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  財 政 課 長  髙 橋 伸 明 

  税  務  課  長  堀 内   学 

  民 生 部 長  須 藤 明 彦 

  町 民 福 祉 課 長  上 村 友 成 

  高 齢 者 福 祉 課 長  増 田 豊 実 

  保 健 課 長  濱 川 龍 一 
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  経 済 部 長  小 林 英 二 

  農 林 水 産 課 長  細 山 俊 樹 

  商 工 観 光 課 長  阿 部 弘 亨 
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  社 会 教 育 課 長  松 井 正 光 

  選挙管理委員会事務局長  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 

  書         記  阿 部 航 大 

  書         記  細 川 雄 哉 

〇議 事 日 程            

  第 １ 一般質問             

開 議 午前１０時００分 

〇議長（中井寿夫君） ただいまから平成29年余

市町議会第２回定例会を再開いたします。 

 ただいまの出席議員は18名です。 

 よって、定足数に達しましたので、会議は成立

いたしました。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第１、昨日に引き続

き一般質問を行います。 

 順次発言を許します。 

 発言順位５番、議席番号16番、藤野議員の発言

を許します。 

〇16番（藤野博三君） 私は、平成29年第２回定

例会に当たり、１点の質問を通告しておりますの

で、教育長におかれましては明快なご答弁をお願

いいたします。 

 中学校部活動（学校体育）の社会体育化につい

て。近年少子化による学校規模の縮小や生徒数の

減少によって学校部活動が休部や廃部に追い込ま

れるケースが深刻な問題になっています。部活動

顧問の高齢化や人員不足、長時間勤務問題などに

より部活動の数が減少し、生徒たちが選択できる

スポーツ種目が限定されたり、部員不足によりチ

ーム編成ができず大会参加ができないなど、部活

の存続に危機的な状況が広がっています。余市町

内の中学校も同じような状態にあると考えられま

す。 

 スポーツ基本計画は、学校と地域が連携して、

子供の学校内外のスポーツ環境を充実することを

目標に掲げています。さらに、今後の具体的な施

策の展開として学校部活動を総合型地域スポーツ

クラブや各種スポーツ団体などの地域のスポーツ

活動、社会体育と連携して実施することを求めて

います。このことからもわかるように部活動の運

営が困難となりつつある今日、地域社会との連携、

もしくは地域社会への委嘱が重要ではないでしょ

うか。 

 学校部活動は、本来スポーツ要求を持った生徒

が自発的に参加するのが趣旨でありましたが、学

校間の競技として定着してまいりました。結果学

校部活動には勝利至上主義的考えが生まれ、それ

以外の生徒は自然に排除されるような状況にあっ

たと思います。そうでない学校、部活等もあると

は思いますが。社会体育の中では、アスリートを

目指す子供も、多種目のスポーツを体験したい子

供も両方育てることが可能です。多種目のスポー

ツを経験した子供の中からアスリートが育つ可能

性もあります。オリンピックなどの世界大会や日

本選手権、インターカレッジやインターハイ、全

国中学に出場した余市町出身のアスリートのほと

んどは、小中学校のときにスポーツ少年団や各競

技団体などの社会体育の指導者に育てられた選手

たちです。 

 近年部活動指導の教員の長時間勤務が話題に上

っていますが、文部科学省は学校教育法施行規則

を一部改正し、部活動指導員制度を設けました。

道中体連は、約20年前から外部指導者制度を取り

入れています。しかし、外部指導者は、ベンチ入

り等が認められていますが、限定的なものであり

ました。外部指導者制度に比べると、部活動指導

員制度は生徒の引率や教員にかわり技能指導が可
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能で、身分が学校職員扱いになるなど大幅に緩和

されました。外部指導者を部活動指導員制度に生

かすべきと考えます。社会体育の指導者が部活動

指導員に登用されれば、学校体育と社会体育を一

体化した運営ができるのではないでしょうか。 

 また、北海道教育委員会は、部員不足などで単

独では運動部の活動が困難な場合には複数校合同

の部活動を実施するなど、運動部活動の充実を図

り、生徒がより高い水準の技能や記録に挑戦する

中でスポーツの楽しさや喜びを味わうとともに、

体力の向上や健康の増進を図ることが望まれると

述べていますが、町内の中学校で合同チームを結

成した例があるのかどうか。部員不足などがあれ

ば合同チームを結成し、社会体育の中で指導がで

きると考えます。教育長の考えをお尋ねいたしま

す。 

〇教育長（佐々木 隆君） 16番、藤野議員のご

質問に答弁申し上げます。 

 ご質問の１点目、社会体育指導者の部活動指導

員への登用についてでございますが、平成29年３

月に学校教育法施行規則の一部が改正され、国は

具体的施策の一つとして部活動における指導力の

向上や指導体制の充実を図るため、スポーツ指導

に係る専門性を有し、教員と連携して部活動を支

え、大会引率も可能な部活動指導員について中体

連、スポーツ団体、総合型クラブ、民間事業者等

と連携し、配置を促進するとされておりますが、

部活動指導員の配置に当たっては事前に情報提供

を行い、生徒や保護者等の理解を得ることが必要

とされているところであります。町内中学校への

部活動指導員の配置につきましては、各学校にお

ける部活動の実情をよく見きわめながら、関係団

体とも連携を図ってまいりたいと考えておりま

す。 

 ２点目の町内の中学校で合同チーム結成につき

ましては、過去５年において町内の中学校同士で

チーム編成をしたという経過はございませんが、

現在は余市旭中学校と仁木中学校の２校で野球チ

ームを結成し、東中学校、岩内第２中学校、真狩

中学校の３校で男子バレーチームを結成している

状況でございます。 

 教育委員会といたしましては、教職員の負担軽

減及び中学生のスポーツ機会の充実のため、余市

体育連盟加盟団体やスポーツ少年団などの協力を

いただきながら、部活動指導員の配置について各

学校の実情を踏まえ、今後どのような方法がよい

のか検討してまいりますので、ご理解を願います。 

〇16番（藤野博三君） それでは、再質問させて

いただきます。 

 まず、再質問の前に断っておきますが、私は決

して学校部活動を全て社会体育でやれという質問

をしているわけではありませんので、その辺は教

育長も十分念頭に置かれて答弁をお願いしたいと

思います。 

 この４月１日から文科省の施行規則改定、今教

育長が答弁されたように今度は外部の人たちが今

までの外部指導員と違った立場で、教員に近い立

場で引率やら、学校の中の指導の仕方とか、それ

から用具その他のことについてまでいろいろ部活

動指導員ができるというようなことについては、

これは前にも質問で述べたのだけれども、学校の

教員の労働時間の長さというか、そういうのも多

分関係しているのも１つであるし、また今中体連、

高体連を見ると引率だけしてくる教員というのが

非常に多いと。監督会議等に出るのは、その引率

教員なのです。高体連の場合は、コーチという名

目で外部指導者も一緒に入れるのですけれども、

中体連の場合は入れない競技が多いようなので

す。私のやっている種目なんかは、引率教員と一

緒に外部指導者の委託を受けた人間は入れるわけ

なのですけれども、その辺で競技についての打ち

合わせに競技に詳しくない先生が行っているもの

だから、トラブルとまでいかなくても行き違いが

起きたりする。多分そういうことも非常にあると
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思います。そういうことを考えれば、これは私も

何回も何回も地域の指導者、または地域のスポー

ツ団体を活用しなさいということは一般質問でも

述べてきているのです。それから、中体連も2018年

度からはこの制度を実行するというか、要するに

部活動指導員が引率して、中体連の大会に先生に

かわって参加できるというようなことで新聞報道

もされていましたけれども、道中体連も18年度か

らはそういうふうにしたいというふうなことを新

聞発表もしていますので、なるべく余市町もその

辺を踏まえながら、地域の指導者を十分に活用で

きるものは活用していっていただきたいと思うの

です。 

 地域の指導者も、これは日本体育協会とか、ま

たは日本の統括団体、各種目の統括団体の厳しい

試験、または講習を受けて、資格を取っている方

って多分たくさん余市町にもいらっしゃると思う

のです。ただ、悲しいかな今の外部指導員は、ボ

ランティアという形で一切の費用を受け取ってい

ないのです。だから、例えば中体連の大会に教員

と一緒に、引率するのは教員だけとか、付き添っ

ていくのはその外部指導者が結構多いのです。で

も、それに対しては外部指導者はボランティアで、

ポケットマネーで行っているわけなのです。中に

はスポーツの団体によっては、父兄がカンパしな

がら外部指導者に対して交通費、交通費とまでい

かなくてもそういう形で幾らかお礼として、費用

として出しているところもあるみたいですけれど

も。その辺は、これからこういう施行規則も変わ

って、どんな扱いになるかちょっとまだはっきり

していないみたいですけれども、職員に準ずると、

教員に準ずるという形になるわけだから、その辺

のことについても、これは余市町がその予算措置

するのか、道がするのか、国がするのかはちょっ

と私もその辺わかりませんけれども、何らかの形

でそういう費用負担が少なくなるような形に持っ

ていくべきではないかと思うのです。その辺につ

いての考え方をお願いいたします。 

 また、これは私も人づてに聞いた話で、うそか

本当かわからないのですけれども、何人もの中学

校の父兄が言っているので、間違いないと思うの

ですけれども、ある学校の校長先生が新入生の学

校説明会のときに保護者に学校部活動は学習指導

要領で教育課程外に位置づけされていると。だか

ら、その指導は教員には義務づけられていないの

だと。早い話が学校で部活動をやる必要がないの

だととった父兄が少なからずいるみたいなので

す。でも、その辺については、３校ある中学校な

ら中学校の校長先生が話し合って同じ認識で行動

してもらわないと、どこかの中学校は校長先生は

そういうことありませんよと。でも、どこかの中

学校は、私たちは義務づけられているわけでない

から積極的にはやりませんよと、そういうことあ

っては決していけないと思うのです。それは教育

委員会のほうできちんと、これも一、二年前の話

だから、今その校長先生が余市にいるかどうか私

はわかりません。でも、この話があったのは事実

です。 

 スポーツ、文化活動もそうなのだろうけれども、

そういう欲求のある子供、またそれを要求してい

る子供に対して何か手を差し伸べる。学力向上だ

けが学校ではないと思うのです。スポーツ教育、

また文化教育も学校の非常に重要な位置を占めて

いると思うのです。だから、学校の教科にも体育

もあるし、音楽もあるし、ダンスもあるのです。

だから、その辺のことは十分考えて、教育委員会

としてその辺の各学校でそごがないように、校長

先生が各学校を経営する、運営するわけだから、

若干の特徴はあるかもしれないけれども、そうい

う大枠の中ではぜひどこの学校行っても同じよう

なそういう運動要求のある子供たちが運動でき

る、スポーツをできるような環境を整えていただ

きたいと思います。その辺については、教育長の

考えがあればお尋ねしたいと思います。 
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 きょうは、細かいことは一切教育長もまだ就任

されて短いから聞きませんので、教育長の大枠の

話だけ聞かせてください。 

 また、もう一つ、校区内の例えば中学校に部活

がなくて、少年団、または地域のスポーツ団体、

こういうところで社会体育の中で練習し、指導を

受けている生徒が希望すれば中体連の大会に今は

ほとんど参加できているのです。これは、恐らく

各学校の校長先生がそういう子供たちの夢を、ま

たはそういう要求をかなえてあげたいということ

で、中体連の大会に部活がない子供でも出場でき

てはいるのですけれども、ただこれに対する例え

ば春なら春に入学式終わった後に、その辺の何人

の子供がどういう種目を学校部活以外でやってい

るかという調査はする必要があると思うのです。

実際中体連の大会に出る場合地区大会において

は、恐らくどの種目もそうだと思うのだけれども、

中体連に加盟していれば選手として地区大会は出

場できると思うのです。ただ、全道大会、全国大

会に対しては、中体連以外にその当該種目、例え

ば水泳、陸上、バレーとか、こういうところは全

国の組織のトップ、要するに日本水泳連盟、日本

陸上連盟、こういうところにその学校が団体登録

をしていないと、幾ら地区大会でいい成績を上げ

ても出場できない場合が多いのです。種目によっ

ては、中体連に加盟していればいいですよと、そ

ういう統括団体もありますけれども、その反対に

学校自体が、例えば東中なら東中が日本の統括団

体に団体登録をしていないと大会には出れません

よ、こういう規定がある全国大会はいっぱいある。

全道大会もそうです。その辺については、これ登

録はほとんど春ですから、団体登録というのは。

個人登録は追加で恐らくできると思います。だか

ら、必ず中体連に加盟すると同時に、日本の統括

団体にも個人の登録でなくて団体の登録を済ませ

ておかないといけない。そのためにはそういう子

供たちのスポーツマインドというか、スポーツ要

求を満たすためには、最低の準備としてしておか

なければいけないと思うのです。今までも例えば

何かの大会に出たいと思っても、その手続が遅か

ったがために出れなかった子供たちもいるので

す、現実として。そういうことを考えれば、これ

は前もってというか、早い時期にその辺の学校部

活動以外のスポーツ活動をしている子供たちのそ

ういう調査は必要、そして必要があれば団体の登

録も、子供たちが出るという意思があればです。

中体連に出たいのだ、また全国大会に行きたいの

だという意思があれば、やはり早目に登録してお

く必要があると思うのです。その辺のことについ

ても答弁お願いしたいと思います。 

 また、社会体育の活用というのか、海外の話を

余市町でしてもこれは参考にならないと思うのだ

けれども、海外の教員というのはほとんど学習指

導が中心なのです。スポーツはどこでやっている

かというと、地域のスポーツクラブ等の社会体育

の中で行われている国がほとんどなのです。ただ、

日本と似て非なる国は韓国と中国なのです。ここ

は学校体育が中心なのです。ただ、その学校体育

の中で体育をやっている子供たちは、一部のエリ

ートだけなのです。ところが、日本は、余市の中

学校も含めて学校体育はエリート養成コースでは

ないです。ある意味ではすばらしいことだと思う

のです。 

 だから、そういうことを考えれば日本というの

は、また後から質問する議員もいるかもしれない

けれども、全て教員がやっているのです。学習指

導もちろん生活指導も部活動指導も。それが全て

やっているからと本給の４％を時間外労働費とは

別に、別にというか、それを上げないで本給の４

％をそういう手当としてつけているのです、学校

の先生。これは、部活やっている先生、やってい

ない先生、生徒指導をしている先生、していない

先生かかわらず、全教員に４％の手当が。その４

％というのは、私は低過ぎるぐらい、学者によっ
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てはそれを10％とか12％とするべきだという先生

もいるのです。それでないと教員が大変だと。私

はその辺についてはちょっと異論もあるけれど

も、きょうはその異論のことは言いませんけれど

も、そういうことも含める中で教員のそういう負

担を減らすとなれば、地域のスポーツ団体、また

は余市にも総合型地域スポーツクラブができて、

私もその内容は詳しくわかりませんけれども、そ

ういうところを利用しながら、また必要があれば

少年団等も集まりながら、新しい総合型の地域ス

ポーツクラブを立ち上げていくということも可能

です。私もこれ一般質問でも質問はしているので

すけれども、今の教育長ではありませんけれども、

元教育長さんのときにそういう質問もしていま

す。だから、その辺を考えれば、地域の指導者を

有償ボランティアという形でもうちょっと活用で

きないのかなと。余市町も予算ない中でいろいろ

やっているから、それはわかるのですけれども、

ただこうやって教員の負担がふえている、ふえて

いると言うわけだから、そうであればこれに対し

て何らかの、多分来年あたりから制度が正式に発

動すれば、国か道かは恐らく何らかの予算措置を

講じるのでないかと思うけれども、その辺につい

ても教育長どう思っているのか答弁お願いしたい

と思います。 

 そういうようなことで、教育長の答弁よろしく

お願いいたします。 

〇教育長（佐々木 隆君） 16番、藤野議員から

の再度のご質問に答弁申し上げます。 

 数点にわたる質問でございますので、もし漏れ

がありましたらご指摘いただきたいと思います。

部活動指導員の位置づけということで、ことし規

則の一部改正がされまして、従来の外部指導員と

は違って部活動指導員というのは顧問にもなり得

るし、引率をし、顧問としてベンチ入りし、采配

もできる。ただ、さまざまな役割といいますか、

そういったものが位置づけられてきております。

現在それを導入して先進的に実施している市町村

もございますし、確かに今議員おっしゃるとおり、

部活動においては経験のない教員が顧問になった

り、そういった部分についてはその顧問の経験不

足というか、不安とかそういったものを解消する

ためには部活動指導員の活用というのは本当に有

効な手段かなというふうに思いますし、引率も顧

問もできるという状況であれば、そういった部分

については今後活用するような形でいろいろ検討

もしていきたいとは思ってはおります。 

 ただ、そのためには学校の設置している私ども

のほうで法的な整備も必要になってきますでしょ

うし、部活動指導員を設置するとなれば当然任用

だとか勤務形態、さらには報酬だとか、そういっ

たものを定めてお願いをしなければならないのか

なというふうにも思っております。 

 部活動につきましては、私は学校教育の一環と

いいますか、学校教育の延長線上にあるものとい

うふうに認識をしておりまして、教育の一環であ

ろうなというふうに思っております。ですから、

各学校でそういったばらつきがないような形でい

ろいろと指導もしていきたいなというふうに思っ

ておりますし、もう一点、中体連の加盟をし、さ

らには全国規模の大会に出場する場合についての

団体登録といいますか、そういったものが必要な

のだという部分、種目によってはそういうのが発

生するのだというお話でございますので、その部

分についてはおっしゃられるとおり、その生徒が

そういったことに出場できないような状況になら

ないようにいろいろと春の段階で手だてもしてい

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。 

 いずれにいたしましても、教員の負担軽減とい

う観点からも部活動指導員、社会体育の指導者と

いうのはそういった研修も受けてきている方々だ

と思っております。ですから、単なる技術指導だ

とか競技の専門性だけではなくて、例えば生活指
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導であったりとか、そういった部分も兼ね備えて

いる方々だというふうに思っておりますので、そ

ういった方々の登用というのは適任ではないかな

というふうには私今現在思っておりますので、今

後いろいろと先進市町村等の事例等も調査しまし

て、検討もしていきたいというふうに考えてござ

います。 

〇16番（藤野博三君） きょうは、教育長の考え

方を聞きたいということが第一なので、ただ学校

部活動に属していない地域でスポーツの指導や練

習を受けている子供に対して、これは私は学校と

してやっぱり調査すべきでないかと思うのです。

今の状態を聞いてみると、例えば陸上やっている

子供が、水泳やっている子供が、これは個人種目

が多いかもしれないですけれども、担任に先生、

俺中体連の大会出たいのだと。そして、その先生

に行動にばらつきがある。すぐ校長、または教頭

に話して、こういう子がいるので、お願いします

という先生もいれば、忘れていた、これは絶対あ

ってはいけないと。そうであれば、学校として毎

年の行事としてそういう子供の調査をする必要が

あると私は思うのです。 

 だって、現実に小学生も含めていろいろなスポ

ーツをやりたい子供がいっぱいいるわけです。学

校部活動よりも社会体育でやっている種目も多分

児童生徒の数も多いのではないかと思います、あ

る面で。そういうことを考えれば子供たちの、小

学生は部活なんていうことを規定されていないか

らそれはいいのだけれども、中学生の場合ならそ

の辺を含めてきちんと学校として意思を確認して

おくと。私はバレーならバレーで習得する程度で

いいのですと、大会はいいのですと、そういう生

徒はそれでいいと思うのだけれども、先生、俺出

たいのだという子供も多分競技やっている子供で

あればそれなりにいると思うのです。団体競技の

場合は、例えばサッカーなんかは11人集まらない

とサッカーできないわけだから、その辺について

も教育長がさっき答弁されたようにほかの学校と

合同チームを組む、または余市町内であれば余市

町内の例えば東中が部活があって、旭中がない場

合は、旭中の何人かの生徒が東中と合同チームと

して参加させてあげるということもできると思う

のです。その辺調査というのは、今までそういう

ものをちゃんとされていたのかどうか。これから

学校としてそういう調査は必要でないかと思うの

で、その辺についての答弁をもう一度お願いいた

します。 

 また、学校の部活動と地域のスポーツ活動の中

で、例えばスポーツ活動の中で自分の校区に、自

分が本来入るべき中学校にその部活がないと。だ

けれども、隣の校区にはある。これ実際にあった

話なのですけれども、そしたら校区にないから隣

の校区に行きたいと。これは、私は教育委員会も

いい判断してくれたなと思うのですが、それでは

そっちに入学してもいいですよということで、子

供が本来入学するべき校区ではない隣の校区に入

学しているのです。私は、これはある面ではそう

いう何かのスポーツやりたいという子供がその環

境のあるところに、部活のあるところに入れたと

いうのは非常にいいことだと思うのだけれども、

その親御さんが言うには、だけれども本来は幼稚

園から小学校までずっと一緒だった子供たちと一

緒にいたいということもあるのだよねという話を

していたのです。これは実際にあること。ここで

名前を言う何物もないからそれは言いませんけれ

ども、だからそうであれば、そうしたら例えば東

中なら東中に部活がないのであれば、練習は旭中

に行ってしなさいと。引率どうするとか何かいろ

いろな問題は出てくるかもしれないけれども、そ

の辺は解決できる問題だと私は思っているので

す。だから、そうやってやっている子供も現実に

今まで何人かいるわけだから、ただそうであれば

自分の校区に通いながら部活動は隣の校区の学校

でするというような、もうちょっと広い形で学校
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の部活動の子供たちのスポーツをしたい、このス

ポーツをしたいという要求はかなえてあげるべき

ではないのかなと思うのです。学校かわってしま

うと、ほとんど知り合いがいないということにな

ってしまうのです。その辺も含めれば、校区の学

校に行きながら隣の学校に行く、これもぜひ実現

するような手だてをとってもらいたいのです。団

体種目であれば、片方は部活あるわけだから、と

ころが片方から行っている子供たちは一人でも二

人でも団体種目であれば団体戦に出場できないの

です。そういうときは常に練習している部活のあ

る学校と合同チームを組んでもらって、中体連の

大会に出場するという形もとれると思うのです。

その辺についての考え方も教育長にお尋ねしたい

と思います。 

 また、これは教育委員会の管轄だからこの際、

直接は関係ないかもしれないけれども、質問して

おきます。というのは成人式あります。このとき

に中学校の各部活動の紹介もされます。ただ、こ

の部活動の紹介は、その中学校にある部活動だけ

紹介される。ところが、部活動がなくて、中体連、

全国大会、ジュニアオリンピック行っていい成績

上げた子供であっても、部活がないがためにその

ＤＶＤの中には一こまも出てこない。それを知っ

ている子供たちは、あれ、何で誰々君出てこない

のだと。だって、部活がないものと。そうではな

くて、中学校が中体連に出したのであればその辺

も、そのＤＶＤの編集は教育委員会でしているか

どうかわからないけれども、その辺の配慮が、だ

から出てこないではないですか。ほとんどジャン

プの選手だったり、水泳の選手や陸上の選手でも

ＤＶＤに出てこないのです。反対にその成人式に

出た新成人の方々からあれというような声が実際

あるわけです。だから、その辺についてもぜひそ

ういう形で、紹介したから何なのだということに

なるかもしれないけれども、スポーツで全国で活

躍した選手たちを誇らしく思うというか、そうい

うこともあるので、これはちょっと蛇足みたいな

感じなのですけれども、その辺についても答弁よ

ろしくお願いいたします。 

〇教育長（佐々木 隆君） 16番、藤野議員から

の再度のご質問に答弁申し上げます。 

 部活動が成り立っていなくて、自分で例えばそ

の競技をやりたいと思っても部活動がない。各連

盟あるいは少年団チームに所属し、そこで活動を

し、個人競技とすればいい成績をおさめている子

供がいたとすれば、それが各中体連等の競技大会

に出場したいとなれば、学校にやはりそこには部

活動というものをまず設置をしなければならな

い。そして、顧問も配置をし、大会出場という運

びになるのかなと思っております。そこの部分に

つきましては、春の段階でいろいろと聞き取り調

査をしながら、各中学校で実施をしていると伺っ

ておりますけれども、なお一層そこは入念にして

いただければなというふうに思ってもおります。

ただ、部活動が存在しないところで中体連に出る

とすれば、部を設置しなければならないとなれば、

その時点で教員の顧問の手配だとかいろいろな部

分でまた大変なのかなという思いもありますの

で、そういった部分についてはいろいろと学校の

ほうでも調整等必要になってくるのかなというふ

うに思っております。 

 また、先ほど校区の変更で、自分の学校にない

部活動に入りたいという部分で違う中学校にそち

らのほうで転校といいますか、そちらで部活動を

行いたいという中学生も中にはいらっしゃいます

けれども、それはそれで本人の意欲というか、そ

ういう部分ではやむを得ないのかなと思っており

ますけれども、本来であれば各学校でクラブを設

置できるのが一番望ましいのかなと思っておりま

すが、そこにはやはり団体競技であれば、昨日も

答弁申し上げましたけれども、ゲームが成立する

人数よりも極端に少ない場合だとかそういった場

合でクラブ活動が成り立つのか、設置できるのか



－95－ 

という問題もありますし、そこは学校のほうでい

ろいろと考えてはいるとは思いますけれども、子

供の純粋にスポーツをやりたいという気持ちは大

変大事にしたいなというふうには思っております

し、ただ合同チームを編成して日々の練習行うと。

例えば３校がどこかの中学校で日々の練習を行う

とすれば、そこの移動手段だとかという部分もあ

りますし、各学校でそれぞれ顧問が配置をされた

部活動が存在していなければ合同チームの編成と

いうものも今はなかなか難しいような状況ともな

ってございますので、そういった部分につきまし

ては、今現状では何々中学校というところで主体

となって一緒に練習をし、何々中学校主体となっ

て町内の合同チームをつくって中体連に出場する

というような形は今後は発生してくるのかなとい

うふうにも考えております。 

 あとは成人式の部分でいろいろとそういった紹

介もないという部分はありますけれども、部活動

が存在していて、そこで活躍した子供さん方とい

うことであれば、それは当然いろいろと紹介とい

う部分は成り立つのかなと。むしろするべきだな

というふうに考えてございます。そんな感じでご

ざいますので、どうぞよろしくお願いします。 

（何事か声あり） 

 答弁漏れございました。学校では、春の段階で

それぞれの中学校で調査をしていると伺っており

ますけれども、なお入念にその辺は実施していき

たいというふうに思っております。 

〇議長（中井寿夫君） 藤野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４２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６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） 平成29年第２回定例会

に当たって、２件の質問をいたします。どうかよ

ろしくお願いします。 

 １件目、教員の長時間労働について。文部科学

省の平成28年度教員勤務実態調査の集計速報値を

見て驚きました。中学校教員の約６割、小学校教

員の約３割が週60時間以上の勤務を行い、過労死

ラインと言われる月80時間以上の残業をしている

とのことです。北海道新聞は、多くの教員が苛酷

な労働環境、異常と言わざるを得ないと指摘して

います。このような教員の多忙化は、子供たちへ

の教育に深刻な影響を及ぼしています。激務に追

われ、子供の話にじっくり耳を傾けることができ

ない、勉強のおくれている子に丁寧に教える時間

がないなどは、一刻も早く解決しなければなりま

せん。教員が余裕を持って子供と向き合い、研修

に励むことができる環境をつくることは、教育行

政の重要な任務です。 

 このような長時間労働が起こる要因は何でしょ

うか。北海道高教組と全北海道教組が共同で昨年

行った調査があります。小学校教職員の回答で多

いのは、授業準備や教材研究、仕事量が多い、会

議、打ち合わせ、分掌作業などです。さらに、2008年

度の学習指導要領改訂で小学校低学年では週２こ

ま、それ以上の学年では週１こまふえ、教員の負

担がふえています。 

 部活動負担の問題も深刻化しています。さきの

実態調査で教員の84.4％が部活動の顧問をし、そ

のうち49.1％が週６日、15.1％が週７日活動にか

かわっていることがわかりました。部活動、クラ

ブ部活動に費やす時間は、10年前の調査から平均

で１時間４分長くなり、２時間10分と倍増してい

ます。教職員組合の調査では、部活動や少年団の

指導について小中学校の教員は46％が負担と答え

ています。スポーツ庁の2016年度の調査では、全
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国の中学校の22.4％が休養日を設けていないこと

が明らかになっています。部活動も教員の長時間

勤務という負担の上に成り立っています。そこで、

以下質問します。 

 １、余市町の小中学校における教員の平日１日

当たりの勤務時間は幾らになっているのか。週

60時間以上の勤務を行っている教員は何人で、

10年前との比較について伺います。 

 ２つ、余市町の小中学校での昨年度の病気休職

の実態について伺います。 

 ３、中学校の部活動での休養日は、適切に設け

られているのか。 

 ４、教員の長時間勤務解消のためにとっている

方策について伺います。 

 次に、２件目、教育勅語の扱いについて。忖度

という言葉をはやらせた森友学園問題、国民はそ

の不可解な土地取引と首相夫人の関係に関心を持

っただけでなく、この幼稚園が教育勅語を暗唱さ

せていることに驚きました。さらに、安倍内閣が

閣議決定によってこの驚きを全国に広げようとす

ることに強い抗議の思いを持ち、戦後民主主義教

育の中で育まれ、さらに教育に携わった者として

町長並びに教育長の見解を求めます。 

 政府は、教育勅語の教育活動での扱いは、所管

庁、公立学校は教育委員会、私立学校は首長が判

断することとし、みずからへの批判をかわそうと

していますが、町長と教育長には憲法と教育基本

法にのっとった毅然とした態度が求められると思

います。1948年に衆議院で教育勅語排除決議を提

案した松本淳造議員、衆議院文教委員長は、教育

勅語の内容におきましては部分的には真理性を認

めるものであります。それを教育勅語の枠から切

り離して考えるときには真理性を認めるものであ

りますけれども、勅語という枠にあります以上は、

その勅語そのものが持つところの根本原理を我々

としては現在認めることができないという観点を

持つものであります。それが憲法98条にも沿わな

いゆえんでありますので、この際この条規に反す

る点を認めまして、我々はこの教育勅語を廃止す

る必要があると考えざるを得ないと述べ、いわゆ

る部分的評価についても厳しく否定しています。

そこで、以下質問をします。 

 １、1948年に衆参両本会議で全会一致で可決さ

れた教育勅語等排除決議と失効決議では、教育勅

語はどのように捉えられているのか。また、この

６日後に文部省から出された通達、教育勅語等の

取り扱いについてで指示されていることの見解を

伺います。 

 ２、安倍政権の閣議決定の根底には、教育勅語

は今日でも通用する内容があり、配慮すればそれ

を教えるのに活用することは問題ないとの認識が

あると考えられる。1948年の排除決議の趣旨から

いって閣議決定は撤回されるべきと考えるが、見

解を伺います。 

 ３、教育委員会として教育勅語を部分であって

も活用すべきではないとの立場で指導すべきと考

えるが、見解を伺います。 

〇教育長（佐々木 隆君） 13番、安久議員の教

員の長時間労働についてのご質問に答弁申し上げ

ます。 

 ご質問の１点目、余市町の小中学校における教

員の平均１日当たりの勤務時間と週60時間以上の

勤務を行っている教員の数に関してでございます

が、文部科学省におきまして昨年10月に全国小中

学校のうち小学校400校と中学校400校を抽出して

実施されました教員勤務実態調査によりますと、

平成18年度に実施されました同調査結果と比べ、

平成28年度では教員の勤務時間が平均平日１日当

たり小学校が43分、中学校が32分増加していると

いう結果が公表されたところでありますが、勤務

形態上現時点において町内小中学校における勤務

時間数について把握することは困難な状況である

と考えております。 

 ２点目の余市町の小中学校での昨年度の病気休



－97－ 

暇の実態に関してでございますが、昨年は小学校

教諭１名が病気により休職いたしております。 

 ３点目の中学校の部活動での休養日は適切に設

けられているかに関してでございますが、各中学

校におきましては原則１週間に１日の休養日を設

けております。 

 ４点目の教員の長時間勤務解消のための取り組

みについてでございますが、教育委員会といたし

ましては、教職員の業務量軽減に向けた取り組み

として学校に校務支援システムの導入を行ったと

ころであります。 

 次に、教育勅語の扱いについてでございます。

１点目の教育勅語をどのように捉えているかにつ

きましては、町長、教育長の見解として私のほう

から答弁をさせていただきます。教育勅語には教

育上の指導原理としては適当ではないとの考えか

ら、1948年に衆議院での教育勅語等排除に関する

決議と参議院における教育勅語等の失効確認に関

する決議がなされ、その後当時の文部省次官通達

により教育勅語を過去の文献として取り扱い、そ

れを神格化することのないよう注意喚起されたも

のと認識をしているところであります。 

 ２点目の教育勅語に係る閣議決定の撤回に関し

てでございますが、閣議決定につきましては国政

レベルのお話でありますので、申し上げる立場に

はないと考えておりますが、教育は教育基本法に

基づき適切に指導されるべきものと考えていると

ころであります。 

 ３点目の教育勅語の活用につきましても教育委

員会といたしましては、現在の教育は教育基本法

に基づいて行われているところでありますが、今

後におきましても教育現場において適切な指導が

行われるよう取り組んでまいりたいと考えており

ますので、ご理解を願います。 

〇13番（安久莊一郎君） まず、第１点目ですけ

れども、今回も抽出調査ということで余市町が省

かれているということで、調査結果がわからない

と、出ていないということですけれども、私がこ

こで述べましたように教員の長時間労働というの

は、子供たちに直接はね返ってくる問題です。全

国のこの調査でいきますと、過労死ラインという

ふうに言っている人が非常に率としては多いので

はないかと思うのですけれども、ですから全国で

この率が出ているということは、余市町でもそう

いう苛酷な長時間労働になっている、該当する人

がいるのでないかと思うのです。ですから、まず

その実態がわからなければ対策はできないわけ

で、そのためにもちょうど抽出調査が余市町で当

たらなかったからというだけでなくて、教育委員

会としてもこの実態をつかむ努力、何らかの方法

でやるべきではないかと思うのですけれども、ま

ずその辺どうかということです。 

 それから、余市町の病気休職者の方が小学校で

１人だけということで、そのとおりであれば、そ

の１人の方がどんな状況かはわかりませんが、数

としてはそんなひどい状態ではないとは考えられ

ますけれども、これから全国で年間8,000人という

方が病気休職しているということは、この余市町

にもそういう懸念が出てくるのではないかと思う

のです。ですから、ここも絶えずそういう健康管

理、教員の健康管理の面から把握していく必要が

あると思うのです。 

 それと、今までに過労死だとか過労自殺という

ことは学校の現場の中でなかったのかどうか、そ

れもお聞きしたいと思うのです。 

 それから、中学校での部活動の休養日です。こ

れは、週１日設定されているということで、これ

は一歩前進だと思いますし、これからも部活動で

の負担軽減、これは非常に大事なところだと思い

ます。これまでの質問の中でも部活動のあり方に

ついていろいろ議論がありました。この部活動に

ついては、私はきょうここの場所で取り上げるも

のではありませんけれども、これからも部活動の

あり方については論議を進めていかなければなら
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ないことだと思います。子供たちにとってもこの

部活動は、うまく作用していると子供たちの生き

がいにもなります。しかし、一部の負担によって

これが成り立つというところはやっぱり避けなけ

ればならないと思いますので、みんなが伸び伸び

と活動できていくそういう部活動というのはやっ

ていかなくてはいけないのではないかと思いま

す。 

 それから、教員の長時間勤務解消ということは、

これは大きな問題だと思うのです。勤務時間内に

きちんと教員のいわゆる本務ということ、これを

やり遂げる、勤務時間内でそれが終わることがで

きることが一番の我々が目指さなければいけない

ところだと思うのです。教員の本務ということは、

私は授業と授業の準備、それから学習指導、生徒

指導、成績処理、これに係る時間、これが優先さ

れて勤務時間内で終わるということ、これが非常

に大事なことだと思うのです。先生方の実態いろ

いろお聞きしていますと、家に持って帰って成績

処理をしたり、それから次の日に出す学級通信を

つくったり、大事な仕事を家に持って帰ってやら

ないと次の日に間に合わないという実態がありま

す。ですから、そういうところも含めまして、勤

務時間の問題、長時間労働をなくすためには定数

の問題だと思うのです。教員の定数をいかにふや

していくか。それがなければこれは解決しないと

ころです。部活動の問題でも、部活の顧問をして

いない人でも本来の勤務時間が10時間を超えてい

るという、そういう結果も出ております。ですか

ら、それにさらに部活動をやっている方は、それ

だけの長時間労働になっていくわけですから、そ

こも絡めてやっぱり長時間労働をなくしていかな

ければならないと思うのです。 

 教員には給特法というのがありまして、いわゆ

る時間外手当はつかないと。そして、時間外勤務

を埋めることができるのは限定４項目、それにな

っているのですけれども、結局そういう時間外手

当が出ない、それからそういう時間外勤務のとこ

ろが自発的にやっているからいいだろうという感

じでなっているわけですから、その問題はまたこ

れから論議したいと思いますけれども、給特法の

その問題についてもやっぱり考えなくてはいけな

いのではないかと思います。まず、長時間勤務に

ついては、そういうところでお聞きしたいと思い

ます。 

 それから次に、教育勅語の扱いの問題です。先

ほど教育長が言われたように1948年の衆参両本会

議での全会一致可決の教育勅語の排除、それから

失効決議というのは、もう再び日本が起こした戦

争を繰り返さないということでこの排除決議がな

されていると思うのです。私は、戦前の教育を受

けないで、戦後教育になって受けましたので、そ

の実態、体験はしていないのですけれども、先輩

方から聞きますと奉安殿があって、そこに教育勅

語とご真影ですか、それが入れられていて、その

前を通るときには必ず敬礼をしていかなくてはい

けないと。それを怠った場合には罰を受けるとい

うことで、教育勅語が徹底的にたたき込まれたと。

それが軍国少年、軍国少女をつくっていって、あ

の戦争に向かっての一大思想面での国民挙げての

行動となったと。ですから、この衆参両院の排除

決議が名刺的な平和国家として日本が世界でこれ

から生きていくために、精神面でまだ民主化がで

きていない根本にはこの教育勅語が国民道徳の指

導原理として成り立っていると、存在しているか

のように理解されていると。ですから、この教育

勅語は排除しなくてはいけないと。この教育勅語

を初めとした詔勅の根本理念が主権在君、それか

ら神話的国体観に基づいているからであると言っ

ているわけです。ですから、これは新しくできた

憲法、これに違反している。そして、基本的人権

を損なうということで、教育基本法に基づいた教

育の革新と振興を図らなければならないと、これ

が排除決議の趣旨であるのです。ですから、先ほ
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どの答弁の中で教育基本法に基づいてということ

を言われましたけれども、その前に憲法、これに

基づいてきちんとこの問題については指導しなけ

ればならないのではないかと思うのです。そこの

ところもお答え願いたいと思います。 

 それで、閣議決定は、先ほども言いましたけれ

ども、教育勅語には今日でも通用する内容がある

からだということなのだけれども、閣議決定と先

ほどの衆議院の決議、それからそれを提案された

松本議員、これのことから見ますれば、そういう

おそれがあるので、教育の場で扱ってはならない

という趣旨であるのです。ですから、そこのとこ

ろははっきり閣議決定についても、余市町の教育

を預かる教育長として明確な態度をとらなくては

いけないと。国政に任せるという問題ではなくて、

事は憲法と教育基本法に係る問題です。それに基

づいて余市町の教育はなされなければならないと

思うので、そこをきちんと言明していただきたい

と思います。 

 以上、質問します。 

〇教育長（佐々木 隆君） 13番、安久議員から

の再度のご質問に答弁申し上げます。 

 教職員の長時間労働の問題でございます。実態

等の把握ということでございますけれども、議員

今おっしゃられたように、教職員につきましては

給与に対しての４％の上乗せという部分ございま

すし、超過勤務を命ずる場合については４項目以

外の部分については命令はできないというような

状況になってございますけれども、教員の健康被

害等を防止する意味では、やはりそこは何らかの

把握というのは必要なのかなという気はいたして

おりますけれども、今後その辺は国のほうの枠組

みもどう動いてくるのかなというのもございます

し、過労死ラインだということで憂慮すべき事態

というふうな報道もされておりますので、どうい

った動きになるのかなというふうに注視をしてま

いりたいと思います。 

 過労死等につきましては、教育委員会としては

今までは把握はしておりませんので、なかったの

かなというふうに思っております。 

 また、部活動等を通じて、今１日原則休みを入

れておりますけれども、ご指摘の根本的な長時間

労働を解消するとなれば教職員の定数を増だとか

という部分は、これは国のほうも大きな枠組みの

中で考えなければならない問題でもありますでし

ょうし、我々地方の教育委員会とすれば学習支援

員の増員だとか、そういった部分の手だてだとか

いろいろと考えてもいきたいなというふうに思っ

てもおります。 

 次に、教育勅語の問題でございます。憲法につ

きましては、国の最高規範でありますので、それ

に基づいていろいろと各法が定められておりま

す。私どもについては、法律に基づいて、尊重し

ながら教育行政を担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。 

 また、閣議決定に対しての見解でございますけ

れども、そもそも教育勅語については廃止、失効

されておりますので、ないものと考えております

ので、そこは先ほども申し上げましたけれども、

国政レベルの話でございます。私は、当然今存在

しない部分でございますので、学校現場での教材

としては考えることは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、実態調査、長時

間労働について、長時間勤務についての実態調査

は何らかのことでつかむようにしないと、実態が

わからないところには対策も出てこないと思うの

です。ですから、そこはまずこれからいろいろ検

討されて、どういう方法があるかということも含

めまして、それから過去に調査のそういうものが

なかったかどうか、ぜひ長時間労働をなくす方法

をその中から見つけていただきたいと思います。 

 それから、過労死、過労自殺というのがこれま

でなかったということは非常に喜ばしいこととい
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うのか、いいことだと思うのです。だから、今後

ともそういうことが起きてしまっては非常に大変

なことになります。ですから、起きる前にそうい

う対策をとらないとならないと思うので、そうい

う面ではぜひこれからもそういう努力をしていた

だきたいと思います。教育委員会としてそれに対

する対策、できるところをいろいろ考えて、ある

のではないかと思うので、そこをぜひ検討しても

らいたいと思います。 

 それから、教育勅語の問題ですけれども、教育

勅語で政府のほうの閣議決定の問題がありますけ

れども、国会での論議を見ていますと、教育勅語

というものは失効している、だから憲法に沿わな

いということで、もうなきものとなっているとい

うことですけれども、閣議決定ではその内容にお

いてはそれを使えるようなことを決めているわけ

です。だから、そこをきちんと教育委員会として

態度をはっきりさせておく必要があるのではない

かと思うのです。当時の森戸文部大臣も言ってい

ますように、教育勅語は教育上の指導原理として

は法制上はもちろん、これは先ほど教育長言われ

たのですけれども、法制上はもちろん行政上にも

思想上にもその効力を喪失いたしておるのであり

ますと明快に国会で答弁されていまして、この森

戸発言はその後の国政の中で生かされてきている

問題なのです。だから、それをちゃんと受けとめ

て、この余市の教育に当たられる教育長、そこの

ところをしっかりとつかんでおいていただきた

い。それについての見解再度伺いたいと思います。 

 以上、私の質問です。 

〇教育長（佐々木 隆君） 13番、安久議員から

の再度のご質問に答弁申し上げます。 

 教職員の長時間労働実態調査等のご質問でござ

います。学校長、特別職におきましては、健康被

害等の部分についていろいろとそこは注意をしな

ければならない部分もありますし、何らかのそう

いった部分は必要なのかなと思いますが、ここは

国のほうでもそういったことを大きな枠組みの中

で検討していかなければならない問題と考えてお

りますので、そこはそういった部分を注視してい

きたいなと思っています。 

 あとは勅語の取り扱いでございますけれども、

重ねての答弁で恐縮ですけれども、新聞紙上等を

にぎわせております森友学園問題だとか、あるい

は閣議決定だとか、そういったものはされており

ますけれども、私は先ほども答弁したようにない

ものと考えてございますので、学校現場で使うよ

うなことはございません。そのように認識をして

ございます。 

 申しわけありません。過労死対策と言われまし

ても、ここはきちんとした健康被害がないような

形で学校長も対応しなければならないものだと考

えてございますので、引き続き対応してまいりた

いと思います。 

〇議長（中井寿夫君） 安久議員の発言が終わり

ました。 

 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３２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。 

 なお、近藤議員は所用のため退席の旨届け出が

ありましたことをご報告申し上げます。 

 一般質問を続行します。 

 発言順位７番、議席番号４番、岸本議員の発言

を許します。 

〇４番（岸本好且君） 私は、平成29年余市町議

会第２回定例会に当たり、さきに通告いたしまし

た質問２件について町長並びに教育長に質問をい

たします。答弁のほうよろしくお願いをいたしま

す。 

 １件目、空き地の荒廃防止対策について。近年
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長期間放置された空き地が目立ち、都市や地方に

限らず問題になっています。雑草が生い茂ってい

る、伸びた枝が道路に突き出しているといった苦

情があっても、迅速に対応できないことが現実に

起きています。2017年版の土地白書によると、全

国の空き地面積は2013年時点で981平方キロメー

トル、10年間で約４割ふえた。空き地所有者

5,000人を対象に実施した調査結果では、空き地と

なった理由について半分以上が相続し、そのまま

になっているとの回答でした。また、1,200の自治

体のうち、３割以上がここ10年間で管理不十分な

空き地が増加したと答えています。 

 長期間放置され、荒れた空き地は、景観を損ね

る上、伸びた枝などで車両の走行や歩行者の妨げ

になることも懸念されます。本町においても空き

地の荒廃が目立ち、土地所有者に対する指導や自

治体としての適切な管理体制を整える必要がある

と考えます。以下、本町の空き地荒廃防止対策に

ついてお聞きします。 

 １、本町における空き地荒廃の主な原因と現状

について。 

 ２、国交省より各市町村に空き地対策担当部署

を設置するよう求められているが、本町の実態に

ついて。 

 ３、土地所有者の高齢化や遠方に住んでいる場

合の雑草の除去、樹木の伐採を促す対応について。 

 ４、市街地景観から見た空き地荒廃対策の必要

性について。 

 ２点目、日本遺産認定の申請について。2015年

に文化庁が創設した日本遺産が地域活性化への千

載一遇の機会として注目されています。国は、

2020年開催の東京オリンピック、パラリンピック

まで日本遺産認定を100件程度を目指すとされて

います。その地域が日本遺産に認定された場合、

まちの知名度を高めるだけでなく、町民みずから

まちの魅力を観光客に届ける大きな力となると言

われています。本年度は、全国で79件の申請があ

り、17件が認定されました。道内では、江差町が

地域型で初めて文化庁の日本遺産に認定され、現

在総数は54件となっています。 

 認定を希望する自治体は、歴史や文化で織りな

す情景を表現、まちの物語として申請することに

なっています。地域型のほかに複数市町村にまた

がるシリアル型の申請もあり、本年度は函館市と

渡島管内松前町を含む日本海側７道県11市町によ

る北前船寄港地として日本遺産に認定されまし

た。江戸時代後期から余市町はニシンの千石場所

と呼ばれ、栄えました。明治30年には漁獲量97万

5,000トンを記録し、今も当時の栄華を伝える遺構

が町に多く残っています。日本遺産認定は、町の

知名度をさらに高め、訪れた人が余市の歴史、文

化を体験できるようなまちづくりに大きな期待が

できます。文化庁が創設した日本遺産に余市町が

申請する環境は十分に備わっていると思います

が、見解をお聞きします。 

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。 

 ご質問の１点目、空き地荒廃の主な原因と現状

についてでございます。本町におきましては、現

在まで空き地に関する実態調査を実施した経緯は

ございませんが、全国的な傾向と同様に空き地を

相続し、そのままになっている、住宅建築のため

に購入したが、まだ建てていない、建物を除去し、

そのままになっているなどという原因により空き

地となっているものと考えられます。 

 ２点目の空き地対策担当部署の設置要請につい

てのご質問でございます。現在までご質問にあり

ます国土交通省よりの空き地対策担当部署に関す

る設置要請についてはございませんが、今後は空

き地対策に関する窓口の一元化に向けて、他自治

体の先進事例を参考にしながら検討してまいりた

いと考えております。 

 ３点目の土地所有者の高齢化や遠方に住んでい

る場合の雑草の除去、樹木の伐採を促す対応につ
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いてでございます。空き地につきましては、土地

所有者において適正な管理をしていただくものと

認識しておりますが、ご質問にありますように所

有者の高齢化や遠方居住などの理由により、管理

水準が低下した空き地が増加していることも事実

でございます。管理水準の低下により景観の悪化

や害虫の発生など周辺の地域住民に迷惑を及ぼす

ことも懸念されることから、本町といたしまして

も対応に苦慮しているところでございます。しか

しながら、空き家対策とは異なり、所有者等に関

する情報の利用について法的な整備がなされてい

ないことから、空き地の所有者の特定が困難とな

っている現状にございます。全国的にこうした状

況が発生していることに鑑み、国においても有識

者検討会を立ち上げ、空き地対策の強化と法整備

の必要性について検討していると伺っており、今

後法整備がなされた段階で適切な対応をしてまい

りたいと考えております。 

 ４点目の市街地景観から見た空き地荒廃対策の

必要性についてでございます。先ほど申しました

が、管理水準の低下した空き地につきましては、

景観の悪化により地域のイメージ低下につながる

おそれがございます。空き地の問題は、所有者の

みならず地域及び自治体における課題として、空

き地等の有効利用、適正管理を促す仕組みを国と

して整えることが喫緊の課題であると考えており

ますので、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（佐々木 隆君） ４番、岸本議員の教

育委員会に関するご質問、日本遺産認定の申請に

つきまして答弁申し上げます。 

 日本遺産につきましては、地域の歴史的魅力や

特色を通じて、我が国の文化、伝統を語るストー

リーを日本遺産に認定するとともに、ストーリー

を語る上で不可欠な魅力ある有形、無形の文化財

群を地域が主体となって総合的に整備、活用し、

国内外に戦略的に発信することにより地域の活性

化を図ることを目的として、文化庁が平成27年度

から実施している事業でございます。既に全国で

は平成29年度までに54件のストーリーが認定さ

れ、道内では平成29年度に自治体単独の地域型に

江差町が、複数の市町村にまたがるシリアル型に

函館市と松前町が認定されております。 

 余市町が申請する場合は、自治体単独の地域型

が適当と考えますが、その際は歴史文化基本構想

の策定が必須となります。この歴史文化基本構想

につきましては、策定に２年から３年の期間を要

することや昨年から旧下ヨイチ運上家の保存修理

に係る耐震診断を実施し、工事終了予定を平成

34年としていることと並行して旧余市福原漁場の

保存修理工事が必要であることなど、文化財施設

がこのような状況の中での申請手続は難しさはあ

りますが、今後研究も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。 

〇４番（岸本好且君） 何点か再質問させていた

だきます。 

 最初に、空き地の荒廃防止についてであります。

先ほど町長から答弁をいただきました。この関係

については、全国的にも空き家のほうが対策に重

点が置かれている。これは、当然空き家の場合は、

特に余市町もそうですけれども、倒壊のおそれが

あったり、周辺に多大な迷惑をかけるということ

で、それは法的な措置も含めて対策が急がれてい

ます。これはこれであれですけれども、一方さっ

き町長答弁もありましたように、空き地について

はなかなか法的な措置が制度化されていません。

それで、各自治体が苦慮しているのが実態です。

そこで、この余市町で主に発生している原因と現

状については、これについては調査を行っていな

いということですので、細かいことは別として、

今後将来的に空き家同然にこの対策も急いでやら

なければならない案件の一つだと思いますので、

少し意見を述べさせていただきます。 
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 まず、私もこの質問をするに当たって、一般町

民の方から空き家のことはよく相談を受けるので

すけれども、荒廃しているといいますか、荒れて

いる空き地が余市町どうなっているかと、これは

全部でないのですけれども、駅を中心に黒川町と

か大川町をちょっと回って見てきました。余市町

の特に駅前、国道５号線、今回余市祭りがあった

ので、結構道路は除草してきれいになっていた部

分も結構あるのですけれども、やはり生い茂って

いる空き地が結構あります。でも一方、これはお

祭りのせいではないと思うのですけれども、やは

りきちんと管理されているところはきれいに刈っ

ているのです。ですから、周りがそういう状況で

すので、きれいに刈っているところは非常によく

見えました。感じもすごくよかった場所も確かに

あります。 

 そういうことで、調査を今まで行っていないと

いうことですけれども、その担当部署についても

国交省からのそういう求められているけれども、

まだ正式には来ていないということですけれど

も、空き家と同じようなその必要性については町

長も認めておりますので、今後調査を行うという

方向性をぜひ担当課、もしくはその調査をすると

いう方向性を再度検討していただきたいと思いま

すので、再度その関係についてお聞きをいたしま

す。 

 それから、２点目なのですけれども、対策部署

を今示されていないということで、それはわかり

ました。ただ、これはいずれ多分求められると思

います。それで、もし求められた場合は、どのよ

うなところが担当部署になるのかお聞きしたいと

思います。実は、この関係については先ほど法律

がないということで、例えば建物については火災

の予防のために消防法があったり、それから所有

者や管理者に対して物件の除去する措置を消防法

の中である程度命じることができます。ただ、空

き地については、最近余市町が実際あるかどうか

わからないですけれども、ごみの不法投棄が場所

によっては、余市町は調べていませんので、私も

そういうところはまだ見ていませんけれども、ほ

かの場所にもそういう不法投棄がされているとい

うこともあります。そんなことで不法投棄の場合

については、そういう保持をする努力義務に法律

がなっているということで、どっちにしても現時

点ではその空き地に対するそういう法的な措置が

とれない状況だからこそ、余市町独自といいます

か、調査も含めてぜひ今後担当部署を空き家と同

じような扱いで設置するような方向で取り組んで

いただきたいと思いますので、それを含めて見解

をお聞きします。 

 ３点目に、これは実際高齢化が進んで、確かに

遠方に住んでいる所有者に雑草の除去だとか樹木

の伐採を促すというのは、なかなか難しい作業だ

と思っています。それで、これは将来の話なので

すけれども、国が法律化されていない部分もある

ので、独自として条例になるのかはちょっと別と

して、協定になるかは別として、そういう決まり

事を整えておく必要があると思います。例えばこ

れは一つの例なのですけれども、空き地、雑草等

の除去に関する条例だとか、空き地の環境保全に

関する条例だとかつくっている自治体もありま

す。例えばその中に所有者が対価を払って、要は

お金を支払って市町村に、自治体に委託をして支

援を要請することができるとか、またボランティ

アだとか町内会だとかの協力を得ながら雑草の除

去をする。その前の資機材の提供だとか、そうい

ういろいろなことができます。建物の場合はなか

なか難しいですけれども、雑草ですので、やり方

によってはできることが多いかと思うのです。で

すから、そういうことで余市町も将来条例までは

いかないまでも、何か協定みたい、決まり事みた

いなものをつくっていくことも必要かと思います

ので、その辺のお考えがあればお聞きしたいと思

います。 
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 それから、市街地景観から見た空き地荒廃対策

の必要性についてなのですけれども、実は平成

27年度の土地問題に関する国民の意識調査という

のがあります。その中の調査で、荒廃した空き地

が周辺地域にどのような悪影響を及ぼしているか

というデータが出ているのです。その中で、第１

位はごみなどの不法投棄が誘発されているという

のがこれが一番多いのです、悪影響の中で。２番

目が風景とか景観の悪化なのです。３番目が野火

など火災発生の誘発。ほかにも防災や防犯上の機

能の低下だとか、周辺が営農地帯であれば町長が

先ほど言いましたように空き地からの雑草を原因

とした害虫の発生などが考えられています。 

 この意識調査の中で、住んでいる人が、風景だ

とか景観だとかに雑草の生えている空き地が問題

になっていると。余市町が今「マッサン」のおか

げで観光客が多少は落ちたとはいえ今も特に夏場

に向けてたくさんの方が見えられている。リタロ

ードもきれいに整備されて、今回全国の表彰も受

けられましたし、ニッカ工場については全国の工

場部門でかなり上位の美化されている工場という

ことですごく高い評価を受けて、リタロードだと

かニッカ工場だとか余市川だとか本当に余市を訪

れた人がいい町だなと。住んでいる人も多くの方

がそういう美化に努めているという意識は持って

いると思います。ただ、今長期不在になっている

所有者だとか高齢化のために除草したいと思って

もなかなかできないという、そこにどうやって手

当てするかということが非常に大事かと思います

ので、特にこれから町長がいつも言いますように

ワインツーリズムの関係で、ただ名所を見て帰る

でなくて、多分歩くのですよね。歩くということ

は、余市の町を全部見らさるといいますか、見て

いきますので、そういう意味ではほかの町より景

観だとか風景だとかに余市町は空き地の雑草だと

か樹木の多く茂っているというのが非常にイメー

ジダウンにつながると思いますので、そのことを

大事にこれから取り組んでほしいという思いで意

見を述べさせていただきました。見解があればお

聞きします。 

 それから、２点目の日本遺産の申請についてで

す。今教育長のほうから答弁ありましたけれども、

非常にハードルが高いのです。それで、結構これ

は申請するまでに相当な時間も労力も要る内容で

す。ですから、非常にハードルが高いということ

は十分わかります。実際ことしについては、79件

の申請があった。全国79件もそれ相当ないろいろ

なストーリーがあって、余市よりもすばらしいそ

ういう整ったところがあった中でも17件しか認定

がされなかったということで、これは多ければ多

いほどいいということではなくて、ブランドです

から、100件に抑えているというのはやっぱりそう

いう意味があって、既に54件が決まっているとい

うことで、20年までですから、もう時間がないの

は十分わかります。 

 それで、さっきの繰り返しになりますけれども、

「マッサン」の放送で本当に知名度が上がった。

それで一安心ということではなくて、この日本遺

産に類するものがこれからまた出てくる可能性も

ありますので、今言ったこの申請には二、三年か

かるということは十分わかります。それはもう今

回の登録には間に合わないということもわかりま

した。いろいろ調査研究するということですけれ

ども、このままずっと観光客が来るとは限りませ

んので、日本遺産に類する、日本遺産にも申請す

るそのくらいの気持ちを持って、プラスもう一つ、

せっかく余市町はそういう歴史的な文化の町です

ので、そういう必要性があるのではないかなと思

いますので、再度もし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。 

 この全般のことでございますが、当然これは本

来であれば土地の所有者が全てやらなければなら



－105－ 

ないという部分でございます。しかし、それがな

かなかできないような形になっているという中

で、国のほうでも空き家対策に続いて、この空き

地の部分についても腰を上げたというふうに認識

してございます。これにつきましては、空き家対

策と同じようにいろいろな部分で空き地の弊害と

いう部分出てきておりますので、これは国の今出

された指針、さらには方向性等を待つだけではな

くて、こういった情報もいただいておりますので、

そういった中で何をすべきかという中で取り組ま

なければならない分野だというふうに思っており

ます。 

 また、２点目の担当部署の関係でございます。

これにつきましては、議員もおっしゃられており

ますようにごみの不法投棄、さらには景観、災害、

害虫の発生等多岐にわたるという部分ございます

ので、これにつきましてはまだ今この場でこの部

署がという部分まで結論は持ってございません

が、当然これは国の中でもこれから担当部署を求

められてくるというのも予想されることでござい

ますので、内部でしっかりと検討してまいりたい

というふうに思っているところでございます。 

 ３番目の条例、さらには決まり事等の部分のお

話もございました。当然これは一番予測されるこ

とは、財産という部分、これは空き家の部分より

雑草等の部分でございますから、これが不法侵入

とかそういう部分あるのかなというふうにも思い

ますけれども、そういった中ではまだ法整備がで

きておりませんが、これは法整備等がなった段階

では例えば危険なところは行政が全て雑草等の整

備をして、そしてそれを対価を所有者に請求する

というような、そういう流れになってくるのかな

というふうにも思ってございますが、それら今国

の法整備なんかをしっかり見きわめながら、対応

してまいりたいというふうに思ってございます。 

 それと、４点目の空き地対策の必要性でござい

ます。これは、本来であれば最初の個人の責任と

いう部分につながるかと思いますけれども、私ど

も田舎のほうでは地域、地域で本当に今でもそう

なのですけれども、草刈りだとか何かそのあたり、

ここは誰々さんの土地だけれども、東京行ってし

まっていないからという中で、そういったつなが

りの中で地域としてそれらを取り組んできた部分

ございますが、町なかではなかなか誰の土地かと

いう部分もわからない部分等もあるというふうに

思ってございます。おっしゃられるとおり、観光

面等の部分から不法投棄や景観上の問題もござい

ますので、これら繰り返しになりますが、今国の

動向を見ながら取り組んでいかなければならない

分野であるというふうに認識しているところでご

ざいます。 

〇教育長（佐々木 隆君） ４番、岸本議員から

の日本遺産の申請についての再度のご質問でござ

います。 

 国のほうでは、2020年ですか、こちらのほうま

での期間ということでの認定申請ということでご

ざいまして、シリアル型、それから地域型と両方

の申請行為があるのですけれども、シリアル型と

すれば他市町村とのストーリーが似通っているも

のでなければならないという、このたびの函館、

松前とのそのストーリー性が余市町が果たしてそ

こで合致するのかとなれば、なかなかそこも難し

い面があるのかなと思ったりもしております。地

域型とすれば、余市町単独としてニシンの部分、

そしてニッカのリンゴ、それとウイスキー、そう

いったものをストーリーとして余市町が地域型と

して成り立つのかなと思ったりもしております

が、いずれにいたしましてもまちづくりあるいは

観光の視点からとなりますと、やはり教育委員会

だけでとなるとなかなか難しい面がございますの

で、これに類するようなものの事業といいますか、

そういったものが出てきましたら、これは町長部

局ともいろいろと連携を図りながら、協議をしな

がらいろいろと対応してまいりたいなというふう
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に考えてございます。 

〇４番（岸本好且君） 両方の質問の状況はわか

りました。 

 まず、最初の空き地の関係ですけれども、今町

長がおっしゃいましたように人の土地ですし、長

期不在ということでやってあげたいと思ってもな

かなかできないという。そこで頼りになるのは地

域の人方の隣同士の、隣ですから状況わかると思

うのです。今個人情報の関係でいろいろうるさく

言われていますけれども、やり方によっては、自

分たちの町ですので、自分たちの町で、国の法整

備されていないので、そのままということではな

く、今町長が言いましたようにやれるところから

条例も含めて、決まり事も含めて、実際ほかの町

村で先進地はやっているのです。そういうことで、

このことをやることによって地域の連携だとか連

帯感だとか、そういうのもまた生まれてくる、そ

の作業をすることによって。これ誰も否定するも

のはないと思うのです、きれいにするだけですか

ら。あとはやり方なので、ぜひ工夫して、役場と

いいますか、役場だけでなく町内会も含め、いろ

いろなボランティア団体も含めて土地の関係につ

いては、余市町が目指す観光に今これから目指し

ていくわけですから、今もたくさんのお客さんが

来ているわけですから、いい町、余市に行ってき

れいな町だということは、一朝一夕でないと思い

ますけれども、この機会にぜひ取り組んでほしい

と思います。 

 町長、町をきれいにするという理由づけという

か、例えば蘭島から余市に入る、仁木から余市に

入る、積丹から余市に入る、やっぱり玄関なので

す。ですから、自分の家の庭と同じように、自分

の家は確かにきれいにしている方はたくさんいて

も、隣の雑草が草ぼうぼうであれば全体がイメー

ジとしてダウンするので、そういう意識というか、

そういうものも住んでいる町内会など含めて、リ

ーダー的な人方を含めて現状をまず伝えると。そ

のためには調査も必ず必要ですし、あるところで

は登録制をとっているところもあるのです。遠方

にいる人が登録をして、何か手だてすることがあ

ったときには連絡をとれる。今はなかなかそこま

でいかないと思うのです。だから、まずそういう

現状を把握して、調査を先行してやるというのも

必要になると思います。そこからでないと始まら

ないと思いますので、ぜひ前向きに努力していた

だきたいと思います。 

 それから、２点目の日本遺産の認定についてで

す。教育長が先ほど言いましたように、なかなか

今の現状では申請まで、これも2020年ということ

で、これが延びればまた別ですけれども、日本遺

産は別として、北海道遺産とかいろいろなそれに

類するものがありますので、それに向けて準備を

していくというのは絶対必要だと思います。 

 そして、今、これは教育長のところですので、

従来の文化財行政というのが当然保存だとか、ど

ちらかというと保存重視なのです。それはそれで

大切なことなのですけれども、今、日本遺産がこ

ういうふうに取り組みしたというのは、さらに活

用するということなのです。ですから、余市の場

合は、まさに余市の町を歩いて実感してもらう。

ただ神社、仏閣を見て帰るのではなくて、それは

それでいいのですけれども、そこにワインツーリ

ズムも組み込んで、実際に余市の町を歩いてもら

う。そして、体験してもらうということで、結局

体験型というか、活用を重視しているための日本

遺産の登録の目的だと思います。ですから、ぜひ

歴史のストーリーが余市はウイスキーづくりでも

ありますし、ニシンでもありますし、リンゴでも

ストーリーはたくさんあると思いますので、そう

いう研究されている方もたくさんいらっしゃいま

すので、ひとつチームをつくって、いつでもそう

いう申請が、これに類するものの申請があった場

合に時間がなかったということではなくて、すぐ

どこのまちより先に申請できるような、そういう
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体制づくりをぜひつくってもらいたいと思いま

す。もし考えあればお聞きします。 

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。 

 空き地の関係でございます。現在有識者検討会

の中では、私最初に申し上げましたが、個人の責

で管理されるべきだという部分がございますが、

ここにだけ委ねていてはもう無理だろうという中

から、そういった部分からの必要性からこの検討

が始まったというふうに伺ってございますし、そ

こには行政や地域社会全体がどうかかわっていく

かという部分が大きく求められているという部分

でございます。先ほど来申し上げておりますよう

に、負の部分、景観、そしてまた災害、火事、害

虫等のこれらの除去という部分ございます。それ

と、検討会の中ではこれを逆に逆手にとってとい

うか、いい機会と捉えて、きちんと土地を洗い出

して、所有者等も含めて、そこに民と民であれば

いろいろな中での不合理があってなかなか契約が

成立しない部分でも、行政がその中に入ってしっ

かりつなぐ役割をできれば、そこを有効活用でき

るのではないかというようなことも検討されてい

るようでございます。私どももそれらを踏まえて、

今後この空き家に続いて空き地の問題もしっかり

取り組んでいかなければならない課題であるとい

うふうに思っているところでございます。 

〇教育長（佐々木 隆君） ４番、岸本議員から

の再度のご質問でございます。 

 日本遺産、そういった部分で保存から活用とい

う観点だと思いますけれども、教育委員会の立場

とすれば、先ほども申し上げましたけれども、ま

ちづくり、あるいは観光面からという視点ではな

くて、やはり教育委員会としての本分といいます

か、そういった部分の視点に立って物事を考えて

いかなければならないと思っております。ただ、

そういった私どもの文化財がまちづくりに寄与で

きるということであればこれは大変喜ばしいこと

でございますので、備えをするためにいろいろと

チームをつくって準備をするということはなかな

か今申し上げづらいですけれども、町長部局とも

いろいろとこういった部分については連携をとり

ながら、対応してまいりたいと考えてございます。 

〇議長（中井寿夫君） 岸本議員の発言が終わり

ました。 

 次に、発言順位８番、議席番号11番、白川議員

の発言を許します。 

〇11番（白川栄美子君） 平成29年第２回定例会

において、さきに通告の１件について質問いたし

ます。 

 ヘルプカードの普及促進について伺います。ヘ

ルプカードとは、障害や難病を抱えた人などが必

要な支援を記入しておき、緊急時や災害時、また

日常生活の中で急な体調悪化など困ったときに提

示することで、周囲の配慮や手助けをお願いしや

すくするものであります。近年このヘルプカード

を作成し、配付する動きが全国の自治体に広がり

つつあります。 

 東京都では、平成24年４月にヘルプカードにつ

いて標準様式を定めたガイドラインを区市町村向

けに策定しました。一部の自治体では独自のカー

ドを作成していましたが、余り知られていなかっ

たということもあり、都内全域で使えるように統

一した様式を設け、作成したと伺っております。

また、東京都が策定したガイドラインには、ヘル

プカードの意義として４つ定めており、１つ目に

は本人にとっての安心、２つ目には家族、支援者

にとっての安心、３つ目に情報のコミュニケーシ

ョンを支援、４つ目には障害に対する理解の促進

と定めておりました。近年日本各地では地震、台

風など大きな災害も起きておりますし、また大き

な事故やトラブルに巻き込まれたとき自分の意思

や状況、困っていることなどを正確に伝えること

ができない方のためにも、ヘルプカードに家族の

連絡先や困ったときの対処法、またその方の特性
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と支援の方法を記載しておくことで、障害や難病

を抱えた方にとっても周りの方にとっても心強い

ものになっていると伺っております。本町として

支援を必要とする人に向けてのヘルプカードの普

及促進を進め、地域の中で安心して暮らせる対策

が必要と考えますが、町長の見解をお伺いいたし

ます。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

〇町長（嶋  保君） 11番、白川議員のヘルプ

カードの普及促進についてのご質問に答弁申し上

げます。 

 ヘルプカードにつきましては、義足や人工関節

を使用している方、内部障害や難病の方、妊娠初

期の方など、外見からはわからなくても援助や配

慮を必要としている方が周囲の方に知らせること

で援助を得やすくなるよう東京都がヘルプマーク

を登録し、カードとして策定したもので、現在東

京都のほか８県で活用されており、札幌市も今年

度から導入予定と承知しております。また、北海

道におきましても障害のある方への合理的な配慮

を的確に行う方策として、ヘルプマーク等の普及

に関する取り組みを市町村と連携を図りながら行

うようヘルプカードの標準様式も含め検討を進め

ているところでございます。 

 ご質問の余市町としての考え方でございます

が、こうした北海道の取り組みに対し積極的な参

加を検討するとともに、平成29年度が計画の最終

年度となります第４期障がい者計画・障がい福祉

計画の総括と平成30年度から３年間の第５期障が

い者計画・障がい福祉計画の策定に当たり、ヘル

プカードについても関係機関、団体等のご意見を

伺いながら、導入に向け検討を進めてまいります。 

〇11番（白川栄美子君） 第５期の福祉計画の中

に30年からいろいろな関係機関とで協力していた

だきながら、導入していく考えがあるということ

を今ご答弁いただきました。 

 このヘルプカードの普及に取り組むきっかけと

なったのは、実は公明党の都議会議員が2009年の

春に街頭演説したときに、自閉症の子供がいるＴ

さんという方が声をかけてきたのがきっかけだっ

たと。そのときに私の子供が一人で社会参加でき

るようになったときに、災害や事故に遭遇しても

周囲の人が支援の手を差し伸べてくれるような東

京をつくってほしいという、そういう声を直接か

けられたと。その中で、９月の定例会や11年の２

月にも都議会で取り上げたが、なかなか前は向い

てくれなかったと。そういうことがあった翌月に

東日本大震災が発生し、混乱の中、家に帰れない

障害者が続出したと。そこで、公明党の議員が再

三要請を行い、ついに都が方針を展開、12年の12月

に標準様式を定め、それを活用してカードを作成

するということになったと。そして、都内の市区

町村に対する財政支援も決めたと。その結果、都

によると17年３月までにヘルプカードを作成する

自治体は都内52市区町村に拡大し、この動きは東

京都外でも少なくとも４県と18都道府県の44市町

村へと広がっていったということがホームページ

の中で言われておりました。 

 北海道でもこの間ホームページからとったら、

美幌町でやっていたのです。今回札幌でも導入す

るということで、本当にこれはぜひとも進めてい

っていただきたいなということの一つに、今余市

町で実は発達障害の男の子が今回３月に卒業し

て、４月に小樽の大手の商店に勤めた方がいらっ

しゃって、裏方としてその子は勤めたのです。親

が朝、車で駅まで送っていって、それから本人は

小樽の駅からバスに乗って帰ってくるわけなので

すけれども、その中で親は送っていくときはいい

のだけれども、帰るときは一人だから、どうやっ

て帰ってくるだろうと。それまでの間が何回も練

習させて、それから親が裏に隠れていて、子供が

通う姿を見ながら、そうやって確認しながら、こ

れで大丈夫だと、この子は通えるという思いで、

そうやって今に至っていますと。でも、その子が
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万が一何かあったときどうしようという声をこの

間聞きました。そういうときに私が今回質問した

このヘルプカードがこういうのがその子にもある

と、きっと周りの方が助けてくれるのだろうなと

いうのを思うと、余市町でもいち早く進めていた

だきたいなという思いで今回質問させていただき

ました。今30年にこれを入れるという方向で持っ

ていくということだったのですけれども、ほかの

自治体でも質問しているところあります、この後

志管内でも。でも、要するに近隣の動向を見なが

らという形の中で、そうやって言われているので

すけれども、でも私はこういうことというのは近

隣の動向でなくて、その町の自分たちの町民がよ

そに行ってもどこに行っても何かあったときに手

助けしてもらう状況をつくるのが行政であり、そ

この町の責任者の行政であるのかなというのは感

じております。そういう部分では、本当に今前向

きなご答弁をいただきましたので、ぜひともしっ

かり進めていただきたいなと思いますので、よろ

しくお願いしまして、もう一度ご答弁を聞いて終

わりたいと思います。 

〇町長（嶋  保君） 11番、白川議員の再度の

ご質問に答弁を申し上げます。 

 １つといたしましては、障害者差別解消法、こ

れも施行されております。障害を持った方がいか

に健常者と同じような生活していくかという部分

からのこういったマークの普及であるというふう

に思ってございます。非常にお恥ずかしい話でご

ざいますが、私もこの一般質問をいただくまで個

人的にこのカードという部分の認識がほとんどご

ざいませんでした。そういった中では、東京都で

やっているという中でも北海道でも今実施の検討

段階だという中で作業を進められているところで

ございますが、こういった中での全国的なＰＲ等

も含めて、まだまだなのかなというふうに思って

いるところでございます。私どももただ近隣町村

の動向をうかがっているという部分ではございま

せんで、今北海道が全道の市町村と歩調を合わせ

てやっていこうという中で進めている中で、私ど

もも北海道としっかり歩調を合わせて、これは全

てできてからどうしますかという話ではなくて、

いろいろな情報等もいただいておりますので、い

ろいろな中での決定事項が来たらすぐ取り組むよ

うな形の中で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） 白川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22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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