでやっていかなければいけ

ないと思っております。その中でご理解をいただ

き、そしてそれを保護者に最終的には説明をし、

そしてその保護者の方が納得をしていただいたと

きには、だめという保護者もいらっしゃる、中に

は。いらっしゃるのです、実際。そのだめだとい

う、だめだというか、自分の息子にはさせないで

くれという方がいらっしゃれば、これは実は他町

村も調べましたけれども、ぶくぶく洗浄と申しま

して、フッ素を入れずにただ水だけでうがい、要

するに子供たちの中にいじめの問題がありますか

ら、いじめだとかそういったものがあって、何で

あの子だけやっていないのだということになって

くると非常に問題がある。そうしたときにフッ素

を入れるか、入れないか、これは先生方が協議し

て、ただ水だけでうがいをする。そこで同じうが

いをしているのだということを徹底して、現場の

職員の皆さん方に周知をしていただきたいなと思

っております。 

 あわせましてこれについては教育長にお話をさ

せていただくに当たりまして、これは厚労省の直

近の情報でございますけれども、厚労省としまし

ては、医療制度の大綱がございまして、その中に

治療重視の医療から伸びる社会保障費に対して予

防を重視した保健医療体系への転換を図っていく

と国のほうも言っているわけです。そんな中で道

も条例を制定をし、そして後志振興局もそれを推

奨し、そして教育長も教育局とのすり合わせをし

ながらやっていっていただきたい。各保護者の方

々にその受けられるということを子供たちの歯の

健康、そして、それこそ余市町に住む子供たちは

将来にわたって宝物ですから、宝物である子供た

ちが将来にわたって健康を、当該地域に住んでい

る子供たちが健康な歯を保てるようになっていた

だきたい。前向きな答弁をいただきまして、ここ

で１つ教育長にお尋ねを申し上げます。今後この

ことについて実施をするということになれば、今

大変な前向きな答弁をいただきましたが、その中
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で来年やる、あるいは先ほどのお話にあったとお

り、平成29年までということでこれは私も承知し

ておりますけれども、余市町といたしましてはこ

れから関係機関等とのすり合わせ、あるいは現場

等との話し合いを通じて、いつごろをめどにやろ

うかと。これは、あくまで教育長のどのぐらいの

時期をめどにやっていきたいというふうな今のと

ころのそれはあくまで思いで、思いというか、こ

のぐらいでやっていきたいなということがあれば

それをお聞かせいただきたいと思いますので、ひ

とつそちらのほうをお願いいたします。 

〇教育長（中村寿仁君） 12番、庄議員の再度の

ご質問にご答弁申し上げます。 

 まず、実施するに当たっては、先ほどお話あり

ましたとおり、保護者や教職員の方々に十分に説

明するということを念頭に進めていきたいという

ふうに考えております。もう一点は、任意ですか

ら、しない子供、される子供もいます。児童がお

られます。それに関しては、その対応を親御さん

と協議しながら、どういうふうにするのか、して

いる間にどうするのか、水でするのか、それとも

違う形のものがあるのかも含めて検討しなければ

ならないものであると思います。 

 それと、実施時期、先ほども申し上げましたけ

れども、予算の関係もあります。他町村の状況を

見る部分もあります。来年度、来年度当初にでき

るかどうかはわかりませんけれども、来年度中に

は進めていきたいというふうには考えてございま

す。 

〇議長（中井寿夫君） 庄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17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２２分 
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