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平成２９年余市町議会第３回定例会会議録（第１号）

開 会  午前１０時００分 

延 会  午後 ２時０５分 

〇招 集 年 月 日             

  平成２９年９月１４日（木曜日）      

〇招 集 の 場 所             

  余市町議事堂               

〇開 会             

  平成２９年９月１４日（木曜日）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  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 

  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  阿 部 弘 亨 

  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  山 本 金 五 

  農業委員会事務局長  中 村 利 美 

  教 育 委 員 会 教 育 長  佐々木   隆 

  教 育 部 長  小 俣 芳 則 

  学 校 教 育 課 長  羽 生 満 広 
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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 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２９年度余市町 

      一般会計補正予算（第３号）    

  第 ４ 議案第 ２号 平成２９年度余市町 

      介護保険特別会計補正予算（第２号） 

  第 ５ 議案第 ３号 平成２９年度余市町 

      公共下水道特別会計補正予算（第１ 

      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29年余

市町議会第３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、

認定１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７番、近藤議員、議席番号８番、吉

田議員、議席番号９番、佐藤議員、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。 

〇16番（藤野博三君） 平成29年余市町議会第３

回定例会開催に当たり、昨日午前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、

認定１件、一般質問は８名によります10件、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９月20日までの

７日間と決定しま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、内容についてご報告申し上げます。 

 日程第３、議案第１号 平成29年度余市町一般

会計補正予算（第３号）につきましては、即決に

てご審議いただくことに決しました。 

 日程第４、議案第２号 平成29年度余市町介護

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５、議案第３号 平成29年度余市町公共

下水道特別会計補正予算（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６、一般質問は、８名による10件です。 

 日程第７、議案第４号 余市町営住宅条例の一

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。 
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 日程第８、議案第５号 平成28年度余市町水道

事業会計未処分利益剰余金の処分についてにつき

ましては、即決にてご審議いただくことに決しま

した。 

 日程第９、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、認定第１号 平成28年度余市町水道

事業会計決算認定についてにつきましては、議長

と議会選出の監査委員を除く議員16名で構成する

平成28年度余市町水道事業会計決算特別委員会を

設置し、閉会中といえども審査、調査のできるこ

とをつけ加え、付託するとともに、当該特別委員

会に対しましては審査、調査の円滑化を図るため、

地方自治法第98条の規定による書類の検閲及び検

査の権限を付与することに決しました。 

 なお、追加案件もあると伺っておりますので、

それらの案件が提出されました時点で議会運営委

員会を開催し、その結果を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20日まで

の７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20日まで

の７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。 

 初めに、地方自治法第235条の２第３項の規定に

よります例月出納検査の結果報告が監査委員から

ありましたので、その写しを配付しておりますの

で、ご了承願います。 

 次に、８月28日に開催されました各常任委員会

並びに議会運営委員会において正副委員長の互選

が行われましたので、その結果を報告いたします。 

 総務文教常任委員会委員長、野呂栄二議員、副

委員長、土屋美奈子議員。 

 民生環境常任委員会委員長、吉田浩一議員、副

委員長、大物翔議員。 

 産業建設常任委員会委員長、中谷栄利議員、副

委員長、野崎奎一議員。 

 議会運営委員会委員長、藤野博三議員、副委員

長、吉田浩一議員。 

 以上のとおりそれぞれ選任されましたので、報

告いたします。 

 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29年度余市町一般会計補正予算（第３号）を議

題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇町長（嶋  保君） ただいま上程されました

議案第１号 平成29年度余市町一般会計補正予算

（第３号）について、その概要をご説明申し上げ
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ます。 

 今回ご提案いたします補正予算につきまして

は、余市協会病院バス路線運行維持対策に係る補

助金と子育て支援対策として乳幼児等医療助成の

対象者拡大に係る関連経費、さらに寄附に伴う各

種基金への積立金等の補正計上を行ったものであ

ります。 

 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、社会保障・税番

号制度のシステム整備に係るソフトウエア修正委

託料の増額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、介護保険特別会計繰出

金の増額と平成28年度の国庫及び道負担金等の精

算に係る返還金の補正計上を行ったものでありま

す。 

 衛生費におきましては、不妊治療等に係る経済

的負担の軽減のための助成費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、余市港湾施設内におけ

る老朽化した船揚げ場の船台補修工事の補正計上

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、国庫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

に財源を求め、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2,914万1,000円を

既定予算に追加した予算総額は85億1,761万

6,000円と相なった次第であります。 

 以上、今回ご提案いたしました補正予算（第３

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（髙橋伸明君） 議案第１号 平成29年

度余市町一般会計補正予算（第３号）。 

 平成29年度余市町の一般会計の補正予算（第３

号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞ

れ2,914万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ85億1,761万6,000円とする。 

 ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該

区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （地方債の補正） 

 第２条 地方債の変更は、「第２表 地方債補

正」による。 

 平成29年９月14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、歳出、２款総務費、１項総務管

理費、４目財産管理費、補正額675万5,000円、25節

積立金675万5,000円につきましては、寄附による

社会福祉施設等建設基金積立金20万円、余市町ふ

るさと応援寄附金基金積立金655万5,000円の計上

でございます。 

 ５目企画費、補正額500万円、19節負担金補助及

び交付金500万円につきましては、余市協会病院バ

ス路線運行維持対策事業補助金の計上でございま

す。 

 ６目交通安全対策費、補正額ゼロ円につきまし

ては、寄附に伴います財源の組みかえ計上でござ

います。 

 11目電子計算費、補正額118万8,000円、13節委

託料118万8,000円につきましては、社会保障・税

番号制度に係るソフトウエア修正委託料の計上で

ございます。 

 ３款民生費、１項社会福祉費、10目介護保険費、

補正額14万4,000円、28節繰出金14万4,000円につ

きましては、介護保険特別会計繰出金の追加計上

でございます。 

 ３款民生費、２項児童福祉費、２目児童措置費、

補正額199万1,000円、23節償還金利子及び割引料
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199万1,000円につきましては、平成28年度子ども

のための教育・保育給付費の精算による国庫負担

金返還金80万9,000円、同じく道負担金返還金47万

8,000円、平成28年度子ども・子育て支援交付金の

精算による返還金70万4,000円の補正計上でござ

います。 

 次のページをお開き願います。４款衛生費、１

項保健衛生費、２目母子保健費、補正額186万

3,000円、20節扶助費186万3,000円につきまして

は、不妊治療、または不育治療に要する費用の一

部を助成するための不妊治療等助成費の補正計上

でございます。 

 ８目医療給付事業費、補正額1,000万円、12節役

務費140万円、20節扶助費860万円につきましては、

子育て支援のための医療助成費とそれに伴います

請求事務手数料の計上でございます。 

 ４款衛生費、２項清掃費、１目じん芥処理費、

補正額ゼロ円につきましては、寄附に伴います財

源の組みかえ計上でございます。 

 ６款農林水産業費、３項水産業費、３目浅海増

殖事業費、補正額ゼロ円につきましては、寄附に

伴います財源の組みかえ計上でございます。 

 ８款土木費、４項港湾費、１目港湾管理費、補

正額220万円、15節工事請負費220万円につきまし

ては、老朽化に伴います余市港船揚場船台補修工

事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。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79万2,000円、１節総

務費国庫補助金79万2,000円につきましては、社会

保障・税番号制度構築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675万5,000円、１節総務費寄附金675万

5,000円につきましては、余市町ふるさと応援寄附

金といたしまして、町外在住の松崎知宏様、喜久

山敦様からそれぞれ１万5,000円、齋藤定一様25万

円、小林義明様10万円、奥村明様５万円、青坂彰

様３万円、中山高志様10万5,000円、田中敏彦様、

大森淳様からそれぞれ１万7,000円のほか、公表を

希望されない町外274名の方から合計655万

5,000円と交通安全対策寄附金といたしまして福

原き恵様から20万円でございます。 

 ３目民生費寄附金、補正額20万円、１節民生費

寄附金20万円につきましては、社会福祉寄附金と

いたしまして小黒庸雅様から10万円、髙島修夫様

から10万円でございます。 

 ５目衛生費寄附金、補正額5,000円、１節衛生費

寄附金5,000円につきましては、匿名を希望される

方より環境対策事業寄附金でございます。 

 ６目農林水産業費寄附金、補正額10万円、１節

農林水産業費寄附金10万円につきましては、あゆ

資源増殖事業寄附金といたしまして株式会社平塚

三郎商店様からの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。 

 19款繰越金、１項繰越金、１目繰越金、補正額

2,138万9,000円、１節繰越金2,138万9,000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。 

 21款町債、１項町債、３目過疎対策事業債、補

正額10万円の減、１節過疎対策事業債10万円の減

につきましては、歳出における財源の組みかえに

伴います過疎地域自立促進特別事業債の減額でご

ざいます。 

 次に、地方債補正につきましてご説明申し上げ

ます。１ページをお開き願います。下段でござい

ます。第２表、地方債補正につきましては、地方

債充当事業の財源組みかえに伴う起債限度額の補

正でございます。１、変更、起債の目的、過疎地

域自立促進特別事業債、補正前限度額7,960万円、

補正後限度額7,950万円。 

 以上、議案第１号につきまして提案理由をご説

明申し上げましたので、よろしくご審議の上、ご
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決定賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（中井寿夫君） 提案理由の説明が終わり

ました。 

 これより質疑を行います。 

〇８番（吉田浩一君） 大きく２点お伺いします。 

 まず、１点目、４ページの余市港の船揚げ場の

工事なのですけれども、余市港ということなのだ

けれども、はっきりとした場所を説明願いたいと

思います。 

 それと、協会バスの運行事業対策費の補助金

500万円、毎年質問していますけれども、28年の決

算状況はどのようになっているのか中央バスのほ

うから報告を受けているのか。それと、どういう

ふうにこの路線維持について町は考えているのか

答弁をいただきたいと思います。 

 以上、よろしくお願いします。 

〇建設課長（高橋良治君） ８番、吉田議員のご

質問にご答弁申し上げます。 

 場所につきましては、余市港の余市防備隊横に

ある施設で、名称が中央埠頭船揚げ場でございま

すので、ご理解願いたいと思います。 

〇企画政策課長（滝上晃一君） ８番、吉田議員

のバスに関するご質問にご答弁申し上げます。 

 バス事業者のほうからご報告いただいておりま

す決算状況でございます。平成28年度の決算状況

につきましては、収入が815万7,000円、支出が

1,519万9,000円となっており、差し引き704万

2,000円の赤字となっているというふうに報告を

受けております。 

 また、こういった状況につきまして町のほうと

しては、平成28年度の赤字につきましては平成

27年度の赤字と比較しまして122万円ほど改善さ

れている状況となっておりますけれども、これに

つきましては平成27年度、一昨年12月から利用者

が極端に少ない便の減便がされておりまして、１

日11往復から８往復にするということになってお

りまして、27年度と比較しまして利用者の減少に

よる運送収入の減少などによりまして収益が

125万6,000円ほど減少しておりますけれども、そ

ういった減便によりまして運行にかかわる経費が

減少したというふうに報告を受けており、費用が

247万6,000円というふうに減少されておりますの

で、結果的には平成27年度と比較しまして差し引

き122万円程度の赤字幅の圧縮改善となったとい

うふうに報告を受けているところでございます。 

〇８番（吉田浩一君） まず、高橋課長のほうか

らもう一回お尋ねしたいのですけれども、防備隊

の横の船揚げ場ということで、あそこのところを

どういう改修するのかはちょっとわからないのだ

けれども、船を揚げて工事ができるようにという

ことで、レールが敷いてあります。レールが敷い

てあって、そのレールが真っすぐ上がってきて、

それと何台か揚げれるように、右に行けるのと左

に行けるのと全部で最高で４そうくらい入るとい

うふうになっているのでないかなと思うのだけれ

ども、場所としてはわかるのだけれども、実はき

のう見てきて、あそこのところで工事やるので、

いろいろな材料だとかそういうのがあるというの

はよくわかるのだけれども、何か余りにも資材な

のか、ごみなのかよくわからないようなものもた

くさんあって、今後はもう少しきれいに整理整頓

するようにやっていただきたいなと、そういうふ

うに思っております。 

 協会病院のほうなのですけれども、収支的には

わかりました。ただ、売り上げが落ちているし、

経費も落ちている。赤字幅としては、27年はたし

か900万円ぐらいの赤字、九百四、五十万円の赤字

だったのがことしが704万円ということであれば、

赤字幅としては200万円ぐらい少なくなったとい

うことです、赤字幅だけでも。それと、収益だと

かそういうのも含めて前年より122万円よくなっ

たという、そういう答弁は答弁としてわかるのだ

けれども、要は一番聞きたいのは、町としてどう

いうふうな対策とっているのと聞いているので
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す。その辺今答弁なかったので、もう一回そこの

答弁お願いしたいと思います。 

〇企画政策課長（滝上晃一君） ８番、吉田議員

からの再度のご質問にご答弁申し上げます。 

 １回目の答弁で要旨がずれておりましたので、

おわび申し上げます。余市町といたしましても、

これまで事業者とともにいろいろ協議はさせてい

ただいております。町の取り組みといたしまして

は、事業者もそうでございますが、利用者の促進

に向けまして、事業者のほうとしても区会の集ま

りに対して利用促進に対するお話をさせていただ

いたりしておりますけれども、町といたしまして

もそういったものへの協力とともに、町独自にＣ

Ｏ２の削減を含めて協会病院のバスの利用促進に

向けまして、ＪＲの時刻表等を含めまして利用促

進に向けた時刻表について広報に折り込むなど促

進に努めているということでございますので、ご

理解願いたいと思います。 

〇８番（吉田浩一君） 滝上課長の答弁、去年と

同じです、はっきり言って。今の答弁は、利用者

の促進に当たって区会とかの集まりで話していま

すと。町独自でも時刻表のあれとかというので今

答弁したのだけれども、ＣＯ２削減も含めて、去

年の議事録と見て同じなのです。 

 それで、122万円、27年度と比較して赤字幅が減

ったと。この500万円の根拠というのは、要するに

前年が赤字であったら補填しますよと、そういう

中央バスとの約束の中で、最大で500万円ですよ

と。それで、ずっと500万円できているのです。

26年、27年ぐらいは恐らく800万円、実質の赤字と

して、余市町から500万円の補填をしても26年、

27年はそれぞれやっぱり400万円前後の赤字であ

ったと。ことしは500万円補填されたら、最終的に

200万円の赤字で何とかいけるよということなの

だろうけれども、結局今バスだって赤字だったら

やめますというところたくさん出ているのだか

ら、根本的に解決策を打たなければならない話な

のです、そろそろ。それで、どうするのと聞いて

いるのですから。毎年これ質問しています、10年

来。10年聞いて10年何も変わらないということで

あれば、進歩ないなというふうになるのではない

ですか。もう少しこういうふうにやっていますと

かという何かなかったら困るし、利用客28年は何

人だったのですか。26年は４万6,000、27年は４万

3,000で、前回は回数券がなくなったということで

利用客は減ったけれども、売り上げが上がったと

いうことなのです。ことしは、回数券ももちろん

やっていないでしょうし、それで売り上げが落ち

たということは、間違いなく利用客も減っている

はずなのです。だから、利用客もわかっていたら

教えていただきたいなと。その上で、町として本

当にどういう対策をとるのか具体的なものがある

のであれば、ないのだったらないと言ってくださ

い。だけれども、担当課長としてこういうふうに

考えているのだとか、そういう考え方でもいいか

ら何か示していただきたいなと、そう思います。 

〇企画政策課長（滝上晃一君） 吉田議員からの

再度のご質問にご答弁申し上げます。 

 まず、利用客でございます。先ほどご質問にあ

りましたとおり、平成27年度は４万3,000人程度、

平成28年度については３万7,300人程度というよ

うな形で利用客は減少しております。 

 また、こういったものを受けまして、町として

の対応ということでございます。２問目の答弁に

おきましては、例年行っている状況で答弁申し上

げましたけれども、やはりこの協会病院について

は今後のあり方については十分協議していかなけ

ればならない。そういった中で、余市町全体とし

てもこの全道、全国の状況を見た中で公共交通と

いったもののあり方については、今後十分考えて

いかなければならないというふうに認識しており

ます。そういった中で、今年度はこういった全町

の地域公共交通、さらにこの協会病院を含めまし

てそのあり方、効果的、効率的な公共交通のあり
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方について十分協議していく必要があるというこ

とで余市町の地域公共交通活性化協議会を立ち上

げまして、そういった中での協議を踏まえて、余

市町としてこの公共交通どうあるべきかというこ

とについては、十分検討していくという姿勢で今

取り組んでおりますので、ご理解をいただきたい

と思います。 

〇７番（近藤徹哉君） ４ページの子育て支援医

療助成費860万円なのですけれども、ちょっとお伺

いしたいのですけれども、就学前と就学後の比率、

そして医療費助成だからその中で一番最大の医療

費の助成の中身、細かくは要らないのですけれど

も、例えばどういうことに予算が使われているの

か、それをお聞きしたいと思います。 

（何事か声あり） 

 済みません。後から資料を出していただければ、

個人的に、それでいいです。 

〇議長（中井寿夫君） 質問は取り下げるという

ことでよろしいですか。 

〇７番（近藤徹哉君） 取り消しで。 

〇議長（中井寿夫君） 他に質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 これにて質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。本案につきましては、会議

規則第38条第３項の規定により委員会の付託を省

略いたしたいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第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29年度余市町一般会

計補正予算（第３号）は、原案のとおり可決され

ました。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第４、議案第２号 平

成29年度余市町介護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。 

〇高齢者福祉課長（増田豊実君） ただいま上程

されました議案第２号 平成29年度余市町介護保

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。 

 今回ご提案いたしました補正予算の主な内容で

ございますが、歳出におきまして介護支援ボラン

ティアポイント事業実施に伴う委託料、介護給付

費の適正化を図るべくケアプラン点検業務委託料

のほか、第１号被保険者の保険料の更正による過

年度支出金、さらには平成28年度の国、道支出金

等の精算に係る返還金の補正を行うものでござい

ます。 

 なお、歳入につきましては、国、道支出金等特

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。 

 以下、議案を朗読し、ご説明申し上げます。 

 議案第２号 平成29年度余市町介護保険特別会

計補正予算（第２号）。 

 平成29年度余市町の介護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6,139万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ25億4,160万9,000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
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額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 平成29年９月14日提出、余市町長、嶋  保。 

 初めに、歳出からご説明申し上げますので、５

ページをお開き願います。上段でございます。３、

歳出、３款地域支援事業費、２項一般介護予防事

業費、１目一般介護予防事業費、補正額59万

6,000円、13節委託料59万6,000円につきましては、

介護支援ボランティアポイント事業に係る委託料

の計上でございます。 

 ３款地域支援事業費、３項包括的支援事業・任

意事業費、２目任意事業費、補正額35万1,000円、

13節委託料35万1,000円につきましては、ケアプラ

ン点検業務委託料の計上でございます。 

 ４款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、１

目第１号被保険者保険料還付金、補正額20万円、

23節償還金利子及び割引料20万円につきまして

は、保険料更正による過年度支出金の計上でござ

います。 

 ２目償還金、補正額6,024万5,000円、23節償還

金利子及び割引料6,024万5,000円につきまして

は、平成28年度の介護保険給付費と地域支援事業

費の国、道支出金の精算による返還金の計上でご

ざいます。 

 次に、歳入についてご説明を申し上げますので、

３ページの上段をごらんいただきたいと存じま

す。２、歳入、３款国庫支出金、２項国庫補助金、

２目地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支

援総合事業）、補正額14万9,000円、１節現年度分

14万9,000円につきましては、介護支援ボランティ

アポイント事業委託料に係る国庫支出金の計上で

ございます。 

 ３目地域支援事業交付金（介護予防・日常生活

支援総合事業以外の地域支援事業）、補正額13万

7,000円、１節現年度分13万7,000円につきまして

は、ケアプラン点検業務委託料に係る国庫支出金

の計上でございます。 

 ４款支払基金交付金、１項支払基金交付金、２

目地域支援事業支援交付金、補正額389万1,000円、

１節現年度分16万6,000円につきましては、介護支

援ボランティアポイント事業委託料に係る支払基

金交付金の計上でございます。２節過年度分372万

5,000円につきましては、平成28年度の地域支援事

業交付金の精算による追加交付の計上でございま

す。 

 次のページをお開き願います。５款道支出金、

２項道補助金、１目地域支援事業交付金（介護予

防・日常生活支援総合事業）、補正額７万4,000円、

１節現年度分７万4,000円につきましては、介護支

援ボランティアポイント事業委託料に係る道支出

金の計上でございます。 

 ２目地域支援事業交付金（介護予防・日常生活

支援総合事業以外の地域支援事業）、補正額６万

8,000円、１節現年度分６万8,000円につきまして

は、ケアプラン点検業務委託料に係る道支出金の

計上でございます。 

 ７款繰入金、１項一般会計繰入金、２目地域支

援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）、

補正額７万5,000円、１節現年度分７万5,000円に

つきましては、介護支援ボランティアポイント事

業委託料に係る一般会計からの繰入金の計上でご

ざいます。 

 ３目地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活

支援総合事業以外の地域支援事業）、補正額６万

9,000円、１節現年度分６万9,000円につきまして

は、ケアプラン点検業務委託料に係る一般会計か

らの繰入金の計上でございます 

 ８款繰越金、１項繰越金、１目繰越金、補正額

5,692万9,000円、１節繰越金5,692万9,000円につ

きましては、必要となる一般財源について繰越金

を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
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ました。 

 これより質疑を行います。 

〇11番（白川栄美子君） 介護支援ボランティア

のポイントのところで聞きたいのですけれども、

民生環境常任委員会のほうに私も所属していて、

委員会の中では何度か説明がありましたけれど

も、まだ本格ではなかったので、きちんとした答

弁ではなかったのかなと思いますので、改めて質

問させていただきます。 

 この介護支援ボランティアのポイント制度の事

業委託料の59万6,000円の内容の内訳を教えてい

ただきたいと思います。 

 それと、その下のケアプラン、先ほどの説明で

適正に点検するという言葉がちょっと気になった

のですけれども、今までのケアプランの点検の仕

方と違うのかどうなのか。改めてまた違う内容で

点検のほうになるのかというそこの違いを、今回

ののせてある点検についての説明をお願いしたい

と思います。 

〇高齢者福祉課長（増田豊実君） 11番、白川議

員のご質問にご答弁申し上げます。 

 まず、１点目の委託料の内容でございますけれ

ども、ボランティア研修の講師報償金を初めとし

ましてボランティアの方にお渡ししますポイント

の手帳、また本事業に係ります事務費及び郵便料、

さらにはボランティアが加入する保険料となって

おりますので、ご理解賜りたいと存じます。 

 ２点目のケアプランの適正点検事業でございま

すが、本事業につきましては地域支援事業の任意

事業の一つ、介護給付の適正化事業としまして今

回実施するものでございまして、町内の居宅介護

事業所及び地域包括支援センターの介護支援専門

員が作成しますケアプランがケアマネジメントの

プロセスを踏まえ、自立支援に資する適切なケア

プランとなっているかを基本となる事項を介護支

援専門員とともに検証、確認しながら、介護支援

専門員の気づきを促すことでスキルアップを図

り、結果としてそれが介護給付の適正化につなが

ることから、本事業を実施いたしたいと考えてご

ざいますので、ご理解賜りたいと存じます。 

〇11番（白川栄美子君） ボランティアのポイン

ト制度のほうで、広報に周知するのはいつになる

のか。それとまた、この事業が本格的に開始にな

るのは何月ごろになるのか。 

 それと、もう一つのケアプランのほうなのです

けれども、確かに今の説明聞いてわかりました。

ケアプランを立てるときどうしてもケアマネさん

方は、自分たちの事業所を使ってもらいたいとい

うのがあって結構サービスを入れてしまうという

のがあって、本当にこれが本人の自立につながる

のかなというのは、たびたびそういう懸念があり

ました。そういう部分では、こういうのをきちん

とすることで本当に本人にためにもよくなること

につながるのかなと思いますので、しっかり点検

業務をやっていただきたいなと思いますので、よ

ろしくお願いします。ここは、答弁はあればお願

いします。 

〇高齢者福祉課長（増田豊実君） 11番、白川議

員の再度のご質問にご答弁申し上げます。 

 まず、ポイント事業の広報の周知のところでご

ざいますが、本事業につきましては10月号の広報

にチラシ折り込みによりまして事業の周知及びボ

ランティアの募集を行いまして、あと実際の時期

でございますけれども、募集をした後11月ないし

12月にはそのボランティアを対象とした研修会、

さらにはボランティアを受け入れていただく施設

の事務担当者への説明会を開催しまして、来年１

月からスタートを予定してございます。 

 あと、ケアプランの点検のほうでございますけ

れども、そちらにつきましては今回実施するとこ

ろでございますが、適正にそこはチェックしてい

きたいと考えてございますので、ご理解賜りたい

と存じます。 

〇議長（中井寿夫君） 他に質疑はありませんか。 
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（「なし」の声あり） 

 これにて質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。本案につきましては、会議

規則第38条第３項の規定により委員会の付託を省

略いたしたいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第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29年度余市町介護保

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。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第５、議案第３号 平

成29年度余市町公共下水道特別会計補正予算（第

１号）を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇下水道課長（近藤 勉君） ただいま上程され

ました議案第３号 平成29年度余市町公共下水道

特別会計補正予算（第１号）について、その提案

理由をご説明申し上げます。 

 今回ご提案申し上げます補正予算の内容といた

しまして、歳出におきましては建設事業費に係る

人員増に伴い不足が見込まれる人件費の増額補正

計上を行うものであります。 

 なお、補正に伴います財源の不足分につきまし

ては、これを繰越金に求め、歳入歳出の均衡を図

ったところでございます。 

 以下、議案第３号を朗読し、ご説明申し上げま

す。 

 議案第３号 平成29年度余市町公共下水道特別

会計補正予算（第１号）。 

 平成29年度余市町の公共下水道特別会計の補正

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666万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ12億4,158万円とする。 

 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29年９月14日提出、余市町長、嶋  保。 

 歳出よりご説明申し上げますので、２ページを

お開き願います。下段をごらん願います。３、歳

出、２款事業費、１項公共下水道事業費、１目建

設事業費、補正額666万1,000円、２節給料317万円

の増、３節職員手当179万7,000円の増、４節共済

費169万4,000円の増につきましては、建設事業費

に係る人員増に伴い不足が見込まれる人件費の補

正であります。 

 次に、歳入についてご説明申し上げますので、

上段をごらん願います。２、歳入、６款繰越金、

１項繰越金、１目繰越金、補正額666万1,000円、

１節繰越金666万1,000円につきましては、補正に

伴います財源を繰越金に求めるものであります。 

 以上、議案第３号につきまして提案理由をご説

明申し上げましたので、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。 

〇議長（中井寿夫君） 提案理由の説明が終わり

ました。 

 これより質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。本案につきましては、会議

規則第38条第３項の規定により委員会の付託を省
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略いたしたいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第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29年度余市町公共下

水道特別会計補正予算（第１号）は、原案のとお

り可決されました。 

 暫時休憩します。 

休憩 午前１０時５５分 

再開 午前１１時１０分 

〇議長（中井寿夫君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

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） 今期定例会に当たり、さ

きに通告の２件の一般質問を行います。町長にお

かれましては、答弁のほうよろしくお願いいたし

ます。 

 まず、１点目であります。余市町の電力契約に

ついてを質問いたします。８月21日付新聞によれ

ば、余市町はいわゆる新電力会社と契約しており、

相手先が経営不振に陥り、再度北海道電力との契

約を結んだとの報道内容でした。また、一般的に

再契約の際、以前より割高契約となると言われて

おり、各電力会社には再契約に際し以前と同じ料

金体系とするようにと国から指導がされた旨の報

道もされておりました。私自身余市町が北海道電

力以外の会社と契約していたことは新聞を見て初

めて知りましたが、総務文教常任委員会に対して

は報告がされたと聞き及んでおり、以下質問をい

たします。 

 電力は、大きく分けると電灯と動力に大別され

ると思いますが、新電力会社と契約する前は電気

料金総額で月額平均で電灯と動力それぞれ幾ら支

払っていたのか。 

 経営不振となった新電力会社とはいつから契約

したのか。また、余市町の全ての施設を対象とし

てこの会社と契約していたのか。 

 新電力会社と契約に至った経過と業者選定の仕

方は入札だったのか、随意契約だったのか。 

 再度の契約に当たり、余市町は北電を除く会社

との契約は検討したのか。 

 北電と再契約をしたのであれば、新聞紙上では

以前の契約より割高となり、国の指導もあって割

り戻しを請求した自治体もあったようですが、余

市町の場合は割高契約となったのか。そして、国

の指導以後はどうなって、さらには高くなってい

たとした場合その割り戻しは請求したのか。しな

かった場合は、その理由は何か。 

 現時点で電気料金としては、月額の支払いとし

て新電力会社との契約時と比較して、具体的金額

で差異はどうなったのか。 

 今回の件について町長は、行政上の瑕疵はあっ

たと考えているのか。ないと考えている場合は、

その理由は何か。 

 町有地に北電の電柱が立っている場合、占用料

が支払われていると思いますが、年間金額として

町歳入としては幾らの金額となっているのか。 

 次、２点目であります。余市町の海水浴場の開
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設と管理についてを質問いたします。余市町の浜

中モイレ海岸は、砂浜が広がり、海水浴に適して

いることから、毎年多くの海水浴客が訪れており

ます。余市町としても海水浴場としての整備を行

い、駐車場、トイレや脱衣場、そして監視小屋を

設置し、関係者が集まり、海開きの安全祈願を実

施するのが学校が夏休みに入るころとなっており

ます。そして、お盆が終わるころと夏休みが終わ

るころに合わせて海水浴場としての期間も終了

し、監視員の撤退をすることが毎年の通例となっ

ております。 

 さて、本年８月13日の午後、浜中海水浴場にお

いて遊泳区域を越えて遊泳禁止区域に入った方が

事故に遭い、不幸な結果となってしまったことは、

十数年来この場所では事故がなかったことから、

大変残念な結果となってしまいました。事故は、

本人の過失が原因であったと聞き及んでおります

が、発生場所は遊泳区域外とはいえ、監視小屋の

目の前であったことも事実であります。 

 さて、余市町の浜中モイレ海水浴場は、古い時

代から海水浴場として親しまれてきております

が、海水浴場としての指定、そして利用者の便宜

を図るためのトイレや水の設備、そして監視員の

配置は当然とも言えますが、余市町にはこの海水

浴場に関する条例はないことから、何を根拠とし

ているのかがわかりません。要綱等で規定されて

いると推測しており、ごみの回収や電気の設置等

については毎年経費計上がされていますが、水道

料金や仮設トイレの設置と使用後の処理料金につ

いては、誰が負担しているのか等不明な点も多く、

さらには何を根拠として海水浴場として開設期間

を決め、また監視員の配置に際しては研修等は必

要事項ではないかと考えております。長年実施を

しており、また事故もなく過ぎてきましたが、今

後明確化をする必要性があると考えます。 

 さらに、海水浴場に職員と監視員が同時にいた

場合、責任者はどちらの側となるのか。また、職

員に対して研修を含めて、今後のあり方について

町長はどのように考えておられるのか見解をお伺

いいたします。 

 以上２点、よろしくお願いいたします。 

〇町長（嶋  保君） ８番、吉田議員のご質問

に答弁申し上げます。 

 初めに、新電力会社と契約する前の電気料金総

額についてでございます。町が電力の需給契約を

している施設には高圧施設と低圧施設があり、高

圧施設については電灯と動力を大別することがで

きないため、区別した額の算出は困難ですが、新

電力会社と契約した施設の総額は、契約前の平成

26年度における月額平均で約647万円の支払いと

なっております。 

 次に、新電力会社との契約ですが、新電力会社

の日本ロジテック協同組合とは契約時における電

力自由化の対象施設である町内の高圧受電施設

21施設について平成27年３月18日付で契約を締結

し、平成27年４月１日から電力需給を開始してお

ります。 

 次に、新電力会社と契約に至った経過ですが、

電力小売自由化により平成12年から地域電力会社

以外の新規参入の事業者においても電気の供給が

行えるようになり、本町でも電力供給を受けてい

る北海道電力の電気料金の値上げに伴う負担増の

影響を受ける中、新電力導入の検討を行ったとこ

ろ、契約した日本ロジテック協同組合は、旭川市

や小樽市など道内において複数の自治体への電力

供給実績があり、契約が北海道電力の請求金額に

対しての割引率を保証する形式であり、確実に電

気料金の削減が図られること、さらには負荷率に

関係なく全ての高圧受電施設を対象とした契約が

できるのは１社のみであることなどから、随意契

約により契約したものでございます。 

 次に、再契約時の北電を除く会社との契約の検

討ですが、日本ロジテック協同組合の電気事業活

動の撤退に伴い、当該施設の安定した電力供給を
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早期に確保することを最優先に業者選定を行った

ことから、北海道電力以外の新電力会社との契約

については検討いたしておりません。 

 次に、再契約に当たり割高契約となり、返還請

求しなかった場合の理由でございますが、北海道

電力との再契約に当たりましては、新電力から北

海道電力に契約を切りかえた戻り需要家との区分

から、日本ロジテック協同組合と契約していた高

圧受電施設21施設中８施設につきましては、再契

約後１年間は標準約款に基づく標準料金の適用と

なり、切りかえ前と比較し、割高な契約となって

おります。 

 なお、今回の再契約に係る北海道電力の対応に

対して、平成29年６月30日に公正取引委員会が独

占禁止法違反のおそれがあるとの警告を行ったた

め、本町といたしましても北海道電力に事実関係

の説明を求めた結果、明らかな法令違反があった

と認められなかったことから、割高分の返還請求

は行わないとの判断をしたものでございます。 

 次に、現時点での電気料金の比較ですが、新電

力への切りかえを行った高圧受電施設のうち、指

定管理者が負担している施設を除いた20施設の電

気料金について日本ロジテック協同組合と契約し

ていた平成27年度においては、一月当たり約611万

2,000円であり、北海道電力と再契約しました平成

28年度については使用量が異なるため単純比較で

きませんが、一月当たり約616万5,000円となり、

約５万3,000円の増加となっております。 

 次に、今回の件に係る行政上の瑕疵についてで

ございますが、結果的に日本ロジテック協同組合

が破綻してしまいましたが、新電力への切りかえ

は電気料金の削減を目的に正当な契約に基づき行

っており、行政上の瑕疵はないものと考えており

ます。 

 次に、北電柱の年間占用料についてでございま

すが、平成28年度の北電柱に係る町有地の使用料

は、年間歳入で12万9,279円となっております。 

 ２点目の海水浴場の開設と管理についてでござ

います。本町の浜中モイレ海水浴場は、公共の場

である海岸において利用者が安全で快適な海水浴

ができるように北海道の海水浴場の管理運営に関

する指導要綱に基づき、町が開設、管理運営をし

ております。開設者の役割としては、海水浴場の

管理運営に当たり遵守すべき基準である開設管理

基準に基づき、利用者の生命及び身体の安全を確

保するとともに、公衆衛生、風致及び秩序の保持

等快適な利用環境が維持されるよう努めなければ

ならないこととなっております。 

 次に、水道料金や仮設トイレの処理料金につい

てですが、海水浴場開設に当たってはトイレ、ご

み箱、シャワー施設、更衣室、臨時駐車場等を設

置しておりますが、これらに係る水道料金、電気

料金、トイレのくみ取り料などこれら開設者が設

置したものに係る費用は、町で負担しております。 

 次に、海水浴場の開設期間の設定についてです

が、毎年学校の夏休み期間や海水浴利用のピーク

となるお盆の時期を考慮し、その年の曜日の関係

にもよりますが、おおむね30日前後目安として定

めております。 

 次に、監視員の研修についてですが、採用した

監視員には北海道の海水浴場開設管理基準による

監視員業務の詳細について説明を行うとともに、

余市消防署が行う普通救命講習の受講に努めてお

ります。さらに、町としては、開設期間中におけ

る水難事故防止及び事故発生時の連絡体制などに

ついて警察や消防、海上自衛隊、区会、学校長な

ど関係機関による海水浴場事故防止対策会議を設

置し、開催しております。 

 次に、海水浴場に職員と監視員が同時にいた場

合の責任者はどちらになるのかについてですが、

監視員は本町の臨時職員として採用していること

から、海水浴場の監視業務及びその他管理業務に

つきましては、担当職員の指示、指導のもと行っ

ております。 
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 最後に、今後の海水浴場のあり方についてです

が、今後においても安全で快適に利用できる海水

浴場を提供するため、北海道の海水浴場の管理運

営に関する指導要綱に基づき、開設、管理運営を

行ってまいります。また、担当職員には各種機会

を捉え関係機関の連携協力をいただきながら、安

全対策に向けた研修の受講等に努めてまいります

ので、ご理解をお願いいたします。 

〇８番（吉田浩一君） まず、１点目に、電気の

ほうの再質問したいと思うのですけれども、これ

は私のほうの勘違いというか、質問の仕方が悪か

ったかなというふうに思っているのですけれど

も、一般的な100ボルトとか200ボルトではなくて、

高圧と低圧というくくりの中で契約をしたと。そ

の中で、高圧の21施設をして、１点目の質問で月

平均でそれぞれ幾ら支払っているのかということ

で、26年のときは月平均647万円、要するにこれは

北電のときですよね。27年の４月から幾ら払った

のかというのが答弁なかったと思うのです。聞き

落としたのかな。これわかったら、まずお願いし

たいと思います。 

 電力にここの会社との契約に至った経過という

のは、過去大きい自治体、旭川だとか小樽だとか

いろいろな実績があったということで、電気料金

の削減が確実にできると。これに対応しているの

はここしかなかったので、随意契約で行ったと、

そういう答弁でした。そうは思ったのだけれども、

ポシャったということ、そういうことです。再契

約の場合は、安定供給を最優先にさせるために北

電と再契約しました。北電と再契約をして、高圧

の21施設中８件が割高になったよということで

す。では、これで割高になって、どうなのだとい

うふうに言ったら、割高になって、最終的に27年

と28年は比較したら５万3,000円ぐらい高くなっ

たよと、月平均で。そういう答弁で、一番問題と

したのは、国の指導等の中で独占禁止法に違反す

るのでないかというおそれがあるということで、

それで法令違反はなかったから余市町は高い分を

請求しなかったと、そういう答弁でまず間違いな

いですか。 

 ただ、法令違反はなかったということなのだけ

れども、ではよその自治体でもどうなのだといっ

たら、よその自治体では８月21日の新聞では明確

に請求するという自治体もあったのです。なかっ

たですか、そういうふうに出ていた新聞。もちろ

んその新聞の書き方にもよると思いますけれど

も。であれば、法令違反はなかったとしても、や

はりまずは請求してみるという姿勢が必要だった

のではなかったのでしょうか、ここの部分に関し

ては。確かに余市町の最終的にどれぐらい月額で

違いがあるのだというと、27年と28年では５万円

ちょっと高くなったよと言ったのだけれども、結

局それは割高の部分はどうだったのと。そこが一

番聞きたかったことなのです。余市町の一般会計

の総額からしてみたら、そんなに大きい金額では

ないと思います。ただ、税金払っている側からし

たら、何でこんなに税金高いのだと、そういう不

満が常にあるのです。その上で、余市町が請求し

たけれども、相手側に断られましたというのだっ

たらわかります。最初から請求しない、法令違反

ないから請求しないのだということは、これはい

かがかなと思うのです。これはもともと税金なの

です。税金から払われているあれなのですから。

この点まずどういうふうに考えておられるのかお

尋ねしたいなと思います。 

 それで、北電から年間12万円ぐらい町に電柱の

占有料が入っているという答弁でした。最終的に

どれぐらい節約になったのだかわからないのだけ

れども、その年によって電気料金というのは北電

も値上げだとか云々しますので、一概に比較はで

きないと思います。だけれども、どうなのかなと。

どうなのかなというのは、結果としてまずは安定

供給につながるということなのだけれども、北電

に戻して、料金の部分はもちろんなのでしょうけ
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れども、サービスという部分でどうなのですか。

前と同じなのですか、本当に。 

 これは電話の話です。電気ではなくて電話の話

なのだけれども、一般的に電話は、無線でなくて

有線のほう、今はそんなことないのでしょうけれ

ども、ＮＴＴ以外の会社と契約して、電話が調子

悪いよと。そしたら、故障の番号に電話します。

そしたら、ＮＴＴのほうでは一応調べますと言っ

て調べて、回路異常ないですと。あとはそっちの

ほうの問題ですからというふうに蹴られるという

場合があるのです。それで、こちらのほうで契約

した新たな電話会社にそうやって言ったら修理は

来てくれます。修理は来てくれるけれども、札幌

以外だったら別で、札幌だったらすぐ来ます。だ

けれども、こういうふうに遠隔地になってきた場

合は、出張料だってかかるし、時間もかかると。

結果としては割高になるということです。 

 今回は電気ですから、そういうのないようにと

いうことで、結果としてですけれども、１年ぐら

い終わったということでしょう、ロジテックとい

う会社と。だから、そこはどうだったのかという

ことを聞いているのです。一方では、北電はちゃ

んと年に12万円だったら12万円という金はくれて

いるのです。そういう部分で問題なかったのかな

というふうに私は思います。 

 次に行きます。海水浴場のほうです。海水浴場

の設置というのは、北海道の要綱があるので、そ

れに従っているということです。大体その開設期

間は30日前後というふうに考えている。監視員に

ついては、いろいろな説明をして、監視員として

の心構えの説明をして、消防の研修も受けさせる

と。監視員は、臨時職員であるというような答弁

がされておりました。 

 よその海水浴場では、監視員というのは赤十字

の方が実施しているというふうに前に新聞でちょ

っと読んだのですけれども、余市町ではその辺は

検討しないのでしょうか。まず、それが１点目お

尋ねいたします。 

 海水浴場に関して総合保険みたいなのは掛けて

いるのですか。 

 ３点目です。あくまでも監視員の人は臨時職員

ということでさっきも答弁いただいています。監

視員は、あくまでも臨時職員であって、実際に行

うのは職員という答弁でいいのですよね。今回こ

の質問を出した背景というのは、きょうは本会議

ですので、記録が残るということで発言もちょっ

と注意しなければならないなとは思っているので

すけれども、一般の方はこれはほとんど知らない

事故です。まして今回の場合は、幾ら本人の不注

意だといえ亡くなられた方がいるのです。ですか

ら、この場で具体的な事例というのは、ちょっと

発言は控えたいなと思うのですけれども、この背

景は番外の方全員ご存じですよね。 

 余市町は、いろいろな素材があると。一村一品

でなくて一村百品だと、そういうふうに言われて

います。商工観光課で平成25年、経済部が出した

のでしょうけれども、余市町観光振興計画、よい

ち魅力再発見という計画書を出されています。こ

ういう中で、こういうことがあります、ああいう

ことがあります、余市はいい素材がたくさんあり

ますと言って、その計画書もつくって、人を呼び

込みましょうと言っているのですけれども、最終

的にそれを生かすか、生かさないかは人なのです。

今回それがちゃんと行えたのか。素材がなくても

人の心が豊かであれば余市町のファンがふえて、

人は余市町にまた来てくれるということになりま

す。 

 今回不幸にして亡くなられた方は、これは本人

の責任だということですので、これはもうやむを

得ないでしょうけれども、余市町としてその方に

弔意をあらわしたというふうに言えるのですか。

逆に砂かけたのではないかなと思うのです。それ

も直接の担当課である商工観光課がやったという

ことは、これは弁解の余地ないと思います。これ
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は、担当課だけでなくて、余市町としてどういう

ふうに考えているかという問題だと思います。労

働会館の賠償事故で１億3,000万円払った。これは

経済部ではないですけれども、また公金でもない

けれども、職員が外部の団体のお金を流用したと。

懲戒免職にしたのです。こういうことがごくごく

最近あって、ですけれども何も教訓になっていな

いのではないかなと、私はそういうふうに思って

います。だから、これが余市町の体質なのですか、

番外の皆さん。無論皆さん一人一人は非常に真面

目に取り組んでいるということはよくわかりま

す。ただ、どういうわけかこれが組織だとかそう

いうふうになってくると無責任きわまりない。役

所の理論だけで、相手のこと何も考えないで話を

持っていくと。今回の事例は勤務時間外です。そ

の行為が世間一般で認められることだったのか。 

 これは、さっき１回目で経費の話も聞きました

けれども、かかった経費は余市町で持っています

ということです。聞き及ぶ話では、直接これ私見

た話でないですから、あくまでも聞いた話ですけ

れども、投光器持ってきている、暗くなって。で

は、海水浴場でも投光器利用していたのですか。

どこからその投光器持ってきたのですか。その投

光器の燃料ってどこで買ったのですか。さっき言

ったように、過去においてはそういう流用をした

職員も懲戒免職しているのです。過去の事例とか

とあわせて整合性とれるのかなと、そういう問題

もあると思います。 

 具体的な事例を挙げていないので、具体的に答

えるのはどうかなと、答弁もらうのはどうかなと

いうことなのですけれども、結果として住民から

批判を受ける事態になってしまったと。余市町の

職員としてどうあるべきなのかということをお尋

ねしたいと思います。 

〇町長（嶋  保君） ８番、吉田議員の再度の

ご質問に答弁をさせていただきます。 

 まず、電気料金の関係でございます。ちょっと

答弁がわかりにくい部分ございました。雑駁に答

弁させてもらいますと、まず新電力会社にして削

減が幾らなされたかと。これは、若干のとり方な

り、電気料金の問題ございますが、大ざっぱの計

算で201万5,000円ほど新電力にいって削減された

と。そして、北電再契約になって、割高に戻った

という部分で、136万円ほど26年で割高になったと

いう部分でございまして、この差額、一連の北電

からロジテックにいって、ロジテックから割高の

北電にいったという中でプラス・マイナスでは

65万5,000円の割安料金だったと、それは結果の部

分でございます。そういった中で、サービスの低

下という部分では、北電等に確認してもないとい

うことでございます。 

 そしてまた、私は瑕疵がないと申し上げた部分

ございます。これは、額的にプラスになった、町

として負担が少なかったから瑕疵がなかったとい

う意味ではございませんで、そういった中で新た

なものにチャレンジしていくと。それがどうしよ

うもないというか、全然当初の段階で知らないよ

うな会社にぽっと冒険的に安いからというふうに

飛び込んだという部分ではございません。結果的

に破綻したというのは事実でございますけれど

も、道もこの後に契約を結んだりしてございまし

て、当時のいろいろな中を含めて何とか歳出を抑

えたいという中で、ある程度一定程度これは信用

を置けるなという形の中で担当者がそういう形の

中でやっていただいて、私はもちろん判を押した

という部分でございまして、私はやはりそういっ

た部分の動きというのは今後もあるべきだと思っ

てございます。ただ何もなく前年踏襲でやってい

ればいいという部分でなくて、これは一発勝負か

けたわけでなくて、ある程度これは歳出削減にな

っていくなという部分の中での判断をさせていた

だいたということでご理解をいただきたいと思い

ます。結果的に破綻したというのは事実でござい

まして、そこまで見抜けなかったという部分につ
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いては、私どもも今後に向かっての反省点として

はあると思います。しかし、新聞の報道にもござ

いましたけれども、このロジテックにいった部分

の７割はまた新電力の会社にいっております。残

った３割に私ども入って、北電との安定という部

分今選んでございますが、そういった部分もある

というのもご理解をいただきたいと思います。 

 それと、北電に何で請求しなかったかと。これ

も新聞報道にございました。数十件ある中で、北

電に請求するというのが１件、そして説明を求め

るというのが余市町ともう一件、北電に何らかの

対応をするというのは３件だけの報道でございま

した。私どももそういった中では北電さんに何で

だという形の中での説明を求めて、そこまでの法

令違反というのはなかったものですから、請求と

いう部分はしなかったという部分でございまし

て、議員おっしゃるとおり、これはもちろん公金

でございまして、税金という部分の中ではしっか

りと対応しなければならないという部分は重々承

知してございますが、そういった法令違反等の部

分を含めて返還請求をしなかったという部分でご

ざいます。１件の部分は、これは比布です。これ

は、結果的にはまだ出ていない、どうしたかとい

うこと。そのあたりも含めて、どうであったかと

いう部分含めて調査もしてみたいというふうに思

っております。 

 それと、２件目の海水浴場の部分でございます。

赤十字等の部分、これはボランティア等で私ども

も従前からお手伝いをいただいておりました。し

かし、高齢化等を含めてなかなか人材の確保がで

きないという、そういった理由もございまして、

現在は休止という形になってございます。 

 それと、保険の部分は掛けてはございません。 

 それと、後段の部分でございます。これにつき

ましては、私どもも組織としての町として非常に

大きな責任も感じているところでございます。い

ろいろな痛い経験を、非常に苦しい経験をしなが

ら、そういったことが類推するような行為がある

ということは、非常に反省しなければならないと

いう部分でございまして、私も大きく反省してい

るところでございまして、この組織のあり方含め

てしっかりと対応し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。詳細につきま

しての答弁は、また差し控えさせていただきます

けれども、綱紀粛正にしっかり努めて、こういっ

た人命が奪われたという部分、今までずっと事故

がないという中できてございますので、そういっ

たなれという部分もあったのかなというふうに思

ってございますけれども、今後こういった経験と

いうのは一つ一つそれを次に生かしていかなけれ

ばならないというふうに思ってございますので、

ご理解のほどをお願いしたいと存じます。 

〇８番（吉田浩一君） 新電力のほうはいいです。 

 ただ、町民の中には何で余市町は請求しないの

だと。私は、現状はそうですかというふうなこと

しかないのだけれども、新聞を見た何人かの方か

らは、余市町は何でそういう請求しないのだと、

そういうふうに意見いただいているということだ

け申し添えておきます。 

 海水浴場のほうは、赤十字のほうは今は休止し

ている。前に出ていた新聞のほうも赤十字のほう

でやっている人もいないということですので、こ

れはもう海水浴場をやっていく中ではしようがな

いのかなと思うのだけれども、どうなのかなと。

どういう方が監視員やってもらえるかわからない

のだけれども、とりあえず溺れた人がいれば助け

に行かなければならないのだから、ある程度泳ぎ

が達者な人とは言わないけれども、やっぱりそう

いうふうな人が必要でないのかなと私は思うので

す。だから、その辺も来年に向けては検討してい

ただきたいなと思うし、その辺はどういうふうに

考えているのか町長に再度答弁をもらいたいと。 

 海水浴の総合保険みたいなのは掛けていないと

いうことなのだけれども、掛ければ何でもお金が
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かかるので、どうかなと思うし、掛ける範囲とい

う問題あるのだけれども、いろいろな面で保険掛

けておいたほうがいいのではないですか。どうい

う保険があるのかわからないです。来年に向けて、

ちょっと検討したほうがいいのではないかなとい

うふうに思います。 

 後段の部分なのですけれども、私は何も職員を

処分せよだとか、そういうつもりで言っているわ

けではないのです。事件が起きたというのは、業

務終了後の話だから。ただ、いかんせんモラルと

してどうなのかと。公務員としてどうなのかと。

５時過ぎたから何でもやっていいということには

ならぬと思うのです、絶対。それを見ていた町民

の人が非常に不快感を覚えたと。不信感ではなく

て不快だったと。町長は、日ごろこの場で町民に

協働、そして協力をしてもらいたいと常に発言さ

れています。ですけれども、町長が何ぼそういう

ふうにお願いしたって、片方で何かわけわからな

いことやっているのだと、町民に不快感を与える

ようなことをやっているよということであれば、

どうやって協力してくれるのですか。 

 町長は、要は答弁として責任も感じているし、

反省しなければならないと。組織のあり方再検討

していきますというふうな答弁をされていますけ

れども、毎回この手の不祥事起こったら答弁同じ

なのです。もっとも町長としてもそれしか答弁で

きないのです。まして町長が全然知らないところ

で結果だけ持ってこられて、町長どうするのだと

聞かれるのだから、町長だって答えようないと。

大変申しわけありませんと。反省します、これか

らちゃんとやりますというふうにしか言えないと

いうのもよくわかります。だけれども、過去２回

嶋町政になって大きい問題があって、３回目だと、

今回。町長の本気度が問われているのです、今。

何でも中途半端だから、結果としてこういうこと

になっているのではないですか。町長自身がどう

いうふうに考えるかということだと思います。 

 きょう私のこの今一般質問やっているときに、

恐らくこの裏に隠れて町職員聞いているのではな

いですか。その職員だって本気で取り組んでくれ

なかったら変わらないのです。番外の皆さんもも

ちろんそうです。だけれども、番外だけでできな

いのです。全職員が本当に一丸となって、本気で

やらなかったら何も変わらぬということです。毎

回繰り返されるということです。これをどうやっ

てやっていくのか。だから、この件については、

これを要望しますという聞き方は非常によくない

のですけれども、一般質問ですから、ですけれど

も言葉ではなくて態度で本気度というのを見せて

ほしい。本気の姿、本気の形というのを見せてい

ただきたいということをお願いして、発言を終わ

りたいと思います。 

〇町長（嶋  保君） ８番、吉田議員の再度の

ご質問に答弁をさせていただきます。 

 北電の関係、これにつきましては、議員おっし

ゃられるとおり、この支出という部分につきまし

てはもちろん税金でございます。そういった町民

感情等を含めて、我々も最終的な部分で判断して

しまって、推測の中でこれは例えば法令違反だか

らもう戻ってこないから、こういう行為をしない

という部分等も往々してございます。そういった

中で、結果的にどうだったのかと。求めても返っ

てこなかったのか、求めないで返ってこなかった、

そういった部分の町民感情等も含めて、我々もそ

のあたりも含めて結果だけではなくてそのプロセ

スをどう議会や町民に示していくかという部分が

大切だというふうに思ってございますので、その

あたりも含めて今後対応していきたいというふう

に思ってございます。 

 それと、海水浴場の関係でございます。これに

つきましては、今まで私７年間やって、海水浴場

どうするという部分の突っ込んだ話というのは正

直申し上げてございませんでした。今回こういっ

た事故があったという中で、私どもも担当部長、
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課長、そして担当課の職員とどうあるべきかとい

う部分を改めてお話をさせていただきました。や

はりこういった事故、それを形骸化させない、そ

してまたこの痛ましい事故を次につなげなければ

ならないという部分は大きく思っているところで

ございまして、担当職員にも例えば小樽等も含め

てライフセーバー等の部分もどうなのだとか、そ

ういった中での他の市町村での開設方法や開設時

期の問題、さらには事故処理等の問題について改

めて担当課には先進地視察なり、他の市町村の海

水浴場の視察なり、そういった部分に行けという、

これは指示をしております。そういった中では、

事故があったからというのはもちろんきっかけで

ございますけれども、なくてもそのあたりの部分

は、海水浴というのは一歩間違えば水死という部

分多々ある施設でございますので、そういった部

分今回の事故を契機に改めて見直しすべきことは

見直して、そしてまた他の町村の範となるところ

はきっちりと学んでいきたいというふうに思って

ございます。 

 また、最後の後段の部分でございます。これに

つきましては、私も先ほど申しましたけれども、

非常に大きい経験をしてございます。その都度私

ども私自身含めて綱紀粛正を図ってきているとこ

ろでございますが、おっしゃられるとおり、そう

いった部分がまた同じような事案が見られるとい

うことは、組織としての緩みという部分あるのか

なというふうに思ってございます。おっしゃると

おり、ほとんどの人間が一生懸命もちろんやって

いる部分でございますけれども、そういったトー

タル的な部分を含めて私のしっかりとした指導、

そしてまた私だけが全て見切れるものでございま

せんので、副町長、そしてまた部長、課長、番外

という中で、そしてまたそれをおっしゃるとおり

一人一人末端の全職員にいかにこういった部分の

危機を持って、そしてまたそういった意識を共有

できるかという部分、おっしゃるとおり口だけで

はなくて態度で見えるようなという部分、それに

向かって邁進していかなければならないというふ

うに改めて思っているところでございますので、

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、昼食を含め、午後１時30分まで

休憩します。 

休憩 午後 ０時００分 

再開 午後 １時３０分 

〇議長（中井寿夫君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 一般質問を続行します。 

 発言順位２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） 平成29年第３回定例会に

おいて、さきに通告した質問１件について答弁を

求めます。どうかよろしくお願いします。 

 件名は、災害への備えと電力確保についてです。

防災と災害時の対応を考えたとき、庁舎並びに公

共施設の電源の確保が重要となります。平時にお

いて電力は、外部から購入をすることによって補

われています。そして、消費する電力は、北電の

送電線によって運ばれてきます。災害や停電時を

想定して、余市町でも庁舎や公共施設では非常用

の自家発電装置を有していますが、それはあくま

で一時的な停電に対応する補助動力であり、多く

は重油、ガソリンという石油由来の液体燃料によ

って稼働しています。問題は、災害時に停電した

場合、果たして外部から燃料供給を受け続けられ

るのかという点です。 

 余市町は、主要幹線道路の多くが海に面し、幾

つもの河川が通っています。災害発生時、町の施

設が無事であったとしても、燃料輸送の道路網を

失えば供給が危ぶまれます。近年全国で頻発して

いる大規模な自然災害の多くは、自然の威力は我
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々人間の想定を簡単に超えてしまい得るというこ

とを示していると思います。災害発生時、余市町

の対策本部はこの庁舎に設置されることになって

います。災害時を想定した場合、必要な電力を確

保し続けられるかは重要な課題です。また、上下

水道や避難所となる施設の電力確保も大変重要で

す。このような視点で考えた場合、自立した電力

源の確保が求められます。そこで、余市町の災害

時における電力の供給体制に関連して、以下の点

を伺います。 

 １、余市町の公共施設における自家発電の今後

の考え方について伺います。庁舎を含めた公共施

設には、それぞれどのような自家発電設備があり、

燃料はどのようなものか。それらはどのような設

備を動かすために設置され、補給なしで何時間程

度稼働し続けられるか。災害時の非常用電源とし

て備えている発電装置を稼働させた場合、毎時何

ワット分の電力を補えるのか。 

 ２、災害時を考える上で、平時の電力使用状況

の把握も重要です。そこで、伺います。余市町の

庁舎や他の公共施設のそれぞれの年間電気消費量

はどのくらいか。金額と使用量でお願いします。

また、季節によって変動が大きい場合は、四半期

ごとでもお願いします。そのうち災害時に想定し

ている１時間当たりの電気使用量は、最低何ワッ

ト必要であると見込んでいるのか。 

 ３、送電線が機能停止、または喪失するレベル

の災害が起きた場合、復旧まで最大で何日を要す

ると余市町は想定しているのか。現在の防災計画

と備えは、それに耐え得るものなのか伺います。 

〇町長（嶋  保君） 14番、大物議員の質問に

答弁申し上げます。 

 ご質問の１点目、庁舎を含めた公共施設におけ

る自家発電設備についてですが、現在災害等によ

る停電時に対応できる自家発電設備を備えている

施設については、災害対策本部となる本庁舎を初

め、上下水道施設及び河川の排水機施設、さらに

は避難所となる公共施設に設置しております。 

 それぞれの自家発電設備の整備状況について

は、庁舎には２台の自家発電機を設置しており、

１台は本町が設置した軽油を燃料とした自家発電

設備であり、災害対策本部の運営業務に必要なパ

ソコンやサーバーなどの事務機器等を稼働させる

もので、50時間から90時間の連続運転が可能であ

り、毎時19.1キロワットの電力確保が見込まれま

す。もう一台は、北海道から貸与されているガソ

リンを燃料としたものであり、災害時には北海道

への被害状況の報告や町民への緊急速報メールの

配信を行うための防災情報システムを稼働させる

もので、８時間の連続運転が可能であり、毎時

2.8キロワットの電力確保が見込まれます。 

 次に、水道施設において町内全ての浄水場に軽

油を燃料とした自家発電設備を設置しており、取

水から浄水処理に係る全ての機械電気設備を稼働

させるもので、10時間から17時間の連続運転が可

能となっております。なお、余市川浄水場の自家

発電設備は、浄水処理に係る電力のほか建物の照

明や事務機器等の使用もできるよう毎時440キロ

ワットの電力確保が見込まれます。 

 次に、下水道施設において、下水道管理センタ

ーは灯油、町内の各中継ポンプ場には軽油を燃料

とした自家発電設備を設置しており、汚水のくみ

上げから汚水処理に係る全ての機械電気設備を稼

働させるもので、ポンプ場の発電機は24時間、下

水道管理センターの発電機は80時間の連続運転が

可能となっております。なお、下水道管理センタ

ーの自家発電設備は、浄水処理に係る電力のほか、

建物の照明や電気機器等の使用もできるよう毎時

375キロワットの電力確保が見込まれます。 

 次に、河川の排水機施設には、町内全ての排水

機場にＡ重油を燃料とした自家発電設備を設置し

ており、浸水対策のため雨水などを排水するため

の機械電気設備を稼働させるもので、機種により

異なりますが、24時間から57時間までの連続運転



－36－ 

が可能であり、出力につきましても毎時50から

250キロワットの電力確保が見込まれます。 

 次に、避難所となる公共施設におきましては、

ガソリンを燃料とした可搬型の自家発電機を12カ

所の避難所に配備しており、５時間から8.6時間の

連続運転が可能となってございます。主に照明や

暖房機器の使用を想定しており、毎時2.5キロワッ

トの電力確保が見込まれます。 

 ２点目の庁舎及び公共施設における年間電気消

費使用量及び必要最低ワット数についてですが、

平成28年度の年間電気消費量については庁舎が

20万4,807キロワット、金額にして394万2,975円と

なっております。他の公共施設については、合計

417万1,643キロワット、金額にして7,866万

7,891円となっております。 

 また、災害時に想定している最低電気使用量に

ついてですが、役場庁舎を対策本部として事務機

器等を稼働させるためには、１時間に最低6.5キロ

ワット必要であると考えております。 

 なお、上下水道施設及び河川の排水機施設に関

しては、現在設置しております自家発電設備にて

処理に必要な最低電力量は十分確保できるものと

考えております。 

 ３点目の送電線が機能停止、または喪失するレ

ベルの災害が起きた場合に復旧するまでの必要日

数の想定と現在の防災計画の備えについてです

が、災害の規模により異なるため、具体的な日数

を想定することは難しいものと考えております

が、災害が起きた場合には対策本部を設置するこ

とが急務であり、本部となる役場庁舎では現在設

置している発電機を速やかに稼働させるととも

に、使用する燃料についても小樽地方石油業協同

組合との災害時における石油類燃料の供給等に関

する協定に基づき、優先的に燃料を確保しながら

対応してまいります。また、長期化する場合には

本部としての稼働に必要な電力を確保できるよう

北海道、さらには電力供給会社である北海道電力

に対し電力確保の対応を依頼してまいります。 

〇14番（大物 翔君） 結構いろいろな設備が各

地にあって、あれだとは思うのですけれども、私

どうして今回特に庁舎に関することにこだわった

かという話になってくるのですけれども、私ども

も防災計画貸与されて持ってはいるのですけれど

も、なかなか最近の災害状況を考えていると予想

していなかったことが本当に起きてしまいやすい

と。それが短時間で広い範囲に災害をもたらして

しまう場合も結構ふえてきてしまっている。なか

なか予想したくてもし切れない、でも起きてしま

ってはまずいという大きな矛盾というか、ジレン

マを抱えた中で多分原課の方々も作業されている

とは思うのです。 

 そうなったときに、あえて伺った部分もあった

のですけれども、自分たちがふだんどれだけ毎日

電気を使っていて、その上で災害が起き、電気が

通じていれば問題はないのですけれども、絶たれ

てしまった場合に使う電力に対して今の設備でも

つかというのをちょっとシビアに見直していくの

が大事なのかなと思ってあえて伺った次第なので

す。こういった部分というのは、もう既に防災計

画のほうには記載されているのでしょうかという

のがまず１つ目の質問です。もしされていないの

だとしたら、非常用の部分、サーバーですとか防

災用パソコンですとかの部分はもう多分入ってい

るとは思いますけれども、ただ照明のほうってど

うなのでしょうか。冬場に水害はそうそう起きな

いとは思うのですけれども、停電してしまった場

合、恐らく発電機のほうからとって頑張って稼働

させるとは思うのですけれども、冒頭でも申し上

げたように燃料供給が続く限りにおいては、機械

が壊れない限りは多分頑張って働き続けると思う

のですけれども、まさかろうそく１本ともして夜

中24時間体制で作業するわけにはいかないと思う

ので、その部分ってなかなか割り出せないかなと

は思うのだけれども、押さえた上で確保していく
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という試みが恐らく大事なのではないかなと思う

のです。まず、その辺の見解伺いたいというのが

１つ。 

 次に、本当に何が起きるかわからなくて、なか

なか予想し切れない中で、もちろん道路が問題な

くて、燃料を蓄えているところも問題なくて、ち

ゃんと運んできてもらえれば大丈夫だと思うので

すけれども、ただ道路が陥没してしまったり、あ

るいは短時間に大雨が降ってしまって橋桁ごと橋

が流されてしまうという、そういうのもことしに

入ってから複数箇所で本州などで起きていたりし

て、よくテレビでごらんになったとは思うのです。

余市って海に面しているものですから、どうして

も大きい川が多い。余市町のほうは大丈夫でも上

流のほうで降った雨が一気に押し寄せてきてしま

うと、排水ポンプなどもあるとは思うのですけれ

ども、ちょっとどうなっていくのかという不安な

部分もあったのです。そういったときにやっぱり

よくよく考えていくと、最悪ここが孤立してしま

って籠城する、雨になっても自前で機能し続けら

れるようにする、耐久時間をちょっと長くしてい

くという部分を煮詰めていくことが僕は大事なの

ではないかなと思うのです。 

 今持っている発電機は、軽油ですとかガソリン

で主に動くという話だったと思うのですけれど

も、蓄電設備という部分を持ってみようという、

そういう考え方というのは今お持ちではないのか

なと。バッテリーの分野というのも今急激に技術

開発が進んでいますけれども、まだどうしても容

量当たりの単価が高いという部分もあるとは思う

ので、そう簡単に手は出せないと思うのですけれ

ども、燃料以外の部分で何とかしていこうと思っ

たら、ふだんからためておく。もしくは、別の方

法で電源を確保しておくというのがやっぱりリス

クヘッジとしては大事だと思うのです。ですので、

その辺の部分というのは、どういうふうに考えら

れているのかなというのを２つ目に伺います。 

 ３点目、これにもつながってくる話なのですけ

れども、北電さんのほうにちょっと確認とってみ

たら、送電線というのは風速40メーターの風が長

時間吹き続けても耐えれるようにはつくってある

そうなのです。ただ、最近の土砂災害などを見て

いると、短時間で大雨が降ってしまうものですか

ら、設置している地面が崩れてしまって倒れてし

まうと、そういう場合もなきにしもあらずだなと。

どこかで線が切れてしまったら、電気は来なくな

ってしまうわけではないですか。送電線ってどう

なっているのかなと調べてみたら、余市町にやっ

てくる電気って大きく分けて２系統あるようなの

です。１つは、倶知安とかのほうから上がってき

て、仁木を経由してくる系統、もう一本は札幌、

小樽のほうからやってくるルートなのですけれど

も、ただこれ栄町の農業構造改善センターのあた

りで合流してしまっているのです。航空写真で図

面見てみると、何か変電設備があるのかなと思っ

たらそうでもなくて、ただでっかい鉄塔に両方か

ら来たのが刺さって、一本になって余市のこっち

側に向かって、今でいうまほろばのあたりから通

ってずっと流れてきていると。そう考えると、余

市町内で大きい災害が起きてしまった場合、１本

切れたら電気が来なくなる可能性が高いのだなと

いうことで、もちろん停電した場合は北電さんも

全力を挙げて復旧には当たるとは思うのですけれ

ども、ただ広域災害になってしまった場合に手が

回らなくて、長時間化するおそれがあり得るなと。

だから、九州の北部豪雨みたく余市町は山間地で

はないので、片面が海に面していますし、調べれ

ば多くの風って岩内とか倶知安とか泊のほうから

吹いてきている風が多いみたいなのです。だから、

昔国鉄の駅長さんが記載した日記にも大体72％の

風は向こう方面から吹いていると。すると、恐ら

くやってきた雲は海のほうに流れていくパターン

は多いとは思うのです。長時間とどまるというの

は余り想定はしづらいのですけれども、起きたら
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ちょっと大変なことになるのだなと。そう考える

と、自家発電という、ふだんからの蓄電というの

も一つの備えとしてはあったほうがいいだろう

と。 

 ３つ目、これにつながってくる分野なのですけ

れども、防災、災害用に特化させて設備の検討を

と考えると、予算面との兼ね合いもあるので、最

重要課題ではある一方で、なかなか大変な部分も

あるかとは思うのです。そう考えていくと、中に

は予算の関係とかもあって持てないという自治体

もあるそうなのです。ただ、北海道のほうとして

は、あるか、ないかは調べているのだけれども、

どのぐらい能力があるかというのはどうやら把握

されていないようなのです。と考えると、やっぱ

り自前でその辺を持っていく必要があるのだろう

なと。ふだんからと考えたときに、ちょっと視点

を変えてみて、研究と実証実験と将来的な地域の

エネルギーの自給自足というものまで視野に入れ

てあげて、余市の庁舎が、もしくはどこかの施設

がそういう実験を行っていく。自然再生エネルギ

ーですとか、そういう部分で電気を起こして、ふ

だんは蓄電しておくと。もしくは、浄水場とかの

ようにそこから一回バッテリーに電気をためて、

ふだんは通常の電気と一緒にあわせて使っていく

と。停電した場合には外部から来ているのを切っ

て、蓄電と自然発電の対応とか、そういうエネル

ギーをスイッチしていくというふうな部分も私は

あっていいのではないかなと思ったのです。 

 最初のほうにも少し言いましたけれども、バッ

テリーと発電、蓄電と発電です、このどっちの分

野も今世界的に技術革新が急激に進み出した。イ

ギリスとフランスは、2040年には国内でガソリン

車売らないと。ハイブリッドか、もしくは電気自

動車だというふうに打ち出そうとして、ではその

ためにインフラはどうするのだというのが今検討

されているそうなのです。ドイツのほうも下院の

ほうが2030年には同じように化石燃料で動く自動

車を売らないというふうにかじを切ろうとしてい

ると。一方でアメリカのほうですと、電気自動車

を専門につくっているメーカーがあるのですけれ

ども、そこが昨年50万台電気自動車の販売をした

そうなのです。先々週日本の自動車メーカーも航

続距離を400キロまで伸ばした自動車を発表した

のですけれども、年産目標９万台としているので

すけれども、何を申し上げたいかというと、電気

を起こして、それをためて使うという部分に今視

線が集まってきている。制度もそうなり始めてい

る。つまり人員と組織と社会資本をそっちに向け

ようとしているのです。例えば逆に原子力発電所

というのが大変技術的にも難しい局面に来ている

なと思っておりまして、中には一生懸命家電を売

って、ためたお金で外国の原発メーカーを買った

はいいけれども、事業に失敗して、自分たちで30年

間かけて育てた半導体メーカーを身売りしなけれ

ばいけなくなるというぐらいのリスクを抱える事

態にもなっていると。原発事業とかの場合どうし

てもかかわる技術者の数が少なくなってしまう、

応用できる分野が少ないものですから。ただ、逆

に通常のバッテリーですとか再生エネという分野

だと、用途が非常に広いのです。となると、この

分野の革新は早まるだろうと。そうすると、今は

手が出せないかもしれないけれども、そう遠くな

い将来我々でも手が出せるレベルまでコストが落

ちてくるかもしれないと。それが進んでいけば、

やがて産業発展のほうにも生かしていける可能性

が出てくると。そういう将来の視点まで持った上

で、電力というものを余市町としてはどう考えて

いこうとしているのかなと、そこを最後に伺いた

いと思います。 

〇町長（嶋  保君） 14番、大物議員の再度の

質問に答弁をさせていただきます。 

 非常に再質問も多岐にわたってございますの

で、答弁漏れ等もあろうかと思います。ご指摘を

いただければというふうに思っております。 
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 まず、災害対策本部となるべき庁舎等を含めて

発電機等、自家発電装置等を整えております。こ

れは、先ほど申し上げましたけれども、50時間か

ら90時間等含めて全てこの時間等については再給

油等を含めてできなかったという部分でございま

して、これもできないという部分は、私かなり可

能性ゼロとは申しませんが、例えば橋がない、そ

っちの沢のほうから給油したりなんだりするとい

う部分がなくなるという部分は、非常に可能性と

しては低いのかなと。これは、災害でございます

から、あしたにでもそういった災害が起きないと

も限りませんけれども、そういった中で今現有の

中で整備をしているという部分でございます。 

 それと、行政として持ち切れない部分、本来的

であれば灯油もガソリンも重油も全て大規模な施

設つくって、ここに備蓄しておけばいいわけでご

ざいますが、財政、そしてまた管理、そしてまた

危険物等になりますので、土地等を含めてなかな

かできないと。そういった中で、いろいろな民間

との協定、これはプロパンガス、さらには石油の

部分、食料でいえばイオンやら、そしてまた生協

やらコンビニとも結んでおります。そういった中

で、そういった民間との連携、そしてまたそれら

のものを活用しながら、私どもできる限りの部分

の備蓄等を大きな災害に備えていかなければなら

ないというふうに思っているところでございま

す。 

 それと、リスクヘッジの部分、確かにそういっ

た部分もそれは必要だというふうに思っておりま

す。化石燃料だけに頼らず、そういった将来的に

は蓄電設備等、技術力も上がっているようでござ

いますので、それとまた再生可能エネルギーの活

用等を含めて、そういった研究は怠らないで進め

ていきたいと思っていますし、こういった研究会

も進めさせて、庁舎内、または後志支庁等を含め

て会議もやっているところでございます。そうい

う中では、１つは今言ったような石油化石燃料等

を使う部分の発電機、そしてまた民間等々との連

携、そしてまた新たなそういった蓄電設備や再生

可能エネルギーの研究等、町営的な部分も含めて

あわせて対応していかなければならないというふ

うに考えているところでございますので、ご理解

のほどをお願い申し上げるところでございます。 

（何事か声あり） 

 申しわけございません。庁舎内の照明の部分で

ございます。これにつきましては、先ほどの時間

等を含めて、パソコン関連機器、コピー機、夜間

照明等を含めて賄えると、時間に含まれていると

ころでございます。 

〇14番（大物 翔君） なかなか想定したくても

想定できない、しかし非常に難しい部分だし、ず

っとこれは多分終わらないテーマです。研究は続

けていかなければいけないと思うのです。 

 ただ、先ほど少しバッテリーの部分の改善も進

んでいるよという話をしたのですけれども、公共

施設とか産業用の蓄電池の状態って今どうなって

いるのかなと調べてみたら、大体電池容量15キロ

ワット程度のもので安いものだと約100万円、リチ

ウムイオンだそうです。バッテリーって通常大体

５年ぐらいで寿命を迎えるそうなのですけれど

も、中には10年保証をつけているメーカーもあっ

たりするのです、国内のメーカーなのですけれど

も。ちょっとそれはお高くなるようなのですけれ

ども、私がどうしてこうやって質問していくかと

いうと、その中の一つにはもう１カ所でたくさん

電気をつくって送る時代というのは終わりに近づ

いているのではないかなという部分と防災という

のをリンクさせていったら、開発を進めて、自分

の地域の電気は最低限自分で賄える状態を目指す

ほうが実は健康的なのではないかなという。 

 今北海道電力なんかは、原発とめて以来石炭と

火力でほとんどの電気を起こしてしまっている。

ホームページに載っている社長の挨拶などを見て

も、古い発電所を無理して動かしているものだか
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ら、非常に危ないのだと。原料の輸入の関係もあ

るから、どうしても費用がかかるのだと。だから、

何とか北電としては原発を動かしたいのだという

ことを悲鳴のような挨拶が書いてあるとおりで、

それはそれでそうなのだなと思うのですけれど

も、ただそういうところから我々は毎日電気を買

っているわけなのです。 

 これから人口は減っていくわけです、北海道だ

けではなく日本中が。今でさえ電気は残念ながら、

無理して浮かしている部分もあるのだけれども、

余ってしまっていると。でも、買ってくれる人が

どんどんこれから減っていくと。そうなると、発

電コストというのはどんどん高くなるはずなので

す、大口の需要が見つからなければ。電気自動車

とか電力インフラのほうのシフトも進み始めてい

るのですけれども、これも多分何十年かかかる話

だと。だから、しばらくは恐らく我々は高い電気

を買わなければいけないし、そういうぎりぎりの

中で経営されている北電の保守安全のもとで災害

時も電気を使い続ける。そして、それがだめにな

ったら自家発電で賄うという、こういう中で我々

日々業務を今していると。別に北電責めているわ

けではないのですけれども、それだったら結局遠

くまでたくさん電気を送ろうとするとコストもか

かるし、電気のロスも生まれると。では、すぐ身

近でとれるようにしておいたほうが災害上もいい

だろうし、地元経済という視点で考えても最後は

うまく回っていくのではないかなと。ただ、役場

が建っている丘の裏でもどこかの民間会社がパネ

ルを売って電気起こしているみたいなのですけれ

ども、まだそれほど大規模でもないし、余市町も

いろいろな分野を今研究されているところなんか

は聞くのです。どうしても日本海側って太陽光で

いえば日照時間の問題もあるので、十勝に比べた

ら大体３分の２か、半分ぐらいしか電気とれない

と言われているのです。ただ、それでもこうやっ

てパネル設置が進んでいるということは、ある程

度採算がとれると見込んでいるから民間業者が多

分インフラ建設をしていると。我々もそういう部

分にかかわっていくことでノウハウを積んでいく

というのが大事なのではないかなと。 

 一足飛びの全部とはいかないとは思うのですけ

れども、極端な例でいくと静岡県の浜松市では２

年ほど前に市と地元の商工業者さんたちが半分出

して、あと別の大手の会社が半分出す形で自分た

ちで新電力の会社つくってしまったのです。そこ

の市の目標というのは、自分の地域のエリアは全

部自分で賄うのだと、防災も含めて。ただ、いき

なりそれは無理だから、しばらくは併用して、自

分たちで起こした分と従来のあの辺なら中部電力

ですか、から買ってきて、うまく併用しながらコ

ストを落としていきながら、最終的には自賄いに

したいと。せっかく防災という視点で研究を続け

ていくのであれば、そういうところも見据えてや

っぱり私持ったほうがいいのではないかなと。そ

れが場合によっては新しい産業を生むかもしれな

いし、自然エネルギーと我が町の重要産業である

農業って意外と相性がいいようなのです。畑の１

割か２割ちょっとお借りしてパネルとかを置く

と、ちょっと日陰にはなるのだけれども、ただ作

物の取れ高にはそこまで影響がないという研究結

果も出ているそうなのです。だから、遠くかなた

から電気を持ってきて、ふだん何とかする、ある

いは災害時は自分でやるというのではなくて、で

きるだけ近いところにそういう分散した形で電力

源は持っておく。ＡがだめならＢ、Ｂがだめなら

Ｃ、それでもだめならいよいよ発電機回して燃料

をたくと。そういう備えに持っていけば、最終的

には防災能力、あるいは耐久力というのが増して

いく。また、それを支えるための産業が必要にな

ってくるので、そういった産業が起こってくると、

少しずつでも地域が活性化するほうにこれをつな

げていけるのではないかなと。そういうところま

で含めてどうですか。かなり雑駁な話にはなって
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しまっているのですけれども、せっかくやるなら

そういう方向性を持ってやってもいいのではない

かなと私は思うのですけれども、再度いかがでし

ょうか。 

〇町長（嶋  保君） 14番、大物議員の再度の

ご質問に答弁をさせていただきます。 

 災害も非常に多様化してきておりまして、異常

気象が異常でなくなってきている。非常に頻繁に

起きてきているという部分もございまして、その

激しさというのも非常に強くなってきているなと

いうふうに思っています。そういった意味では、

議員おっしゃるとおり、いろいろなチャンネルを

持っておくべきだというのは当然のことだという

ふうに思っています。私どももそういった中で数

年前からいろいろな各地の災害等を踏まえて備

蓄、さらにはこういった発電機も徐々に増強して

きているところでございますが、今後ともそれら

にしっかりと備えて、またリスクヘッジ等も考え

ながら、またさらには新しい技術等もチャレンジ

するという部分を持ちながら取り組んでいかなけ

ればならないというふうに思ってございますの

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15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０５分 
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