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平成２８年余市町議会第１回定例会会議録（第３号）

開 議  午前１０時００分 

延 会  午後 ２時１３分 

〇招 集 年 月 日             

  平成２８年３月７日（月曜日）       

〇招 集 の 場 所             

  余市町議事堂               

〇開 議             

  平成２８年３月９日（水曜日）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 
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      〃     １０番 野 崎 奎 一 

      〃     １２番 庄   巖 龍 

      〃     １３番 安 久 莊一郎 

      〃     １４番 大 物   翔 
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      〃     １７番 茅 根 英 昭 

      〃     １８番 溝 口 賢 誇 

〇欠 席 議 員  （０名）        

 〇出 席 者             

  余 市 町 長  嶋     保 

    副    町    長  鍋 谷 慎 二 

    総  務  部  長  前 坂 伸 也 

  総 務 課 長  須 貝 達 哉 

  企 画 政 策 課 長  盛   昭 史 

  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  坂 本 満 彦 

  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  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  近 藤   勉 

  水 道 課 長  久 保   宏 

会計管理者（併）会計課長  飯 野 徹 郎 

  農業委員会事務局長  高 橋 良 治 

  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 

  庶 務 係 長  枝 村   潤 

  書         記  阿 部 航 大 

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28年余

市町議会第１回定例会を再開いたします。 

 ただいまの出席議員は17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、近藤議員は所用のため午前中欠席の旨届

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。 

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２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１回定例会開

催に当たり、さきに通告の一般質問２件を行いま

す。町長、教育長には、答弁のほうよろしくお願

いいたします。 

 まず、１点目であります。小中学校の統合につ

いて質問いたします。平成28年１月号の町広報に

平成27年に町内で出生した数値の掲載がされてお

り、平成27年においては余市町内で生まれ、住民

登録を新たにした子供は84名となっており、つい

に100名を切ってしまいました。小樽市内でも小樽

協会病院においても産科がなくなり、小樽市でさ

えも個人経営の産科が１つとなってしまったこと

もあり、結果として少子化に拍車がかかる事態と

なっており、この傾向がいつまで続くのかはわか

りませんが、社会の構造が変わらない限り今の状

況は続いていくのではないかと推測しておりま

す。 

 本年度末をもって栄小学校が閉校となります

が、少子化が一段と進むことは明白となってきた

今、現在町内にある小学校、中学校においても確

実にその波は押し寄せてくることは明白でありま

す。今より少子化となった場合、個々の授業につ

いては問題ないのでしょうが、課外授業や活動に

おいてはかなりの影響が出てくると推測されま

す。運動系、文化系を問わず個で行うものはでき

るのでしょうが、団体やチームとして行う場合は

人数がそろわない。また、授業についても音楽や

家庭科などのいわゆる選択科目の場合も教員配置

の関係で実施できない可能性も出てくるのではな

いかと考えられます。高校では、別高校同士の合

同チーム編成が認められ、公式試合に参加してお

り、聞き及ぶ話では中学校でも町村をまたいでの

チーム編成が可能ということですが、数年後には

町内の小中学校でもこの状況が訪れると考えられ

ます。以下、質問であります。 

 平成20年以降から27年までの間において小学校

に入学した、またはする見込みの人数は年度別で

今現在それぞれ何名ずつとなっているのか。 

 今後小中学校の統合は、教育委員会としてはど

のように考えているのか。 

 統廃合は別として、課外的授業はどう考えてい

るのか。 

 クラブ活動においては、今後どのように編成し、

そしてどのような形で練習等をしていくのか。こ

の場合管理者等はどのように考えているのか。 

 課外活動においては、民間団体のかかわり合い

についてはどのように考えておられるのか。 

 次、２件目であります。余市町の火葬場と合同
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墓の新設についてであります。先日余市町の火葬

場に行ったところ待合所は改修がされ、以前より

格段にきれいになっておりましたが、火葬炉本体

は以前のままでした。火葬場の新設は、前町長で

あった上野町長もこれだけはできなかったと生前

話されていたようで、当時は赤字予算の編成など

財政再建中であり、新設を考える余裕はなかった

ことは理解をしておりますが、第４次余市町総合

計画の中では火葬場の新設については後期の実施

予定となっております。この問題は、過去におい

て多数の議員が一般質問をしておりますが、答弁

としては実施する予定だけれども、時期は未定と

の答弁が繰り返されております。 

 さて、この問題は、私は平成24年12月の一般質

問に火葬場新設の質問をしております。また、平

成25年９月の一般質問では合同墓の質問をしてお

りますが、この合同墓の件が議会だよりに掲載さ

れると、多くの方から大変ありがたい質問で、早

く設置してほしいとの意見が寄せられました。そ

して、昨年実施された議員選挙においても町内を

回って、また日ごろの活動の中でも最も意見が多

かったのがこの問題であって、特に合同墓につい

ては早く設置してほしいとの要望が多数寄せられ

ております。以下、質問であります。 

 火葬場の新設については、どの程度進んでいる

のか。また、この建設は、町単独での実施の場合

は補助金がつかないこととなっておりますが、他

町村との共同では補助金制度があると聞いてお

り、隣接の町村とは協議等をしているのか。 

 合同墓の新設については、どう考えており、実

施の可能性はあるのか。 

 以上、質問いたします。 

〇議長（中井寿夫君） ただいまの吉田議員の一

般質問につきましては、通告の順位が余市町の火

葬場と合同墓の新設について、２が小中学校の統

合についてという通告でございますので、答弁に

ついては通告のとおりお願いをいたしたいと存じ

ます。 

〇町長（嶋  保君） ２番、吉田議員の余市町

の火葬場と合同墓の新設についてのご質問に答弁

を申し上げます。 

 なお、小中学校の統合につきましては、教育長

より答弁を申し上げます。 

 １点目の火葬場の新設に係る進捗状況につきま

しては、第４次余市町総合計画の中期計画以降に

整備することを位置づけております。具体的なス

ケジュールといたしましては、平成28年度に建設

場所の選定や敷地内の配置計画、斎場仕様、平面

計画、構造概要等を盛り込んだ斎場建てかえ基本

計画の策定作業に着手の予定となっております。

また、広域での整備につきましては、選択肢の一

つとして建設時期が近い古平町と継続的に協議し

てまいりましたが、共同設置については難しいと

の結論に至った次第であります。 

 ２点目の合同墓の新設についてでございます

が、近年全国的にも合同墓が注目されている一つ

の要因としては、少子高齢化や社会情勢の変化に

伴い、子や孫による墓の継承や維持管理が難しく

なっている方や経済的な理由から墓の建立や寺院

等への納骨ができない方が増加している背景があ

り、このような方には有効な施策と考えます。本

町といたしましては、これまで道内で設置された

自治体の状況を調査するとともに、小樽市におけ

る合同墓の状況について職員を派遣し、調査を行

ったところであります。 

 いずれにいたしましても、本町における合同墓

のあり方についてさらに継続して調査検討を進め

てまいりたいと考えておりますので、ご理解をお

願いいたします。 

〇教育長（中村寿仁君） ８番、吉田議員の小中

学校の統合についてのご質問に答弁申し上げま

す。 

 各小中学校においては、少子化が進み、児童生

徒数が減少する中、それぞれの学校において地域
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の特性を生かした特色ある学校経営に取り組むと

ともに、地域コミュニティの中核的な役割を担っ

てきたところでございます。 

 １点目の平成20年度から平成27年度まで生まれ

た子供で町内小学校に入学する見込みの人数につ

いてのご質問でございますが、平成20年度に出生

した子供が平成27年度に小学校に入学しておりま

すが、平成20年度の出生者は137名となっておりま

す。さらに、平成21年度の出生者123名、平成22年

度が129名、平成23年度が119名、平成24年度が

116名、平成25年度が138名となっており、平成26年

度が99名、平成27年度につきましては３月１日ま

での数値で87名でございます。 

 ２点目の今後の小中学校の統合の考え方につき

ましては、栄小学校が本年３月末をもって大川小

学校と統合になりますが、これについては将来的

な児童数の減少などを考慮し、地域として決断し、

教育委員会とも協議を重ね、議会にも説明した上

で最終的に教育的な見地から統合の決定をしたも

のでございます。 

 教育委員会としましては、現時点で他の小中学

校の統廃合についての検討はしておりませんが、

今後の児童生徒数、学級数の推移を見きわめ、保

護者の方々、地域住民の意向を踏まえ、子供たち

の将来を考え、学校現場とも協議した上で慎重に

検討していかなければならないものと考えており

ます。 

 ３点目の課外的授業はどう考えているのかにつ

いてでございますが、特にクラブ活動につきまし

ては今後少子化が進み、児童生徒が減少した場合、

それに伴う教職員の配置数も少なくなることが考

えられますので、現状を把握した上で外部人材や

ボランティアなどの活用について検討してまいり

ます。 

 ４点目のクラブ活動に関する今後の編成、練習

の方法、管理者の考え方についてでございますが、

クラブ活動につきましては特に団体競技において

は学校単独でチーム編成ができない場合が生じる

ことから、他校との合同によりチームを編成する

ことが認められておりますので、実態をよく見き

わめながら、保護者や学校とも協議した上で、児

童生徒の健康管理を含めて最適な方法で取り組ん

でまいりたいと考えております。 

 ５点目の課外活動における民間団体のかかわり

についてでございますが、既に中学校の運動系の

クラブ活動においては、保護者等の協力により部

外コーチとしてお願いしておりますが、今後につ

きましても必要に応じ、保護者、学校とも協議し

た上で、経験を有する方々にお力添えをいただく

などの環境整備に向けた取り組みを行ってまいり

たいと考えておりますので、ご理解をお願いいた

します。 

〇８番（吉田浩一君） 最初に、発言順番を間違

ったことおわびいたします。大変申しわけありま

せんでした。 

 再質問させていただきます。まず、町長のほう

なのですけれども、ことしの予算書の中にも火葬

場の基本設計ということが入っているようです

が、今の答弁でも場所も含めて斎場の基本計画を

つくっていきたいと、そういう答弁でした。答弁

聞いてなるほどなと思ったのは、古平町とは結局

話し合いをしたけれども、やらないということで、

余市町単独でいくという結論なのですね、これは。

であれば、逆に余市町としては自由にできるとい

うか、場所も含めてある程度自由にできるのだろ

うというふうに思います。 

 それで、合同墓のことについては、有効な施策

だとは思っているし、小樽にも職員を派遣したけ

れども、今後調査するということで、やるともや

らないともまだ答弁されなかったというふうに、

そういう認識をしております。 

 それで、人が最期を迎えるところが火葬場であ

って、通告の中にも申し上げたとおり、この前、

年明けてから火葬場行ったら非常にきれいになっ
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ていたと。建物の外装は変わらなかったのですけ

れども、内装等を含めて非常にきれいになったな

と思うし、これだったらそんなに苦情来ることな

いだろうなというふうには見ていました。 

 何でも新しければいいということではないので

しょうけれども、なおかつよその町村と比較する

ということにもならないのだとは思うのだけれど

も、札幌の葬斎場に行くことがありまして、行っ

てみたらあそこのところでは女性が全部やってい

るのです。指定管理なの、委託なのと聞いたら、

委託だということだったのですけれども、ひつぎ

をカートに載せる段階は、ひつぎをバスとかで持

ってきて、それをカートというのか、載せるのは

男性というか、要するに葬儀社のほうでやるので

しょうけれども、あとは全部電動なのです。電動

でやって、ひつぎを持ち上げるだとかということ

が一切ないのです。段差もないし、それで女性で

もできると。全部女性がやっていたのです。その

カートというか、それも全部電動で、そして電動

のもと火葬炉に入っていくのです。なるほどなと

思って見ていました。だから、今は余市のほうは

委託で、男性の方がいて、ひつぎを持ち上げると

いうことがあるから、女性では難しいのだろうな

と思うこともあるのだけれども、やはりそういう

ところも考えて、きちんと計画をしていただけれ

ば、より雇用のほうも広がるのでないのかなと思

うのです。 

 最終的に場所だとかその辺というのは、どこに

するのかというのはまだこれから話し合いをして

決めていくのでしょうけれども、合同墓について、

古平町との話し合いが終わって、余市町単独でや

るということであれば、逆に余市町民がこういう

ところがいいのでないかという、そういう希望を

優先すべきでないのかなと。それで、実はこの質

問をしたときに、前もしたときに非常に反応があ

って、早くやってくれということだったのですけ

れども、また今回質問をするに当たって海の見え

るところがいいなとか、そういう希望をされる方

があるのです。これは、火葬場と合同墓というの

が一緒になるのかどうかはわかりませんけれど

も、比較的札幌あたりはそれが一緒になっている

ところが多いのです。なおかつ札幌あたりだと引

き取り手が一切ないよという人もいるようですの

で、亡くなれば火葬しなければならない。火葬し

て引き取り手がない方は、民生部長の名前で預か

るらしいです。民生部長のほうの名前でどこかに

保管をしておいて、３年間という期間を過ぎたら

合同墓のほうに入れるというような手法をとって

いるようです。ですから、これは火葬場の新築と

あわせて一緒にこれをやっていかなければならな

いのでないのかというふうに私は考えているので

す。町長の先ほどの答弁では、今後さらに調査し

ますということですので、そこのところをもう一

歩踏み込んだ答弁をしていただきたいなと、そう

思いますし、そこのところを再度お尋ねいたしま

す。 

 次、教育委員会のほうに質問いたします。生ま

れた子供の数を聞いて、平成25年までは何とか形

になっていたのだな、何とかという言い方は変で

すけれども、100名以上いたのだけれども、ついに

平成26年からは100名切ってしまったのだなとい

うことで、改めてこの数の答弁聞いて、これは相

当考えていかなければならないのかなと、そうい

う時代に入ったのではないのかなという気がいた

します。 

 答弁としては、統廃合は今のところは考えてい

ないよという答弁は、それはそれとして理解しま

すけれども、少なくても平成27年に生まれた子供

たちが６年後には入ってくるということ、入学し

てくるということです。来年以降子供がふえるか

どうかは、生まれてくる子供はわからないけれど

も、恐らく２年続けて100名を切ってしまったとい

うことであれば、まして産科も管内にないとかと

いうふうになってくれば、子供が産みづらい環境
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には変わりなくて、100名超えるようなことがもう

なくなってくるだろうと。であれば、小学校は今

４校あるのでしょうけれども、大規模校は３校で、

中学校も３校ということであれば、単純に言った

ら３で割ったら30人しかいないと。であれば、１

クラスにするのか、２クラスにするのかわからな

いですけれども、とにかくそれしか人数がいない

ということであれば、当然教員配置も今よりもっ

と少なくなってくるでしょうし、いろいろな活動

面を見ていても、東中学校はまだ複数クラスがあ

るので、陸上大会とかでもクラス対抗ということ

でやっているのでしょうけれども、西中学校はも

う子供たちがいないので、全校生徒を一回ガラガ

ラポンして、それで赤組、青組、黄色組とかとい

うふうに分けてやっています。だから、やはりも

う考えていかなければならない時代に入っている

のだと思うのです。今教育長がそれをやりますと

いうふうには言えないのでしょうけれども、その

点の下準備なりはもうしておかなければならない

時代ではないのかなと思うのですけれども、まず

その点の教育長の考え方お尋ねいたします。 

 個別の授業のほうは、それなりに先生がいるの

で、何とかなっていくのでしょうけれども、クラ

ブ活動だとかそういうところが問題になってく

る。今の答弁を聞いたら、他校との合同も十分そ

の辺も視野に入っているよということでしたし、

外部コーチだとか外部の経験者だとかをいろいろ

な形で入れて、クラブ活動もやっていますという

ような答弁だったと思います。 

 それで、一番そこのところで問題になってくる

のは、あくまでも外部の方を入れるだとかという

のは、要するにそこの学校１つに対してそういう

ことですよね。よその学校をまたいでいるという

ことなのですか、例えば外部のコーチとかは。例

えば東中学校だったら東中学校だけで編成したチ

ームなのですか。それに対して外部コーチが入っ

てくるのですか、今は。それとも、もう人数がい

ないので、例えば３校あって、３校から希望者を

集めて、どこかの学校に集めて、そこのところに

外部コーチをつけているのか。その辺の実態とい

うのはどういうふうになっているのですか。 

 なおかつ、現時点でわからないのだけれども、

例えば東中学校と西中学校で合同チームつくって

いますよとかというふうになれば、当然どっちか

で練習をしているということですよね。ただ、そ

の際移動だとかその辺のときどういうふうに学校

側としてはそれを管理をしているのか。その辺が

一番問題になってくるのではないのかなと思うの

です。だから、その辺わからないので、もう少し

その辺の実態を教えていただければなと思いま

す。 

〇町長（嶋  保君） ８番、吉田議員の再度の

ご質問に答弁申し上げますが、答弁の前に私１問

目の答弁の中で２番、吉田議員と申し上げました。

８番、吉田議員に訂正をさせていただきたいと思

います。申しわけございませんでした。 

 まず、去年行かれて大分きれいになったという

部分でございます。これは、担当の職員がそちら

のほうに出向いたりなんなりして、できるだけそ

ういった中できれいしたりという形の中で種々改

良等も加えてきてございます。しかし、何といっ

ても土台が少し基礎自体が傾いているような状況

でございまして、何とかしたいなという形でござ

いまして、これは大きな要因としては平成26年に

過疎指定になったという部分、従前は過疎の中で

も火葬場は過疎債の対象ではございません。それ

が偶然私どもが26年過疎指定になったというとき

と同じくして、26年から火葬場も過疎債の対象に

なったという部分が大きな後押しになって、中期

計画に計上させていただいたという部分でござい

ます。28年に基本計画を策定して、32年まで工事

を実施、そして今の計画の中では33年の供用開始

という中での大きな部分を持っているところでご

ざいますが、何といっても一年でも早くという部
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分ございます。 

 場所のお話等もございました。古平との協議は、

先ほど答弁させていただきましたように、古平も

過疎債の指定になったという部分もございます

し、町内に火葬場がないという部分もございまし

て、私も何とか共同設置という部分も模索をして

きましたが、古平さんの事情というのもあります

ので、単独になったという形でございます。 

 場所につきましては、これから基本計画策定の

中でいろいろな中での検討もしていかなければな

らないと思ってございますが、一番望ましいのは、

これから新たな場所を選定して、それから用地購

入等々入るよりも、現在のところでおさまればそ

れは一番いいのかなと思ってございますが、これ

はどちらにいたしましても平成28年度のこの建て

かえ基本計画策定の中で決定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。 

 それと、これを含めて合同墓等の一緒にという

部分のご質問もございました。私どもも小樽市に

この状況等も調査もさせていただきまして、そし

てまた今合同墓を整備されている部分というのは

大都市だけでございます。小樽市さんの状況等も

伺ったところ、やはり小さなまちになればなるほ

ど神社や寺との結びつき、町との結びつきという

のもまた多いという部分もございますので、それ

らの部分もいろいろな中で協議検討させていただ

いて、今ここで火葬場の部分は申し上げられます

が、合同墓と同時設置という中では今後またその

あたりにつきましては検討をさせていただきたい

というふうに考えておるところでございます。 

〇教育長（中村寿仁君） ８番、吉田議員の小中

学校の統廃合についての再度のご質問にご答弁申

し上げます。 

 先ほども答弁申し上げましたけれども、平成

27年度当初の小学校児童数でございます。これは、

１年から６年までで、栄小学校を含めまして小学

校総体で861人、34クラス、中学校の生徒数が

458人、15クラスとなっておりまして、合計では

1,319人、49クラスとなっております。先ほど申し

上げました平成26年度に出生し、平成33年度に入

学の見込みとなりますが、そのときの小学校全体

の児童数が724人、31クラス、中学校で427人、13ク

ラスとなりまして、合計では1,151人、44クラスと

見込まれております。これは、平成27年度と比べ

まして、小学校で137人、３クラスの減となります。

中学校は31人、そして２クラスの減ということで

ございまして、合計で168人、５クラスの減となる

見込みとなっております。 

 児童数の減少は、ご指摘のとおり、クラブ活動

や集団活動などを含めて児童生徒の教育条件への

影響も懸念され、子供たちの教育上の観点からも

将来的な統廃合の検討もしなければならないもの

とは考えてございます。ただ、本町は、沢地区、

黒川地区、大川地区とそれぞれ歴史のある地域で

ございまして、非常に難しい問題もありますが、

どのような統廃合となるか検討の方向性も含めま

して地域や議会のご意見をいただきながら、慎重

な議論をしていかなければならない時期なのかな

というふうにも考えてございます。 

 次に、２点目のクラブ活動についてでございま

すが、現在クラブ活動の他校との合同チームの現

状でございますけれども、これは東中学校におい

ては男子バレー部が倶知安中学校と、女子バスケ

ット部が旭中学校と編成しております。西中学校

では女子バレー部が古平中学校と、旭中学校の野

球部が仁木中学校と編成をしております。 

 また、外部コーチにつきましては、東中学校が

サッカー部１名、野球部２名、旭中学校では卓球

部が４名の方々にお願いをしているということで

ございます。 

 この合同編成する上での考え方としては、おの

おのの学校の教員が引率をしていくと。練習する

場合も２校であったら２校の教員が一緒について

練習をするというような現状になってございま
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す。 

〇８番（吉田浩一君） まず、学校のほうから再

質問をしたいのですけれども、教育長の答弁とし

ては歴史ある町なので、慎重に統廃合は考えてい

きたいという答弁でした。当然そうだと思います

し、少なくなるとはいえそれなりの人数がいます

から、これですぐ統合というふうにはならないと

は思うのだけれども、例えば今高校とかでもサテ

ライト校とかというのがあります。だから、逆に

３校を１つにして、例えば余市小学校だとか余市

中学校というふうにして、それぞれ分校を配置す

るだとか、そういう考え方もあるのでないかなと

思うのです。そうすれば校長は１人で済むはずで

す。そういう方式もあるのではないかなと思うの

です。だから、そういう考え方を持って、従来ど

おりの考え方だけでなくて、そういう考え方も持

っていただきたいなというふうに思っています。 

 クラブ活動については、おのおの学校の教員が

今は引率して移動しているということなのですけ

れども、結構町内の学校と、仁木くらいだったら

そんなに遠くないけれども、古平も今そんなに遠

くないか。それでもそれなりに移動しなければな

らないということであれば、当然それはその間何

で移動しているのだというまた問題にもなってく

ると思うので。それで、その場合誰がその主導権

を持つのかだとか、練習中にけがをした場合どう

するのかとかというところもちゃんと現時点で取

り決められているのですか。その辺をまず答弁い

ただきたいなということと、将来的には外部コー

チも必要なのでしょうけれども、１人か２人やり

たいのだよという子供たちが必ずいるのだから、

どこまで対応するのかというその問題があると思

うのです。だから、例えばバスケットはここでや

ります、野球はここでやります、バレーはここで

やりますだとかというふうな形をとっていったほ

うが、そこのところにちゃんと責任者を配置して

やるというのがいい方法ではないのかなと思うの

だけれども、その辺の配置というか、考え方も教

育長に再度お尋ねしたいなと思います。 

 町長のほうです。町長の現時点の考え方はわか

りました。火葬場の位置としては、現在のところ

が第１候補と考えていますと、今のところ。合同

墓のほうについては、ほかの神社、お寺との関係

があるので、今ここで明確にやりますともちょっ

と言えないというような、答弁としてはわかりま

す。ただ、逆に今の場所というのはああいう形で、

火葬場に国道から上がりづらいという問題もあり

ます。駐車場のスペースとしても非常に狭いとい

うところもあるし、それでは平場に持ってきて、

町場に持ってきて、それで皆さんが納得するのか

といったら、それもまたないのかもしれないのだ

けれども、第１候補としては町長はそういうふう

に考えているのでしょうけれども、そこに限らず

広くちょっと皆さんから意見もらうという感じの

ほうが私はいいのではないのかなと思うのです。 

 それとあわせてどうしても、さっき札幌市の合

同墓のほうのお話もちょっとしたのですけれど

も、これからひとり暮らしもふえるということで、

お寺にもお世話になりたくないとかという人もた

くさん出てくるでしょうから、そのためには公設

でそういうのがこれから必要になってくると思う

のです。現時点でも入るところないから、お寺に

引っ越すかなとかという人、それは冗談なのでし

ょうけれども、そういうふうに話す人もいますの

で、その辺何とか実現に向けて考えていただきた

いなと。これは、答弁今この場でできないという

のであれば、それはそれで構いませんけれども、

時代がそれを要求しているということだけの認識

はしていただきたいなと、そう思っております。 

〇町長（嶋  保君） ８番、吉田議員の再度の

ご質問に答弁をいたします。 

 火葬場の関係でございます。場所の件につきま

してご質問もいただきました。先ほど今この場所

を基本にという中で基本計画策定にいきたいとい
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うふうに答弁をさせていただきました。そういっ

た中で今の中では、先ほど申し上げましたけれど

も、28年に基本計画、そして29年、30年と基本設

計、実施設計、31、32で工事という大きな部分持

ってございますが、私できればこれから用地買収

だとか用地選定とかないような形で、できれば

33年の供用開始というのを一年でも前倒しできれ

ばなという部分も考えてございますので、そうい

った中では先ほど来答弁繰り返しになりますけれ

ども、この部分で、上りづらいとかいろいろあり

ました、道路の部分。これらも今のあそこの中で

現地で建てかえできるのかどうかという部分の基

本計画の基本にして計画をしていきたいというふ

うに思ってございますし、それらこれからの策定

等の部分ではいろいろな広く意見を聴取しなが

ら、もちろん所管委員会等の協議もいただきなが

ら、この業務はスピーディーに、なおかつ慎重に

進めていきたいというふうに考えております。 

〇教育長（中村寿仁君） ８番、吉田議員の再度

のご質問にご答弁申し上げます。 

 まず、統廃合の関係ですが、実は平成27年に文

部科学省から公立小学校・中学校の適正規模・適

正配置等に関する手引ということで、少子化に対

応した活力ある学校づくりに向けてという通達が

来てございます。それには標準的な考え方として

の学校の適正規模、適正配置についてや学校統合

に関しての留意するべき点などが示されておりま

して、少子化に伴い今後10年以上の児童生徒数の

動向を踏まえた上で、子供たちの減少に伴う教育

条件の悪化や教育的な課題が明らかとなる場合に

は、地域の将来的な状況を含めて、時間的な余裕

を持って、学校統廃合の適否について検討する必

要があるという見解が示されておりまして、議員

ご指摘のとおりでございます。統廃合については、

地域の意見を聞くだとか地域の状況を含めて、先

ほど議員ご指摘のありましたようないろいろな方

法があると思います。今後につきましては、この

手引も勘案しながら、そういうような形でいろい

ろな多様な部分での検討をしてまいりたいという

ふうに考えてございます。 

 次に、クラブ活動の件でございます。今も合同

チーム編成しているわけですが、これについては

それぞれの学校と保護者、教員が協議した中で、

どちらで練習するかというような部分も含めて検

討をしているということでございまして、そうい

う部分については、おのおのの意見を聞きながら

今後も対応していくかなというふうに考えてござ

います。 

 それで、１人、２人がやりたいから統合するか

どうかということでございますけれども、それに

ついても子供の意見を尊重する部分もあります

し、それもあわせて保護者、それと学校との協議

の中で決定していくべきものと思います。 

 それとあわせましてけがをした場合どうするの

だということでございますけれども、けがをした

場合には学校でけがをした場合の保険等ございま

す。それには該当するということで認識しており

ますが、先生方の引率の面も含めて、今後とも子

供たちの安全を含めて留意してやっていきたいと

いうふうに考えてございます。 

〇議長（中井寿夫君） 吉田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４１分 

再開 午前１１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１回定

例会においてさきに通告しました質問１件につい

て答弁を求めるものです。町長並びに理事者の皆



－70－ 

様におかれましては、要を得た答弁のほどよろし

くお願いします。 

 質問の趣旨は、子供の医療費無料化年齢拡大に

ついてです。昨年９月の平成27年第３回定例会の

一般質問において、私は子供の医療費助成無料化

年齢の拡大について町長に伺いました。このたび

若い世代を代表する者として、再び子育てするな

ら余市町が一番のまちづくりを願って質問いたし

ます。 

 ９月の平成27年第３回定例会の町長の答弁で

は、要約しますと必要性は承知している。しかし、

本来は国が一元的に行うべき制度であり、各自治

体が競い合うべき性質のものではない。国の基準

を上回る部分の医療費の助成をこれからも恒常的

に、将来的に続けられるというような財政状況で

はないというものでした。地方自治体の理念は全

国共通であり、国に実現を迫りながら地域住民の

願いを届け、暮らしの防波堤の役割を果たすべき

ものだと私は考えています。 

 昨今日本国民の貧困化、とりわけ子供の貧困化

の問題が深刻な社会問題となっております。

2014年７月に発表された平成25年国民生活基礎調

査によると、18歳未満の子供の貧困率は16.3％と

過去最悪を更新しました。昨年で40％を超えた非

正規雇用者比率、生活物価の上昇に追いつかない

家計所得、さらにはふえ続ける保険税や消費税、

これらに連動する消費環境の悪化、これらが複雑

に絡み合い、経済の低迷という深刻な悪循環を招

き、かねてより問題となっている働く貧困、ワー

キングプアという問題が子供の貧困化という問題

にまで波及し、加速しています。安心して子育て

できる環境の整備、これは子供を持つ保護者の切

実な要求であると同時に、地方自治法第１条の２

の条文及びその精神に照らし合わせれば何におい

ても実現しなければならない地方自治体の重大な

使命でもあります。 

 国は、地方創生関連の分野での交付金の利用に

ついて関連交付金を医療費の独自助成などに充て

る場合は国庫負担金の減額措置、ペナルティーの

対象とはしないという答申を出し、塩崎厚生労働

大臣も昨年12月の記者会見でことしの春ごろをめ

どに減額措置の見直しを行ってまいりたいとして

います。医療費をめぐる問題、その情勢は刻々と

前向きな形で変化しつつあります。これらを踏ま

えた上で、以下の３点について答弁を願います。 

 １点目、平成26年度余市町各会計決算特別委員

会において仮の試算を示されておりましたが、独

自実施に当たって他町村と比較して極めて困難な

財政事情とは一体何なのか。 

 ２点目、余市町における子供の貧困率はどうな

のか。 

 ３点目、国の動向の変化が報道などで伝えられ

る中、余市町としては今後国や道に対しどのよう

な働きかけを続けていくのか。 

 以上、３点について答弁をお願いします。 

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。 

 本町における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

ございますが、最近の他市町村におきます子供の

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、本町としましては

管内市町村の動向を注視するとともに、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。 

 １点目の医療費助成制度の拡大の仮試算に対

し、他町村と比較して困難な財政事情についてで

ありますが、本町の現時点での試算におきまして

は、小学生まで拡大した場合は1,300万円、中学生

まで拡大した場合は600万円の新たな財源が必要

となり、既存の乳幼児等の医療費助成額と合わせ

ますと3,600万円程度の財源が必要になると試算

いたしております。また、これらの財源につきま
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しては、恒常的に必要となる財源でありますこと

から、他の事業とあわせ、さまざまな角度から検

討していかなければならない問題と考えておりま

す。 

 ２点目の余市町における子供の貧困率について

でございますが、国民生活基礎調査は全国から無

作為に抽出した約9,000世帯の調査結果であり、市

町村単位での貧困率は出されてございませんの

で、ご理解を賜りたいと存じます。 

 ３点目の国や道に対する本町の働きかけについ

てでありますが、これまで子供の医療費のあり方

につきましては、昨年の全国町村長大会及び全国

市長会での決議や国庫負担金の減額措置におきま

す全国知事会、全国市長会、全国町村会、さらに

は国保中央会等の各種要請、要望等から国におき

ましてもことしの春ころを目途に一定の方向を見

出すよう審議しているものと考えております。ご

質問の今後における本町の働きかけにつきまして

は、引き続き国や他市町村の動向を注視するとと

もに、本制度の無料化等につきましては国におい

て統一的な制度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て国への

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） わかりました。２番につ

いてはデータがないということでしたので、１番

目の新たに3,600万円相当の新規財源が必要にな

ると。なかなかこれは難しいものがあると。検討

は続けたいということでございました。 

 ただ、最近進んでいる地方創生交付金関連の分

野なのですけれども、これに関するどういった分

野で使っても大丈夫なのかというやりとりをされ

ていたと思うのですが、その中で医療費助成も該

当項目に入っております。そして、国はさらにこ

れを使ってやる場合は交付金査定の対象にはしな

いと、ペナルティーにはしないと。それをてこに

して実施に踏み切ろうと策定を進めている自治体

も実際あります。 

 しかし、余市町のほうは、先日提出いただきま

したまだ案の段階ですけれども、地方創生関連の

計画書を見ていますと、ワイン特区であるとかそ

ういった産業振興のほうに主に使っていこうと。

一方では、住みかえ住宅、この分野はちょっとど

の財源かは私もわからないのですけれども、そう

いった形で医療費とは別の分野に投じていこうと

いう計画ではあるということは認識しています。

もちろん仕事がなければ人は住めませんので、そ

こは大事なことだと思っていますし、私はもっと

もっと進めたほうがいいのではないかなと個人的

には思っている次第でございます。ただ、一方で

単純に仕事をつくったので、来てくださいといっ

ても、なかなかそれだけでは踏み切れない部分も

あると思います。といいますのも、まだ予算段階

で審議中ではございますけれども、隣の小樽市も

助成拡大に踏み切ろうという動きを見せている

と。もしこれが実現しますと、余市町を取り巻く

状況はどうなるかといいますと、助成制度の分野

においてはほかのまちよりもおくれをとっている

状態に事実上なってしまうわけではないですか。

もちろんまち、まちによって助成している対象で

あったりが若干異なりますので、一律に論じるこ

とは確かに難しいのではありますけれども、しか

し普通に生活している人からすれば、報道等の表

現の問題もありますけれども、周りのまち無料化

しているよ、余市町だけおくれているよというふ

うに言われかねない状況に徐々になってきてしま

っていると。 

 実際に私今子育てされている方はどういう気持

ちでいるのかなと調べて回ったのですけれども、

その中で言われた私も背筋が寒くなった話があり

まして、職場は余市町にあるのだと。それを変え

るつもりは別にないと。ただ、子供がまだ小学校

の中学年だと。その方は、仁木町に引っ越そうか

なと真剣に考えることがあるのだと。何でですか
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と伺ったら、働く場所はありがたいことに町内に

あると。それは何とかなると。ただ、周りのまち

のほうが結局子育てするには適している。行政も

それを応援する形で優遇策を打っていると。どの

まちだってお金が潤沢にあるわけではないはずだ

けれども、それでも踏み込んでやっていると。だ

ったらば住民票を隣のまちに移してしまって、そ

の方は仁木町と言っていましたけれども、仁木町

に移して、住居も引っ越して、子供は地元の学校

に通わせて、自分だけ車で15分程度運転すれば余

市町まで来れるので、いつもどおり仕事をすると。

こうなってまいりますと、労働人口は確保できる

かもしれませんけれども、町全体の人口を今度は

維持できなくなってくるという部分がまた出てく

るのではないかなと。 

 この計画の中では重点フィルターを設定して、

このままいったら大変ひどい人口推移になるだろ

う、それを何とか食いとめていこうとしています

けれども、では実際に高校生たちはどう思ってい

るのだいという調査をしていったら、一回出たら

なかなか帰ってきたくないと。仕事もないしと。

仕事もないしももちろんですけれども、ではいざ

子育てをしようと思ったときになかなか援助が受

けられないというのであれば、やはり二の足を踏

まれてしまうだろうと。 

 実際にこの町に住まわれて、この町で仕事をし

ていて、引っ越す気が別にないという方のお話も

聞いてまいりました。ことしの２月、ちょうどイ

ンフルエンザの警報が出ていたころに、その方は

奥様だったのですけれども、旦那さんとお子さん

が一緒に風邪を引いたと。インフルエンザではな

かったそうなのですけれども、同時に風邪を引か

れてしまったのと、家の支払いの関係などがあっ

たものだから手元にお金がなかったと。子供はす

ぐに病院に連れていったと。インフルエンザでは

なく風邪ですねと。だから、薬を出しますので、

家で寝ていてくださいと言われて、治ったと。そ

したら、旦那さんのほうはどうかといったら、ほ

ぼ同じ症状が出ていたので、お金もないので、申

しわけないけれども、市販の薬を飲んで寝ていて

くださいといって、結果的に無事に風邪は治った

そうなのですけれども、そのときどうでしたと聞

いてみたら、全部とは言わないまでももしせめて

子供の分だけでも公費で面倒見てもらえるのだっ

たら、旦那さんも一緒に病院に連れていけたのに

と。もっと言うと、この旦那さんは働いた日数イ

コールお給料出る形の形態で働いているそうでし

て、その方が休むイコール家計所得がなくなると

いうちょっと危機的な状況ではあったわけでござ

います。こういう面から考えましても、実際に出

費をするどうのというのもありますけれども、あ

ったほうが安心できると。そういう医療費もろも

ろのことの憂いを考えずに目の前の問題であった

り、日々の生活だったりに集中できるという部分

は必ず出てくるのではないかと思っています。 

 確かに財源は決して楽ではないと思います。し

かし、仕事をつくることとその人が一緒に町に住

んでいただくこと、これを同時に達成していかな

いと人口減少という問題まで話を広げた場合にい

い結果を生みにくくなってくるのではないでしょ

うか。その点を踏まえて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いたします。 

 まず、地方創生の部分もご質問等もございまし

た。これにつきましては、私ども重点フィルター

の３点という中でありましたように特化した部分

で策定をさせていただきました。メニューの中に

は子育ての部分だとかもありますけれども、今回

採択の状況等を見ますと、これは１つは広域とい

う形の中で、メニューにありますけれども、多分

私どもが町単独で子育ての部分をやったとしても

採択にはならなかったというふうに思っておりま

す。これは、今回の地方創生の部分、雇用を創出

する、にぎわいを創出する、仕事をつくるという
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中で、そういった中で広域的な取り組みという中

でございまして、そしてまたここの中で先ほど議

員もおっしゃいましたけれども、塩崎厚生労働大

臣もこれらの部分についてはペナルティーから除

いていくと。これが極論して逆から見ていいこと

なのかどうかという部分も、本来的には国がきち

んとやりますから、ペナルティーはきちんと設け

ますよというふうに私はやってほしいのですけれ

ども、逆に地方の中でどんどん、どんどん国で責

任を持たないで競争だけさせて、そしてやりなさ

いという形もちょっといかがなと私もこの部分は

逆に思いはございます。 

 それと、仁木町に引っ越すような話もという形

の中で、これはそういう方もいたという中で、こ

れが子育ての方が全てだとは私も思ってございま

せん。そしてまた、子育て、医療、介護の部分、

この医療費の無料化については後志管内の中で私

どもは余市町がおくれているという部分は確かに

認識はしてございますが、しかし、私はこの中で

子育てや医療、介護等、余市町が進んでいる部分

もあるというふうに思っております。財源的にも

申し上げれば経常収支比率も後志の中では一番高

い部分ございますし、基金等も１人当たりの部分

につきましては低いという部分、そういった中で

これは子育ての分野のみに特化した中で、民生部

門に特化した中で今恒常的にこの部分をやってい

くという中では非常に財源的に厳しいものがある

という中で、平成28年度については実施をしなか

ったという部分がございます。 

〇14番（大物 翔君） わかりました。 

 ただ、国が実際動こうと、実際どうなるかはわ

からないですけれども、検討はしているだろうと

いう状況になってきたと。これは、とりもなおさ

ず地域の住民が何とかしてほしいという声を上げ

て、自治体もそのとおりだと考えて、今のどうに

もならなくなったような状況を何とかしてくれと

ずっと昔から声を上げ続けてきたわけではないで

すか。その結果、昨年の秋、冬、北海道議会でも

全会一致で医療費補助のペナルティーをやめなさ

いだとか、あるいはもっと拡大しなさいという形

で意見書の採択も行われていると。あれほど動か

ないと言われた国がとうとう動くかもしれない

と。現実的な段階まで来つつあると。これは、と

りもなおさず我々議会であったり、あるいは自治

体であったり、こういったものが住民の方と一丸

となって声を上げ続けたから、とうとう現状を鑑

みてこれは考えねばならぬと国が思うところまで

きたと。これは、一つの大きな成果だと思うので

す。 

 ただ、前回も私申し上げましたけれども、それ

は実現がいつになるかは正直言うとわからない

と。ただ、現にこうやってさすがにもう負担に耐

えられないといって、住む場所まで変更すること

まで考えざるを得ないという状況に来つつある人

も現にいるわけではないですか。仮に一気に全部

をやることが財源上どうしても無理だというので

あれば、例えば最初は３年生まで、あるいは小学

校６年生までとか、もし３学年刻みでも難しいと

いうのであれば１年生刻みでも少しずつ様子を見

ながら進めていくと、そういった考え方もひとつ

大切になってくるのではないかなと考えます。 

 いずれにしましても、先日のしんぶん赤旗だっ

たと思うのですけれども、税金等々払った上での

可処分所得ですか、働く人のが今どのぐらいの位

置にあるかというのを指数化していった結果、ほ

ぼ30年前と変わらないと。ただ、そのころは消費

税ももちろんなかったわけですし、今後のことを

考えるとなかなか消費活動も振るわないだろう

と。まして消費税がもしかしたら上がるかもしれ

ないという状況の中ですから、ますます慎重にな

っていく。すると、やっぱり家計も振るわないし、

消費も振るわないしとなると、回り回って結局町

税の落ち込みという形でそれがはね返ってきてし

まうと。そうなってしまうと、ますます必要なの
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だけれども、お金がないからできないということ

を理由にして、住民に無理を強いていかざるを得

なくなる状況が今後出てくるだろうと。では、こ

の悪循環を断つためには一気には無理でも、ちょ

っとずつでも、少しずつでも、最終的に国が一律

でこれをやりますという状態に持っていくまでの

期間だけでも構わないので、何とかしてほしいと

いう住民の思いに応えて、ゆっくりでもできるだ

け具体的な形で実現していくことが大切なのでは

ないでしょうか。 

 確かに今すぐやりますというわけにいかない事

情もわかります。しかし、ずっとそれを続けてし

まっては、そのうち住む人がいなくなってしまい

ます。それにかつて余市町は、どちらかというと

退職された方を移住受け入れという形で人口減を

緩やかにしてきたという経緯があったと伺ってい

ますが、しかし当のその人たちを今度は誰が支え

るのだという問題が出てくるわけでございます。

残念ながら、余市町だけではございませんけれど

も、総人口に占める高齢化比率がだんだん上がっ

ていっております。すると、今まで１人の高齢者

を２人で支えていたのが１人になっていくと、こ

ういった事例がどんどん出てきているわけではな

いですか。これを何とか改善していこうと思った

ら、最終的には人口増を図っていくしかないと。

では、その人口増を図る上での重要な手段の一つ

になるのが医療費の助成であると。この点まで踏

まえた上で、あやふやになってしまって申しわけ

ないのですけれども、ご答弁願えたらと思います。 

〇町長（嶋  保君） 14番、大物議員の再度の

ご質問に答弁をいたします。 

 先ほども申し上げました。この子供の医療費無

料化年齢の拡大という部分につきまして後志管内

だんだん、だんだんほとんどの町村が実施してき

ているというのもこれはまた事実でございます。

そういった中で、答弁繰り返しになりますが、こ

れは本来的には国がしっかりとした制度をつくっ

て一律でやるべきことで、市町村がこの部分で競

い合って、そこに財源を投入して、隣より、隣よ

りという形の中でどんどん、どんどん上げていく

ということはいかがかなというふうに思っている

ところでございます。 

 子育て分野におきますこれらの医療費の無料化

等の年齢の拡大等の部分、非常に財源的にも補助

的な部分でございまして、私どもも最近は赤字予

算等も組まなくなりましたけれども、まだまだ財

政的には非常に後志管内の中で厳しい状況という

のは続いているという部分はこれは事実でござい

まして、私どももそのあたりの見きわめない中で、

はい、わかりましたという中でそういった拡大に

すぐやっていけるかという部分はまだ財政的にも

ないという、見通しがついていない部分がござい

ます。しかし、子育ての分野、さらには人口増等

の部分のご提言等も理解はするところでございま

すが、いましばらくこのあたりの部分は今後の検

討課題と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） 大物議員の発言が終わり

ました。 

 発言順位４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） 私のほうから町内巡回

バスの運行について、１件３点にわたって答弁を

お願いいたします。どうかよろしくお願いします。 

 高齢化が一段と進む中、買い物、通院、入院、

役所などへの用事など移動が困難な人が急速にふ

えています。昨年日本共産党余市町委員会が行っ

た町民アンケートにも町内巡回バスに関して意見

が寄せられています。余市町は、まあまあ住みよ

いと答えた方でもバス停が遠いので、大変不便と

思われております。住みにくいと答えた方は、厳

しい意見が出ております。交通の便が悪い。高齢

者に何の特典もない。高齢者に冷たい。子供を育

てるのに大変だと厳しい意見です。住みやすい、
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住みにくいにその他と回答した方は、今は車の運

転ができ、買い物、通院に不自由はないが、運転

ができなくなったときには余市町を出て、子供の

近くに住むことを考えている。移動手段がタクシ

ーになってしまうのでと答えています。 

 今関心の高い問題で巡回バスについて、高齢者

のために巡回バスを。今は自転車で買い物をして

いますが、冬期間は歩いて片道40分かかってしま

います。何とかしてほしい。通院、買い物などの

外出時、自家用車のない人は困る。巡回バスにつ

いて全国的には実施して成功している例を見習う

べきなどです。 

 高齢化社会が進んでいますが、何を望みますか

には、巡回バスがないのだから外出援助、買い物

援助サービスはつくるべきだとの声です。 

 私が直接お聞きした中でも自家用車がないた

め、路線バスの停留所まで数キロも歩かなければ

ならない。住宅地に住んでいても足腰が弱って、

離れたバス停までタクシーを使うのは経済的負担

が大きく、なかなか外出できないなど交通権、移

動権の保障は切実な要求となっております。 

 高齢によるマイカー運転が困難、危険になって

きた人もふえています。貧困により公共交通の運

賃負担やマイカーの保有が経済的に困難になった

層は若者にも広がっています。 

 日本共産党余市町議団は、これまでも住民の移

動権を保障するため行政、交通事業者、住民との

協働で町内巡回バスの運行など生活交通の確立を

要望してきました。そこで、以下のことについて

質問します。 

 １、昨年の第２回定例会で中谷議員が町内巡回

バスについて質問を行いました。その答弁の中で

町長は、地域の実情を把握するとともに、町内外

の有識者で構成する外部委員会での協議などを通

し、巡回バスを含めた地域公共交通のあり方につ

いて検討すると言われています。また、地方版総

合戦略の中でしっかりと取り組んでいきたいとも

答えています。まず、この件についてどのように

取り組まれたのかお聞きします。 

 ２点目、交通権、国民の移動する権利は、憲法

22条、居住、移転及び職業選択の自由、第25条、

生存権、第13条、幸福追求権などを実現する具体

的な権利であり、住民が自由に安心、安全に移動

できる権利である交通権は、基本的人権として保

障されなければならないとされていますが、町長

はどのようにお考えですか。 

 ３点目、昨年度の町政執行方針でも第１に住み

よく安心して暮らせるまちづくりを取り上げ、高

齢者が可能な限り住みなれた地域でその有する能

力に応じて自立した日常生活を営み、安心して暮

らすことができることをうたっています。そのた

めに住民の移動権を保障するための基本的施策に

地域公共交通はどのように位置づけられています

か。 

 以上、３点についてご答弁をお願いいたします。 

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。 

 最初に、ご質問の１点目、町内巡回バスにかか

わる町としての取り組みについてでございます。

高齢化社会が急速に進む中、安心して暮らせる地

域づくりを進める上で公共交通の確保は大変重要

な課題であると認識しております。こうした中、

町ではこの間町内巡回バスについて先行事例を調

査するとともに、地域の方々から実情をお伺いす

るなど取り組みを進めてまいりました。先行事例

といたしましては、管内においては倶知安町、ニ

セコ町においてそれぞれコミュニティバスやデマ

ンドバスが運行されており、また岩内町において

も昨年の10月から11月にかけてコミュニティバス

の試験運行を行うなど、国の制度を活用しての取

り組みが行われていることから、これらの事例に

ついて資料収集などの調査を行ってまいりまし

た。 

 また、地域の実情を把握する一助として、町内
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でバスが運行されていないエリアの中で比較的居

住者が多い地区、具体的には美園、山田区会の役

員の方々と懇談を行っております。懇談の中では、

現時点では通院や買い物の際の交通手段について

地域で大きな課題にはなっていないが、今後は高

齢化の進展に伴って交通手段を持たない方々がふ

えてくるのではないかとのご意見もいただいてお

ります。さらには、現在パブリックコメントを実

施している余市町まち・ひと・しごと創生総合戦

略の策定過程におきましても高齢者が元気で安心

して暮らせるまちづくりの重要性について種々ご

意見を頂戴したところでございます。今後につき

ましても地域公共交通の確保に向け、先行事例の

調査や地域の実情把握に努めてまいります。 

 次に、ご質問の２点目、交通権についてでござ

います。ご質問にもありますとおり、住民が自由

に、そして安心、安全に移動できることは、地域

生活を営む上で大変重要な権利であると考えてお

ります。平成25年12月には交通に関する施策につ

いて基本理念及びその実現を図るのに基本となる

事項を定めた交通政策基本法が施行されておりま

す。町といたしましてもこれらの法の趣旨を踏ま

えて、地域公共交通の確保に向けた調査検討を進

めてまいります。 

 次に、ご質問の３点目、町政における地域公共

交通の位置づけについてでございます。地域公共

交通につきましては、第４次余市町総合計画の基

本計画第１節、住みよく安心して暮らせるまちを

つくるの町民生活に密着した社会資本を整備する

ための施策において、町民生活に欠かせない路線

バス、鉄道路線の維持、充実に向け、関係機関へ

の要望を行うとともに、町内における高齢化社会

に対応した公共交通のあり方について検討を進め

ますとの目標を掲げており、今後ともこの目標に

沿って地域公共交通の確保、充実に努めてまいり

ますので、ご理解をお願い申し上げます。 

〇13番（安久莊一郎君） 13番、安久から再度質

問いたします。 

 やはり町長が今言われたように実情把握がまず

第一だと思います。切実な要求については、先ほ

ど紹介いたしました我が党のアンケート結果に大

体その答えというのが実情がつかめるようになっ

ていると思うのです。ですから、これだけ切実な

要求が今地域にありますので、一歩どうやってこ

れが実現できるかという方向に進めてもらわない

とならないのではないかと思います。 

 それで、先ほど２点目で私が基本的人権との絡

みでお聞きしましたけれども、この観点が非常に

大事ではないかと思うのです。憲法22条の居住、

移転の自由について、私も先ほど紹介いたしまし

たけれども、これをどのように考えるか、移転の

自由というところです。これをまずお聞きしたい

と思うのです。 

 それから、昨年度の町政執行方針、ここにはっ

きりと高齢者が住みなれた地域でその有する能力

に応じて自立した生活を営み、安心して暮らすこ

とができると、これはぜひともこの方向で実現す

るために、やっぱりその点から地域公共交通を考

える必要があると思います。住民がいつまでも住

み続けたい、住み続けられる地域とはどのような

ものかと。私は、医療、福祉、教育が行き届いて

いる地域と考えるが、どうでしょうか。それから、

医療、福祉、教育を充実させるとともに、社会イ

ンフラとしての交通がその基盤になければならな

いと思いますが、どうでしょうか。 

 それから、先ほど紹介しました昨年の第２回定

例会での中谷議員に対する町長答弁で、先ほども

お話がありましたけれども、町政懇談会やられて、

このときの答弁では４ブロックで２回ずつ、８回

実施しまして、この中では巡回バスの部分は要望

ございませんでしたということでした。しかし、

第４次余市町総合計画中期見直し、これらのアン

ケートの中では数は少なかったのですが、８件ほ

ど要望がございましたとあります。先ほど美園、
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山田のところで特に声をお聞きになられたとあり

ましたけれども、やっぱりこれは全町的にその地

域ごとによって条件が違います。だから、実情把

握ということは、余市町も生活圏が広がっており

ますから、それぞれの地域によってまた要望が違

うと思うのです。ですから、全町的に地域を考え

ていってつかむ必要があるのではないかと思いま

すけれども、ぜひそういう実情把握をまず第一に

やっていただきたい。 

 それから、先ほど近隣の地域でもいろいろな形

での巡回バスが運行されていると言っていますけ

れども、それはそれぞれの地域で、また余市町と

は一緒にはならないと思うのです。だから、余市

町は余市町に合ったものをつくっていくし、それ

ができなければならないと思います。ですから、

それぞれ自治体は住民の生活を守るために努力し

てやっているわけですから、そういう競い合いを

どんどんやって、余市町もその中で余市町の住民

のためにこういうことをやっているという姿を町

民の中に知らせていくと、それが大事でないかと

思いますので、まずその点お聞きしたいと思いま

す。 

〇町長（嶋  保君） 13番、安久議員からの再

度のご質問に答弁をいたします。 

 先ほども申し上げました。町政懇談会等の中で

は、今回もそうですが、具体的にこの部分の要望

等は出ておりませんでした。そしてまた、町内で

バスが運行されていないエリアの中で比較的居住

者が多い美園や山田区会の役員の方々ともお話を

させていただきました。そういった中では、今は

大きな課題になっていないが、今後はそういうこ

とが懸念されるというご意見等も伺ってございま

す。おっしゃられるとおり、いろいろな地域の声

を聞くというのはもちろん重要だというふうに思

ってございます。そういった中では、今後もいろ

いろな実情把握、そしてまた他町村等の実施の状

況等を継続して調査を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。そういった中で、

私どもも今後これらの公共交通をどう確保してい

くかという部分は、この高齢化社会の中では避け

て通れない問題だというふうに考えてございます

ので、なお一層そのあたりの部分実情はどうなっ

ているのか、どの程度の要望があって、どういう

要望なのかという部分をしっかりと捉えていきた

いというふうに思っているところでございます。 

 また、基本的人権の問題も今ご質問にございま

した。交通政策基本法が施行されております。そ

れらにつきましても、先ほど来の答弁の繰り返し

になりますが、こういった法律をつくった中では

国としてもしっかりとした財源の問題、指針の問

題、どういった取り組みするという部分も明確に

示していただかなければならないというふうに思

ってございますし、それらを踏まえて町としても

しっかり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。 

〇13番（安久莊一郎君） まず、先ほどの基本的

人権のところに関してですけれども、2001年にあ

る地裁で出された判決があります。これは、憲法

22条の居住、移転の自由について自己の選択する

ところに従い、社会のさまざまな事物に触れ、人

と接し、コミュニケートすることは、人が人とし

て生存する上で決定的重要性を有することと述べ

ております。ですから、人が自由に外出していく、

そして人と接する、それからいろいろなものとも

触れ合う、これが人として生存する上で決定的重

要性だと言っているわけです。ですから、そうい

う立場に立つ、そこから物事が、この交通権の問

題は始まると思うので、その点について再度伺い

たいと思います。 

 それから、地域公共交通を考えるときに住民が

いつまでも住み続けたいと、それから余市町が住

み続けられる地域とならなければならないと思う

のですけれども、そのためにはどのようなものが

必要かといいますと、医療、福祉、教育が行き届
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いている地域、これを考えなければならないので、

この点は町長とも一致できると思うけれども、さ

てその医療、福祉、教育を充実させるとともに社

会インフラとしての交通が基盤にならなければ、

この医療、福祉、教育が充実しないと思うのです。

ですから、その点についてのこういう基本線、町

長がどういう立場におられるかということを再度

お聞きして、私の質問としたいと思います。 

〇町長（嶋  保君） 13番、安久議員の再度の

ご質問に答弁させていただきます。 

 まず、2001年の判例、これは私初めてお聞きし

た部分もございます。今後それらも含めて勉強し

たいと思っておりますが、これは権利等の問題と

は別にお年寄りが家に閉じこもることなく外に出

て活動するということは、いろいろな部分で非常

に重要なことだというふうに思っております。そ

ういった中では、私どもも生涯教育の部分、さら

にはいろいろな老人のサークル等の部分、そうい

った中にどんどん、どんどん出てほしいという思

いは思っているところでございます。 

 それと、２点目の住み続けていたいという部分、

これは私どもも住み続けていたいというふうな町

民が多くなる、そして住んでみたいというような

町にすべく今後ともそういった中での活動をして

いきたいというふうに思っているところでござい

ます。 

〇議長（中井寿夫君） 安久議員の発言が終わり

ました。 

 昼食のため午後１時まで休憩します。 

休憩 午前１１時４５分 

再開 午後 １時００分 

〇議長（中井寿夫君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 一般質問を続行します。 

 発言順位５番、議席番号４番、岸本議員の発言

を許します。 

〇４番（岸本好且君） 平成28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１件

につきまして質問をいたします。町長におかれま

しては、答弁方よろしくお願いいたします。 

 泊原発事故を想定した本町の取り組みについ

て。北海道電力泊原子力発電所を初めとする原発

の再稼働については、東電福島第一原発事故の原

因究明や国の原子力政策に対する国民の信頼への

理解と合意を得られるまでは、当然凍結すべきと

考えます。その中、営業運転に向け再稼働を行っ

た関西電力高浜原発４号機は、試運転において送

電線側から想定を超える電流が流れ、緊急停止し

たと発表いたしました。原発事故に対する不安は、

泊原発から30キロ圏内の緊急時防護措置準備区域

内に位置する余市町にとっても現実に突きつけら

れています。原子力行政は、原発事故から町民を

守ることが何より重要と考えます。 

 近年泊原発で事故が起きた際の健康被害に対す

る問題を重視した取り組みが民間レベルでも行わ

れています。特に甲状腺被曝を防ぐ安定ヨウ素剤

の扱いについて研修会が岩内町で開催されまし

た。ヨウ素剤は、原発事故発生時にあらかじめ服

用して甲状腺を満たすことで、放射性ヨウ素の吸

収を防ぐことができる。事故発生緊急時に避難行

動とあわせ最も重要な対応です。 

 また、福島県では東電福島第一原発事故を受け、

当時18歳以下約38万人を対象に甲状腺検査でがん

発生との因果関係について調査を行っています。 

 さらに、原子力事故における関係自治体への損

害賠償の対応についても同じく福島県浪江町で現

在なお賠償の和解案に進展がなく、電力会社は拒

み続けています。 

 私たちは、2011年３月11日に発生した東日本大

震災に伴う福島第一原発事故から多くのことを学

んだはずです。決して事故を風化させてはなりま

せん。泊原発から30キロ圏内に位置する余市町の

住民をしっかり守る責務があります。泊原発事故
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を想定した取り組みの重要性を踏まえ、以下４点

について質問いたします。 

 １、泊原発事故発生時における本町の安定ヨウ

素剤服用の手順について。 

 ２、３歳未満の乳幼児は、ヨウ素剤を溶かした

シロップを服用させますが、その対応について。 

 ３、事故発生後町民の健康被害を把握するため、

本町独自の甲状腺基礎データ作成の意向につい

て。 

 ４、ＵＰＺ圏内に該当する余市町及び町民に対

する損害賠償マニュアルの情報提供について。 

 以上、よろしくお願いをいたします。 

〇町長（嶋  保君） ４番、岸本議員のご質問

に答弁申し上げます。 

 １点目の原発事故発生時における本町の安定ヨ

ウ素剤服用の手順についてのご質問でございます

が、ご案内のとおり、原発事故発生時に放射性ヨ

ウ素が環境中へ放出された場合、放射性ヨウ素が

体内に取り込まれる前に安定ヨウ素剤を服用しま

すと、血中のヨウ素濃度が高くなり、甲状腺ホル

モンの合成が一時的に抑えられ、血中から甲状腺

へのヨウ素の取り込みが抑制される効果がありま

す。しかし、安定ヨウ素剤は、放射性ヨウ素によ

る内部被曝に対する防御効果に限定されることか

ら、避難や一時移転等の防護措置と組み合わせて

活用する必要があり、適切なタイミングで速やか

に住民等に安定ヨウ素剤を服用させることが必要

となります。このため安定ヨウ素剤の備蓄や配付

手段の設定といった平時からの準備が必要でござ

いますが、本町においては現在北海道とＵＰＺ圏

内町村により構成するＵＰＺにおける安定ヨウ素

剤配付に係るワーキングにおいて北海道並びにＵ

ＰＺ圏内町村と協議を行っているところであり、

今後具体的な配付体制等の整備を進めてまいりた

いと考えておりますので、ご理解をお願いいたし

ます。 

 ２点目の３歳未満の乳幼児は、ヨウ素剤を溶か

したシロップを服用させますが、その対応につい

てのご質問でございますが、事故発生時において

避難や一時移転等とあわせて安定ヨウ素剤を服用

する必要がある場合には、３歳未満の乳幼児も服

用の対象となるため、液状の安定ヨウ素剤を調製、

配付できる体制について現在安定ヨウ素剤の服用

手順とあわせてＵＰＺにおける安定ヨウ素剤配付

に係るワーキングにおいて協議を行っているとこ

ろでありますので、ご理解をお願いいたします。 

 ３点目の事故発生後町民の健康被害を把握する

ため、本町独自の甲状腺基礎データ作成の意向に

ついてのご質問でございますが、議員ご指摘のと

おり、福島県で実施されました甲状腺検査につい

ては、事故当時18歳までの乳幼児、学童などの基

礎データの把握のため検査を実施したものと認識

しております。現在国の原子力災害対策指針等に

おいては、甲状腺検査の実施については特段の規

定もなく、現時点において本町独自の甲状腺基礎

データ作成は計画しておりませんので、ご理解を

お願いいたします。 

 ４点目のＵＰＺ圏内に該当する余市町及び町民

に対する損害賠償マニュアルの情報提供について

のご質問でございますが、原子力災害対策特別措

置法の規定により原子力事業者は防災業務計画の

中で速やかに被災者の損害賠償請求等に対応する

ため相談窓口を設置するなど、必要な体制を整備

しなければならないこととなっております。北海

道電力においては、万が一原発事故が発生した際

の賠償請求等に関する対応の体制、手順等につい

て迅速かつ適切に対処するため、社内用として業

務マニュアルを策定しているものと認識しており

ますが、情報提供につきましては今後国、道と原

子力事業者との協議により、必要性を含め判断さ

れるものと考えておりますので、ご理解をお願い

いたします。 

〇４番（岸本好且君） ご答弁ありがとうござい

ます。再質問させていただきます。 
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 その前にこの原子力災害については、余市町が

半径30キロ以内ということで、当然避難計画の作

成も義務づけられてきていると思いますけれど

も、余市町においても政府から示された今町長が

答弁されました原子力災害対策指針ですか、それ

に沿って防災計画も作成されていると思います。

作成に当たっては、多分相当な苦労があったとも

思っています。これは余市町に限らず、関係する

自治体の防災担当の職員は、これをつくる段階で

大変だということは私も気にしていたところで

す。それはなぜかといいますと、災害というのは

毎年来る台風だとか集中豪雨だとか、そういうも

のについては過去のデータがあって、それに見合

った、これも災害も起きてはならないのですけれ

ども、どちらかといえばある程度予測して、そう

いう防災計画といいますか、そういうものはつく

ることができるのですけれども、この原子力災害

だけはいつ起こるとも起こらないともわからない

中での策定作業ですので、その辺についてはよく

理解しています。しかし、仮に泊原発が事故のよ

うなことになれば、いち早く迅速な対応をして、

町民を守るということがまず一番ですので、特に

今回私の質問の趣旨は、余市町の子供を守る観点

から安定ヨウ素剤の対応を中心に何点か質問をい

たしました。 

 そういうことで、以下１点目より順次再質問さ

せていただきますけれども、最初の安定ヨウ素剤

の手順についてですけれども、現在協議中という

ことで、これはまだそういう安定ヨウ素剤をどこ

に備蓄しているとか数量だとか、そういうものは

全く現段階ではそこまではいっていないというふ

うに理解してよろしいのでしょうか。これは、要

するに規制庁が原子力災害対策などで半径５キロ

以内と、５キロ以内は４カ町村です。それ以外の

私たち余市町を含む30キロ圏内の９カ町村の区域

と対応が区別されていると思います。安定ヨウ素

剤については、５キロ圏内については緊急性があ

りますので、全面緊急事態になった場合、即配付、

要は事前に配付しておく必要があるということ

で、これは今の４カ町村そういうふうになってい

るのか承知していませんけれども、５キロ圏内は

そういう指導があります。しかし、余市町の場合

については、放射線が放出されるような事態にな

った場合、まず屋内待機、そして一時移転などの

それにあわせて必要な場合において安定ヨウ素剤

を服用すると。いずれにせよ、避難や一時移転の

際に迅速に安定ヨウ素剤を配付できる体制がきち

んととれないと、特に２問目の質問にもあります

ように守っていくことができないと思います。 

 それで、お尋ねしたいのは、ちょっと私もわか

らないところがあるのですけれども、規制庁が安

定ヨウ素剤の事前配付範囲を５キロ以内に限定し

ているということですが、それは聞くところによ

ると何も根拠がないというふうに聞いているので

すけれども、その点はどうなのでしょうか。その

辺を１点お聞きしたいと思います。 

 それから、２点目の３歳未満の乳幼児について

は、町長が今答弁されたように通常の安定ヨウ素

剤は幼児ですので、飲めません。それで、それを

粉末になったものを液体といいますか、シロップ

状態にして飲ませる。実は、これは福島で実際に

あった話なのですけれども、当時はそのことがま

だ確実にされていなくて、スプーンで潰して、そ

して緊急に飲ませたという、そういうところもあ

るように聞いています。それだけ子供に対する対

応というのは本当に重要だと。特にこういう全面

緊急事態の中で、それで調製をする作業ですので、

多分一番大変な作業だと思っています。 

 それで、これは事前配付できないものです。で

すから、当然避難所で行う。備蓄しているところ

から搬送して、そこでなおかつ調製して服用させ

るということなのですけれども、当然機材も要り

ます。計量器といいますか、そういうものも必要

になると思うのですけれども、今回岩内町で研修
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会があったというふうに聞いているのですけれど

も、まずこれは基本的には保健所の薬剤師が担当

するということになっていますけれども、しかし

実際にこういう緊急事態になったときには人手が

足りなくて、民間の薬剤師に協力を求める可能性

というのは十分あるということで指摘がされてい

ます。この研修会には余市町は参加されていない

ということで聞いておりますけれども、何か本番

さながらにやったということで、例えば停電にな

った場合は通常使う電子てんびんだとか使えませ

ん。それで、昔使った分銅式といいますか、そう

いうのも使って研修したと聞いております。 

 それで、町長の答弁ではまだ具体的に進んでい

ないというふうに私はとったのですけれども、本

町の場合３歳未満に服用させるための機材、計量

器、そういうものを今現在用意されているものな

のか。それと、当然薬剤師との連携も大事になる

と思いますけれども、そういう話し合いというの

は実際余市町で行われて、今後行われる部分も計

画されているのか、その２点についてお聞きをい

たします。 

 それから、３番目の健康被害を把握するための

独自の甲状腺データ作成についてです。これは、

当然今町長答弁されたように現在国や道からそう

いう指針も何も示されていない。財源も見込めな

い中での独自の調査というのはできないというの

は、それは当然だと思います。しかし、福島で、

細かい数字は申し上げませんけれども、実際に事

故が発生して、当時おおむねゼロ歳児から18歳ま

で県民に対して甲状腺検査を実施しました。それ

は先行検査と、あと本格検査ということでされた

その結果として、これはすごく専門家でも意見が

分かれるところで、実際甲状腺がんに悪性ないし

悪性の疑いがあるということで138名という報告

があったように思います。小児甲状腺がんという

のは、100万人に１人とか２人とかと言われている

中で、この数字が極めて高いというのは、対象者

38万人の中で実際に81.7％ぐらいで30万人ぐらい

の受診者ということで、その中で138名ということ

ですので、私どもは素人ですので、これについて

はどうこう申し上げることはしませんけれども、

これは過去のデータがないから比べようがないで

す。ですから、今回質問したのは、特にこの30キ

ロ圏内にある余市町においても独自の検査という

のがある意味では必要ではないかということで質

問しました。 

 それで、町長、この関係について、その必要性

について現時点で、他町村との関係もありますけ

れども、町長としてこの必要性の関係についても

し見解があればお聞きしたいと思います。 

 最後に、４点目の損害賠償のマニュアルの関係

についてです。これも何か社内用のマニュアルが

あるということであれなのですけれども、これも

今回損害賠償については、北海道電力というのは

財力がどのぐらいあるのかというのは私も全然わ

かりませんけれども、それを協定結んでいる中で、

安全確認等に関する協定書を見る限り住民の健康

被害や農林水産物の風評被害に対する賠償につい

ては、５キロ圏内の町村に対してはかなり厚く協

定書に結ばれていると。しかし、この関係につい

ては、小樽も含めて16市町村ですか、後志管内に

ついてはそれとは大きな差が、見る限りきめ細か

く書いています。もし余市町が原発事故において

風評被害があった場合、今私たちがまちづくりと

か町のいろいろな意味で振興策をやっているワイ

ン産業だとか、今「マッサン」効果で観光産業に

も勢いがついている中身というのは、風評災害で

これで一発で全部飛んでしまうと。そんなことで、

ここについては町長も機会あるごとに４カ町村と

同じような考え方で持ってほしいということは多

分おっしゃっていると思うのですけれども、ぜひ

ともこの損害賠償、福島の関係もその地域におい

ては全然進んでいないところも当然今もあります

ので、町民はこの辺は全くわからないと思います。
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ですから、損害賠償の情報提供、これは道並びに

北電に対して本当に相談ということをしっかり求

めていくという、そんな姿勢が欲しいと思います。

町長、もしこの見解あればお聞かせいただきたい

と思います。 

 以上、よろしくお願いします。 

〇町長（嶋  保君） ４番、岸本議員の再度の

ご質問に答弁をいたします。 

 まず、１点目の部分、安定ヨウ素剤のどこに、

数量という部分でございます。これは、私ども余

市役場に保管してございます。そして、数量は11万

9,000丸、これは13歳以上が２丸でございます。２

万人としてここで４万ございますが、いろいろな

旅行者等流入している部分という形で11万

9,000丸保管しているところでございます。 

 また、規制庁の部分でございますが、これは原

子力規制委員会の中でＵＰＺにおける扱い、また

はＰＡＺの取り扱いという中での方針が示されて

いるところでございますが、この詳しい根拠とい

うところまでは把握してございませんので、これ

は後ほど調査してお知らせしたいというふうに思

っております。 

 また、３歳未満への対応、この部分というのは、

シロップを飲ませる形なのですけれども、このヨ

ウ素剤というのは粉末でございまして、これは先

ほど申し上げました役場に保管している11万

9,000丸という中に入ってございません。これは、

今岩内保健所と倶知安保健所、私どもは倶知安保

健所に余市町の分という形の中でのこの粉末が配

備されてございますが、この配付をどうしていく

かという部分は、先ほど答弁させていただきまし

たように、今ワーキングの中でどういった形で、

シロップという形でございますので、各保健所か

ら町村、これは病院になるか、薬剤師等を介すか、

そのあたり含めて今ワーキングの中で検討中でご

ざいます。 

 それと、３点目の甲状腺基礎データの部分でご

ざいます。ご指摘のように、福島の部分も事故後

の検査という形の中で、そしてその数値だけ見れ

ばお医者さんなり、学者さんなりのこれは普通だ

とか、いや、非常に異常だとかといろいろな中で

の見解の相違も出てきております。そういった中

では、議員おっしゃるように、事前の部分と事後

の部分、あってはならないことなのですけれども、

通常時はどうだったという部分のそのデータをと

っておけという部分は趣旨としては理解をいたす

ところでございますが、これは町単独というのは

非常にきつい部分もございますので、これらの部

分含めて国、道、そしてまた電力事業者に要望等

は続けていかなければならない部分であるという

ふうに思っているところでございます。 

 それと、最後の協定書の部分等のご質問もござ

いました。これは、おっしゃるとおり、今ＰＡＺ、

ＵＰＺというくくりはありますが、30キロ、５キ

ロという部分ございますが、福島の事故を見ても

わかるとおり、これはほとんど事故が起きた段階

では５キロがどうだ、30キロがどうだという話に

はなってこないというふうに思っています。50キ

ロも同じような状況だというふうに思ってござい

ますので、これらにつきましては情報提供を含め、

対応も含め、これは５キロだとか30キロの区分で

はなくて、もっと大きなくくりの中で同じ対応を

していただきたいということを今後も申し上げる

つもりでございますので、ご理解のほどをよろし

くお願い申し上げます。 

〇４番（岸本好且君） ３番目の甲状腺データの

関係と４番目の今の損害賠償の関係については、

これは当然余市独自でできるものではありません

ので、その点については了解いたしました。 

 それで、最初の１番目と２番目について再度お

聞きしますけれども、安定ヨウ素剤が役場に11万

9,000丸保管されているということで、本当に今一

時滞在、観光客もどんどん、どんどん入っていま

すし、これは余市町だけでなくて、例えば積丹方
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面の旅行されている方も余市通っていくわけです

から、そういう広域的に余市町だけということで

はなくて、これだけの数まず保管、備蓄されてい

るということで、数字的には多いとか少ないとか

ちょっと判断できませんけれども、ある程度備蓄

されている。その年齢によって錠剤の数も違いま

すので、そしてこれはタイミングみたいなのがあ

って、いつ飲んでもいいというわけではなくて、

既に体内に放射線が入ってから飲んでは全然効き

目がない。だからといってそのタイミングを外し

てしまうと、24時間過ぎてしまうとどんどん、ど

んどん効果が下がっていくということで非常に難

しい。それは、そういう指示があると思うのです

けれども、問題は今後役場に備蓄したものを、こ

れは避難計画とも関連しますので、非常に悩まし

いところで、どうやって例えば避難所に効率よく

迅速に、そして指示があったときに、当然４歳以

上はこの安定ヨウ素剤を飲むわけですから、そう

いう子供を抱えながらの避難の中で飲ませて、ま

して余市町からまた避難をするということになっ

たら大変なことですので、いろいろなシミュレー

ションといいますか、そういう想定の中でいろい

ろな角度から、今備蓄されているのはそれはいい

のですけれども、何かそれだけで備蓄されている

からいいのだという、当然そう思っていないと思

いますけれども、問題はこれから避難計画、ここ

にあわせて安定ヨウ素剤の関係についてはきめ細

かにやっていく必要があると思います。 

 それで、今５キロ圏内と30キロ圏内で、余市町

は30キロ圏内ですので、これは３歳児未満は別と

して、それは事前配付できないので、事前に配付

して対応するというのは今現在全く考えていない

のでしょうか。要はいろいろなところに聞きまし

たら、備蓄しているところから避難所、もしくは

車でどんどん、どんどん避難させる。そしたら、

きちんと渡るかどうかというのは本当に不安なの

です。だから、これは福島の場合見ますとやっぱ

り事前に、事前配付したことでいろいろな問題点

もあるのです。なくしたとか、それから薬ですの

で、取り扱いによっては重大事故とかあるかもし

れないです。しかし、実際に住民に自分の手元に

あるということがまず重要でないかなと思ってい

ます。当然事前配付するには医師の説明だとか、

それを周知する、理解させるためにはいろいろな

時間も労力もかかるのですけれども、これは現段

階で全く考えていないのか、今後考える余地があ

るか、ここの関係について聞きたいと思います。 

 それから、２点目なのですけれども、３歳児の

関係、これは余市町には保管しないで、今は倶知

安保健所ですか、そこから緊急時の場合は搬送し

て、調合して飲ませるということで、これはさっ

き答弁なかったのですけれども、こういう機材も

含めてセットで倶知安保健所が、余市の準備もそ

れはセットなのでしょうか。それとも、こういう

ものについては、相当数の機材というのも要ると

思うのです。人数が人数ですので、それも限られ

た時間の中で服用させるということですので、大

変保護者もこの関係についてはすごくすごく不安

を抱える部分だと思いますので、今後特に３歳未

満に対する保健所や民間の薬剤師とのそういう連

携というのが大切で、今後一歩進んだ取り組みと

いうのが必要になると思います。その辺の考え方

を再度お聞きしたいと思います。 

 最後に、今回安定ヨウ素剤について本町の対応

を中心に質問させてもらいましたけれども、最近

ちょっと残念な報道があって、きょうは９日です

ので、あさってですか、３月11日、東日本大震災

から５年がたちます。しかし、世論調査によりま

すと被災地への、これも自分にもどうなのか、自

分もそう思うのですけれども、だんだん国民の被

災地に対する関心が薄れてきている、そう感じて

いる人が８割を超えているということなのです。

当然私たちも福島はすごく遠いところにあるか

ら、やっぱり薄れてきているかもしれません。し
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かし、余市町は泊原発からこんなに近い30キロ圏

内にあるということですので、余市の町民は関心

がないということは多分ないと思うのですけれど

も、福島第一原発事故のあの悲惨の実態から、今

回は多くのことを学んでいるはずなのです。です

から、安定ヨウ素剤のこともそうなのですけれど

も、町長が先ほど言いました原発から半径５キロ

ないし30キロと、そういうふうに言っている場合

でないということを町長も先ほど述べられました

ので、重々承知した上でいろいろ今対策をしてい

ただいていると思うのですけれども、最後にこの

関係についてもしご見解があればお聞きしたいと

思います。 

〇町長（嶋  保君） ４番、岸本議員の再度の

ご質問に答弁をさせていただきます。 

 安定ヨウ素剤の部分でございます。これにつき

ましては、役所のほうに11万9,000丸配備されてお

ります。しかし、どのように配付、服用するかと

いう部分について今ワーキングでやっているとい

う部分でございます。これにつきましては、マイ

カーでの避難等もいいという形になってございま

すので、そういった中ではこれがきちんとしたも

のにまとまっていくというのは非常に難しい部分

があるかなというふうに思って、多様な避難の方

法がございますので、そこに必ず余市町を通って

という中で、どういった形の中で配付していくか、

服用させるかという部分、非常に大きな問題あろ

うかと思いますけれども、今ワーキングの中で統

一的な部分を詰めているという部分でご理解を願

いたいと存じます。 

 また、未満児の部分でございます。これは、機

材等のご質問等もいただきましたが、これは病院

を経由するのか、そしてまた調剤薬局等を経由す

るのか等を含めて、そのあたりの配付の仕方によ

って、シロップにした中で持ってくるのか、粉末

と、そして機材を一緒に持ってくるのか、そのあ

たりを含めて協議を今ワーキングの中でやってい

る部分でございますので、今機材がどうだとかま

だそこまではいっていないという部分でございま

す。しかし、万が一の部分もいろいろ懸念される

部分でございますので、いつまでもワーキングで

協議だけではなくて、早くたたき台なり、結論と

いうものを出していただきたいということは私も

申し上げ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、事前配付の部分のご質問もございまし

た。これらにつきましては、それらの選択肢もあ

るという部分でございますので、どういった形の

配付がいいのか、これらもしっかりワーキングの

中で協議をさせたいというふうに思っているとこ

ろでございます。 

 また、最後のご質問でございます。現にまだ事

故の収束しておりませんし、そしてまだいろいろ

な中での被害も拡大しているという部分でござい

ますので、私どももこれらを忘れることなく、今

後の防災行政に当たっていかなければならないと

いうふうに思ってございますし、また支援という

部分もございます。先日も北海道新聞にも2015年

において今職員を被災地に派遣している部分、そ

してまた2014年まで被災地に職員を派遣したとい

う中で余市町という部分も下段の欄のほうにあり

ました。私どももこういった事故をまだ忘れるわ

けにももちろんいきませんし、これを教訓にして

私どもの防災、そしてまた支援等も含めてまだま

だしっかりと東北を支えていかなければならない

というふうに考えてございますので、ご理解をお

願いしたいと存じます。 

〇議長（中井寿夫君） 岸本議員の発言が終わり

ました。 

 暫時休憩します。 

休憩 午後 １時３９分 

再開 午後 １時５０分 

〇議長（中井寿夫君） 休憩前に引き続き会議を



－85－ 

開きます。 

 一般質問を続行します。 

 発言順位６番、議席番号15番、中谷議員の発言

を許します。 

〇15番（中谷栄利君） 私は、今定例会に１件の

質問をしております。理事者においては、要を得

た答弁をお願いいたします。 

 泊原発についてです。ことしから来年にかけて

泊原発３号機の原子力規制委員会の審査が大きく

進展し、再稼働が具体的日程に上る可能性が強ま

り、報道でも泊原発３号機の再稼働は17年度かな

ど報じられています。ことしは、福島原発事故か

ら丸５年目を迎えますが、いまだに約10万人もの

県民が避難生活を強いられ、高濃度汚染水の流出

もとまらず、被災者への損害賠償や被災地の除染

が大きくおくれているなど、原発と人類は共存で

きない事態にあることは明白です。原発事故を未

然に防ぎ、ふるさとの自治体を守り、住民の命と

暮らしを守る何よりの道は、原発を再稼働せず、

速やかに廃炉にすることではないでしょうか。以

下、伺います。 

 １つ、泊原発の再稼働を容認せず、国や道、北

電に泊原発をやめるよう要望することについて。 

 ２つ、避難計画の実効性に万全を期すること。

要援護者、障害者、医療機関への入院患者、福祉

施設入所者、小中学校の児童生徒などの安全な避

難について検証を踏まえ、万全の計画を確立する

ことについて、以上伺うものです。 

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。 

 最初に、ご質問の１点目、再稼働を容認せず、

泊原発をやめるよう要望することについてのご質

問でございますが、福島原発事故から間もなく５

年がたとうとしています。議員ご指摘のとおり、

いまだに多くの方々が避難生活を余儀なくされて

います。そのような中、泊原発３号機は、再稼働

に向け国の原子力規制委員会において審査中であ

りますが、事故の原因究明も進んでいない状況に

おいて再稼働については慎重に対応すべきである

と考えております。 

 ２点目の避難計画に万全を期することについて

でございますが、万が一事故が発生した場合の対

応として住民の万全な避難対策を講ずることは、

大変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おり、万が一

の事故発生に備えているところでございます。ま

た、高齢者や障害者などの要援護者につきまして

は、作成済みの避難行動要支援者名簿の情報につ

いて現在各関係機関への情報提供のための体制整

備を進めているところでございます。 

 昨年実施いたしました北海道原子力防災訓練に

おいては、関係機関との通信訓練や施設内におけ

る屋内退避訓練などを実施し、万が一の際の対応

手順について確認いただいたところでございます

が、訓練で得られた成果や課題などを踏まえ、避

難時における要援護者などの安全を確保できるよ

う今後におきましても関係機関と連携しながら、

さまざまな事態を想定した実践的な訓練の実施な

ど、避難計画の実効性に万全を期してまいりたい

と考えておりますので、ご理解をお願いいたしま

す。 

〇15番（中谷栄利君） 私が質問するのは、町長

のさきの岸本議員の質問にもあったように、福島

原発の収束がつかない中での問題点や一たび重大

な過酷事態になった場合についての危険性につい

て十分把握されているという上での答弁がされて

おりました。福島原発の問題が解決していない状

況の中で、今泊原発はまさに規制委員会の審査を

終えれば地元、恐らく泊村になるだろうと思われ

ますけれども、道と地元が認めれば再稼働、そう

いうような運びになろうかと思います。私が質問

したいのは、今電力が足りている中でなぜ原発に
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頼らなければならないのか。この後志、北海道の

中で果樹などの農業、水産業を営むその重大な拠

点の中で、原発には頼らず、自然再生エネルギー

に取り組みながら、安全、安心を地域からも発信

し、住民の命と健康、これを守っていくのだとい

う意思表明が何よりも重大なときではないかと思

います。質問の１問目にあるように、再稼働を容

認しない、そのことを国や道、北電に自治体の首

長として表明することが今重要なときではないで

しょうか。 

 マスコミ等のアンケート調査等で町長も答えら

れております。福島の事故が収束していないまま

再稼働はいかがなものかと。今の答弁では、ニュ

アンスが少し違いますが、慎重にあるべきという

ことになっています。今そういうことではなく、

原発の事故は人類と相入れない、そういった過酷

事態で福島も収束していないということが明白に

なっていますし、一たび事故が起きれば５キロだ、

10キロだ、30キロだと言っていられないと町長も

言われているように大変な事態になる。このとき

に慎重であるべきということが果たして今まさに

原発が稼働するかもしれないという危険な状態に

置かれている中で議会の答弁として述べられる言

葉でしょうか。ぜひ首長として原発再稼働は容認

できない、また30キロ圏内の16市町村、また小樽、

札幌なども含めてのそういった自治体関係者とも

声をそろえて発言する機会をつくるなど、いろい

ろな対策が必要ではないかと思っています。そう

いった中で、各自治体がそれぞれ個々にいろいろ

な思いを思っていても、泊原発が今まさに再稼働

に動き出そうとしているときに住民の声を、期待

を背負っているその首長の姿勢、考えが今非常に

注目を浴びていると思います。ぜひ再稼働容認せ

ず、泊原発を廃炉、やめるようにする、こういう

表明をすべきと思いますが、そのことについて再

度お伺いします。もう慎重であるべきという状況

ではないと思います。 

 ２番目に、避難計画についての問題ですが、余

市町地域防災計画原子力版において万全を期して

いると。さまざまな不測事態において備えている

というお話がありました。しかし、昨年の９月に

行われている北海道原子力防災訓練実施要綱にも

ありますように、泊原発３号機での地震、震度６

強を想定して、原子力災害が起きたという想定で

行われております。特に余市町の場合バスでの避

難訓練というものがこの間の通例です。また、一

般自家用車での避難ということにもなっています

が、私も前に質問しましたが、震度６強という状

況の中で果たして今通行している国道並びに道

道、各路線が順調に避難できる路線として考えら

れるのか。災害でとまる場合についても考えられ

ます。また、車での移動、道路に異常がなくても

渋滞等も考えられます。そういったことで、万全

の防災計画で、さまざまなことを想定して立てら

れていると言われていますが、果たしてそうだと

言えるのか。計画はつくっても、それは実効性が

なければ泊原発の再稼働なんかはもってのほかで

す。 

 ここであえてお伺いしますけれども、余市の住

民が例えば札幌にバスで移動したとしても、実際

に余市に駆けつけてくるバスの業者が何社あっ

て、バスが何台来るのですか。そして、避難した

としても札幌での避難生活でどれだけの保障、対

応があるのでしょうか。実際に自分たちのふるさ

とである余市町にもう二度と戻れない、一体いつ

まで待てばいい、そういったことでの戻るための

さまざまな情報、取り組みがどのようになるのか、

そういう手だてもない中で着のみ着のまま避難す

る。そういう状況が果たして長期間耐えられるで

しょうか。それぞれのことを考えたときに、福島

の教訓を踏まえたときに、原発は再稼働するべき

ではない、そういったことを明白に結びつけて訴

えるべきではないでしょうか。 

 今回の避難訓練は、屋内退避ということになっ
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ていますが、福祉施設や要援護者、入院機関、ま

た小中学校でも実際に避難するというときにはそ

れぞれだけでは大変な状況になります。そういっ

た支援等の十分な手だても必要なのですけれど

も、やはりここにおいても実効性が非常に不足し

ているのではないでしょうか。そういったことが

保障されない限り再稼働はあり得ません。まして

３号機でなく１号機も２号機も再稼働させるとい

うことが今回の日程にも上がっています。老朽化

した原子炉と言われている１号機、２号機、それ

をあえて再稼働し続けるような計画は許されませ

んし、そういった危険を鑑みたときに防災計画が

あるからといって再稼働慎重であるべき、そうい

う発言にはならないと思います。ここはそれぞれ

の圏内の町村ぜひ声をそろえて、泊原発再稼働を

許さない、認められないという声をそろえる、そ

ういった行動も必要ではないかと思いますが、い

かがでしょうか。 

〇町長（嶋  保君） 15番、中谷議員の再度の

ご質問に答弁をさせていただきます。 

 後志の町村会等の中、地元４町村を抱えている

中での町村会等の会議でも私は中でもこの問題に

ついて発言をしているほうだというふうに思って

おります。そういった中で、先ほども答弁申し上

げましたが、５キロ、30キロと、そのようなくく

りでは、地元が５キロだとかそういった状況では

ないと。福島の状況を見ても50キロ以上過ぎたと

ころで大きな被害もあったりするという中で、こ

れは同じく情報提供、そしてまた発言の場を与え

ていただきたいということを申し上げておりま

す。繰り返しになりますが、私は再稼働について

は慎重にあるべきだというふうに考えてございま

す。 

 また、いろいろな避難の関係、これもおっしゃ

るとおり、私どももバスの問題、そしてまた車で

避難のときの確認の問題、そしてまた５号線の忍

路付近の道路状況の問題、非常に心配な部分は多

々ございます。そういった中でも私ども道や国、

事業者に物申すべきことは物申し上げますけれど

も、今現在も再稼働していない状況においても原

発の危険というのは同じような中にあるというこ

との中では、こういった避難等、隘路があればそ

れを正しながら、そしてまた国、道、事業者にし

っかりと物申すべきところは申し上げながら、こ

れらについて対応していきたいというふうに思っ

ております。 

〇15番（中谷栄利君） 原発の再稼働については、

あくまでも慎重であるべきという言葉なのですけ

れども、私は提案しているのですが、個々の首長

がそれぞれ議会の中では原発は相入れないとか、

危険なものであるという認識をしているだとか、

そういった答弁がされていますし、議会での意見

書も泊原発は再稼働は認められないとか、廃炉に

すべきとかという意見書が出されています。可決

もされています。そういった中で、ぜひＵＰＺの

30キロ圏内の首長が声をそろえて、泊原発の再稼

働は認められない、すべきでないという声をそろ

えていくということが今まさに17年度再稼働もあ

り得るという状況の中で重要ではないか、そうい

ったことを話し合いの日程に上げることはいかが

なものか、そのことも確認したいと思います。 

 それから、避難計画についての話をしておりま

したが、実際に業者、バス事業者が何社、何台こ

の余市に駆けつけてくるのか、そういう話もして

おります。実際にこういった過酷事態になったと

きに、まさに命をかけて被災している現場に駆け

つける業者が果たして担保されるのか、そういっ

た問題もあります。あえてそこで私からもその避

難計画の一部として、私は常々言っておりますが、

大量に人を移動するのであれば、バスが通れるぐ

らいでしたら震度６強でもＪＲも線路は担保され

るものと思いますが、その意味において在来線で

避難計画をするということも十分考えられる避難

計画の一つではないかと思います。沿線自治体の
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首長として、そのことも含めて機会あるごとにＪ

Ｒ在来線での避難、そういったことも有効な手段

ではないかということを述べていただきたいと思

いますが、そういった方向性についての考えにつ

いて、まず原発は絶対に認められないとぜひＵＰ

Ｚ関係自治体の首長声をそろえて発言していただ

きたい、避難計画についての在来線の優位性につ

いても沿線自治体首長として、余市町長としてぜ

ひ声を上げていただきたい。 

 何よりも避難計画は実効性で、これなら大丈夫

という状況でない限り再稼働は認められません

し、避難計画があったとしても過酷事故に対して

の対応もできず、人間が管理できないもの、そし

て原発もとまってもなおかつその屋内では使用済

み核燃料が核のごみとして残っており、その始末

についても管理ができていない。貯蔵しているだ

けにとどまっている状況では、これ以上再稼働は

認められないということは当然の理だと思いま

す。そういったことを含めて、再稼働を容認でき

ないことを明白にすべきと思いますが、いかがで

しょうか。 

〇町長（嶋  保君） 15番、中谷議員の再度の

ご質問に答弁をさせていただきます。 

 まず、ＵＰＺ圏内の首長でそういった会議を提

案せよという提案でございますが、個々の首長と

あなたは再稼働賛成ですか、反対ですか、そうい

う話はしたことはございませんが、いろいろなマ

スコミ等の新聞報道等でアンケート等見る中で

は、再稼働というか、今のそういった部分にも前

向きといいますか、そういう方もいらっしゃるよ

うにいろいろな会議の中での発言、そしてまた新

聞等でのアンケートの回答を見てもそういった部

分もありますので、私からそういった中で皆さん

こうしましょうという、そういった提案をする気

はございませんが、しかし私どもも余市町民の安

心、安全を預かる者として、いろいろなそういっ

た町村会等の会議の中では、先ほど申し上げまし

たが、私どもの立場としてしっかりと発言は、言

うべきことは言っていきたいというふうに思って

おります。 

 それと、避難等の問題でございます。先ほど申

し上げましたけれども、バス等の問題、確保でき

るのかという問題、そしてまた道路の問題、そし

てまたマイカーでの避難のときの確認の問題等、

非常にまだまだ多くの不安があるのは私も存じて

おります。そういった中で、しっかりといろいろ

な検証をしながら、国、道、そして事業者に申し

上げることは申し上げていきたいというふうに思

ってございます。 

 そういった中で、提案ございました鉄路の部分

の在来線を使っての避難という部分、いろいろな

中でも一番最初にとまるのは地震等の部分ではレ

ールの関係で、列車かなと思いますが、そういっ

た中で一番道路等の崖崩れ等もない部分もありま

すので、そういった中で可能であればもちろん鉄

路を使っての避難というのもまたそれは選択肢の

一つに入ってくるという部分もございますので、

そのあたりはしっかりと申し上げるべきところは

申し上げていきたいというふうに思っておりま

す。 

〇議長（中井寿夫君） 中谷議員の発言が終わり

ました。 

 これをもって一般質問を終結いたします。 

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10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。 



－89－ 

延 会 午後 ２時１３分 



－90－ 
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