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平成２８年余市町議会第２回定例会会議録（第１号）

開 会  午前１０時００分 

延 会  午後 １時４９分 

〇招 集 年 月 日             

  平成２８年６月２０日（月曜日）      

〇招 集 の 場 所             

  余市町議事堂               

〇開 会             

  平成２８年６月２０日（月曜日）午前１０時 

〇出 席 議 員  （１８名）       

  余市町議会議長  ６番 中 井 寿 夫 

  余市町議会副議長 １１番 白 川 栄美子 

  余市町議会議員  １番 野 呂 栄 二 

      〃      ２番 吉 田   豊 

      〃      ３番  井   潤 

      〃      ４番 岸 本 好 且 

      〃      ５番 土 屋 美奈子 

      〃      ７番 近 藤 徹 哉 

      〃      ８番 吉 田 浩 一 

      〃       ９番 佐 藤 一 夫 

      〃     １０番 野 崎 奎 一 

      〃     １２番 庄   巖 龍 

      〃     １３番 安 久 莊一郎 

      〃     １４番 大 物   翔 

      〃     １５番 中 谷 栄 利 

      〃     １６番 藤 野 博 三 

      〃     １７番 茅 根 英 昭 

      〃     １８番 溝 口 賢 誇 

〇欠 席 議 員  （０名）        

 〇出 席 者             

  余 市 町 長  嶋     保 

    副    町    長  鍋 谷 慎 二 

    総  務  部  長  前 坂 伸 也 

  総 務 課 長  須 貝 達 哉 

  企 画 政 策 課 長  滝 上 晃 一 

  地 域 協 働 推 進 課 長  笹 山 浩 一 

  財 政 課 長  山 本 金 五 

  税  務  課  長  堀 内   学 

  民 生 部 長  佐々木   隆 

  町 民 福 祉 課 長  上 村 友 成 

  高 齢 者 福 祉 課 長  濱 川 龍 一 

  保 健 課 長  須 藤 明 彦 

  環 境 対 策 課 長  秋 元 直 人 

  経 済 部 長  小 林 英 二 

  農 林 水 産 課 長  細 山 俊 樹 

  商 工 観 光 課 長  干 場 隆 利 

  建 設 水 道 部 長  久 保   宏 

  建 設 課 長  高 橋 良 治 

  まちづくり計画課長  亀 尾 次 雄 

  下 水 道 課 長  近 藤   勉 

  水 道 課 長  渡 辺 郁 尚 

会計管理者（併）会計課長  飯 野 徹 郎 

  農業委員会事務局長  中 村 利 美 

  教    育    長  中 村 寿 仁 

  学 校 教 育 課 長  小 俣 芳 則 

  社 会 教 育 課 長  松 井 正 光 
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  選挙管理委員会事務局長  小 林 広 勝 

  監 査 委 員 事 務 局 長  澤 辺 成 徳 

〇事務局職員出席者            

  事  務  局  長  杉 本 雅 純 

  議 事 係 長  枝 村   潤 

  書         記  阿 部 航 大 

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 １号 平成２８年度余市町 

      一般会計補正予算（第２号）    

  第 ４ 議案第 ２号 平成２８年度余市町 

      介護保険特別会計補正予算（第１号） 

  第 ５ 議案第 ３号 平成２８年度余市町 

      国民健康保険特別会計補正予算（第 

      ２号）              

  第 ６ 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28年余

市町議会第２回定例会を開会いたします。 

 ただいまの出席議員は18名です。 

 よって、定足数に達しましたので、会議は成立

いたしました。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 今期定例会に提出されました案件は、議案８件、

報告４件、他に一般質問と議長の諸般報告です。 

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９番、佐藤議員、議席番号10番、野

崎議員、議席番号12番、庄議員、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。 

〇18番（溝口賢誇君） 平成28年余市町議会第２

回定例会開催に当たり、６月17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７名の出席のもと、さらに説明員として鍋

谷副町長、前坂総務部長、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８件、

報告４件、一般質問は７名によります10件です。

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６月22日までの

３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、議員各

位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１号 平成28年度余市町一般

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４、議案第２号 平成28年度余市町介護

保険特別会計補正予算（第１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３号 平成28年度余市町国民

健康保険特別会計補正予算（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、一般質問は、７名による10件です。 

 日程第７、議案第４号 余市町家庭的保育事業

等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

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８、議案第５号 余市町公共下水道設置
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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９、議案第６号 北海道町村議会議員公

務災害補償等組合規約の変更について、日程第10、

議案第７号 北海道市町村職員退職手当組合規約

の変更について、日程第11、議案第８号 北海道

市町村総合事務組合規約の変更について、以上３

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、即決にてご審議いただくこと

に決しました。 

 日程第12、報告第１号 繰越明許費繰越計算書

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13、報告第２号 株式会社北後志第一清

掃公社の第39期（平成27年度）経営状況の報告に

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14、報告第３号 株式会社余市振興公社

の第25期（平成27年度）経営状況の報告について

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15、報告第４号 株式会社まほろば宅地

管理公社の第５期（平成27年度）経営状況の報告

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。 

 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た時点で議会運営委員会

を開催し、その結果をご報告申し上げます。 

 以上を申し上げまして、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22日まで

の３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22日まで

の３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。 

 ５月24日、北海道新幹線建設促進後志・小樽期

成会並びに北海道横断自動車道黒松内・小樽間建

設促進期成会の総会が開催され、総会終了後、後

志総合開発期成会と合同による要請行動が実施さ

れ、お手元に配付の内容のとおり要請いたしてま

いりましたので、ご報告申し上げます。 

 次に、５月26日、後志総合開発期成会による道

段階、６月２日には中央段階の要請行動が実施さ

れ、お手元に配付の内容のとおり要請いたしてま

いりましたので、ご報告申し上げます。 

 次に、６月９日、札幌市において北海道町村議

会議長会の第67回定期総会が開催され、会務報告

の承認、各地区管内議長会提出案件の採択等を行

った後、お手元に配付の決議を採択し、終了した

ことをご報告申し上げます。さらに、同日後志町

村議会議長会臨時総会が開催され、平成27年度の

事業報告並びに歳入歳出決算認定についてそれぞ

れ承認をし、終了いたしたことをご報告申し上げ

ます。 

 なお、それぞれの詳細につきましては、関係書

類を事務局に保管してありますので、必要な場合

ごらんいただきたいと思います。 
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 以上で諸般報告を終わります。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第３、議案第１号 平

成28年度余市町一般会計補正予算（第２号）を議

題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇町長（嶋  保君） ただいま上程されました

議案第１号 平成28年度余市町一般会計補正予算

（第２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した補正予算につきまして

は、平成25年度から平成27年度までの退職職員に

係る退職手当組合への追加負担金確定に伴う精算

納付金の計上と平成27年度の歳入歳出確定に伴

い、平成27年度から平成28年度に繰り越すべき財

源を差し引いた平成28年度への繰越金が３億５万

3,596円と確定したことから、法令に基づく財政調

整基金への積立金、さらには国の事業採択を受け

実施しておりますワインツーリズムプロジェクト

事業の平成27年度からの繰り越し予算の執行にあ

わせ、地方創生推進交付金を活用した事業の推進

を図るための経費の補正計上を行ったものであり

ます。なお、交付金事業の明確化かつ有効活用を

図るため、総務管理費におきまして地方創生推進

交付金事業費として新たに目を設置したところで

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、寄附に伴う積立

金と浜中地区テレビ共同受信施設における受信設

備整備事業補助金の補正計上を行ったものであり

ます。 

 民生費におきましては、平成28年度臨時福祉給

付金及び低所得の障害遺族基礎年金受給者向けの

年金生活者等支援臨時福祉給付金の補正計上を行

ったものであります。 

 土木費におきましては、各区会からの申請増に

伴う区会街路灯設置補助金の追加補正計上を行っ

たものであります。 

 教育費におきましては、寄附に伴う各小中学校

の図書購入費の追加と旧下ヨイチ運上家の耐震診

断に係る関係予算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繰越

金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２億3,914万

9,000円を既定予算に追加した予算総額は82億

1,118万5,000円と相なった次第でございます。 

 以上、今回ご提案いたしました補正予算（第２

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） 議案第１号 平成28年

度余市町一般会計補正予算（第２号）。 

 平成28年度余市町の一般会計の補正予算（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に歳入歳出それぞ

れ２億3,914万9,000円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ82億1,118万5,000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28年６月20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、１目一般管理

費、補正額2,208万9,000円、４節共済費2,208万

9,000円につきましては、本町が加入してございま
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す北海道市町村職員退職手当組合の精算納付金の

計上でございます。 

 ４目財産管理費、補正額１億6,482万5,000円、

15節工事請負費424万5,000円につきましては、損

傷が著しい庁舎裏玄関側屋上の防水工事費の計上

でございます。25節積立金１億6,058万円につきま

しては、決算剰余金のうち法令に基づく財政調整

基金積立金１億6,000万円と寄附による社会福祉

施設等建設基金積立金10万円、余市町の未来を担

う人づくり基金積立金38万円、図書整備基金積立

金10万円の計上でございます。 

 ５目企画費、補正額100万円、19節負担金補助及

び交付金100万円につきましては、浜中地区テレビ

共同受信施設整備事業補助金の計上でございま

す。 

 14目地方創生推進交付金事業費、補正額52万円、

13節委託料52万円につきましては、ワインツーリ

ズム推進事業委託料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4,127万7,000円、３節職員手当から

４ページ、13節委託料までにつきましては、臨時

福祉給付金等に係る事務費の計上でございます。

19節負担金補助及び交付金3,450万円につきまし

ては、臨時福祉給付金1,650万円、年金生活者等支

援臨時福祉給付費1,800万円の計上でございます。 

 ８款土木費、２項道路橋りょう費、１目道路橋

りょう維持費、補正額191万5,000円、19節負担金

補助及び交付金191万5,000円につきましては、区

会要望の増に伴う区会街路灯設置補助金の増額補

正でございます。 

 10款教育費、２項小学校費、１目学校管理費、

補正額５万5,000円、18節備品購入費５万5,000円

につきましては、寄附による学校図書館用図書購

入費の追加計上でございます。 

 10款教育費、３項中学校費、１目学校管理費、

補正額４万5,000円、18節備品購入費４万5,000円

につきましては、寄附による学校図書館用図書購

入費の追加計上でございます。 

 10款教育費、４項社会教育費、７目文化財総務

費、補正額742万3,000円、９節旅費11万1,000円、

13節委託料731万2,000円につきましては、旧下ヨ

イチ運上家耐震診断に係る旅費並びに委託料の計

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、14款国庫支出金、２項国庫補

助金、１目総務費国庫補助金、補正額25万円、１

節総務費国庫補助金25万円につきましては、歳出

でご説明申し上げましたワインツーリズム推進事

業に係る地方創生推進交付金の計上でございま

す。 

 ２目民生費国庫補助金、補正額4,127万7,000円、

１節社会福祉費国庫補助金4,127万7,000円につき

ましては、臨時福祉給付金事業費補助金1,650万

円、年金生活者等支援臨時福祉給付金事業費補助

金1,800万円、臨時福祉給付金等事務費補助金

677万7,000円の計上でございます。 

 ５目教育費国庫補助金、補正額482万4,000円、

３節社会教育費国庫補助金482万4,000円につきま

しては、歳出でご説明申し上げました旧下ヨイチ

運上家耐震診断事業補助金の計上でございます。 

 15款道支出金、２項道補助金、５目教育費道補

助金、補正額129万9,000円、１節社会教育費道補

助金129万9,000円につきましては、旧下ヨイチ運

上家耐震診断事業に係る道補助金の計上でござい

ます。 

 17款寄附金、１項寄附金、２目総務費寄附金、

補正額38万円、１節総務費寄附金38万円につきま

しては、余市町の未来を担う人づくり寄附金でご

ざいます。寄附者のご芳名を申し上げます。町外

在住の園田保男様からの３万円、的場敏文様から、

それと土屋輝昌様、青坂彰様、三浦瞬様からそれ

ぞれの１万円のほか、匿名者27名でございます。 

 ３目民生費寄附金、補正額10万円、１節民生費
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寄附金10万円につきましては、社会福祉寄附金と

いたしまして柏尾義勝様からの10万円でございま

す。 

 ４目教育費寄附金、補正額20万円、１節教育費

寄附金20万円につきましては、小中学校図書館図

書購入寄附金といたしまして余市ニッカの会様か

らの10万円、図書館図書購入寄附金といたしまし

て小林シズ様からの10万円でございます。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。 

 18款繰入金、６項職員等退職手当負担金基金繰

入金、１目職員等退職手当負担金基金繰入金、補

正額2,208万9,000円、１節職員等退職手当負担金

基金繰入金2,208万9,000円につきましては、歳出

でご説明申し上げました退職手当組合精算納付金

に係る基金からの繰り入れでございます。 

 19款繰越金、１項繰越金、１目繰越金、補正額

１億6,873万円、１節繰越金１億6,873万円につき

ましては、必要となる一般財源の追加計上でござ

います。 

 以上、議案第１号の提案理由につきましてご説

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１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１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１号 平成28年度余市町一般会

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４、議案第２号 平

成28年度余市町介護保険特別会計補正予算（第１

号）を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇高齢者福祉課長（濱川龍一君） ただいま上程

されました議案第２号 平成28年度余市町介護保

険特別会計補正予算（第１号）につきまして、提

案理由をご説明申し上げます。 

 今回ご提案いたしました補正予算の内容でござ

いますが、介護保険特別会計における平成28年度

への繰越金が１億2,235万9,176円と確定したこと

から、今後の財政需要等に対応するため介護給付

費準備基金への積立金を計上するものでございま

す。 

 なお、歳出に要する歳入の財源といたしまして

は、繰越金に財源を求め、歳入歳出の均衡を図っ

たところでございます。 

 以下、議案を朗読し、ご説明を申し上げます。 

 議案第２号 平成28年度余市町介護保険特別会

計補正予算（第１号）。 

 平成28年度余市町の介護保険特別会計の補正予

算（第１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6,296万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入

歳出それぞれ24億5,918万5,000円とする。 
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 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28年６月20日提出、余市町長、嶋  保。 

 初めに、歳出からご説明を申し上げますので、

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、５款基金積立金、１項基金積

立金、１目介護給付費準備基金積立金、補正額

6,296万円、25節積立金6,296万円につきましては、

平成28年度への繰越金のうち平成28年度中におい

て支出が見込まれる国庫、道負担金の返還金等必

要額を差し引いた残額について介護給付費準備基

金への積み立てを行うものでございます。 

 次に、歳入についてご説明を申し上げますので、

同じく２ページの上段をごらん願います。２、歳

入、８款繰越金、１項繰越金、１目繰越金、補正

額6,296万円、１節繰越金6,296万円につきまして

は、積立金の財源として繰越金を追加計上するも

のでございます。 

 以上、議案第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２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２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２号 平成28年度余市町介護保

険特別会計補正予算（第１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３号 平

成28年度余市町国民健康保険特別会計補正予算

（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（須藤明彦君） ただいま上程されま

した議案第３号 平成28年度余市町国民健康保険

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、現状で

は市町村が国保の保険者であり、財政運営の主体

でありますが、これが平成30年度から都道府県が

財政運営の責任主体にかわる国保の都道府県化に

向け、本町におきましても自庁システムの改修が

必要となり、電算システム改修委託料の補正計上

を行ったものでございます。 

 また、歳入におきましては、新たに目を設け、

国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金によ

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３号 平成28年度余市町国民健康保険特

別会計補正予算（第２号）。 

 平成28年度余市町の国民健康保険特別会計の補

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に歳入歳出それぞ

れ140万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ34億7,440万4,000円とする。 
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 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28年６月20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。２ペー

ジをお開き願います。中段でございます。３、歳

出、１款総務費、２項徴税費、１目賦課徴収費、

補正額140万4,000円、13節委託料140万4,000円に

つきましては、国保都道府県化に向けた自庁シス

テム改修のための電算システム改修委託料の補正

計上でございます。 

 次に、歳入についてご説明申し上げます。本ペ

ージの上段でございます。２、歳入、４款国庫支

出金、２項国庫補助金、２目国民健康保険制度関

係業務準備事業費補助金、補正額140万4,000円、

１節国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金

140万4,000円につきましては、自庁システム改修

経費に対する補助金の補正計上でございます。 

 以上、議案第３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３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３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３号 平成28年度余市町国民健

康保険特別会計補正予算（第２号）は、原案のと

おり可決されました。 

 暫時休憩します。 

休憩 午前１０時３３分 

再開 午前１０時４５分 

〇議長（中井寿夫君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第６、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８番、吉田議員の発言

を許します。 

〇８番（吉田浩一君） 平成28年第２回定例会に

当たり、さきに通告いたしました一般質問２件を

行います。町長、教育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件目であります。町内の高校についてを質問

いたします。過日私立北星高校の存続について新

聞報道がされました。報道上では本年の新入生が

90名に満たない場合は閉校するとのことで、最終

的には本年度は新入生60名が入学。当初の目標数

は満たさなかったものの、先日開催された北星学

園理事会では閉校の決定には至らず、再度理事会

で協議をされるとのことでありました。 

 さて、町内には高校として道立の紅志高校もあ

りますが、紅志高校は平成22年に新設された高校

であって、初めて新入生を迎えるときは４クラス

の編制がされたと記憶しておりますが、以後定員

を満たすことなく、本年度の募集は２クラス80名
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となっておりました。実際に何名の生徒が入学し

たのかはわかりませんが、もともと総合学科とし

てスタートしていることから、一定程度のクラス

数が確保できなければ当然教員配置もできなくな

るのではないかと推測され、結果として総合学科

として機能しなくなるのではないかと考えており

ます。どちらにせよ人口２万人の町に将来的に高

校がなくなる可能性も決して否定できない状況に

なっているのではないかと考えており、以下質問

いたします。 

 北星高校についてであります。現時点で余市町

は、北星高校に対し学校、外郭団体を含め、どの

ような助成等の支援を行っているのか。 

 現在の１年生から３年生のそれぞれの生徒数は

何名なのか。うちそれぞれの学年で町内出身者の

生徒は何名いるのか。 

 余市町として、北星高校存続にどのような働き

かけをしてきたのか。 

 今後予定されている北星学園の理事会に向け

て、余市町としてはどのような行動をするのか。 

 町内で存続を求めている団体等は、何らかのア

クションを起こす予定はあるのか。 

 紅志高校についてであります。現時点で余市町

は、紅志高校に対し学校、外郭団体を含め、どの

ような助成等の支援を行っているのか。 

 現在の１年生から３年生のそれぞれの生徒数は

何名なのか。そのうちそれぞれの学年で町内出身

者の生徒は何名いるのか。 

 志願者数の減少によって間口削減が行われてい

ますが、削減になるときは後志教育局から余市町

に対し何か連絡があったのか。 

 将来的にどうなるのか。特に総合学科というこ

とでは、生徒が希望するコースが選択できなくな

ることも推測されますが、この点について余市町

として後志教育局に対し何らかの行動を起こした

経過はあるのか。 

 ２点目であります。美園墓地の通路の整備につ

いてを質問いたします。余市町の公営墓地の歴史

としては、明治33年に余市町が１級町村となり、

明治33年には町営の火葬場と共同墓地の記述があ

ります。この美園の町営墓地は歴史的にも古いの

ですが、この地に人が埋葬され出したのは、会津

藩入植者が明治４年以後黒川、山田村の開墾を始

めて間もなくから使用し始めたのではないか。当

然このころはこの地域は未墾の地であったことか

ら、要は早い者勝ちで墓地として勝手に埋葬して

いったのではないかと推測されます。つまり現在

のように墓地の区画をしたわけでもなく、そして

埋葬者の増加に伴い必然的に拡張されていったも

のではないのか。そして、明治33年以後に町営と

なったものの、基本的には同じような考え方のも

と運営がされていったのではないかと推測されま

す。 

 そのために美園墓地は墓石を縫うように通路が

通っており、それが現在も続いており、その都度

余市町としても通路等の整備をしていることは理

解しております。もともとそれなりの勾配がある

斜面に通路があること、また墓石の修理のために

工作機械が入る頻度も多く、また参拝の方も決し

て少なくないことから、町が土どめ工事をしても

数年で壊れてしまうケースも少なくなく、階段状

の形状が崩れて、また雨によって土砂が流されて

しまい、滑って転倒のおそれのある箇所も多数見

受けられるようになりました。そして、昨年から

「マッサン」ブームとそれに続く会津若松市との

交流締結も相まって、本来の墓石所有者以外の方

が通年でこの美園墓地を訪れる方もふえているの

が現状となっております。美園墓地を訪れる方の

安全確保と整備は、余市町として行っていかなけ

ればならない事項だと考えておりますが、町長の

考え方をお尋ねいたします。 

〇町長（嶋  保君） ８番、吉田議員の町内の

高校についてのご質問に答弁申し上げます。 

 北星高校に関するご質問の１点目でございます
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が、本町におきましては毎年度余市町私立学校助

成条例に基づき、学校施設及び設備の充実等を図

るための助成を行うとともに、北星高校が全国各

地で開催している学校説明会に対し毎年２回程度

職員を派遣し、本町と北星高校とのかかわりの説

明とあわせ、余市町のＰＲをするなど入学者増に

向けた支援を行ってきているところでございま

す。 

 ２点目の北星高校の生徒数につきましては、５

月１日現在で１年生は２クラス61名となってお

り、そのうち３名が町内出身者で、２年生は２ク

ラス56名で町内出身者が２名、３年生は３クラス

70名で町内出身者はなく、全校では７クラス187名

の生徒が在学し、町内出身の生徒数は５名と伺っ

ております。 

 ３点目の本町における北星高校存続にかかわる

働きかけでございますが、昨年12月10日に学校法

人北星学園の理事長、常任理事、さらには北星高

校の学校長等が来庁され、今後の運営に関する方

針の提示を受けた際には学校の存続を強く求めた

ところであり、その後取り急ぎの取り組みとして、

本年１月18日には北星学園理事長と北星高校学校

長に対し、学校法人北星学園余市高等学校の存続

に関する要望書を提出するとともに、千葉市と大

阪市、札幌市で開催されました北星余市高等学校

説明会に私自身も出席させていただいておりま

す。さらに、本年４月、町内で行われましたシン

ポジウムに出席をさせていただき、参加者に向け

て学校存続へのご支援についてお願いを申し上げ

たところでございます。また、今後開催予定の北

星学園の臨時理事会に向けましては、大変期間の

ない状況ではございますが、北星高校の存続に向

けた運営方法や入学者増等に関して本町としてど

のような支援ができるのか北星高校と協議を行っ

てまいりたいと考えております。 

 なお、町内で北星高校の存続を求める団体等に

おける今後の動向につきましては、現時点では情

報をいただいておりませんので、ご理解を賜りた

いと存じます。 

 続きまして、美園墓地の通路整備についてでご

ざいますが、第４次余市町総合計画の中期計画以

降での整備について位置づけをしており、平成

27年度から平成31年度までの５カ年において町営

墓地施設整備事業として、年次的に通路整備工事

を行う予定となっているところであります。平成

27年度は、整備箇所が２カ所で、延長距離43メー

トルを整備しており、本年度は整備箇所が１カ所

で、延長距離39メートルを整備する予定となって

おります。 

 議員ご指摘のとおり、連続テレビ小説「マッサ

ン」の放映、さらには会津若松市との親善交流を

機に美園墓地を訪れる方が増加傾向にあることか

ら、今後も計画的な整備に努め、訪れる方の安全

性と利便性の向上を図ってまいりますので、ご理

解をお願いいたします。 

 なお、教育委員会関係につきましては、教育長

より答弁を申し上げます。 

〇教育長（中村寿仁君） ８番、吉田議員の教育

委員会関係、紅志高校についてのご質問に答弁申

し上げます。 

 １点目の余市紅志高校に対する助成等の支援に

つきましては、余市紅志高校の教育の振興を図る

ことを目的として、学校、ＰＴＡ、同窓会で組織

する北海道余市紅志高等学校後援会に対する補助

金の交付を行っているところでございます。 

 ２点目の現在の町内出身者の生徒数につきまし

ては、１年生32名のうち町内生徒数24名、２年生

53名のうち町内生徒数39名、３年生52名のうち町

内生徒数33名となっており、全生徒数137名に対し

町内出身者の生徒数は96名となっております。 

 ３点目の間口削減の時点で後志教育局から連絡

があるのかとのご質問でございますが、平成22年

度の余市紅志高校新設時点では４学級の募集に対

して４学級編制となっておりましたが、平成23年
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度については４学級の募集に対して３学級編制と

なったものでございます。平成24年度については、

１学級減の３学級の募集となりましたが、結果と

して２学級編制となり、平成27年度までの４年間

は２学級の募集に対して２学級編制が継続してお

りました。 

 学級数に変更がある場合には、それまでの経過

等を踏まえて、事前に北海道教育委員会より配置

計画案が示され、通学区域ごとに開催される地域

別検討協議会において各町村やＰＴＡ、公立学校、

私立学校等の関係者に対し説明があり、その後正

式決定されることとなっております。 

 また、平成29年度から平成31年度までの公立高

等学校配置計画案につきましては、６月７日に示

されたところでございます。来年度以降の余市紅

志高校の募集学級数につきましては、平成28年度

が結果において２学級の募集に対して１学級編制

となったものの、平成29年度は前年同様の２学級

の配置計画案となったところであり、７月に開催

予定の平成28年度第２回公立高等学校配置計画地

域別検討協議会において計画案が説明され、本年

９月ごろには決定されるものと考えております。 

 ４点目の将来的にどうなるかについてでござい

ますが、余市紅志高校につきましては北後志にお

ける唯一の道立高校であり、他校にない総合学科

という魅力のある高校として何としても存続させ

なければならない学校であると考えております。

現時点での総合選択科目につきましては、３系列

６グループとなっておりまして、議員ご指摘のと

おり、学級数の減によってはコース選択が困難に

なることも考えられますが、そのためにも現在の

２学級80名の定員の継続的な確保が重要な課題で

あると考えております。 

 今回配置計画案が示されましたが、後志教育局

に対しましては平成29年度以降の本町の中学校の

卒業予定生徒数の動向等の説明をするなどの協議

をしておりますが、今後におきましても総合学科

としてのより魅力ある学校づくりについての要請

をするとともに、地域の中学校や小学校の保護者

の方々へ総合学科の理解を深めていただくための

ＰＲ等の活動をするなど、余市紅志高校への応募

者の増に向けた対応をし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。 

〇８番（吉田浩一君） 北星高校のほうからなの

ですけれども、最後に質問した町内で存続を求め

ている団体というところで何らかのアクションを

起こす予定はあるのかというふうに聞いたところ

何もないというふうに、何もないというか、町で

は押さえていないというふうに答弁をいただきま

した。それで、町側が存続を求めているというこ

とは答弁としてわかるのですけれども、地域とし

て盛り上がらなければ、北星学園の理事会なり、

理事さん方を納得させられるような題材というの

はないのではないかなと思うのです。ですから、

これは何らかの形でアクションを起こさせるよう

なことを仕掛けるなりなんなりしなければ難しい

のではないかなと思うのです。この点町長どうい

うふうに考えておられるのか、もう一回考え方を

お聞きいたします。 

 紅志高校のほうです。今生徒数聞いて、北星高

校より少ないのだというのを初めて知りました。

ことしの入学者が40名超えるか、超えないかとい

うところの話でなかったのかなというふうに聞い

ていたのですけれども、32名ということであれば

これを理由に来年から募集は１クラスだよと言わ

れてもこれはしようがない状況だったのだろうな

と思います。話し合いの結果というか、一応29年

度も２学級を募集するということは、そういう見

解は示されたということですけれども、９月に決

定するということで、まだどういうふうになるか

というのはわからないということですよね。とな

ると、これも地域の盛り上がりというか、本当に

地域としてあそこの高校が必要なのかということ

が地域から、要するに余市町全体として盛り上が



－66－ 

ってこなければ、なかなかこれも難しいのではな

いかなと思うのです。余市町は、紅志高校の後援

会、いろいろな団体からつくる後援会に対して支

援を行っているということで、そのときにどうい

う形で、ただ渡しているだけですか。具体的にこ

うやってやってくださいだとか、そういう町の考

え方というか、そういうのは示しているのですか。

そこをお尋ねしたいと思います。 

 どちらの高校もそうなのですけれども、財政支

援だとかというところに必ず行き着くと思うので

す。道南のある高校では、結構野球が強いという

ことで、野球をやる生徒の寮費だとか部費、どこ

まで出しているのかはわかりませんけれども、そ

ういうところを全部町が負担しているというふう

な話も聞きます。何らかの形で学校の名前を高め

てくれるようなクラブ等があれば、それに対して

特化して助成するだとか、そういう方式もあるの

ではないかなと思うのです。以前は両高校とも野

球部とかがあって、今高校野球の甲子園の予選や

っているのでしょうけれども、終わったのですか、

もう。それでも全然名前すら、出場すらしていな

いような状況ではどうなのかというふうになるも

のですから、この辺含めてこれがすばらしいだと

かというクラブ活動だとかというのは何かあるの

ですか。そういうのがあれば教えていただきたい

なと思います。 

 何だかんだいっても地元の人が行かなければ地

元の高校には生徒ふえないのではないかなと思う

のです。北星高校もいろいろな経過があるのでし

ょうけれども、以前は地元の子が圧倒的に多かっ

た。それが地元から集まらなくなったから、よそ

からいろいろな不登校の子供だとかということを

集めて運営していきましょうというふうになった

のはわかっているのですけれども、やはり地元の

子供たちが行くようなところでなかったらだめな

のではないかなと思うのです。これは、北星も紅

志もそうですけれども、中学校に対してどういう、

最終的に選ぶのは本人と保護者なのでしょうけれ

ども、余市町としてはどういうふうな進路指導と

いうか、その辺をしているのかということも再度

お尋ねしたいと思います。 

 どちらも今このままでいったら本当にだめにな

るのではないのかなと思うのですけれども、どち

らの高校に対してもいろいろな働き方をすべきだ

と思うのです。だから、具体的な何かを持って、

ただ続けてください、やってくださいでは話にな

らないでしょうから、何か具体的なものがあれば

お尋ねしたいなと思います。 

 次、墓地のほうです。町長の答弁としてはわか

りました。それで、計画的に整備をしていくとい

うことで、ことしは１カ所で39メートルだよとい

うふうになっているのですけれども、どういうふ

うに工事やっていくのですか。町が判断して、町

が直営でやっていくというか、そういうやり方を

やるのでしょうか。前もよく言われたのですけれ

ども、工事をするときに狭いところだし、墓石を

する業者さんが重機だとかそういうのをたくさん

入れて、最終的に重機を入れることによって壊れ

るという可能性もたくさんあると思うのです。そ

ういうところも含めて、整備をするときに墓石の

施工業者何社かあると思うのですけれども、そこ

のところにちゃんと相談して、こういうふうにし

たいのだけれどもとかということで話持っていっ

ているのでしょうか。そういう中で、要するに業

者も使いやすいし、なおかついろいろな方がお見

えになったときに歩きやすいというふうなあれが

そういうふうになってくるのではないかなと思う

のですけれども、その辺の考え方どうでしょうか。 

 それと、本来墓地というのは個人のものですし、

特にニッカさんのほうはあそこのところは観光で

ないので、人行かないでくださいというふうなこ

とを言っているようですけれども、ただ現実的に

訪れている人もかなりいると、そうなるとやはり

それなりに小まめに草刈りだとかそういうのをし
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ておかなければならないのではないかなと思うの

ですけれども、お盆の時期はそれなりに人も配置

して、管理人みたいな人がいてやっているのでし

ょうけれども、通年で管理人を置けとは言わない

けれども、ある程度の頻度で草刈り等はしていか

なければならないのでないかなと思うのですけれ

ども、その点の考え方というか、その辺はどうで

しょうか。 

〇町長（嶋  保君） ８番、吉田浩一議員の再

度のご質問に答弁をさせていただきます。 

 まず、１点目の高校の部分でございます。町内

での存続求めている団体等の状況という部分でご

ざいます。これらにつきましては、下宿会等を含

めて活動がされているところでございます。しか

し、この町内での活動よりも全国的な展開という

中で、保護者ＯＢやＰＴＡ等を含めて全国的な盛

り上がりというのが非常に盛り上がっているとこ

ろでございますが、そういった中で見ると町内で

のそういった機運の醸成という部分は少し足りな

い部分があるのかなというふうに思ってございま

す。これらは、私どもも一緒になって署名活動等

も取り組んでいるところでございますが、それら

含めてなお一層の町内での機運の醸成という部

分、学校のほうとお話をさせていただきながら、

どのような形でやっていけば効果的か再度そのあ

たりも詰め直してみたいというふうに思っている

ところでございます。 

 また、紅志高校を含め、やはり余市町から若者

が少なくなっていくというのは非常に寂しい部分

でございまして、私ども正直申し上げまして紅志

高校の部分、教育という部分、教育委員会という

中での部分が非常に多く、そちらが前面という形

で、今回もそういった答弁をさせていただいてお

りますが、町長部局のほうもしっかりとその部分

は教育委員会と連携をしながら、前面に出ていく

ような気概で、そういった中で連携をとりながら

北星高校の問題、そしてまた余市紅志高校の問題

に取り組んでいきたいというふうに思っていると

ころでございます。 

 クラブ活動等、先日も紅志高校の前を通りまし

たけれども、テニスは部活動していましたけれど

も、野球場のほうは活動がなかったという部分で、

野球部がないというのは本当に寂しい思いもして

おります。また、以前は北星高校もヨット等です

が、あれで全国大会等も出場されて、いろいろ中

での余市町の知名度アップ、そしてまた紅志高校

についてはまだジャンプが残って、一生懸命頑張

っている女の子もいますし、男の子も頑張ってい

るところでございますが、そういった中で何とか

そういった部分からも支援等もしているところで

ございますが、こういった志願者、入学者の減少

という中で再度どういった中ではずみをつけてい

けるのかという形で、それらの支援等につきまし

て議会ともご相談を申し上げながら、しっかり取

り組んでいきたいというふうに思っているところ

でございます。 

 次に、墓地の部分でございます。これにつきま

しては、平成25年度までは職員の直営で修理等に

当たっていたところでございます。議員からも以

前たしか一般質問でしたか、予算でしたか、ちょ

っと定かではございませんが、専門業者、墓石業

者等の意見等も聞きながらやっていけというご提

言もいただいております。そういった中で、平成

27年度からは総合計画にも位置づけたとおり、

27年度には２カ所43メートル、そして28年度は１

カ所39メートル、これは工事請負費として計上さ

せていただいて、専門業者の工事費で発注をして

いるところでございます。これらの工事に当たり

ましては、しっかりと専門家の意見も聞きながら

当たっているところでございます。 

 ご指摘のとおり、ニッカの竹鶴ご夫妻の墓石、

これはニッカのほうでは公表しないでくださいと

いう形でございますが、情報社会でございますの

で、かなりふえているというのも現実でございま
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す。また、会津の部分もかなり親善交流都市の締

結以降いろいろなお客様も先日も来られておりま

す。そしてまた、10月にも市長みずから80名とい

う団体を組んで来られるというふうに伺ってもご

ざいますので、通常の総合計画の整備と別に、い

ろいろな中で事故もあっても困りますし、そして

また観光面という中で来られる方もいらっしゃい

ますので、そのあたりのただ年に１回決められた

だけの通路整備するというだけではなくて、その

管理等例えば来られる日程等に合わせたり、そし

てまた命日等の部分に合わせたり、そういったき

め細かな部分も配慮しながら、そのあたりは予算

計上しなくても職員の通常業務でできるというふ

うに思ってございますので、そういった対応をし

ていきたいというふうに考えているところでござ

います。 

〇教育長（中村寿仁君） ８番、吉田議員の紅志

高校に関するご質問にご答弁申し上げます。 

 まず、紅志高校後援会に対する助成金でござい

ます。これにつきましては、どのような目的かと

いいますと、高校教育の振興を図ることを目的と

して、在学中の生徒への教育的な支援をするとい

うことで交付をしております。内容につきまして

は、各種検定費用の助成、基準的な助成、例えば

ビジネス文書実務検定ですとか情報処理技能検

定、ホームページ作成検定など、そういうような

検定を受ける際の検定料の一部を助成するという

形でしております。または総合学科としての学習

成果発表会、総合学科いろいろなところが道内に

あるのですけれども、そちらに行くときの旅費の

助成ですとか、あるいはスポーツ、先ほど申し上

げましたけれども、ジャンプ、それと去年は陸上

競技大会全国大会に出たということで、そのとき

の懸垂幕をつくるだとかという場合に助成をして

いるということでございます。 

 クラブ活動でということですけれども、余市紅

志高校はジャンプが全国でも有名だということ

と、昨年は陸上女子で400メートルで全国大会に出

場しております。あわせましてスキーの女子でコ

ンバインドで世界大会にも出ているということで

ございます。クラブにつきましてはそうですけれ

ども、北星高校と同じように北後志唯一の公立高

校ということで、なくてはならないものだという

ふうに認識しております。余市だけではなく、積

丹町、古平町、仁木町、赤井川からも生徒が人数

は少ないですけれども、集まっているということ

で、なくてはならない部分であるというふうには

考えてございます。 

 今後募集をふやすためにはどうするかという部

分でございますけれども、やはり総合学科という

中身がまだ理解されていない部分があるのかな

と。小樽の高校に進むというのは、やっぱり進学

目指して進むということが多いということで各中

学校の校長からは聞いております。ですから、総

合学科でも就職のほかに進学にも別に不利ではな

いというようなことも今後ＰＲしていかなければ

ならないのかなというふうに考えてございます。 

 それと、ことしから具体的にですけれども、夏

休み中に各中学校では学習会を実施しておりま

す。先日紅志高校の校長先生とお話しして、その

際には紅志高校の先生方も学習会に、中学校に出

向いてくれるようなことも協議しております。そ

ういうような形で各中学校の保護者、ひいては小

学校の保護者に対しても総合学科についてのＰＲ

をすることが今後応募者をふやすようなことにつ

ながっていくのかなと思いまして、そういうよう

なことで今後検討していきたいと思っておりま

す。 

〇議長（中井寿夫君） 吉田議員の発言が終わり

ました。 

 諸会議の開催、昼食等を含め、午後１時まで休

憩いたします。 

休憩 午前１１時１９分 
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再開 午後 １時００分 

〇議長（中井寿夫君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 一般質問を続行します。 

 発言順位２番、議席番号５番、土屋議員の発言

を許します。 

〇５番（土屋美奈子君） 平成28年第２回定例会

に当たりまして、さきに通告いたしました一般質

問１件につきまして質問をいたします。答弁のほ

どよろしくお願いいたします。 

 寡婦（夫）控除のみなし適用について。寡婦控

除は、第２次世界大戦によって生計の柱であった

夫を失った戦争未亡人が家に残された扶養家族、

子供を抱えながら稼得する際に通常の場合と比べ

いろいろと追加的費用を要することを考慮し、そ

の追加という観点から昭和26年に創設されまし

た。その後、時代背景や社会情勢の変化に伴い何

度も改正をされ、男女を問わず単身で子育てを頑

張っているひとり親世帯への適用拡大など、その

対象も広げてきております。しかし、この控除の

適用要件が民法上の婚姻制度の中に入ったことが

ある場合を前提としており、一度も婚姻歴のない

非婚母子、父子世帯には適用がされません。寡婦

控除は、所得税や住民税の負担軽減のみならず、

税金が算定の基礎となっているもの全てに影響が

あるため、ひとり親家庭の経済負担に大きな差が

生じることとなります。 

 こういった状況を受け、国の制度が変わらない

のであれば、自治体でできることをやろうという

寡婦控除のみなし適用をする動きが広まっており

ます。自治体が保育料などの計算をするときに、

計算のもととなる所得税や住民税を寡婦控除が適

用されたとみなし、その場合の税額に基づいて計

算をするのです。多様な生き方や選択肢を認める

時代に婚姻歴の有無が行政サービスや福祉的な側

面からの差につながってはならないと思っていま

す。このような動きを踏まえ、以下質問いたしま

す。 

 寡婦控除のみなし適用をする自治体がふえてき

ておりますが、こういった動きに関する町長の見

解、また本町でも検討するべきと考えますが、見

解をお伺いいたします。 

 本町でこの寡婦控除のみなし適用を用いた場

合、該当する政策や事業、項目としてどの程度あ

るのかお伺いをいたします。よろしくお願いいた

します。 

〇町長（嶋  保君） ５番、土屋議員の寡婦控

除のみなし適用に関するご質問に答弁申し上げま

す。 

 ご質問にありますとおり、婚姻歴のない世帯な

どに対する寡婦控除のみなし適用をしている自治

体があることは承知しているところでございま

す。本町におきましては、各種制度利用時に徴す

べき額につきましては、市町村民税の課税状況に

応じて算定し、寡婦控除のみなし適用は実施して

おりませんが、ひとり親世帯の保育料決定につい

て町独自の施策として所得階層にかかわらず全て

無償としているところであり、ご質問の寡婦控除

のみなし適用につきましては、引き続き研究して

まいります。 

 ２点目の寡婦控除のみなし適用を実施する際に

影響を受ける事業についてでありますが、福祉医

療の分野として障害者への支援事業、医療費の助

成事業、保育料を除く子育て支援事業、教育の分

野として就学援助事業などが考えられるところで

ございますので、ご理解をお願いいたします。 

〇５番（土屋美奈子君） 再質問をさせていただ

きます。 

 この寡婦控除というのは、もともとは戦争で大

黒柱を失ったそういった家庭、ひとり親世帯の援

助という、支援という形で創設されましたけれど

も、1981年には父子家庭も拡大をされました。そ

のころには戦争で大黒柱を失ったというよりは、

全体的なひとり親世帯が大変である、経済的負担
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があるということで、その経済的配慮という意味

合いを強めてきたのだと思っております。 

 この寡婦控除は、適用されるためにはまず婚姻

届を出していること、そしてこの制度の中に入っ

たことがある女性でなければいけないというこ

と、そして非婚で子供を産んだ人は適用がされな

いのだけれども、一度婚姻をして離婚をして、そ

して一人で産んだ場合はこれは適用されるので

す。たくさんの矛盾点があって、この控除が創設

された当時には一般的には未婚で子供を産むとい

うことは少なかった、未婚というか、婚姻をしな

いで子供を産むということはちょっと考えにくい

時代であったのかなと思います。ただ、今はとて

もそういう世帯もふえてきているというのが現状

であります。一度も婚姻歴のない非婚母子世帯、

生活実態は同じであるのにこれらが適用されな

い。この矛盾といいますか、こういったところを

町長はどう考えて、どう受けとめておられるのか、

見解をお伺いしたいと思います。 

 先ほど申したように結婚しないで子供を産むお

母さん、シングルマザー、その現状を調査した結

果があります。ちょっと古いのですけれども、平

成23年の調査です。これは、多分５年に１回くら

い国がしていることであって、これが一番新しい

調査結果なのですけれども、母子世帯の平均年収

が全国平均で291万円だそうです。これは、一般的

に両親のいる、児童のいる世帯の平均の658万円の

半分にも足りないということです。この統計調査

というのは、所得が高い、そして人口が多い首都

圏もあわせての平均だから、北海道として見ると

もっともっとシングルマザーの所得の状況という

のは低いのではないかというふうに想定がされま

す。こういった中で、この調査の中で未婚の母は

平成23年で日本全体では7.8％、13万人だそうで

す。そして、死別の場合の7.5％を初めて上回った

と。シングルマザーの中でも旦那さんが亡くなっ

たというよりは、一人で結婚しないで子供を産む

という方たちが数的に上回ったということなので

す。当時は死別をしているということが前提だっ

たけれども、今の現状としてはそっちの家庭のほ

うが多いという状況です。 

 そして、女性が一人で子供を産むという決断を

するとき、これはすごく大きな覚悟が要るのだと

思います。とても大変なことだと思います。例え

ば妊娠をして、結婚をすると思っていて、そして

土壇場でだめになったとか、妊娠をしたことによ

り父方の親のほうが離れていってしまったり、そ

ういったときに一人で子供を産むという決断をす

るということは、女性としてはすごく大変な決断

を要することなのです。これにペナルティーがあ

るというか、ここで差別をされるということがど

うなのだろうかと私は思うのです。多分このみな

し適用している自治体というのは、そこの法の矛

盾、当時の法の矛盾、これではいけないのだとい

うことで、国の動きを待っていればいつになるこ

とやらわからないということで、自治体独自で踏

み切っているのだと思います。私は、ぜひともう

ちの町でも、今答弁いただきましてひとり親家庭

の保育料の部分は無料ということでしたけれど

も、ほかに医療であるとか就学支援であるとかた

くさん考えられるときに、婚姻歴のあるひとり親

と同等に扱った政策を打てないものだろうかと思

うのです。今の時代いろいろな選択肢をしていい

時代となりました。婚姻はしないで子供を産んだ

ことによって非難をされるということは、おかし

なことだと私は思っているのです。うちの町もそ

うであっていただきたいというふうに思います。 

 元国税庁の職員で、今は大学の教授をしている

方のお話があります。これは、法学部の租税を教

えている教授です。その人の話では、同じ所得水

準であれば税金を払う能力に変わりはないと。税

制は、公平、中立であることが基本原則であり、

特定の価値観に誘導されるためのものではない。

結婚せずに産むことが道徳に反するのかどうかと
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いうことは、この税制の中には持ち込んではいけ

ない。未婚のひとり親が不利に扱われる合理的な

理由はないというふうに述べています。生まれて

くる子供たちは、皆同じ権利を有していて、そし

てよく私が言う言葉ですけれども、子どもの権利

条約、これにのっとって皆ひとしく保護され、守

られる権利を有しているのだと思います。だから、

婚姻したことがある、したことがないというふう

にここで差別をするのではなくて、国の制度が変

わるのがもちろんだと思いますけれども、間に合

わないのであればぜひとも本町でも取り組んでい

ただきたいと考えますけれども、町長の見解を再

度お伺いいたします。 

〇町長（嶋  保君） ５番、土屋議員の再度の

ご質問に答弁させていただきます。 

 この部分につきましては、非常に多様な考え方

がそれぞれあると思います。おっしゃられるよう

に、婚姻の有無だけで寡婦、寡婦にならないとい

うようなこと、そしてまた反対の考え方というと

平成25年に与党が取りまとめた税制改革大綱で

は、家族のあり方も含め軽々にそういった部分で

変更すべきでないという考え方も示されている部

分、いろいろな考え方があると思います。そうい

った中でも、おっしゃられるようにひとり親の形

態がかなり違ってきていると。世界的に見て、日

本はほとんどの方が子供いるという方は結婚する

という方が多い。アメリカ等を含めれば、かえっ

て結婚しない方のほうが多いというようないろい

ろな部分があるようでございますが、そういった

時代の変遷とともに我が国においても家族のあり

方等がかなり変わってきているなと。それは、い

い、悪いは別にして、現状としてはそういうふう

になってきている部分もあるというふうに思って

ございます。 

 しかし、この部分につきましては、しっかりと

国の税の部分であれば税制の中で協議されるべき

でありますし、そのあたり含めて税制改正など国

における統一的な扱いというのが必要だというの

は確かな部分だというふうに思っております。し

かし、おっしゃるとおり、こういった家族のあり

方等非常に微妙ないろいろな考え等もある部分も

ございまして、なかなか進んでいかないというの

も事実でございます。ですから、私どもにおいて

は、このみなし適用という部分ではなくて、先ほ

ど申し上げましたように保育所でやっているよう

なひとり親についてどうあるべきかというような

部分の議論をこれから深めて、そしてどうあるべ

きか、そしてまた道内でもやられている部分はほ

とんど市だけで、自治体としても私ども捉えてい

る中でも５つや６つという形でございます。そう

いった中で、それらの取り組み等の研究もさせて

いただきながら、私どもみなし適用というよりも

ひとり親に対してどうあるべきかという部分につ

いてしっかりと研究、検討を進めていきたいとい

うふうに思っています。 

〇５番（土屋美奈子君） 答弁をいただきました。

国の統一的なものが必要というのは、それはもち

ろんでございまして、結構前からこれに対しては

国に訴えをしたり、いろいろな活動をしてきたの

です、シングルマザーのお母さんたちが。だけれ

ども、なかなか動かないというのが現状なのです。

先ほどの教授の話でもあったけれども、税を担う

能力が変わらないときには平等で公平でというの

は基本の路線であって、そしてこのみなし適用し

ている自治体、議員の一般質問からいっている場

合が多いのだけれども、ちょっとばあっと調べて

みたら各政党、与党、野党を問わずみんながこの

寡婦控除については改正をするべきだという声を

上げているのです。だから、多分国のほうでも、

政府のほうでも検討しなければいけない、取り組

まなければならないとは言ったのです。ただ、い

つまでたってもなかなか変わらないから、自治体

が今のこのご時世、物価も上がって、消費税はち

ょっと先延ばしになったけれども、子供を育てて
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いくというのがすごく厳しい時代だから、今やら

なければ、自治体で一刻も早くやらなければとい

う取り組みが広がってきているのだと思うので

す。だから、町長今言われたようにどういう支援

が必要か検討していただきたいと思うし、できれ

ば同等な扱いをしていただきたいなと私は思うの

です。 

 本町も昨年子ども・子育て支援計画を策定して

おりますけれども、この中にも最初の前文でその

大変な社会状況というのをうたっているのです。

女性の就労の難しさというのも町は理解して、そ

れもうたっている。そして、その計画の中で全て

の子供とその家庭を対象とした支援を推進してい

く。全ての子供です。その家庭を取り巻く状況が

どうであっても、社会全体で子供を支援する、新

しい支え合いの仕組みを構築すると去年つくった

子育て支援の計画の中にある。家庭状況その他の

事情により社会の支援の必要性の高い子供、そし

てその世帯、これに対してはしっかりと支援をす

るという計画をつくったばかりです。そして、そ

の基本の姿勢、基本の理念にのっとるならば、や

はり婚姻歴があるか、ないかでここは差をつけて

いただきたくないと私は思うのです。本町がつく

った本町の子育て支援計画だから、やはり同等に

平等に公平にという観点で進めていっていただき

たいし、家庭の負担というのも取り除いていただ

きたいと思っているのです。だから、そういった

側面から再度、今まで取り組んだことがないので

ありましょうから、しっかりとこういうことがあ

るのだと。昔の法律というのは、こういうことが

多々あるのだろうと思う。そして、見直しをされ

るまですごく時間がかかるものがたくさんあるの

だと思う。こういったことにも生活と密接してい

る一番身近な自治体だからやれることなのです。

国はちょっと遅いのです、遠過ぎて。その生活実

態が見えないのです。こういう身近な一番末端の

自治体だからできる政策だと思っておりますの

で、再度見解をお伺いいたしたいと思います。 

〇町長（嶋  保君） ５番、土屋議員の再度の

ご質問に答弁をさせていただきます。 

 先ほどの１回目の答弁でも申し上げました。ひ

とり親世帯ということで、保育料の部分につきま

しては独自の施策として出させております。そう

いった中で、先ほど来繰り返しになりますが、寡

婦控除の見直しというよりも子ども・子育てとい

う中でひとり親世帯に私どもはどういう支援をし

ていかなければならないのか、支援できるのかと

いう部分を含めて、これらの該当するいろいろな

事業においてひとり親に寡婦のみなしでなくてそ

れと同程度の支援するとしたらどうなっていくか

と、そのあたり含めて研究させていただいて、実

態的に数的な部分、そしてまた財政的な部分につ

きましてそのような調査もしたいというふうに思

っています。 

〇議長（中井寿夫君） 土屋議員の発言が終わり

ました。 

 次に、発言順位３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、平成28年第２回定

例会において、さきに通告しました一般質問１件

について町長並びに教育長の答弁を求めるもので

す。簡潔にして要を得た答弁のほどどうかよろし

くお願いします。 

 質問については、北後志の中核都市における高

校存立のあり方と北星学園余市高校問題について

です。中学校から高校への進学率は、現在全国で

97％を超えており、高校卒業後に就職、もしくは

専門学校、大学へと進学し、その後大人になって

いくといった過程が一般的となっています。子供

が大人へと成長し、社会人となっていく過程で今

や高校の存在は必要不可欠なものとなっておりま

す。ただ、地方創生が全国的に叫ばれる一方で、

多くの地域では高校の存立そのものが相次いで脅

かされています。中学校を卒業しても進学したい
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高校が間近になく、都市部などへ進学し、卒業後

はそのまま現地で就職し、故郷へは帰ってこない。

子供を産める環境が貧弱で、身近に進学できる高

校がない。そして、就職先も余りない。この悪循

環が地域の若者人口を急減させ、ひいては少子高

齢化に拍車をかけ、地方を疲弊させる深刻な要因

となっております。 

 この問題は、私たちが暮らす余市町、そして余

市町を含む北後志５カ町村においても同様です。

北海道余市紅志高校と北星学園余市高校の問題が

まさにそれであります。行き過ぎた大学区制を初

めとする長年の政府による文教政策の弊害も大き

な要因の一つであります。現在この北後志５カ町

村には公立高校と私立高校がそれぞれ１校ずつ、

合わせて２校しかありません。ただ、いずれの高

校も入学者の減少により存立そのものが問われて

います。特に昨年12月の報道で明らかになった北

星余市高校は、現実に閉校も含めた検討が行われ

ており、その是非については現在も緊迫した状況

下で予断を許さない状況となっております。仮に

この２つの高校の存続が困難となった場合、町が

移住者を迎えてでも増加させたいと考えている若

者人口の流出がさらに加速してしまう事態が容易

に想定できます。 

 問題は、いかにして北後志地域における高校を

守り抜くかであります。北後志地域の中核都市と

して長年この問題に取り組んできた本余市町にお

いては、その歴史的役割が問われるものでありま

す。地域性と全国区という多様性を持つ性格の高

校を温かみのある余市町の人々と結びつけ、その

上で建学の理念に基づいてどう成長させ、発展さ

せるのか、今その役割が問われています。高校の

存立は、優秀な人材の育成と地域の活性化、さら

にはその町の将来の発展性について極めて重要な

役割を持つものと考えます。とりわけ今閉校の危

機にある北星余市高校の問題を含め、次の点につ

いて見解を求めます。 

 １点目は、まず全国的傾向の縮図と言えるこの

余市町内の高校の存立問題について。これまでの

経過から見て町は基本的にどのような見解をお持

ちか、まず伺います。 

 ２点目に、町内の各中学校の卒業生が上級校進

学に当たってどのような進学経過を経たのか。具

体的には１番目に過去５年間の各中学校の卒業者

数を、２番目にそれぞれの高校への進学人数を、

３番目に小樽市、札幌市への高校の進学人数につ

いて伺いたいと思います。 

 ３点目に、閉校問題について町が北星学園に要

望を行いましたが、この存立問題について高校側

からどのような要望が町に対して寄せられている

のか伺いたいと思います。 

 ４点目に、町のこの問題に関する基本的な考え

は、既に町が北星学園に提出されている要望書の

とおりであると考えますが、接触を持たれて以降

どのような対応をなされてきたのでしょうか。そ

の経過をお知らせください。 

 ５点目に、今全国的に奨学金問題が生徒や保護

者に対する重い負担となって社会問題化しており

ますが、高校教育における授業料の公私間格差な

ども含め、改めて考えねばならぬ問題です。こう

した問題を解決するために格差負担に対する対策

条例等をつくっている例が全国的にあると伺って

おります。そこで、伺います。このような趣旨を

生かす私立高校振興を目的とした寄附などがなさ

れた場合、町においては私立高校振興のための基

金をつくることについてどのような考え方をお持

ちでしょうか。 

 以上、初めに５点について見解を伺うものであ

ります。 

〇町長（嶋  保君） 14番、大物議員の北後志

の中核都市における高校存立のあり方と北星学園

余市高等学校問題についてのご質問に答弁申し上

げます。 

 初めに、高校の存立問題に関する質問でござい
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ますが、少子化が進行する中で町内の２つの高校

がともに入学者の減少という課題に直面してお

り、特に北星余市高校については学園理事会にお

いて閉校が議論されている状況にあります。しか

しながら、余市紅志高校、北星余市高校につきま

しては、本町はもとより北後志地域にとっても大

切な学校であり、地域の総意を集めてその存続と

充実を図っていかなければならないものと考えて

おります。 

 次に、町に対する要望についての質問でござい

ますが、北星余市高校からは今後の学校存続に向

けた町との連携方策として、北星余市高校がこれ

まで実施しているあおぞら教室の拡充など本町と

の連携に関するさまざまな提案を受け、協議を進

めているところでございます。 

 また、これまでの経過でございますが、昨年12月

10日に学校法人北星学園の理事長等が来庁された

際には、町として学校の存続を強く求めており、

その後の取り組みといたしましては本年１月18日

に北星学園理事長と北星高校学校長に対し学校法

人北星学園余市高等学校の存続に関する要望書を

提出するとともに、千葉市と大阪市、札幌市で開

催されました北星余市高等学校説明会に私自身も

出席させていただいております。さらに、本年４

月、町内で行われましたシンポジウムに出席させ

ていただき、参加者に向けて学校存続への支援に

ついてお願いを申し上げたところでございます。 

 続いて、私立高校振興を目的とした寄附等にか

かわる基金設置の質問でございますが、本町にお

きましてはこれまで毎年度余市町私立学校助成条

例に基づき学校に対して施設及び設備の充実等を

図るための助成を行っており、新たな基金の設置

等につきましては現時点では想定してございませ

んので、ご理解を賜りたいと存じます。 

 なお、教育委員会関係につきましては、教育長

より答弁を申し上げます。 

〇教育長（中村寿仁君） 14番、大物議員の教育

委員会関係、町内各中学校卒業生の進学経過につ

いてのご質問に答弁申し上げます。 

 平成23年度における町内中学校卒業者は184名

であり、うち余市紅志高校進学者30名、北星学園

余市高校進学者２名、小樽市への進学者121名、札

幌市への進学者15名となっております。 

 平成24年度は、町内中学校卒業者は167名、うち

余市紅志高校進学者26名、北星学園余市高校進学

者３名、小樽市への進学者115名、札幌市への進学

者８名となっております。 

 平成25年度は、町内中学校卒業者は181名、うち

余市紅志高校進学者33名、北星学園余市高校進学

者はゼロ、小樽市への進学者117名、札幌市への進

学者10名となっております。 

 平成26年度は、町内中学校卒業者は165名、うち

余市紅志高校進学者40名、北星学園余市高校進学

者ゼロ名、小樽市への進学者105名、札幌市への進

学者８名となっております。 

 昨年度は、町内中学校卒業者は158名であり、う

ち余市紅志高校進学者24名、北星学園余市高校進

学者１名、小樽市への進学者111名、札幌市への進

学者14名となっております。 

 なお、数値につきましては、各年度の卒業時点

での進学先及び進学人数となっておりますので、

ご理解を賜りたいと存じます。 

〇14番（大物 翔君） 今教育長のほうからもご

答弁ありましたけれども、やはり全体の卒業生に

対してどうしても町内の高校を全てが選んでいた

だけているという状況では残念ながらないと。そ

して、紅志高校に関しても総合科という幅広い選

択肢を持っているという部分がある反面、進学と

いうのを念頭に置いた場合もしかしたらほかの地

域の学校が選ばれてしまっているのかもしれない

なという現状なのかなと推察いたします。 

 ただ、いずれにしましても１つ確認がとれてよ

かったなと思うのは、北星学園余市高校、ゼロ人

というときも確かにございますが、地元からの今
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でもちゃんと進学されている方はいると。また、

編入学などを含めて後から、中学校を出てストレ

ートで入っているわけではないですけれども、ほ

かの地域から移ってくるですとか、一旦別の学校

に行って、やめるなどしてから入ってくるという

形で在学されている生徒さんもいると伺ってはお

りますので、そうした意味では余市にあって余市

にあらずではないですけれども、ある面地域の人

だってちゃんと受け入れているのだと、結果とな

っているというのが確認できたことは大変ありが

たいことです。 

 そして、私ごとでありますけれども、私は地元

の学校を出て高校に入って、そのまま札幌の大学

に行ったという経緯があったのですけれども、私

もできれば違う地域にという要望もあったのです

けれども、家庭的な現実もあってそれは不可能だ

ったのです。うちも兄弟が多かったものですから、

受験をするのはどこでも構わないけれども、絶対

に公立に行ってほしいと、高校に関しては。悪い

けれども、私立におまえをやれる金はないからな

とくどいほど言われていまして、私も実際その当

時の成績のランクを１つ、２つ落としまして近間

の学校に行ったという部分が実はあるのです。私

５番目の中で奨学金含めた経済負担の話をさせて

いただきましたけれども、私の場合は運よく高校

までは親がお金を出してくれたので、大学は全額

自分で奨学金借りて行きましたけれども、それほ

ど極端な経済的負担を親に負わせることはなかっ

たと。ただ、今は場合によっては高校のときから

もう奨学金を借りていて、大学、専門学校に行く

際もやっぱり借りる。それでも足りないから、自

分でアルバイトなどしてお金を稼ぎながら学校に

行かざるを得ないという方が大変ふえていると。

そうした中で、ではその後無事に就職できて、生

活していけるだけのお給料が当たって、お金を返

していければ一つも問題はないのですけれども、

そうはならない方が今大変ふえていると。そうな

ってきますと、中学校の段階から自分の進路をど

うしようとなったときに、どうしてもお金の問題

が出てきてしまう。行きたいのだけれども、行け

ない。学びたいのだけれども、学べない。だから、

諦めて別の道をたどるという方が大変ふえている

のではないでしょうか。 

 もう一つの問題として大きいのは、北星高校の

場合は編入学者を受け入れているという事情があ

ります。一度はどこかに進学されたけれども、何

らかの事情でおやめになったと。そして、再び学

校に通うと。本来であれば教育の理念から考えれ

ば、どこの学校でも普通にそういうことが行われ

ていて、何ら特別なことでも何でもない、どこで

も誰でもやっているというのが当たり前であれば

問題はないかと思うのですが、現状なかなかそう

はなっていないと。さっきも生徒数が減少してき

て、いよいよ北星に関しては閉校かという話も出

ていましたけれども、私も実はずっと報道を見な

がら状況を注視していましたけれども、もし世の

中から必要とされていない学校だったとすれば、

そのまま生徒数減っていたはずなのです。ところ

が、今回ふえたではないですか。ということは何

が考えられるのかなと私なりに考えたところ、必

要とされていないわけではないと。知られていな

かったという場合もあるとは思うのですけれど

も、とにかくいろいろな理由があって、そこを選

択してくれる方は現に今でもたくさんいたという

点は忘れてはならない点だと思うのです。 

 ただ、私もこうやって関係者にインタビューな

どしていく過程で出てきたのは、月間の授業料だ

けでも10万円前後かかると。さらに、ほとんどの

方が道外ですとか余市町外、地域外から来られて

いる都合もありますので、１カ月１人のお子さん

をあの学校に通わせ続けようと思ったら物すごい

金額の負担になるのです。実際に生徒さんの保護

者の方の経済状況なんかもちらっと伺ってみまし

たら、昔ほどずっとお金を出し続けられるほどの
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経済的余裕がない方が大変ふえていたと。例えば

母子家庭ですとか父子家庭ですとか、あるいは何

らかの事情でそういった経済的な援助が受けられ

ないと。公的な部分を含めて授業料の免除ですと

かいろいろな制度を使って行っている方もいるの

ですけれども、やはり在学中でも卒業後の経済的

状況が心配であるというのは大変あると。学びた

いと思ったら人は学べるという環境を特に戦後の

日本というのはずっとつくり続けてきたと思うの

です。条件が許せばと途中に出てきますけれども、

ただお金がないばかりに学校へ行けないという問

題は少しでも是正していかなければいけないでは

ないかと。私もそうでしたけれども、行きたい学

校に行けなかったと。私の場合その後、自分なり

に学び直すという選択肢がとれましたけれども、

全員が全員そうとは限らないと。 

 さらに、地域の人材という意味合いでいきます

と、卒業してそのままどこかへ行ってしまう人も

いる一方で、地元に残って働かれる方もたくさん

いらっしゃると。そして、これはどちらの学校も

ずっとできてから以来ですけれども、どちらの学

校もできてずっとたちますけれども、この余市町

にあって、余市町にある２つの高校、もしくはこ

の２つの高校につながる高校から卒業されて、現

に公の立場も含めて重責を負って今職務につかれ

ている方って大変多いと思うのです。だから、単

にお金のあるなしだけでそういう理不尽なことが

少しでも起きないように我々としても考えていか

なければいけないのではないかなと考える次第で

ございます。 

 では、高校の存立がというお話になったときに、

さまざまな形でコンタクトをとられているとは思

うのですけれども、なかなかそれでも具体的にこ

うしていこうというものがまだ見えてきていない

なと。これはお互いにそうなのかもしれないです

けれども。では、さらに踏み込んでもし何かする

としたら町としてはこういうことを、こういう要

望が来るのだったらやってみたいなというものが

あるですとか、そういった腹案、構想などもしあ

ったら聞きたいなと思います。 

 それと、先ほどの基金はほかの方法もあるしと

いうことで、今のところその考えはないよという

ことでしたけれども、それはそれでちょっと残念

なのですけれども、ふと思ったのが例えばある日

匿名で書留が届いて、差出人がわからないと。中

をあけてみたらお金と封書が入っていたと。例え

ば公立高校でも学業振興のために使ってください

というふうになった場合、私立の高校を支援する

ために使ってくださいというものがもし来てしま

った場合、町としてはどういうふうに対応してい

くことになるのかなという素朴なこれは疑問でご

ざいます。ただ、基金に関して言えば立場上難し

いというのもあるかもしれませんけれども、ただ

紅志高校の現卒業生の総人数私は調べれなかった

のですけれども、北星だけに限って言えば、もう

50年以上存在している学校ですので、7,000人近く

卒業生を出していらっしゃるそうなのです。全国

的な何とか残してくれという流れを見ています

と、そのために一肌脱ごうという人は恐らくたく

さんいらっしゃるのではないかなと思って５点目

の質問をしてみた次第でございます。 

 長くなって申しわけございませんけれども、も

ろもろ伺いたいと思います。 

〇町長（嶋  保君） 14番、大物議員からの再

度のご質問に答弁をさせていただきます。 

 腹案等の部分ですか、私どもも答弁をさせてい

ただいております。いかに今時間のない中で、私

ども予算策定時等を含めて日程あいている限りは

という形で本所のほうの説明会等も出させていた

だきました。そういった中で私も説明会に来られ

ている方に余市町としても今までの北星学園余市

高等学校の設立の経過、町とのかかわり、そして

またいろいろな学生がボランティア等に取り組ん

でくれていると。そしてまた、町も何とか全国か
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ら集まってくるこういったいろいろな問題という

か、いろいろな事情を抱えた生徒たちの本物の教

育の場がなくなるということを訴え続けてまいり

ました。そういった中で、やはりこれからも町と

して北星学園を必要としているのだということを

しっかりと訴えていきたいというふうに思ってご

ざいますし、先ほど吉田浩一議員のご質問にも答

弁させていただきましたが、紅志高校を含めて非

常に大きな危機にあるというふうに思ってござい

ますので、これらを含めて政策的にどういったこ

とができるのか、これは今７月７日の北星でいえ

ば理事会等に向けた部分というふうにはなります

が、今後どうあるべきという部分につきましては

紅志高校ともどもそういった中でしっかりとした

対策を打っていかなければならないというふうに

思っているところでございます。 

 また、寄附の部分の仮定の話、来た場合どうす

るのだという部分ございますが、それは寄附一般

的に例えばこれは社会福祉に使ってくださいだと

か交通遺児に使ってください、そういう場合は受

けれる部分はありますが、一方的にぽっと北星高

校の振興に使ってくださいと来られてもそれは受

けられないという部分もございますので、今事務

的な部分につきましては細かい部分答弁できませ

んけれども、来たから何でも受けるというわけに

もいかないという部分もございますので、そのあ

たりは後ほどまた正確的な事務的なものについて

は担当者のほうからお答えをさせていただきたい

というふうに思ってございます。 

 いずれにいたしましても、この部分につきまし

ては入ってくる寄附どうのこうのよりも政策的に

紅志高校、そしてまた北星余市に何をしていかね

ばならないのかと。今ここで若者をしっかりとつ

なぎとめていくためには何ができて、何をしなけ

ればならないかという部分をしっかりと私どもも

検討して、早急に所管等を含めて議会にも協議も

していきたいというふうに考えているところでご

ざいます。 

〇14番（大物 翔君） 私もどちらかの学校が残

って、どちらかがなくなる場合もやむなしという

ふうには決して考えていなくて、どっちも必要だ

と。どっちもあるからこそ余市町なのだ、この北

後志なのだという、この点に関しては恐らく町と

も基本的な部分では一致しているのかなと考える

わけでございます。ただ、具体的にどうやってと

なるとさまざまな方法あるかとは思いますけれど

も、ちなみに先ほど匿名で寄附してきた場合どう

するのですかという、あえて聞いたのですけれど

も、来てもいないものを考えるというのは確かに

容易なことではないのですけれども、2010年から

11年ごろでしたか、いわゆるタイガーマスク運動

というのがあったことを皆さん記憶にないでしょ

うか。いきなり児童施設にランドセルが届いたで

すとか、いきなり現金の書留が届いたですとか、

差出人も偽名でよくわからないと。来たはいいけ

れども、返しようがない状態になってしまったと

いうことになっていたということもあったので、

そういう場合はどうなるのだろうなと思った部分

もあったものですから、ただこれに関してはいい

です。 

 ただ、大事なことは、どちらの高校もそうなの

ですけれども、やっぱり町ぐるみで何とかしてい

こうという機運をつくっていくことがまた大事に

なってくるのだと思うのです。というのも地域に

とって必要だというのは、多分誰に聞いてもその

とおりだというふうに答えると思うのですけれど

も、問題はふだんのかかわり方にもなってくるの

かなと思うわけです。そういう意味では、北星余

市でいいますとあおぞら教室ってやっていらっし

ゃるではないですか。あれ聞いた話だと去年定員

オーバーしたそうなのです、大人気で。ことしは

さらに口数と教室の数ふやして、今万全な対応を

したいという話だとは聞いているのですけれど

も、そのついでに聞いてみたのです。そういうの
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も大事だし、学校というのは別に学生のためだけ

のものではなくて、大人になってからも何がしか

学びたいという気持ちって持っていらっしゃる方

多いと思うのです。いわゆる生涯学習というやつ

ですけれども、そういう例えば学校を卒業し終わ

ったもういい年になった大人の方もやはり学びた

いという気は持っていると。では、そういう人の

要望をかなえられるものとかをひとつつくってい

くというのはどうなのですかと聞いてみたら、ど

んどんやっていきたいと思っていると。北星に関

して言えばですけれども、私立の高校という関係

もあるので、人的なネットワークがたくさんある

らしくて、要望さえ来ればどんどん、どんどん出

前講義ではないですけれども、一般講座みたいな

のを開設して、町の人がこういうことをやってほ

しいというのにはどんどん応えていきたいと。そ

れを支えるための補助金の当ても実はあるのだと

いうようなことをぼやっとおっしゃっていたので

すけれども、日々接することによってどっちにし

てもこの学校機関というのはなければ困るのだ、

どっちの学校も。そしたら、それぞれ特色がある

ので、それぞれの特色を持った上でできることは

進めていかなければいけないとは思うのですけれ

ども、そういった部分で例えばアナウンスしてい

くだとか、あるいは例えば結構細かい頻度でお会

いして、何をしてほしいのかをずっとヒアリング

し続けて、ついでに町の人の要望も聞いてみてい

くというようなもう一歩踏み出した形でやってい

くというのが、そういうことをしていかないとも

し次に危機が訪れた場合に絶対守るのだという世

論というか、気概にはなかなかなっていかないの

ではないかなと。今それが問われてきているのか

もしれないなと感じております。そういったこと

を申し上げまして、私の質問を終わりたいと思い

ます。 

〇議長（中井寿夫君） 大物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21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 １時４９分 
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