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平成２８年余市町議会第４回定例会会議録（第２号）

開 議  午前１０時００分 

延 会  午後 ３時０３分 
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    副    町    長  鍋 谷 慎 二 

    総  務  部  長  前 坂 伸 也 

  総 務 課 長  須 貝 達 哉 

  企 画 政 策 課 長  滝 上 晃 一 

  地 域 協 働 推 進 課 長  笹 山 浩 一 

  財 政 課 長  山 本 金 五 

  税  務  課  長  堀 内   学 

  民 生 部 長  佐々木   隆 

  町 民 福 祉 課 長  上 村 友 成 

  高 齢 者 福 祉 課 長  濱 川 龍 一 

  保 健 課 長  須 藤 明 彦 

  環 境 対 策 課 長  秋 元 直 人 

  経 済 部 長  小 林 英 二 

  農 林 水 産 課 長  細 山 俊 樹 

  商 工 観 光 課 長  干 場 隆 利 
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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 

  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28年余

市町議会第４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、一般質問を行

います。 

 順次発言を許します。 

 発言順位１番、議席番号８番、吉田議員の発言

を許します。 

〇８番（吉田浩一君） 平成28年第４回定例会開

催に当たり、２件の一般質問を行います。町長、

教育長におかれましては、答弁のほどよろしくお

願いいたします。 

 １点目、栄小学校の校舎等の今後の活用につい

てを質問いたします。明治40年に地元の有志によ

って校舎が建設され、同年７月に畚部尋常小学校

として開校した栄小学校、卒業生の総数としては

1,336名を数え、小柄元町長、嶋町長も卒業生とし

て名前を連ねている歴史と伝統、そして地域に密

着した小学校でありました。時代は少子化へと向

かい、平成26年当時の栄小の生徒数としては６名

となってしまい、ＰＴＡにより閉校について話し

合いがされ、区会役員会の中での議題となり、検

討委員会が組織されました。そして、３回の検討

委員会を経て、栄町区会長より閉校の要望書が町

教育委員会に提出されたものでした。地域として

は、小学校の廃校は決して望んだわけではなかっ

たでしょうが、通学する子供がいなくなれば存続

はできないことであり、平成27年11月に閉校式典

を行い、平成28年３月31日をもって108年の歴史に

幕を閉じました。小学校としての機能は停止した

ものの、建物としては現在地にとどまり、以前と

変わらぬ姿を見ることができますが、校舎を含め

関連施設の活用方針が見えないのが現状となって

おります。 

 現在の校舎は、平成９年、開校90周年に合わせ

建設されたものですが、建設に当たり起債総額は

幾らであったのか。 

 閉校した当時での起債残高は幾らとなっている

のか。 

 閉校した時点での起債の返済義務は生じている

のか。生じていた場合は、閉校後幾ら返済をした

のか。 

 校舎を除いた建設物、校長住宅等については、

建設に当たり起債はあったのか。また、あった場

合は起債残額は幾らあるのか。 

 校舎を除いた建設物で起債があった場合、校舎

と同様に返済義務の有無及び返済金額はあったの

か。 

 起債残高がある場合、仮に売却等をする場合の

規制はあるのか。ある場合はどんな制限があるの

か。 

 現時点で管理はどこの部署がしていて、具体的

にどのように管理をしているのか。さらに、現時

点で校舎、または校長住宅等を何かの物品庫的な

ものに使用しているのか。 

 今後校舎を含めた各施設を余市町、または教育

委員会としてどのように活用していく考え方なの

か。 
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 ２点目であります。高齢者の自動車運転免許証

の自主返納についてを質問いたします。最近のテ

レビ等の報道では、連日のように高齢者ドライバ

ーによる交通事故の件が報道されております。

27年度の決算においては、交通事故関係の報告と

して事故発生は40件、死亡交通事故はゼロ件です

が、けがをされた方は50人余りでありました。幸

いにして余市町では高齢者特有の事故に関するう

わさもなく、これは大変よい傾向ではありますが、

決算書に掲載されない軽微な事故やけがはもっと

あるでしょうし、高齢者なるがゆえの軽微な事故

もかなりあるのではないかと推測しています。 

 高齢者といっても一概に年齢で区切れるわけで

はないでしょうし、また操作ミスや記憶の欠如と

いったことも高齢だからといって分けられること

ではないとは思います。ですが、加齢とともに運

動能力や反射神経が衰えるのはやむを得ないこと

であって、本人の自覚はさておき、周りから見て

も危ないと感じる場面や状況は確実にふえている

のも現実です。高齢者の運転中の交通事故を減ら

す方策として、一番有効と言われているのが自動

アシスト装備がついた車と言われておりますが、

所得のない、またあと何年運転できるかわからな

いと思っている高齢者の方があえてアシスト装備

のある車に買いかえることは現実的には少ないと

も思われます。 

 高齢者がなぜ運転をするのか。これは、免許証

を持っている者で運転できる者としては全て同じ

であって、みずから行きたいところに自分自身の

意思で行ける、すぐに動ける、生活の上で利便性

があるということだと推測していますが、これは

年齢には関係なく、ドライバーの全てに共通する

認識であると考えております。高齢者が運転免許

証を手放さない理由としては、高齢なるがゆえの

生活の利便性だと考え、車がなければ病院にも行

けないということとなり、さらにバス路線からも

離れており、送迎してくれる家族、親族、ご近所

もいないということであれば、なおさら運転免許

証は手放すわけにはいかない、これは当たり前の

話であると考えます。しかしながら、これもまた

心理的にはそろそろ免許返納でもと考えているの

でしょうが、現実とのはざまで考えあぐねている

のが現状だと思います。 

 高齢者の足の確保という問題は、今に始まった

わけではなく、地域に路線バスや行政による路線

バス的な車両運行というのは常に住民要望の中に

はありますが、実施できないでいるのも現実であ

り、また仮に公共的な車両運行が可能となったと

しても、高齢者が免許証を手放すきっかけとなる

のかは微妙であると思われます。これに加え、高

齢者が車を手放せない要因は、利便性の問題のほ

かに経済的な側面もあると考えます。経済的には

車を所有するよりタクシー等を使ったほうが総体

には安いと言われていますが、車に係る経費は貯

金というところから出すこともあって、貯金は減

るものの財布からは減らないという心理的作用が

働いて、結果として車がなくなればお金がかかる

ということになるのであろうと考えております。 

 どちらせよ高齢者の方の運転免許証の返納は、

みずからの意思で行うことが最も効果的であっ

て、運転免許証の返納が事故防止につながるとす

るならば、これは行政としても見過ごすことので

きない課題だと考えます。 

 高齢者の足となり得る公共交通機関の運行は、

余市町としてどのように考えているのか。 

 運転免許証の自主返納促進のため、余市町とし

て補助制度等についての考え方はあるのか。 

 運転免許証にかわる身分証明書の発行について

余市町はどのような考え方を持っているのか。 

 以上、２件質問いたします。答弁よろしくお願

いいたします。 

〇町長（嶋  保君） ８番、吉田議員の高齢者

の自動車運転免許証の自主返納についてのご質問

に答弁申し上げます。 
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 ご質問の１点目、公共交通機関の運行に関する

考え方でございますが、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、

公共交通機関の確保は大変重要な課題であると認

識しております。ご質問にありますように、高齢

者が自動車の運転免許証を返納した場合など、買

い物や通院等日常の交通手段として公共交通機関

の重要性が今後一層増してくるものと考えており

ます。こうした中、本町におきましては、国にお

ける交通手段の確保に係る制度の把握、地域で巡

回バスの運行を行っている先行自治体の事例調

査、さらには町内において地域の方々の実情をお

伺いするなどの取り組みを進めてまいりました。

今後におきましては、高齢化社会における地域公

共交通の確保に向け、交通事業者など関係者、機

関、団体により組織する協議会を設置し、町内に

おける公共交通を取り巻く現状と課題について調

査を行い、全町的な交通体系や交通政策について

具体的な協議検討を進めてまいりたいと考えてお

ります。 

 ご質問の２点目、運転免許証の自主返納促進の

ため、余市町として助成制度等についての考え方

はあるのかのご質問に答弁申し上げます。政府に

おいては、高齢運転者による死亡事故が相次いで

いることを受け、来年３月には認知症のおそれの

ある高齢運転者に医師の診断を義務づけるなど、

認知症対策を強化した改正道路交通法を施行し、

その円滑な施行に万全を期するとともに、自動車

の運転に不安を感じる高齢者の移動手段の確保な

ど、社会全体で高齢者の生活を支える体制の整備

を着実に進めていくことを表明しております。 

 現在余市町では、自主返納促進のための取り組

みについて実施はしておりませんが、本年11月末

現在町内での交通事故負傷者38人のうち21人が

65歳以上のドライバーで、55％を占めている状況

となっていることなども踏まえ、運転免許証を自

主返納した高齢者に対してバスやタクシー料金の

一部助成の実施を行っている先進的な自治体の取

り組みなども調査研究するとともに、国の動向も

注視しながら検討してまいります。 

 ご質問の３点目、運転免許証にかわる身分証明

書の発行についてどのような考えを持っているの

かでございますが、運転免許証にかわる身分証明

書としては、公安委員会が発行する運転経歴証明

書がございます。この証明書は、運転免許証の有

効期限内にみずからの意思で運転免許証の自主返

納を申請し、全ての免許を取り消し、希望する場

合に発行される証明書で、余市警察署に確認した

ところ、ことしに入り11月末までにみずから運転

免許証を返納した町内居住者は37人で、うち22人

が証明書の交付を受けたと伺っております。 

 なお、教育委員会関係につきましては、教育長

より答弁を申し上げます。 

〇教育長（中村寿仁君） ８番、吉田議員の教育

委員会関係、栄小学校の校舎等の今後の活用につ

いてのご質問に答弁申し上げます。 

 栄小学校につきましては、平成26年７月から地

域の方々で組織した栄小の今後についての検討委

員会で協議され、栄町地域全体の総意として、平

成26年10月７日に当時の栄町区会長と栄小学校Ｐ

ＴＡ会長の連名で教育委員会に対し、平成27年度

をもって閉校したい旨の要望書が提出されたとこ

ろでございます。その後総務文教常任委員会にお

いて栄小の現状、栄小の閉校についての審議をい

ただき、あわせて余市町教育委員会で協議をした

結果、平成27年２月19日開催の定例教育委員会で

平成28年３月31日付で余市町立栄小学校を廃止す

ることが決定されております。現在の校舎につき

ましては、平成８年に完成し、新グラウンドの完

成も含め平成９年９月25日に新校舎の落成と開校

90周年記念式典が挙行されたところであり、建設

後20年を経過しておりますが、十分に使用可能な

施設でございます。 

 １点目の建設に当たっての起債の借り入れ総額
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についてでございますが、用地購入費及び工事費

等を含めた事業費総額５億6,462万2,000円に対

し、起債総額が３億930万円となっております。 

 ２点目の閉校した時点、平成27年度末での起債

残高につきましては8,377万3,434円となっており

ます。 

 ３点目の閉校した時点での起債の繰上償還の義

務が生じるかとのご質問でございますが、現時点

では繰上償還はしておりません。本町が公共用、

または公用に供する施設として転用する場合に

は、繰上償還は発生しないこととなっております

が、民間への有償による譲渡等の場合には繰上償

還が発生するものとの認識をしております。 

 ４点目の校舎を除いた建設物、校長住宅等につ

いての起債残高についてでございますが、建設当

時は借入金が一部生じておりますが、現時点では

完済しておりまして、売却等についての制限につ

いてはないものと考えております。 

 ５点目の校舎等の管理の部署でございますが、

現時点では教育委員会が担当しておりまして、本

年４月以降も機械警備を継続しておりますし、職

員による巡回、さらには公共施設として冬期間の

除雪も委託しております。また、現在校舎、体育

館、グラウンド等は使用しておりませんが、校長

住宅、教頭住宅に隣接する旧校舎跡地のグラウン

ドにつきましては、栄町区会の皆様のご理解をい

ただき、さらには町部局とも協議し、貨物用コン

テナを１台配置して、これまで発掘した出土遺物

の保管をしております。来年度以降もコンテナを

増設して、発掘出土遺物の保管をする計画でござ

いまして、現時点で旧校舎跡地にある校長住宅、

教頭住宅、グラウンド用地について売却の予定は

ありません。 

 また、今年３月まで栄小学校長が入居していた

住宅につきましては、栄町区会長を通じて地域の

農家の方が平成29年２月ころから２年間の予定で

研修生３名の居宅用に借り上げしたいとの申し出

があり、現在貸し付けを前提に協議している段階

でございます。 

 ６点目の校舎を含めた各施設の活用の考え方で

ございますが、旧校舎跡地のグラウンドにつきま

しては、現時点では発掘出土遺物の保管場所とし

て、さらには校長住宅、教頭住宅につきましては

地域の方を含めて貸し付け用の住宅としての活用

を考えております。現校舎等の活用につきまして

は、まず栄町区会の方々のご意見を聞くことが重

要であるとの考えから、平成26年７月に栄町区会

長に打診し、地域住民の意向取りまとめを依頼し

たところ、地域として具体案はないものの地域へ

の悪影響を及ぼすことがなく、地域振興につなが

る活用を願いたいとのことでありました。その後、

栄町区会の役員会に出席したところ札幌在住の栄

小学校出身の方から生涯学習スクール、観光客の

宿泊施設、高齢者の介護入所施設の利用計画案に

ついての提言があったところでございます。 

 庁舎内での協議につきましては、栄町区会の方

々の意見も踏まえ、部長会議等で協議をしており

ますが、余市町における公的な施設として活用す

ることを前提に協議がなされたところでございま

す。概要としましては、埋蔵文化財発掘遺物の展

示及び学習場所としての活用、さらには合宿や研

修所を含めたジュニアサッカー場、オートキャン

プ場などの生涯学習施設的な活用、就労希望研修

者等の宿泊施設、移住希望者向けの体験施設等の

案が出されました。公共用施設として活用する案

については、施設の改修が必要となるものであり、

その経費も少額ではないこと、さらには公共交通

機関がないことからその対応も考慮しなければな

らないことなど財源的な問題もあり、現時点にお

いても方向性が確定しない状況でございます。ま

た、公的な活用ではなく、福祉施設、老人介護施

設等での民間への譲渡についての意見も出ており

ますが、栄小学校跡地を譲渡するためには栄町区

会からの要望などを前提とした条件もあります
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し、校舎、体育館、グラウンドを一括での譲渡を

条件とするのかなど慎重な検討をしなければなら

ないものと考えております。 

 いずれにしましても、閉校後８カ月が経過し、

初めての冬を迎え、施設への影響も懸念されるこ

とから、早目の協議が必要であるとの認識をして

おります。今後におきましては、町部局とも連携

して栄小学校跡地利用を協議するための組織を設

置して、全国的な廃校活用による地域活性化の事

例も参考としながら、公的活用や民間への譲渡を

含めて検討をしてまいります。 

〇８番（吉田浩一君） まず、最初に聞いておけ

ばよかったのですけれども、通告しておけばよか

ったのですけれども、高齢者の運転免許証の町内

で把握している65歳以上の、何歳からでもいいの

ですけれども、例えば70歳以上でもいいのだけれ

ども、そういう免許証を持っている人何人町内で

いるかというその辺もしか、これ通告していない

ので、わかればお願いします。わからなかったら

いいです。 

 それで、まずは公共交通機関の運行ということ

は、以前の答弁と変わらなくて、その重要性とい

うのは町は認めているけれども、関係者と協議会

を持ちたいというふうに、町長そのように答弁し

たのですけれども、ではこの協議会っていつ開く、

もうやっているのですか、これからやるのですか。

だから、それはいつからやって、町長の考え方と

して、協議会は設置しましたよ、だけれども結論

出ませんで、永遠にやってもらっても困るもので

すから、いつくらいまでに結論というのを出す予

定なのか。それは町長の考え方でいいですから、

その考え方教えていただきたいと思います。 

 それで、免許証の自主返納促進のため、そうい

う制度ないのですかと聞いたところ、65歳以上の

方が何人か、37名ですか、ことし返しているとい

うことで、実際問題として少しずつは返納促進を

されているのですけれども、実はこの質問したの

は、町民の方からずばりタクシーチケット券くら

いくれないのかということなのです。その金額は

まちまちなのでしょうけれども、やはり車なくな

ったら足ないからタクシー使うので、ずばりタク

シーチケットをくれないかと、そういう制度ない

のかいというふうに聞かれたというのがこの質問

をした経過なのです。公共交通機関といってもそ

れしかないと思うのです。だから、この辺の考え

方、ちょうど来年度予算策定もこれからするので

しょうから、自治体によっては10万円も20万円も

出すというところもあるのでしょうけれども、財

政の問題もあるし、それをやったことによってま

たどんと来られて、財政厳しいよというふうにも

なる可能性もあるのだし、それはわからないです

けれども、やはりそういうちょっとした何かがあ

れば免許証を返す人というのもふえるのでないの

かなと思うのです。それによって事故が減れば非

常にいいことですし、またタクシー会社のほうも

今それこそお客さん少ないと言っているのですか

ら、そういうふうにやって利用してくれて、タク

シーが動けばそれこそ地元に落ちるお金ですの

で、いいのではないのかなと思うので、その辺の

再度の町長の考え方お伺いします。 

 運転免許証にかわる身分証明書の発行につい

て、37名が返納して、そのうち22名が証明書をも

らったということなのですけれども、これ発行に

際してお金かかるのですか。かかるのであれば、

幾らかかるのかわからないのだけれども、逆にそ

れを余市町が負担してあげるよというのも助成制

度になるのではないですか。その辺の考え方はど

うなのか。もちろん今身分証明書ということにな

るとマイナンバーというのがあって、顔写真つき

のマイナンバーもあるのだけれども、結局そちら

のほうは余り進んでいないようですし、そういう

のもあるので、逆に高齢者になるとマイナンバー

カードは持ちたくないよという人もたくさんいる

ようですので、その辺を含めてどうなのかという
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ことも答弁をいただきたいなと思います。 

 次、栄小学校のほうです。現時点では何か使っ

ているというのは、貨物用のコンテナを置いて、

そこに発掘品だとかそういうのを入れているとい

うことです。地域の方からは、こういうものにし

てくれだとか具体的なものはないけれども、地域

振興になるようなものでやってくれということを

要望されているということで、教育委員会として

はいろいろ考え方というのはあるのだろうけれど

も、まだ確定していないというのが全体的な答弁

だったと思います。校舎のほうは起債残高があっ

て、これには民間に売却とかというふうになれば

その起債を戻さなければならないと。校長住宅だ

とかはその辺の規制はないということでした、答

弁としては。 

 余市町というのは、非常にいろいろな古代の遺

跡の発掘物とかがあって、今答弁があったように

コンテナの中に入れているよということで、ちょ

っとあれは違いますけれども、紅志高校のところ

のコンテナにもたくさん入れているのでないかな

と思うのです。結局あそこにそういうふうに置い

ているものを展示するようなところというのは、

今のところないのでないのかなと。もちろん水産

博物館でそれなりに入れかえをして展示はしてい

るのだろうとは思うのだけれども、展示スペース

というのが限られている以上そんなに大量に毎年

毎年どっと変わるということではないと思うので

す。 

 この中で、先ほど教育長も答弁されていたので

すけれども、その考え方の一つの中で埋蔵文化財

の展示だとかということも考えているということ

だったのですけれども、これ私もちょっと意外だ

ったなと思うのは、あそこのところちょうどフゴ

ッペ洞窟がそばで、フゴッペ洞窟を見に来る方と

いうのはかなりおられるのです。たまたまうちも

いろいろな商売をやっていて、バスがことし来て、

この後どこ行くのですかと言ったら、フゴッペ洞

窟見て帰るのだと。バスの運転手さんだったので

すけれども、先週も来ていったよということで、

大体そういう感じでバス１台とかで来て、見学さ

れていく人というのがかなりいるということで、

やはりそういうことに興味を持っている方という

のもかなりいると思うのです。フゴッペ洞窟とい

うのは国の史跡ですから、展示スペースというの

も非常に限られているというか、あそこは洞窟を

見るだけであって、ほかのものは基本的にないは

ずですから、そういうものを専門に展示するとこ

ろということで逆にそんなに距離が離れていない

栄小学校だとかというのを活用したほうがよりい

いのではないのかなと思うのです。 

 なおかつ今管理はどこがしているのですかとい

うことで、教育委員会で機械警備をやっていると。

つまり人はいないということですよね。であれば

逆にそういうところにきちんと人を配して、いろ

いろなものを展示することによって人を置いて管

理もして、なおかつそこから幾らかの入館料みた

いなものをもらってやるというのが私はいいので

はないかなと思うのです。そうすることによって

そこの校舎も生きるでしょうし、もちろん改築に

はそれなりのお金がかかるのでしょうけれども、

いろいろな考え方があるのでしょうけれども、と

りあえず教育長も早目に何らかの形で決めたいと

いうことであれば、そういう方向に持っていった

らいかがかなと思うのですけれども、再度の教育

長の考え方をお伺いしたいと思います。 

〇町長（嶋  保君） ８番、吉田議員の再度の

ご質問答弁をいたします。 

 まず、人数の関係でございます。65歳以上の運

転免許保有者、これは2,892人でございます。参考

までに70歳以上が1,600人、75歳以上が885人、こ

のようになっております。 

 それと、２点目、地域公共交通活性化協議会の

ご質問でございます。これは、さきの第３回定例

会の吉田議員の答弁に申し上げました。これは、
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ただこちらでつくるというだけの話ではなくて、

前段で国の補助等の問題もございます。これにつ

きましては、そのときに申し上げましたが、来年

度早目の段階でつくっていきたいというふうに考

えてございまして、この結論の部分、いつまでに

結論出すのだという部分ございますが、これは私

も初めての経験でございまして、どこまでどうい

った専門家が入った中で協議されるかという部分

まだ認識もしてございませんが、早急に結論を出

していきたいと。しかしまた、結論が出たからと

いって全ての路線でその提言なりなんなりのこと

を全部一回にできるかということでは困難性もあ

るのかなというふうに思ってございますので、そ

ういった中で結論を早目にいただきながら、そし

て今余市町としてどの路線がいいとか、どういっ

たことを優先的にやっていくかという部分をお示

し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。 

 それと、３点目の助成制度の部分でございます。

これは、次の関係の身分証明書の部分とも一括し

て答弁させていただきたいと思いますが、この証

明書につきましては1,000円でございます。これ

は、警察に行って、安全協会のほうで1,000円で発

行するという形になってございます。今全体的な

全道の状況、管内の状況等この助成の部分改めて

質問をいただいて私も認識をいたしましたが、ま

だまだチケットだとか、そしてまたコミュニティ

バスの助成等、運賃の助成等少ない部分がござい

ます。しかし、運転経歴証明書、この1,000円の交

付、これに対する補助というのはかなり道内でも

やられているという部分改めて認識をさせていた

だきました。まず、いろいろな中での返納のＰＲ、

そしてまた実効性を上げるためにもこのあたりが

直近にできていく部分なのかなというふうに思っ

てございますので、交通安全協会とも協議もしな

ければなりませんが、これらの助成について前向

きに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。 

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。 

 栄小学校の跡地利用ということで協議しまし

た。その中で、教育委員会の発掘の遺物をおさめ

るという考え方もありました。これは、各部職員

からのいろいろな考え方を聞いた中の教育委員会

として発掘遺物をあそこに置いて、研修施設的な

ものを使いたいという一つの案でございます。教

育委員会としましては、縄文土器、貴重な土器も

あります。あそこに集めて、子供たちに見せるな

り、町内の人に見せるということも一つの考え方

として出した案でございます。ただ、あそこの施

設、体育館も校舎から別に仕切ることができます

し、グラウンドにつきましてもそれなりに整備さ

れたグラウンドということで、全てを発掘の部分

では使うことにはならないのかと思います。 

 ただ、教育委員会としてはそういう希望があり

ますけれども、やはり各部の部分も今後検討して

いかなければならないのか、全体の部分として考

えて、理由づけもしながらしていかなければなら

ないということで、議員のご意見としての発掘に

ついては教育委員会としては大変ありがたい気持

ちでございますが、今後先ほど申し上げましたよ

うに組織の中で議論をしていきたいと思っており

ます。 

〇８番（吉田浩一君） まず、栄小のほう最後３

回目の質問をいたします。 

 提出したときには町長にもここの部分で答弁を

もらいたいということで、３回目ですので、ここ

で町長の考え方も栄小学校でどういうふうに考え

ておられるのかなと。町長も卒業生の一人でしょ

うから、まして栄町が出身ということであれば、

当然町長の思いというのもあるのでないかなと思

うのです。町長としては、今教育長は組織の中で

ということで、その中には町長も入っているので

しょうけれども、町長個人的にどういうふうに思
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っているのか。どういう形であっても、閉校して、

冬の間は何も手つけられないでしょうから、雪が

解けたら丸１年何も使っていないということであ

れば、やはりこれはよろしくないことだと思うの

です。ですから、その辺町長の考え方もあるので

しょうし、地域としてこういうふうになるのだよ、

こういうふうに使うのだよということを早く出し

てあげないと、地域としてかわいそうでないのか

なと思うのです。 

 先行して閉校した豊丘小学校は、民間の福祉施

設が買い取って、あそこのところでやっていると。

いろいろなことをやっているということで、昔の

校長の写真とかもまだあそこにそのまま置いてあ

るのでないのかなと思うのです、従来どおりの形

で。だから、地域の人にとって小学校というのは、

いろいろな意味でシンボル的な存在でもあるとい

うことで、その辺を含めて早く決めてやればいい

のではないのかなと思うのですけれども、その辺

を町長の政治判断も含めて進めていただきたいな

と思いますので、町長の考え方お伺いいたします。 

 運転免許証のほうです。確かに町長の答弁はわ

かったのです。協議会も来年度立ち上げて、早急

に結論を出したいという答弁は、答弁としては了

解しました。 

 ただ、２回目に質問したタクシー券の助成はど

うですかということについては、他の事例も参考

にしながらというような答弁だったと思うのです

けれども、住民が求めているのは直接的にここだ

と思うのです。一番それが手っ取り早いですし、

毎年それこそ春夏秋冬町長を先頭に交通安全大会

ということもやっているのですから、そこのとこ

ろで余市は幸いにして大きい交通事故がないよう

ですけれども、本当に報道されているような高齢

者特有の事故が発生したら、余市町何やっている

のだと言われるのもはっきりしていることであっ

て、そのためには、確かに証明書の発行1,000円を

やりたいと、前向きにこれは検討したいというこ

とは答弁いただいたのですけれども、それだけで

はちょっと物足りないかな。本当の意味で免許証

返納というものを促進して、交通事故を間接的に

減らしていきましょうということであれば、現時

点では一番すぐできるというのはタクシーチケッ

トしかないはずですから。それによって地域のタ

クシー業界も潤うということであれば、去年、こ

としというのは「マッサン」の関係でそれなりに

タクシーも利用されていたようですけれども、今

はタクシーの運転手さんに聞くと本当にもう雪降

るようになってから暇になったというふうな声も

聞いております。また、地域の方が夏場はそんな

にタクシーというのを利用しないのかもしれませ

んけれども、冬場は本当にタクシーというのが高

齢者の方には必要でしょうから、何とかその辺町

長の英断をもって来年度に向けて考えていただき

たいなという質問兼要望で終わりたいと思いま

す。よろしくお願いします。 

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。 

 まず、栄小学校の関係でございます。確かに私

も卒業生でございます。しかし、卒業生だからと

いって、若干の思いはありますけれども、やはり

どこの学校も同じ思いで接しているというふうに

思ってございます。 

 ここの廃校につきましても保護者の方々がいろ

いろな意味合いの中で、子供がどうあるべきかと

いう中で決断をしていただいたという部分、非常

に大きな決断であったというふうに思っていま

す。それとまた、地域の方々の思いというのが若

干そこには違うものがあったというふうに思って

ございます。そういった中で、今閉校されて、い

ろいろな活用方策等を庁舎内で練っているところ

でございますが、結論出ていないというのは先ほ

ど教育長答弁したとおりでございます。私も地域

のいろいろな思いをしっかりと受けとめながら、

これをだらだらと延ばしていくのではなくて、ま
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ず１つは早目に結論を出していくのが地域に対す

るお返しだというふうに思ってございます。そし

てまた、反面拙速な判断して何でもあそこに運営

すればいいのかという部分もございますので、そ

のあたり慎重な部分も要ると思いますが、雪の問

題、経年劣化の問題もございますので、やはり時

間的問題が一番大きいのかなというふうにも思っ

てございます。 

 そしてまた、このあたりの発想、いろいろな庁

舎内での意見も出てございますが、どこかの時点

でまたいろいろなこの発信すると。ある農業関係

の方から、ＩＴの関係の方なのですけれども、い

ろいろな提案も私それは個人的に受けた部分もご

ざいます。そういった中では、庁舎内だけでの検

討でいいのか、もっともっとこういうものがある

から、こういった運営の提案をしてくださいとい

う外部に発信するのがいいか、そのあたりも含め

てしっかりと取り組んでいきたいと。いずれにい

たしましても、経年劣化等の部分もございますの

で、時間的な部分が、一番スピーディーにやらな

ければならないという部分が大きな課題だという

ふうに思っているところでございます。 

 ２点目のタクシー券の部分でございます。確か

にこの部分全道的にもやっているところも、少数

ではございますが、あります。しかし、私は返し

た方々、免許証を返納した方々の足だけをどうす

るというのではなくて、若干時間がかかってくる

と思いますが、高齢者の今後の交通の確保をどう

していくのだという部分の中で来年度地域公共交

通活性化協議会を国の補助をいただきながら立ち

上げたいという部分でございまして、これらにつ

きましてはご提言等もございましたが、繰り返し

になりますが、1,000円の部分で何とか啓発をし

て、こういった形で余市町の中で自主返納高齢者

に対する運転経歴証明書等の交付新しく始めまし

たよという部分をＰＲさせていただきながら、高

齢者のこのような交通事故防止に対する取り組み

をしてまいりた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

げます。 

〇議長（中井寿夫君） 吉田議員の発言が終わり

ました。 

 発言順位２番、議席番号１番、野呂議員の発言

を許します。 

〇１番（野呂栄二君） 平成28年第４回定例会に

当たりまして、さきに通告しております質問１件

をお伺いしますので、答弁のほどよろしくお願い

いたします。 

 農業の現状と新規就農者受け入れについて。本

町の基幹産業である農業、漁業は、年々その規模

が小さくなっているのが現実であります。以下、

農業にかかわった質問をいたしますので、よろし

くご答弁お願いいたします。 

 １、農業者人口の推移について、過去３年間の

状況とあわせ、専業農家と兼業農家数をお聞きし

ます。 

 ２、高齢化等による離農、また農業後継者不足

の問題にどう対処していくのかお聞きいたしま

す。 

 ３、移住、定住への促進の考え方から積極的に

新規就農者を受け入れなければならないことは当

然であり、より効果的な政策を打ち出すべきと思

いますが、見解を伺います。 

〇町長（嶋  保君） １番、野呂議員のご質問

に答弁申し上げます。 

 ご質問の１点目、農業者人口の推移と専兼別農

家数についてでございますが、平成27年版の農業

センサスでは農業就業人口が818人で、経営体数は

354戸となっています。うち兼業農家は113戸でご

ざいます。この農業センサスは、５年に１度の調

査であるため、平成27年度以前は平成22年となり

ますので、比較としての平成22年の数字を申し上

げますと、農業就業人口は909人で、経営体数は

405戸となっております。就業人口で10％、農家戸
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数で約13％の減少でございます。兼業農家数は

147戸で、約23％の減でございます。 

 ２点目の離農及び後継者不足問題への対応策並

びに３点目の新規就農者の受け入れについて関連

がございますので、あわせてご答弁申し上げます。

ご指摘のとおり、就業人口及び農家戸数とも減少

が続いており、基幹産業を守るためにもその対応

は大変重要であると認識しているところでござい

ます。そのためこの間新規就農者受け入れの取り

組みを進めてきており、過去５年間で30件の新規

就農を受け入れているところでございます。50歳

未満の就農人口は、新規就農者の増加のほかＵタ

ーン就農もふえてきていることにより、５年前と

比較し若干の増加傾向にある一方、高齢者世帯の

離農が進んでいる現状であり、より一層の新規就

農者の受け入れと既存農業者の経営基盤強化の取

り組みが重要であると考えます。特に新規就農対

策につきましては、町や農協など農業関係機関で

組織する新規就農活動支援センターを窓口とし

て、就農相談や自立を見据えた農業経営までの就

農プログラムをコーディネートし、新規就農者の

定着と拡大に努めているところであります。 

 平成24年より開始された国の青年就農給付金制

度により、新規就農者に伴う資金面でのリスクが

軽減されたことにより本町における新規就農者は

増加をしてきておりますが、さらに本町農業の魅

力の発信と新規就農者募集活動の取り組みを強化

し、本町農業の担い手確保に努めてまいります。 

 また、農業者の経営基盤を強化するため、国や

道の行う各種制度を積極的に活用するとともに、

生産者のご意見もいただきながら効果的な施策を

検討してまいります。 

〇１番（野呂栄二君） それでは、再質問をさせ

ていただきます。 

 一昔前ですけれども、余市町の農家戸数は約

1,000戸、その後800戸前後を長く維持していまし

たが、現在は354戸ですか、818名となっているの

は答弁お聞きしました。また、新規就農者も過去

５年で30件との答弁され、またそのうちワインが

10件となっており、私が調べた点だと若干の数の

違いはありましたが、まず26年、27年はともに新

規は５件のうち３件がワイン農家ということにな

っており、余市町としても６次産業で積極的に推

進しているのは、これは私も理解しております。

そして、ワイン関係の法律改正もあって、またＴ

ＰＰの関係もあるとは思いますが、国の資金があ

る程度ワインには使えることもその背景にあるこ

とも若干理解しております。決してワインを否定

するものでもないし、これは頑張ってほしいと思

っておりますが、町の全体の経済を考えたとき、

例えば通年での雇用や物流や資材等の販売につい

ては、ワインは限定的となっているのではないか

と私は考えております。余市町としては、１次産

業に直接的にかかわる業務全体が底上げになって

こそ町全体が活性化するのではないでしょうか。 

 余市町の農業形態としても、野菜、特にミニト

マトなどふえておりますが、果樹産地としてのほ

うが有名であり、前にもしゃべったと思いますけ

れども、「マッサン」の関係でリンゴということ

でもドラマによって再度見直されたと私は思って

おります。そのような背景にあるにもかかわらず、

リンゴ、果樹関係の農業者の高齢化も一段と進ん

でおり、後継者の問題も一向に改善されていない

ように考えています。正確な数値でなくてもよい

のですが、果樹関係の新規就農者はおられるのか。

既存の農家の中で後継者が経営移譲を受けた農家

は近年あるのか。また、町長は何をすれば果樹農

家が今後も営農を続けられていくと考えておられ

るのか。さらに、果樹産業のシェアを広げるため

には、農地のあっせんは農業委員会でも行ってお

りますが、農地のあっせんではなく、住宅から器

具一式がそろった、つまり引っ越せばすぐに営農

と生活ができるような物件を探して移住、定住の

促進にもつなげる必要があると考えております。
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そして、農地が欲しく、実際に農地を買っても住

むところがないという話もよく耳にしますので、

例えば町営住宅は今は定期募集しておると思いま

すが、特例として農地を買った人は優先的にすぐ

入れる、また金銭的にも考慮すべきというような

施策も必要ではないかと考えますが、まず町長の

見解をお伺いしたいと思います。 

〇町長（嶋  保君） １番、野呂議員の再度の

ご質問に答弁をいたします。 

 まず、数字の関係でございます。新規就農者の

中で果樹関係の就農、これは10名程度というふう

に聞いております。そしてまた、経営移譲を受け

た農家、これは33件というふうに認識をしてござ

います。 

 それと、醸造用ブドウとリンゴの関係もご質問

いろいろございました。今はまち・ひと・しごと

創生総合戦略の中での３つのフィルターという中

で、高速道路の30年開通、そしてまた「マッサン」、

そしてさらには余市、仁木でのワインツーリズム

含めてワインという中で、ワインの振興という部

分で交付金等の事業をやってございます。しかし、

私はワインだけが特別だというふうには思ってい

ません。強みとして今あるなという部分、先日も

東京のほうに上京して陳情等行ったら、名刺交換

する際はウイスキーだけではなくてワインも有名

だねという中で、非常に全国的な知名度も出てき

ているというふうに思ってございます。しかし、

私は余市町の町の成り立ち、歴史の部分からいっ

ても、やはりリンゴとニシン、これは常々申し上

げているところでございまして、リンゴにつきま

してもしっかり振興していかなければならない。

そしてまた、何よりも１次産業の振興、農業、漁

業の振興が余市町全体の元気につながっていくと

いう部分は常々お話をさせていただいているとこ

ろでございまして、28年度予算でもこのリンゴに

つきまして、りんごのほっぺの原料がなくなって

きているという部分もございまして、補助もつけ

させていただきました。さらには、ミニトマトの

部分も農協で選果機を入れるという中では、コン

テナ等の部分の補助もさせていただきました。し

っかり農業、漁業が活性化していけば、議員おっ

しゃるとおり、余市町もどんどん、どんどんもっ

ともっと元気になるというのは私も同じ考えでご

ざいます。 

 さらには、この果樹産業を広げるための住宅の

部分、これは私も常々思っております。新規就農

で来ている方、たまたま全て農家の方が住宅含め

て違うところに行ったという場面もありますが、

住宅はそのままで新規就農が入ってきて、町なか

から新規就農の方が畑に通っているという部分も

ございます。これらにつきましては、いろいろな

今ご提言もいただきましたが、これら今逆に問題

となっている空き家等の問題もございます。こう

いった空き家の調査等もしているところでござい

ますので、これらと逆に有効利用できないのかな

というふうに思ってございまして、新規就農では

ございませんが、先ほどの吉田議員の答弁の中で

教育長のほうから農業研修生の部分に対する校長

住宅等の部分ございました。そういった中で新た

に建てるというふうにはなかなかなってきません

ので、これは農業振興とあわせて移住、定住とい

う問題もありますので、そういった空き家とのマ

ッチング、さらには家賃補助等が農業振興だけで

はなくて移住、定住人口増対策という部分ででき

ないか検討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、それら含めて生産者、

各関係機関と今後ともしっかりと協議していきた

いというふうに思っているところでございます。 

〇１番（野呂栄二君） ただいま答弁いただきま

したが、町長の考え方はわかりましたが、その考

え方をどうしていくかというのが問題ではないか

と思っております。 

 ブドウの生産量としては、全国で生産されるブ

ドウの３割が北海道が生産し、道内では余市町が
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その半分を占めている。つまり全国で生産される

ブドウの15％余りが余市町で収穫されているとい

うことになります。これにはワインブドウも含ま

れているのでしょうが、生食も入っており、細か

い話ですが、生食用ブドウの中で作物的にこれか

らなくなる可能性がある種類もあります。それは

ハウスブドウです。これは、施設の更新時期を迎

えており、多額の資金がかかるということもあり

ますが、後継者もいないということ、またハウス

販売の優位性というのも薄れてきているという複

数の要因によって、今後ハウスブドウの生産は少

なくなってくると私は感じております。余市町は

どこまで把握しているのかわかりませんが、余市

町として、また町長としてこれは必要だから予算

をつけるという農家の実態を十分に把握した上で

の施策が必要だと思っておりますが、余市町とし

ては実態把握はどのようにして調査しておられる

のか。 

 また、後継者がいないのは、一言で言えばまず

そんなにもうからない、農家では結婚もできない

ということだと私は考えておりますが、農家とし

てはものをつくるということであって、それらの

商品を売るということまで手が回らないので、結

果としてもうからないということになっているの

ではないでしょうか。また、後継者なるがゆえそ

の実態を知っており、その実態から脱することが

できないと考えていることが問題だと思っており

ます。ならば、直接的に支援も大切でございます

が、それ以外の支援も必要ではないでしょうか。 

 一昔前には余市町青年団体協議会という団体が

ありまして、それは農業者の若者を中心に活動し

ていたと聞いたことがあります。余市町が後継者

や後継者となり得る人を集めて、研修会やイベン

トの企画をするということも今後検討していく必

要があるのではないかと考えますが、まずもって

町長の見解をお伺いします。 

〇町長（嶋  保君） １番、野呂議員の再度の

ご質問に答弁をいたします。 

 ブドウの関係のご質問ございました。醸造用ブ

ドウだけに限れば、町村で余市町が多分全国一と

いう今調査の結果が出ております。これは、生食

用ブドウも含めたワインの原料となれば違うとこ

ろありますけれども、醸造用ブドウの生産量は自

治体としては全国一だというふうな統計出ている

部分でありまして、これはしっかりＰＲしていき

たいと思ってございます。 

 それと、ハウスブドウの話もいただきました。

これも非常に気候の温暖化の問題があるのか、優

位性がだんだん少なくなってきている部分がある

というふうに伺ってもございますし、また施設の

更新等を含めて非常に多額の資金がかかる。そし

てまた、被覆なり、ビニールを張る作業、これら

も非常に高齢化してくる中では作業の手間が大儀

という部分もございまして、そういった中ではど

んどん、どんどん減ってきているという部分も伺

ってございます。これらにつきまして今後ブドウ

栽培についてどうあるべきかという部分、これは

やはり生産者、ぶどう組合、ハウスぶどう組合、

さらには普及センター等ともしっかりと協議をし

ていかなければならないというふうに思ってござ

いますし、また頑徹ブドウというのもやったので

すけれども、今回はちょっとそのあたりも余りな

いという話も伺ってございますので、それらご提

言いただきましたブドウにつきましては、非常に

全国的な優位性という部分ございますので、それ

らどうしていくかという部分しっかりと検討して

いかなければならないというふうに思ってござい

ます。 

 それと、実態把握、これは常々担当部課として

農林水産課で関係機関、団体と非常に綿密な連携

をとっているというふうに思ってございます。そ

れと、私も何度か答弁させていただきました農業

振興協議会、これにつきましても今まではいろい

ろな部分で決定機関という部分でございまして、



－68－ 

形式的と言ったらおかしいですけれども、農振の

見直しの追認だとかそういう部分だけでございま

したが、せっかく農業関係の農業委員会の会長、

農協の組合長、さらには普及センターの支所長等

々が集まってきているところで、そして生産者も

います。そういった中ではいろいろな今の農業の

現況、それから今後の部分話し合う場にしようと

いうことで、今年度２度やってきていますが、そ

ういった別個の機会を設けて、その中でいろいろ

なお話も私も直接聞いて、そういうことあったの

だなという部分も改めて認識をさせていただいて

いるところでございます。そういった中では、私

も現場に出て、現場の声としっかりと実態を把握

して、それらについて今後の農業の振興のために

予算化という部分、事業化という部分をしっかり

やっていかなければならないというふうに思って

いるところでございます。 

 また、最後にありましたいろいろな団体の部分、

昔確かに余市町青年団体連絡協議会ですか、ござ

いました。今も農協青年部、そしてまたこれは農

協関係でございますが、スタッフというのですか、

普及センターの関係の部分、こういった団体が活

動しているところでございまして、私もぜひとも

ということでここ２年ほどですか、農協青年部、

これにつきましては総会と、それと新年会ですか、

日程合えば出るようにしております。そういった

中では、先日も新入歓迎会がありまして、その中

では新規就農１名とＵターン１名の歓迎会も行わ

れているところでございまして、そういったいろ

いろな団体と連携しながら、農業者、また新規就

農者もいろいろな情報交換や、そしてまた今後の

営農に対する意欲もそういった集まりによって出

てくるというふうに思ってございますので、それ

らの団体等の連携、そしてまた強化等もしっかり

取り組んでいきたいというふうに思っているとこ

ろございますので、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） 野呂議員の発言が終わり

ました。 

 暫時休憩いたします。 

休憩 午前１１時０７分 

再開 午前１１時２０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４回定

例会において、さきに通告した質問２件について

答弁を求めるものです。教育長並びに理事者の皆

様におかれましては、答弁のほどよろしくお願い

します。 

 まず、１件目は、就学援助制度における無料低

額診療事業利用についてです。子供の貧困に関す

る問題は、平成26年には内閣府でもその大綱がつ

くられ、さまざまな機関が実態究明を進めており、

徐々にその実像が明らかになりつつあります。ま

た、北海道もみずからが主体となり、実態究明と

対策に向けて動き出しております。医療、教育、

子育て、子供の貧困は、各家庭の個別のケースで

はなく、構造的で根深い社会問題であるとの認識

も急速に広まってきております。 

 さて、社会福祉法に基づく道所管の事業として、

生活が困難な人に対し無料、または低額な料金で

診療を行う無料低額診療制度が現在道内51の医療

機関で実施されております。ことし９月の道の定

例議会において日本共産党の真下紀子道議は、札

幌市や旭川市の実施機関が就学支援制度の対象と

なっている保護者にも拡大する取り組みを始めた

ことに対し、子供の貧困の背景にある世帯全体の

受診の確保の上では画期的であるとし、周知を図

るよう求めました。関連分野の質問は、他会派の

道議からも行われていたと伺っております。道の
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保健福祉部長は、この際生活に困窮する世帯の医

療を受ける機会を確保する上で有意義であると評

価した上で、実施する医療機関についてホームペ

ージによる情報提供とともに、各医療機関の実施

内容についても検討するとしています。また、教

育長も今後就学援助制度の周知に際し、無料低額

診療など福祉部局が実施する支援制度なども各市

町村で学校や保護者などに情報提供できるよう働

きかけていくと述べております。こうした経緯も

あり、本町の関連する担当課や教育委員会にも何

らかの通知があったのではないかと考えておりま

す。そこで、以下伺います。 

 １つ、そうした通知は関係部局に届いているの

か。 

 ２つ、その中に無料低額診療に関する記述はあ

ったのか。 

 ３つ、どのような趣旨が記載されており、実施

に向けてどのような検討が各関連部局共同で行わ

れたのか。 

 ４つ、その検討結果に基づいた具体的な行動は、

いつどのような形で開始されるのか。 

 ５つ、余市町内の無料低額診療事業実施機関は、

既に就学援助世帯を実施対象としているのか、そ

の有無について町は確認しているのか。 

 ６つ、医療機関が対象未実施の場合、要望、働

きかけなどを行う用意はあるのか。 

 ７つ、あるとすれば、それはいつごろを目途に

行う方向なのか。 

 ２件目は、就学援助制度の新入学期の前倒し実

施についてです。日本国憲法第26条には、「すべ

て国民は、法律の定めるところにより、その能力

に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する」、

「すべて国民は、法律の定めるところにより、そ

の保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負

ふ。義務教育は、これを無償とする」とあります。

そして、特に経済的理由等で困窮状態にある子供

を支援すべく就学援助制度があります。もちろん

余市町でもこれは実施されております。 

 ただ、現在は調査、認定の関係で実際の支給等

は最短で６月、入学式が４月前半に行われる現実

を鑑みると、数カ月ものずれが発生しています。

家庭によっては、学用品購入のために無理をして

借金をしたと、こういったケースも伺っておりま

す。こうしたミスマッチを解消すべく、全国、全

道の自治体も前倒し支給に向けて動いておりま

す。最近では、苫小牧市が平成28年度からの前倒

し実施に向けて動き出したとの報道もされており

ます。希望に膨らむ春の入学式に悲しい思いをさ

せない。その視点に立ち、余市町も困難を克服し、

前倒しに向けて動き出していただきたいと切に願

い、現状についても含め以下伺うものであります。 

 １つ、平成28年度時点で就学援助の対象児童は、

小学校、中学校それぞれで何人か。 

 ２つ、平成28年度の小中学校の全生徒に対する

比率はどうなのか。 

 ３つ、対象になるかをある程度把握するために、

個別相談会などを開催することは可能か。 

 ４つ、前年度の源泉徴収票と直近の合計給与明

細書などを用いることで前倒し審査を行うことは

可能なのではないか。 

 以上、２件について答弁のほどよろしくお願い

いたします。 

〇教育長（中村寿仁君） 14番、大物議員の１点

目の就学援助制度における無料低額診療事業利用

についてのご質問に答弁申し上げます。 

 １点目の就学援助制度の周知に際し、無料低額

診療などの福祉部局が実施する支援制度について

学校や保護者などに情報提供するよう通知等がさ

れているのかのご質問でございますが、本年９月

30日付で北海道教育委員会教育長名をもって通知

がされております。 

 ２点目のご質問でございますが、北海道教育委

員会からの通知文には、無料低額診療に関する内

容が記載されております。 
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 ３点目のどのような趣旨が記載されており、実

施に向けてどのような検討が各関連部局共同で行

われているのかとのご質問でございますが、通知

の趣旨といたしましては、福祉部局と連携し、無

料低額診療事業などの各種支援制度についてあわ

せて知らせるなど、きめ細かな情報提供に努める

よう配慮することとなっております。教育委員会

としましては、福祉部局と情報の共有を図りなが

ら、無料低額診療などの支援制度について学校、

保護者に情報提供に努めてまいりたいと考えてお

ります。 

 ４点目の具体的な行動は、いつどのような形で

開始するのかとのご質問でございますが、本年７

月に町内の無料低額診療を実施している医療機関

からの要請もあったことから、７月定例校長会に

おいて無料低額診療事業内容について制度説明を

行い、その中で就学援助世帯も実施対象となるこ

とをあわせて周知したところであり、今後も機会

あるごとに情報提供に努めてまいりたいと考えて

おります。 

 ５点目の余市町内の無料低額診療事業実施機関

は、既に就学援助世帯を実施対象としているか町

は確認しているのかとのご質問でございますが、

町内２医療機関において無料低額診療事業を行っ

ており、うち１医療機関において就学援助世帯を

対象として事業を行っております。 

 ６点目の対象未実施の場合、要望、働きかけを

行う用意はあるのかのご質問でございますが、無

料低額診療事業につきましては、各医療機関にお

いて独自の支給基準を定めることとされておりま

すので、今後未実施の要望等の対応をすることに

ついては考えておりませんので、ご理解をお願い

します。 

 続いて、就学援助制度の新入学期の前倒し実施

についてのご質問に答弁申し上げます。就学援助

制度は、生活保護世帯や生活保護世帯に準じて生

活が困窮している世帯を対象とした児童生徒の就

学に対する支援制度であります。 

 １点目の就学援助の対象児童生徒数ですが、

11月末現在で要保護児童生徒数、小学校28人、中

学校22人の計50人、準要保護児童生徒数、小学校

160人、中学校122人の計282人であり、合計では小

学校188人、中学校144人の小中合計332人となって

おります。 

 ２点目の小中学校の全生徒に対する比率です

が、11月末現在で要保護の割合、小学校3.4％、中

学校4.9％の計3.9％、準要保護の割合、小学校

19.2％、中学校27.0％の計21.2％であり、合計で

は小学校22.5％、中学校31.9％、小中全体では

25.8％となっております。 

 ３点目の対象者の把握のため、個別相談会など

の開催につきまして答弁いたします。就学援助制

度を利用していただくため、毎年保護者向けに就

学援助のお知らせを作成し、在校生には学校を通

して、新入学児童については就学通知書発送時に

同封して保護者へ配付し、周知を図るとともに、

本町ホームページを活用し、就学援助のお知らせ

を暮らしの情報として発信するなど、広く周知に

努めているところでございます。また、学校、教

育委員会において随時個別の相談を受けており、

申請については年度当初だけではなく、一年を通

して申請を受け付けできる体制となっております

ので、ご質問の個別の相談会の開催については現

在のところ考えてはおりません。 

 次に、４点目の前年度の源泉徴収票と直近の合

計給与明細書などを用いての前倒し審査について

のご質問に答弁申し上げます。他町村が実施予定

の３月支給の審査方法の詳細については把握して

おりませんが、就学援助費の支給決定に当たって

は、公平かつ厳正な審査が重要であるとの認識を

しておりまして、源泉徴収票や合計給与明細書な

どでの認定作業を行うことは、１世帯に２人以上

の収入がある場合もあり、不確定要素もあること

から、申請された収入関係書類と税務情報との確
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認作業を行った上で審査を行っており、現段階に

おいての前倒し審査については困難と考えており

ますので、ご理解をお願いいたします。 

〇14番（大物 翔君） まず、そうしましたら無

料低額診療制度の周知についてのほうから再度伺

いたいのですけれども、校長会などを通じてそう

いった周知を図っていくことを行っていると。ま

た、そういう通知自体も教育委員会には来ていま

して、内容も今お答えいただきました。 

 その中で大事だなと思うことが幾つかあるので

すけれども、１つには今在校している生徒さん、

あるいはその保護者に対する周知という意味では

有用だと思うのです。何らかの事情で、校長先生

のほうにはお話は行っているのだけれども、ほか

の担任の先生方ですとかに情報が落ちないという

可能性がなくはないのですけれども、恐らく大丈

夫だろうと。 

 もう一つ心配なのは、今度これから学校に上が

っていく子たちなのですけれども、入学通知と一

緒にあわせて全予定者の家庭向けに送付はしてい

るということなのですけれども、より緊密に、よ

り確実に、よりあちこちでその情報を対象になる

であろう方々が収集できるという観点からいきま

すと、例えば保健部局、町民福祉課などとも共同

して、保育園とか幼稚園のほうにもお願いをして、

同じ様式のお知らせを渡していただけるようにし

ていくというのもいいのではないかなと私個人的

には思うのです。というのも、一番そういういろ

いろな町にかかわる大事な情報が載っているもの

って「広報よいち」だと思うのです。ただ、全家

庭に配られてはいるけれども、結構読んでいない

のだという人も実際にはいらっしゃるわけです。

こちらが一生懸命情報を伝えようと思って伝えて

も、肝心な相手には届いていないと。こうなって

しまうと本末転倒だなと。それはもちろん読まな

い人が悪いのだという言い方もできるのですけれ

ども、ただ実行しようとする側としては、どうや

ったら確実にその人にその情報を拾っていただけ

るかと、周知できるかというのが重要なわけです

から、そう考えると発信のチャンネルというのは

ふやしたほうがいいと。 

 もう一個重要なのは、そういう制度というのが

何も特別なものではないのだと、あるものなのだ

と、普通に。ただ、それの対象になるかどうかは

別問題なのだけれどもという、とにかく全員が知

っていて、必要とあらば全員がちゃんと申請をで

きる環境を整備していくと。そういう意味では、

そういった形での情報発信というのは、多少の手

間はかかるとは思うのですけれども、やっぱり重

要なのではないかなと思っておりますが、まずそ

の辺を伺っておきたいと思います。 

 そして、無料低額診療制度の本来の趣旨からい

けば、全部の医療機関がやると言えば全世帯が対

象にはなり得るけれども、個別で制度を設けてい

るものだから、こちらとしてはどうだということ

はなかなか言えないという話もあるとは思うので

すけれども、ただ実施していない機関のほうも恐

らくやろうと思えばできるということは承知はし

ているとは思うので、何かの機会に一言、表立っ

てやってくださいと言うまではいかないまでも確

認程度に、一応制度としてはありますよねという

程度でも伝えておくのも一つの手かなと思ってお

ります。 

 そして、２つ目の質問のほう、前倒し実施のほ

うに移ってまいりたいのですが、確かに明細など

を使って判定の基準の一つに情報源として使える

のではないかという部分に関しては、複数の働き

口があった場合など非常に判定は困難になる可能

性もあると。前もって伺っていても、税情報とい

うのが一番動かないものだから、やはりそれを基

準にしたいのだという、公平な視点から見たらそ

れが揺るがないものであるというのは私もわかる

のです。決算委員会の段階でも支給基準、余市町

はほかのまちに比べて残念ながら後塵を拝してい
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ると。数字的には1.1倍の基準を使っていると。た

だ、実際には個々の状況に合わせて相当重要な運

用を行っているというのも伺っていますし、全く

もってそのとおりだと思うのです。そうやって教

育委員会の方々も非常に苦労なさっていると思う

のですけれども、ただ大事なのは、それもそうな

のだけれども、誰のための制度なのかと、何のた

めの制度なのかと。利用者のためです。もちろん

公平な判断ってどうするのだという部分で非常に

議論が必要になってくるとは思うのですけれど

も、誰のためにそれを実行しなければいけないの

だという視点に立てばおのずと、そして一番ネッ

クになってくるのは入学式と修学旅行だと思うの

です、特に保護者にとっての心配事というのは。

私冒頭の際にも申し上げましたけれども、ランド

セルが買えないと、学生服が買えないと。かとい

って生活状況がそういうわけだから、私が聞いた

ケースは公的機関ではなくて、親族に何とか無理

を言ってお金を借りてきて間に合わせたという話

だったのです。その家庭のお子さんは、そういっ

た形でランドセルなり買って、ちゃんと入学式に

間に合えたので、よかったのですけれども、昨今

テレビなどでもやっていましたけれども、十何年

前からいわゆるタイガーマスク運動というのがあ

りまして、それの最初の走りだった方が最近テレ

ビに出ていましたけれども、その人本人は結局家

が貧しかったものだからランドセルも買えずに、

手提げ袋で入学式に行ったと。非常につらい思い

をしたと。せっかく入学式というところに来て、

用意ドンと始めるのに、そもそもそこから差がつ

いてしまっていると。これは、やむない部分はあ

るのかもしれないけれども、ただどうしてせっか

くの義務教育なのに、子供には非はないのに、そ

ういう差をつけられた状態でスタートさせなけれ

ばいけないのだと。そういう姿勢に立ってくれば、

かなり困難は伴いますけれども、何とかそろって

間に合わせてあげる。その個々の家庭でどうしよ

うもならないという事情があるのであれば、やは

りそこは公の力で何とか援助していくしかないの

ではないかなと私思うのです。 

 今はこういう状況ですけれども、残念ながら家

庭所得というのは今なかなか上がらない状態なわ

けではないですか。今いろいろなところが頑張っ

て、上げよう、上げようとしているのだけれども、

現実にはまだ追いついていないと。そうすると、

税負担などの関係もあってどんどん負担が家計に

はふえていっているわけですから、こうした基準

に該当し得る人が今後ふえてこないとも限らない

と。そうなったときに、いよいよ判断するのが大

変になってくると思うのです。だから、前もって

早目に周知して、前もって早目に、そういうあな

たは済みませんけれども、大丈夫なので、該当し

ませんというようなケースで、あらかじめ申請を

かけるかもしれない人にも伝えつつ、その上でや

っぱり必要だよね、必要だと思われるという人に

対しては間に合わせてあげるように対応していか

ないと、せっかくある制度なのにそれが本来の目

的のために使われにくくなってしまう。所定の効

果を上げなくなってくるという部分が出てくると

思うのですが、その点いかがでしょうか。伺いた

いと思います。 

〇教育長（中村寿仁君） 14番、大物議員の再度

のご質問にご答弁申し上げます。 

 まず、最初の無料低額診療に関する周知の方法

といいますか、広報ということなのですけれども、

先ほどお話ししましたけれども、このＰＲの方法

としましては、一つの方法として考えたのは、就

学援助を申請されて、認定する際に認定書の中に

１つその項目をつけるというのも方法なのかと。

認定書をもってその家庭で家族の部分も含めて該

当になって、どういうふうになるのかという、そ

れは医療機関に聞いていただくという形にはなろ

うかと思うのですが、一つそういう部分もあろう

かというふうには考えております。全体での部分
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でも校長会、学校のほうを通じて、教育委員会と

してできることは学校なり、保護者に対する周知

だというふうに考えてございます。あわせまして

医療機関に対する部分についても、教育委員会と

してそれをすることがどうなのかと。先ほど言い

ましたように保護者と学校に対してはあれですけ

れども、直接教育委員会が確認するという部分も

なかなか難しいのかなというふうには考えており

ます。 

 それとあわせまして就学援助費の入学費の前倒

しについて、これについては後志管内の教育長会

議の中でも話題になっております。それで、３月

にしようかという部分のところも検討していま

す。教育長会議の教育長部会という会議の中で、

各町村のそういう部分の状況を把握して、一番は

手法はどうなのかということだと思うのです。税

情報をどういうふうにあれするのか、財務会計上

どういうふうな年度区分にするのかという部分が

あるものですから、ただそういう部分については

教育長部会の中でも協議したいというふうに今後

なっております。そういう話題がふえているとい

う認識はしております。 

 それで、私としても制度の趣旨からいえば、早

期支給が理想的ではあるというふうには考えてお

ります。ただ、あくまでも現金支給ですとかそう

いうものについては、公平、厳正な審査をするこ

とが一番重要であって、認定後に税情報等の違い

で非認定となって返還が生じるとかそういうこと

のないように、それからさらには先ほどの無料低

額診療ですか、それの根拠となるのであれば、な

おさらきちんとするべきなのかなというふうには

考えております。ただ、先ほども言いましたよう

に他町村の動向も含めて、他町村の教育委員会と

も連携をとりながら、今後どういうふうに進んで

いくのかを検討してまいりたいと思っています。 

〇14番（大物 翔君） １問目の教育委員会みず

からが医療機関のほうにというのは、確かに変な

話なのです。そこは申しわけないのですが、担当

部局のほうとよく協議して、どうするかというの

をお考えいただけたらなという部分ではございま

す。ただ、せっかくある制度なので、その周知の

仕方というのはもっと広く、ほかの考え方も含め

て取り入れて考えていって、実行していっていた

だけたらなと思っております。 

 前倒しのほうなのですけれども、確かに医療関

係の部分とかが絡んでくれば、より厳正かつ慎重

なという部分ももちろんそのとおりだと思うので

す。もし例えばそういった部分があって、本当に

今まで以上に慎重を期さなければならないと。理

想としてはわかるのだけれども、現実そういう部

分があるから、おいそれとはという部分があると

いうのであれば、例えば就学援助という制度に付

随する形でその部分だけちょっと切り離す、切り

離すことができるかどうかはわからないですけれ

ども、形でうまいこととにかく対象になっている、

やっぱり一番僕心配なのは入学式なのです。僕自

身も幼稚園の卒園式終わった後に、ランドセル買

いに行くぞと言われて買いに行って、まだ入学式

も来ていないのに家の中でランドセルしょって走

り回っていたわけです。やっぱりうれしいわけで

す、当の子供から言わせれば。でも、世の中決し

て平等ではないのだよということを小学校１年生

のうちからそういうつらい現実突きつける形にな

るというのは、余りにもそれは酷ではないかと。

それは育っていく中で認識していったり、だから

頑張らなければという、あるいはそうはなれなか

った人もやっぱり同じ人間なのだから助けなけれ

ばという、そういう部分はまた別のところで育ん

でいくべきものだと思うのです。しょっぱなから

家の貧苦によってそういうものが出てしまうとい

うのは、よくないと思うのです。だから、例えば

どうしても就学援助制度本体のもので対応し切れ

ないというものであれば、付随する制度をつくる

などそういった検討もしていく形で、とにかく利



－74－ 

用者あるいは利用者世帯が助かる形で最善の方法

というふうに進めていくのがまた一つ検討として

必要なのではないかなと私思うのですけれども、

その点はいかがでしょうか。 

〇教育長（中村寿仁君） 14番、大物議員の再度

のご質問にご答弁申し上げます。 

 無料低額診療につきましての周知方法につきま

しては、今後いろいろな形で担当部局と協議しな

がら検討させていただきたいと思います。 

 新入学時の部分でございますが、昨年も支給し

たのはたしか５月27日、早目にしてという部分で

そういうことです。全く間に合わないという部分

は間に合わないのですが、ただほかの町村の部分

を聞いても、詳しくは聞いていませんけれども、

前々年の収入で決定していると。それがどうなの

かなということはちょっと私自身は疑問に思って

おります。やはり直近の収入で正確に判断するべ

きではないのかなと思っています。 

 それとあわせまして、そうではなくて新入学の

部分だけ新たな制度ということは、要するに町単

独での部分というふうな認識でよろしいでしょう

か。町単独の部分で新入学の部分だけを対応する

ということだと思うのですけれども、ただ要保護、

準要保護援助費につきましては、ご承知のとおり、

国庫補助金が一般財源に三位一体の改革で振りか

えられたということでございまして、平成28年度

でいいますと小中合わせて3,260万円ぐらいの当

初予算を見ております。そのうちのいわゆる特定

財源、国庫補助金というのが50万円に満たないの

です。47万円ぐらいです。あわせて交付税の算定

がどうなっているのか、ざっとした計算なのです

けれども、何年か前に計算したときには900万円程

度です、小中合わせて。そうすると、一般財源の

持ち出しが2,300万円という高額な部分になって、

そういった中でもやっぱり維持していかなければ

ならないということで町長にもお願いしていると

ころでございます。また改めてそういう部分がふ

えていくということになると、やはり今の段階で

は厳しい状況なのかなということで、この制度に

のっとってやるということが一番なのかと思いま

す。先ほど言いましたように、ただ後志管内の教

育長部会の中でもそういう検討がされているとい

うことなものですから、全くだめだということで

はなくて、検討していきたいというふうに考えて

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。 

 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５１分 

再開 午後 １時３０分 

〇議長（中井寿夫君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 一般質問を続行いたします。 

 発言順位４番、議席番号12番、庄議員の発言を

許します。 

〇12番（庄 巖龍君） 平成28年第４回定例会に

おいてさきに通告いたしました１件につきまし

て、町長には答弁のほうよろしくお願いを申し上

げます。 

 件名、町民重視の余市町庁舎改築計画について。

要旨、余市町の庁舎は昭和46年11月に改築され、

現在47年間の現存の庁舎を活用し、運営されてお

ります。しかしながら、47年間による風雪に耐え

てきた庁舎も、現在では時代にそぐわない設備や

防災設備が多々見受けられます。近年自然災害に

よる危機管理が重視され、想定外という言葉に表

現されるように、何どき余市町も想定外の被害に

遭遇するか懸念を感ずるところであります。よく

安全、安心なまちづくりというフレーズを聞きま

すが、住民の安心は安全が担保されなければなり

ません。 

 くしくも来年度は、余市町総合計画の後期見直
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しが行われます。また、平成33年度には平成34年

度からの新たな余市町総合計画が策定されると考

えられます。現存の庁舎構造を鑑みますと、自家

発電機能や災害時の際における備蓄用品の確保、

さらには庁舎において行われるさまざまな会議に

おいて参加委員から夏は暑く、冬は寒いとの構成

委員からの言葉をよく聞き及んでおります。さら

には、高齢者や心身におくれを持つ人たちに優し

いバリアフリー構造にはなっておらず、エレベー

ター等の設置はこれからの少子高齢化社会を見据

えたときに必要不可欠な設備と考えます。 

 これまでも余市町は、住民重視の施設整備を行

ってまいりましたが、時代の変遷に伴い、住民の

安全確保の観点からも防災拠点となる本町庁舎の

果たす役割は重要であり、改築は優先課題と考え

る次第であります。以下の点について質問いたし

ます。 

 １つ、現庁舎設置の自家発電機は、何時間、何

日もつのか。 

 ２つ、余市町の災害時における備蓄用品（食料

品等を含む）は何カ所に備蓄され、現庁舎には備

蓄用品（食料等含む）はあるのか。 

 ３つ、庁舎の建築耐用年数は何年となるのか。 

 ４つ、第４次余市町総合計画時に庁舎改築計画

をどのように考えているのか。 

 ５つ、国、北海道の庁舎改築に関する補助金制

度の活用は可能か。 

〇町長（嶋  保君） 12番、庄議員のご質問に

答弁申し上げます。 

 ご質問の１点目、庁舎設置の自家発電機の連続

運転可能時間についてでございますが、現在庁舎

設置の自家発電機は２台ございます。１台は、本

町が設置した発電機であり、災害時における災害

応急対策のため使用するパソコンやサーバーを起

動させる目的で設置しております。使用状況にも

よりますが、燃料満タン時において約50時間連続

運転が可能でございます。もう一台の発電機につ

きましては、北海道から貸与されているもので、

防災情報システムを起動させる目的で配備されて

おり、災害時には当該システムを活用し、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

配信など、防災情報の収集や伝達を行うためのも

のでございます。こちらも使用状況によりますが、

燃料満タン時において約８時間連続運転が可能で

ございます。 

 ２点目の備蓄用品の配備状況についてでござい

ますが、現在本町におきましては、余市町災害時

備蓄計画に基づき拠点となる避難所において優先

的に備蓄用品の配備を進めているところでござい

ます。現時点における配備状況につきましては、

アルファ米や飲料水などの食料品のほか、寝袋や

暖房器具などの防災資機材を大川小学校、旭中学

校、勤労青少年ホーム、中央公民館、福祉センタ

ーの５カ所の避難所に配備しているところでござ

います。また、役場庁舎につきましても避難所と

同様の備蓄用品を備蓄しているところでございま

す。 

 ３点目、庁舎の耐用年数は何年となるかにつき

ましては、大蔵省令によりますと鉄筋コンクリー

トづくりの事務所の耐用年数は50年となっている

ところでございます。しかしながら、役場庁舎は

平成７年に耐震耐力度調査を実施しており、この

調査では建物の余命年数の推定も行っておりま

す。鉄筋コンクリート建物のコンクリートの中性

化が鉄筋部分まで進むと、鉄筋がさびて腐食が進

行し、コンクリートに亀裂が生じ、コンクリート

が剥離するといったコンクリート部材からの物理

的な寿命を求めたもので、これによりますと余命

は平成46年、2034年までという結果となっており、

建設時から通算いたしますと62年の年数使用に耐

え得るということでございました。 

 ４点目の第４次余市町総合計画の後期見直し時

における庁舎改築計画の考え方でございますが、

明年度予定される総合計画の後期見直し時におい
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ては、今後の財政推計の見きわめや公共施設整備

の優先度など総合的な検討が必要と考えておりま

す。また、庁舎の改築につきましては、庁舎機能

のあり方や改築時期等、議会とも協議しながら検

討してまいりたいと考えております。 

 ５点目の国、北海道の庁舎改築に関する補助金

制度の活用は可能かにつきましては、時代のニー

ズなど国の政策による影響も懸念されることか

ら、補助制度も変革していく可能性が考えられま

す。議員ご指摘のとおり、役場庁舎にどのような

機能を求めるかといったことにより状況が変わっ

ていくものと考えますので、設備はどうするかな

ど本町が必要としている庁舎改築の内容や時期の

検討を行う上で北海道への照会など情報収集を行

い、活用できるよう補助制度の利用に努めてまい

りたいと考えております。 

〇12番（庄 巖龍君） 再質問させていただきま

す。 

 ただいま自家発電機が２台、道の貸与と町独自

のということで、時間的には50時間というふうに

お答えになりましたが、九州で起きました震災、

あるいは東日本大震災、3.11、それらの震災時の

ときによく言われた言葉の中に72時間という時

間、タイムリミットがございまして、これは72時

間の壁というふうに言われておりまして、それが

生存率が非常に低くなっていくということがあり

ます。そんな中で、今この自家発電機が50時間と

いうことになってきますと、72時間に耐え得るだ

けの発電機にはならないのではないかなというふ

うに思うのでございます。その辺についてひとつ

お聞きしたいということでございます。 

 それから、私も確かに地下のほうを見てきまし

た、貸与の発電機。こちらのほうは、緊急メール

の配信や防災情報の収集、伝達ということで多分

使われるライフライン的なものだというふうに感

じておりますけれども、これは内閣府の防災担当

のところから出ている資料でございますけれど

も、市町村の業務継続計画作成ガイドというのが

ありまして、余市町のほうにも届いてはいると思

うのですが、その中に業務継続に必須な６要素を

核とした計画というのがございまして、その３番

目に電気、水、食料等の確保、停電に備え非常用

発電機とその燃料を確保する。また、業務を遂行

する職員等のための水、食料等を確保する。災害

対応に必要な設備、機器等への電力供給が必要。

孤立により外部より水、食料等の調達が不可能と

なる場合もあるということで、電気、水、食料の

確保をするというふうにこのガイドラインで定め

られております。そのような観点からいたします

と、この50時間、緊急時には非常にもたないので

はないかなというふうに思っております。いま一

度ご答弁をお願いしたいと思っております。 

 備蓄の関係でございますけれども、こちらのほ

うも今申し上げた６要素ということで、余市町の

庁舎が災害時においては対策本部というふうな拠

点となるというふうに考えておりますので、そう

いった意味におきましてもぜひ電気あるいは水、

また余市町各５カ所に備えられた備蓄用品を充当

できるだけの備蓄庫的なものをつくらなくてはい

けないのではないかなと思っております。 

 また、庁舎の耐用年数ということでございます

けれども、62年ということで耐えられるというふ

うな答弁ですが、余市町の公共施設の中でもアス

ベストなどありまして、そういった形で今時代に

そぐわない建物なんかが出てきておりますので、

そういった意味では余市町においてはこの62年と

いうふうな、今の財務省がどのように考えている

のかという、大蔵省令で出ているわけですから、

これはある程度今の時代にそぐった形で改築とい

うものを考えてもよろしいのではないかなという

ふうに思っております。 

 それから、第４次の総合計画を見直しいただき

たいということでございますけれども、現在の庁

舎では非常にプライバシーの観点から考えます
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と、余市の庁舎にお越しになられた、例えば相談

に来られた方などが個室などで、あるいは曇りガ

ラスというのですか、そういったところで個別に

話を、相談をするようなところがなかなかないと

いうところがありますので、その辺のプライバシ

ーに関しましても個別に対応できるような施設も

必要ではないかなと思っております。 

 また、玄関入ったところに、さきの決算委員会

のときにも話が出たかと思うのですが、ベビーベ

ッドが１つ１階のフロアにありまして、非常に寒

いところにあります。乳幼児のお子さんなんかを

そこに寝かせて、例えば民生なら民生のところに

行ってお話をするとかといったときに、なかなか

そういうふうなところに子供さんを寝かせてとい

うことは難しいのではないかなということを考え

ますと、保護者の立場からゆっくり相談に乗って

もらいたい、であるのであれば要するにキッズル

ーム的な、少しガラス張りにして、安全なキッズ

ルームみたいなものを設けるべきではないかなと

いうふうに思っております。 

 また、お年寄りというか、高齢者の方のことも

考えますと、１階のフロアから上がって玄関を上

がる、たかが二、三段の階段ですけれども、バリ

アフリーというのはやっぱり今時代がそういう時

代になっています。そういったところから考える

と、高齢者の方々が使いやすい、これは以前とあ

る団体の方から聞いたのですけれども、町長のと

ころをその団体の方が訪ねに来たときに町長がわ

ざわざ２階からおりてこられて、１階で対応され

たというお話を聞いております。本来であれば、

エレベーター等があればそういった高齢者の方々

も２階なり行けるわけでございますから、そうい

った観点からも老若男女を問わず、若い世代、そ

してお年寄りの方々も使える利便性の向上に向け

た庁舎が必要ではないかなと思っております。 

 あわせまして国と北海道の補助制度についてで

ございますけれども、これは平成26年から平成

28年度の地方公共団体が緊急防災・減災事業債と

いうことで5,000億円計上しておりまして、余市町

もたしか消防無線か何かの関係でこちらのほうを

利用されたかと思うのですが、この中に５項目め

なのですけれども、災害時に災害対策の拠点とな

る公共施設及び公用施設に関しましては、この緊

急防災・減災の財政措置がされるというふうにな

っております。平成29年度以降の取り扱いについ

ては、事業の実施状況を踏まえて検討するという

ふうにはなっておりますけれども、政府のほうと

しましては国土強靱化というふうな名目で今取り

組んでいるところでございますから、これも継続

して行われていくのではないかなということもあ

ります。先ほど町長の答弁にあったように、国、

道のほうとの連携、あるいはそちらのほうの情報

を収集しながらということもありましたが、それ

についてもいま一度見込みというか、その辺につ

いてお答えいただければと思っております。 

〇町長（嶋  保君） 12番、庄議員からの再度

のご質問に答弁をいたします。 

 質問が多岐にわたってございますので、もし答

弁漏れ等あればご指摘を願いたいと存じます。 

 まず、自家発電機の部分でございます。72時間、

震災後の３日間という部分非常に重要だと、命の

これが境目になってくるという部分は、報道等で

も認知しているところでございます。私の答弁の

仕方もわかりにくいかもあれですけれども、この

50時間、これは満タンにしていれば50時間ですか

ら、燃料をまた備蓄してあれば、これはエンドレ

スって機械ですからいつかの時点で壊れるかもし

れませんけれども、50時間たったらもうこの発電

機が１つは使えなくなるよ、もう一つは８時間と

いうのではなくて、まず満タンにして置いており

ます。そして、それの使えるのが50時間。そして

また、当然量的なことは別にいたしても備蓄もい

たしております。そういった中で、そこでなくな

ればまた燃料入れかえるという形になると思いま
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すけれども、それこそいろいろな想定されますの

で、そういった中では最少的に50時間しか、燃料

も全部飛散したりなんだりという、予備の燃料も

となれば50時間しかもたないということになりま

すけれども、そういった中でこれは燃料等の備蓄

もしているという部分でご理解をいただきたいと

いうふうに思っております。 

 それと、業務継続の内閣府の関係の部分の中で、

電気、水、食料の確保という中で備蓄の部分もお

話ございました。これにつきましては、まだまだ

私どもも備蓄の関係十分だと思ってはおりませ

ん。そういった中では、今年度も備蓄を進めてお

りますし、33年度までこうしたいという形の中で

の全体計画の中でそういった備蓄もしているとこ

ろでございます。そしてまた、備蓄だけで持ち切

れない部分というのは絶対あると思います。例え

ば一番理想的なのは、２万弱の余市町民が何日間

でも、１週間でも10日でも１カ月でももてる備蓄

できればいいのですけれども、なかなかそういう

ふうにもなってこないという中では、イオンとの

協定、さらには燃料等の部分は組合加入の小樽地

方石油協同組合等との協定、さらには食料であれ

ばイオンとの協定、コカ・コーラとの協定、さら

には今ＬＰガス、セブンイレブンとの協定も来年

締結できるように今準備を進めているところでご

ざいまして、備蓄できるものは備蓄しますし、そ

して備蓄できないものについては最大限民間との

いろいろな協定等も使っていきたいというふうに

考えてございます。 

 また、庁舎の問題、これは今一番最後の部分で

も議員から緊急防災・減災事業債の国等の補助的

な部分もございました。これは、庁舎機能に防災

機能を持たせたときにそれについての部分という

ことで、本体的にはないというのが。非常に多額

なものがかかりますので、今総合計画にのってお

りません。そういった中では、いろいろな場所で

この庁舎についてのご提言もいただいております

ので、そういった部分しっかり受けとめなければ

ならないと思っておりますが、私ども今この緊急

度等を含めてもっともっと違う、今建物の長寿命

化と、それを橋から道路からいろいろな各施設の

部分あります。そういった中では、どこからやっ

ていくのか緊急度合いをしっかりと見きわめなが

らやっていかなければならないと思ってございま

すが、今すぐにここで庁舎の改築に手を挙げます

というふうにはならないというふうに私は今の状

況では思ってございますし、しかしこのままでい

いのかと。ベビーベッドの話もございました。そ

して、キッズルーム、バリアフリーの問題もござ

いました。ですから、今ある中でいかに使いやす

い部分でやっていけるかという中では、建てかえ

というよりもいかにリフォームしながらと、そう

いった部分はしっかりといろいろな町民要望等を

聞きながら取り組んで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、ご理解をいただ

きたいというふうに思っております。 

〇12番（庄 巖龍君） 町長の答弁の中で、私１

点ちょっと抜けているのではないかなと思うの

は、状況等はわかりましたが、第４次の総合計画

に盛り込むのをあるいはどうするのですかという

ことが抜けていると思うのです。これお答えいた

だいていないと思うのですけれども、現状は言っ

て、今どうのこうのと。第４次の計画についてど

うしますかということはお答えになっていらっし

ゃらないのではないかなと思うのですが、それは

またお答えいただければと思います。 

 私は、今考えているのは、現庁舎が町長の答弁

にあったとおり不備な点はリフォームなりして変

えていくというふうなお考えは、それもいいので

しょうけれども、鉄筋コンクリートの場合は基本

的に50年、先ほど言われましたように62年という

話がありましたけれども、現在の建物からいって

も私が非常に不備だなというのは、想定外という

ことになってきたときに、何度も申し上げますけ



－79－ 

れども、72時間という、そういった時間がありま

すので、そのときに道路が寸断された、そのとき

に電話も通じないとなってくると、例えばソーラ

ーパネルだとかそういったものを庁舎を改築する

ようなことを今のうちから第４次の後期は無理と

しても第５次あたりのところに盛り込んでいくと

いうこと、これがやっぱり必要ではないかなと思

っております。 

 また、あわせて今余市町の庁舎というものがど

ういう状況であるかと。これは、別に町民に対し

て危機をあおるということではなくして、現状を

余市の町民にきちんと知っていただいて、先ほど

も申し上げましたように防災の拠点となって、安

全で安心、すなわち安全が担保される庁舎であれ

ば、やはり町民の安心につながっていくと。緊急

時に対応できるだけの庁舎であるというふうにな

りますので、ぜひ盛り込むかどうかということに

ついてのいま一度明確な答弁をお願いいたしま

す。答弁をしていただきたいと思っております。 

 あわせて将来にわたって余市町の庁舎改築は、

避けて通ることができないと思っておりますの

で、その目的達成に向けて基金の積み立て、余市

町として基金の積み立てなどについてはどのよう

に考えていらっしゃるのか。先ほどの答弁にあっ

たように、いろいろ国、道等の補助を受けてつく

るということも可能かと思いますけれども、基金

を積み立てていくというのもまた一つの方法では

ないかなというふうに思っております。それにつ

きましてお尋ねいたします。 

 自助、共助、公助という言葉をよく耳にいたし

ますけれども、これは政府の内閣府が出している

資料でございますけれども、災害発生のときの公

的支援が届くまでということで、なぜ地域住民に

よる共助が最大の被害軽減、減災の要因となるか

ということで共助についてうたわれております。

地域住民が共同して災害被害に取り組むことイコ

ール共助、共助によって自然災害に相対する地域

の減災には大変重要であるというふうに内閣府の

ほうでは出ております。確かに自助で間に合わな

い部分は共助、すなわち区会なり、そういった地

域住民が連携をして減災に努めるということは確

かでございますけれども、余市町の本庁の庁舎が

やはりそれだけの防災に強い本部基地として機能

を果たすということが非常に大切ではないかなと

思っておりますので、ぜひ次回の余市町総合計画

の見直しについていま一度ご答弁のほうをよろし

くお願いいたします。 

〇町長（嶋  保君） 12番、庄議員からの再度

のご質問に答弁をさせていただきます。 

 防災の拠点としての庁舎という部分、ご指摘い

ろいろございました。確かにそうあるべきだとい

うふうに思っております。先ほども答弁させてい

ただきました。限られた財源の中で長寿命化とい

う中で、いろいろな施設余市町にもございます。

ご指摘のとおりでございます。そういった中で、

その優先順位等を含めてしっかりとつけて、直す

べきところは直す、改築すべきところは改築する、

そしてまたちょっとここはまだということでリフ

ォーム的に使い勝手をよくしていくと、いろいろ

な施設それぞれの部分もあるというふうに思って

ございます。 

 第４期の総合計画につきましては、来年見直し

でございます。これについて今まで議論も一つも

ない中で、これがぽんと庁舎改築という形で入る

かというのは、私はこれはちょっと無理だという

ふうに先ほどの１回目の答弁で申し上げさせてい

ただきました。しかし、第５期の部分、いろいろ

な議論を積み上げながら、そういった中での部分

も踏まえながらどうあるべきかという部分は、私

がこの席で、この場所で、今回の答弁で第５期に

入れる、入れないということは申し上げませんけ

れども、いろいろな議論も積み上げていかなけれ

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。 
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 そしてまた、それについては、議員おっしゃる

とおり、基金というものがなかったら、ほとんど

補助がないという中で、そして先ほど言った防災

・減災事業債等の部分での若干の附帯施設につい

ての補助等はございますが、本体的にはまずない

というのがございまして、この基金等の部分につ

いてもそういった論議の中ではこれがなければ到

底改築できないというふうに思ってございます。

そういった中では、これからのどうあるべきかと

いう部分をしっかりと議論をこれからもしていき

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） 庄議員の発言が終わりま

した。 

 次に、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４

回定例会に当たり、さきに通告いたしました１件

について質問をいたします。教育長におかれまし

ては、答弁のほうよろしくお願いをいたします。 

 本町の学校トイレ洋式化の推進について。こと

し４月の熊本地震で多くの小中学校が避難場所と

なったのを受け、文科省が学校トイレの実情を把

握するために調査を行いました。ことし４月１日

時点の公立小中学校トイレの全便器数に対する和

式、洋式の割合を各都道府県の教育委員会を通じ

て調べた結果が公表されました。この結果、最も

洋式化が進んでいたのは神奈川県の58.4％で、続

いて沖縄県が54.7％、最も低いのは山口県で

26.7％でした。道内公立小中学校トイレのうち洋

式便器の割合は51.3％で、全国の都道府県別で６

位だったことが調査でわかりました。全国平均は

43.3％で、道内はトイレの洋式化が比較的に進ん

でいると言えます。一方で、学校によってはあえ

て和式を残したり、全てのトイレを個室にしたり

と対応はさまざまであることも今回の調査でわか

りました。 

 道内の市町村で洋式化率100％だったのは、オホ

ーツク管内の美幌町など６市町村、近隣では蘭越

町も洋式化率100％でした。道内で最も学校数の多

い札幌市の場合は、平成13年から学校の建てかえ

や改修時にあわせて洋式化を進める一方、各階に

１個は和式を残しながら、徐々に洋式化を進めて

います。札幌市の現在の洋式化率は49.7％で、全

国平均より高い率になっています。 

 全ての学校のトイレを洋式化にするのがよいの

かどうかは意見の分かれるところですが、専門家

は家庭や幼稚園、保育所のトイレは大半が洋式に

なっている現状を踏まえ、避難所としての機能な

ど社会的ニーズを考慮すれば、学校のトイレの７

割以上を洋式とすべきであると指摘しています。

本町もこれから最も寒い季節を迎えます。児童生

徒、特に低学年の児童にとってはトイレの環境は

重要です。トイレは、数年で老朽化し、特有のに

おいや汚れを残します。本町の学校トイレの洋式

化は、保護者からも強い要望があります。日ごろ

のメンテナンス費用を確保し、児童生徒にとって

も快適な空間と、健康面からも一刻も早い洋式化

が求められております。それらを踏まえ、本町の

小中学校トイレの現状と今後の洋式化に向けての

取り組みについて、以下５点について質問いたし

ます。 

 １、各小中学校別の児童生徒用和式便器及び洋

式便器の設置数について。 

 ２、各小中学校別の洋式便器数の割合、パーセ

ントについて。 

 ３、各小中学校の洋式化に向けての設置計画、

数値目標について。 

 ４、各小中学校が避難所としてのニーズに合っ

たトイレの必要性について。 

 ５、トイレ環境の実情を十分把握するため、教

育委員会としてこれまで各小中学校別に調査を行

ったことがあるのか。 

 以上、よろしくお願いいたします。 
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〇教育長（中村寿仁君） ４番、岸本議員の本町

の学校トイレ洋式化の推進についてのご質問に答

弁申し述べます。 

 最初に、各小中学校別の児童生徒用和式便器及

び洋式便器の設置数についてお答えいたします。

黒川小学校につきましては、児童用和式便器が

38基、洋式便器が８基、沢町小学校につきまして

は児童用和式便器が15基、洋式便器が17基、大川

小学校につきましては児童用和式便器が12基、洋

式便器が30基、登小学校には児童用和式便器が２

基、洋式便器２基を設置しております。 

 続きまして、中学校でございますが、東中学校

は生徒用和式便器が27基、洋式便器が８基、西中

学校は生徒用和式便器が23基、洋式便器が６基、

旭中学校には生徒用和式便器が25基、洋式便器が

６基を設置しており、小学校全体では児童用和式

便器が67基に対し洋式便器は57基を設置し、中学

校では生徒用和式便器が75基に対し洋式便器は

20基を設置している状況でございます。 

 次に、各小中学校別の洋式便器設置の割合につ

いてお答えいたします。最初に、黒川小学校は全

便器46基に対する洋式便器８基で、割合といたし

まして17.4％、沢町小学校は全便器32基に対する

洋式便器数17基で、割合といたしましては53.1％、

大川小学校では全便器数42基に対する洋式便器数

30基で、割合といたしましては71.4％、登小学校

では全便器数４基に対する洋式便器数２基で、割

合といたしましては50％でございます。 

 続いて、中学校でございますが、東中学校は全

便器数35基に対する洋式便器数８基で、割合とい

たしましては22.9％で、西中学校では全便器数

29基に対する洋式便器数６基で、割合といたしま

して20.7％、旭中学校は全便器数31基に対する洋

式便器数６基で、割合といたしまして19.4％とな

っております。 

 小学校全体では、全便器数124基に対する洋式便

器数57基で、割合といたしましては46％で、中学

校全体では全便器数95基に対する洋式便器数20基

で、割合といたしましては21.1％となっており、

小中学校全体では全便器数219基に対する洋式便

器数77基で、割合といたしましては35.2％でござ

います。 

 次に、各小中学校の洋式化に向けての設置計画、

設置目標についてお答えいたします。現在教育委

員会では、各小中学校の洋式化に向けた設置計画

は策定しておりませんが、毎年数カ所ずつではあ

りますが、設置スペースの確保などについて検討

の上、予算の範囲内で洋式化を進めているところ

でございます。 

 次に、各小中学校が避難所としてのニーズに合

ったトイレの必要性についてお答えいたします。

小中学校は、地域住民の避難場所としての機能も

兼ね備えておりますので、高齢者等が避難される

ことを考慮しますとトイレの洋式化は重要な問題

であり、便器の種類や設置数などについて町長部

局とも協議の上、今後進めていく必要があると考

えております。 

 次に、トイレ環境の実情を十分把握するため、

教育委員会として各小中学校別の調査についてお

答えいたします。余市町が設置する小中学校にお

ける和式便器と洋式便器の設置数につきまして

は、ことしの８月に確認作業を実施し、またトイ

レ環境の実情等につきましては、各小中学校から

要望も含めて聴取し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。 

〇４番（岸本好且君） 再質問を何点かさせてい

ただきます。 

 この学校トイレについては、ほとんどが児童生

徒が使っているということで、正直私どもはなか

なか実態がわからないということです。他の公共

施設等については、我々も利用しますので、どこ

どこのトイレはいいとか、もう少し改善必要とい

うのはわかるのですけれども、学校というのはな

かなか行く機会がないといいますか、聞くところ



－82－ 

によりますと学芸会だとかで行ったときにそうい

う話はよく聞きます。そんなことで、今回そうい

うことも含めまして今後の推進に向けての教育委

員会としての考え方をお聞きするということで質

問させていただきました。 

 まず、教育長のほうから１番目の便器数お聞き

しました。詳しく数字も出していただきました。

これは、和式、洋式どっち問わず、その数という

のは当時の学校を新築したときの生徒数、当時は

多少多かったと思うのです。その生徒数に合わせ

てその数といいますか、当時は多分和式が多かっ

たと思うのですけれども、それに合わせてその数

を決めてと思うのですけれども、現在その当時か

ら見ると各学校相当数、登小は別としまして、あ

る程度大規模の学校については生徒数が極端に半

減している状況の中で、現在全てのトイレを児童

生徒が使用しているのでしょうか。使用している

というか、例えば場所によっては使っていないよ

うなこともあるのかどうか、その辺をお聞きしま

す。 

 それから、２番目の割合、パーセント、学校に

よって相当数アンバランスがあります。これは、

当然それぞれ優先順位をつけてされていると思う

のですけれども、大川小学校は71.4％ということ

で全道平均、全国平均よりはるかに高い。逆に黒

小、中学校なんかは、全道平均はもちろん全国平

均からも低い状況と。これは、それぞれ学校によ

って状況は違いますので、一口には言えないと思

うのですけれども、全体では小学校は、これは全

体の数字が高い、低いではそれで評価はできない

のですけれども、実際に使っている生徒がどうな

のかなので、あれですけれども、小学校は46％と

いうことでやや全国平均を上回っていますし、

50％近いということで、ただ中学校21.1％ですか、

非常に低いということで、この辺が課題かなと思

うのですけれども、それでトイレのこの割合がな

かなか進まないという理由の中に、耐震化が緊急

的に急がれていたので、トイレがどうしても後回

しになるというのは各自治体からの話も聞いてい

ますので、余市はその辺どうだったのか、その辺

をまずお聞きいたします。 

 それから、３番目の目標設定につきましては、

設定していないということで、これは設定してい

ないので、数字は出ないと思うのですけれども、

これはまず目標としまして極端に少ない例えば黒

川小学校、個別に今検討されているのかどうか。

まず、どこを基準にして、徐々に洋式化を進める

というのですけれども、パーセントでいくのか、

学校のそれぞれ置かれている立場の中で優先順位

を決めているその基準、数字は別としましてその

考え方をお聞きいたします。 

 それから、避難所のニーズに合ったトイレの必

要性という、これは教育委員会サイドだけの問題

でないと思うのです。今回は、学校を管理してい

る教育委員会としての必要性についてお聞きをし

ました。これは、教育長からも今答弁ありました

ように、いざそういう状況になったとき、東日本

の震災のときもそうですし、熊本もそうですし、

最近は風水害で、自然災害で学校に避難する、も

しくは学校を拠点として、シーツとかそういう輸

送だとかいろいろな関係で学校がどうしても拠点

になるのは間違いないと思います。そんな意味で、

当然ふだんは児童生徒が使っているトイレですけ

れども、最近は余市町は大きなそういう災害とか

なくて、学校が避難所となったことは最近はほと

んどないのですけれども、今後泊原発の関係もあ

りますし、これは今の時期に、バリアフリーまで

いくかどうかは別として、高齢者、幼児、それか

ら障害を持っている方が利用するケース、それも

人数も多くなる、長期化した場合、そういうこと

でこの必要性は、教育長もその必要性は十分ある

ということですので、ただ単に児童生徒が使うト

イレという感覚でなくて、それを含めたトイレの

洋式化が求められている。自治体によっては、多
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目的トイレのようなものも各学校に１カ所は設け

ているところもあるように聞いていますので、そ

の辺は重要かと思うのですけれども、これは町部

局との関係あって、教育委員会だけというふうに

はならないと思いますけれども、重要な部分です

ので、再度その見解があればお聞きしたいと思い

ます。 

 最後の調査の関係です。８月に調査をしたとい

う、これ定期的なのでしょうか。ことしの８月に

あったということで、これは今回の文科省の調査

の要請があったからしたのか、それとも町独自で

こういう調査を行っているのか。これは、私も保

護者から洋式化のことを聞くことも多いのですけ

れども、なかなか子供たちに聞けない状況です。

ですから、これは教育委員会としてやはり定期的

に、年１回がいいのか、２年に１回がいいのかは

あれなのですけれども、定期的に聞き取り調査を

する、もしくは現地に行って実際にトイレの状況、

学校によって状況が違うと思いますので、今後ど

ういう調査をしていくのか、その調査の方法につ

いて再度お聞きしたいと思います。 

 以上、よろしくお願いします。 

〇教育長（中村寿仁君） ４番、岸本議員の再度

のご質問にご答弁申し上げます。 

 まず、１点目です。建設当初の生徒児童数とは

まず大分違ってきております。ですから、その部

分からいいますと、それを子供が少なくなったか

らトイレを潰したという部分はないと思いますの

で、今現在教室は少なくなっていますが、違う特

別支援ですとかいろいろな形で使っていますの

で、満遍的に教室はありますので、確認はしてお

りませんけれども、推測では使っているのかなと

いうふうな気はしております。当然そうなります

と、飛びますけれども、４点目の避難所となった

ときには、小学校の場合は小さいですから、そこ

の部分との兼ね合わせは検討できるのかなと、大

人にした場合というような部分は考えられると思

います。 

 次に、２点目の割合ということで、各学校によ

って割合が違うということなのですけれども、実

は大川小学校につきましては平成20年度、当時の

経済対策、地域活性化・生活対策臨時交付金とい

う補助金、これ100％だったと思いますけれども、

これを使ってトイレを改修したという、そのとき

にやったものですから率が高くなっているという

ことで、逆に言いますと黒川小学校が極端に低い

率になっていると。それと、中学校が低いという

ような状況でございます。 

 それに対してどういう目標ということで、数字

的にはありませんけれども、ただ全体の中での、

学校の要望もありますけれども、７割程度という

部分は必要なのかなというふうには私自身考えて

おります。今現在毎年度数カ所ずつ予算計上して

おります。これは、やはり小学校においては黒川

小学校をまず重点とすると。それと、中学校２校

ずつでもというふうに、重点につきましては黒小

と中学校を重点にしているということです。そう

いうふうに考えております。先ほど言いましたよ

うに、避難所としてなる場合に大人の部分も必要

なのか、ですから子供が使っていない部分はそち

らに対応できる、全般的に使っているということ

ですから学校と協議しなければなりませんけれど

も、そういう部分も考えられるというふうに考え

ております。 

 ８月に調査したということなのですけれども、

ちょっとその部分わからないのですけれども、や

っぱり文科省の調査だと思います。ただ、10月時

点では各小中学校の事務担当なり、管理職に対し

て予算要望の説明はじかにしております。そうい

った中で、このトイレの部分も出てくるのかなと

いうふうに考えております。 

〇４番（岸本好且君） 最初の生徒数は減ったけ

れども、実際は閉鎖しているトイレがないという

ことで、それはわかりました。 



－84－ 

 それで、これはこういうことではなかなか進ま

ないということなのです。例えば和式から洋式に

する場合、やっぱり洋式になるとスペースを少し

とるということになる。ましてや道内の中には全

部個室にしたところもあります。すごく評判いい

のですけれども、なかなかそれは経費の面だとか

あれなのですけれども、それは別として、確かに

当時の生徒数に合わせた便器数をずっと持つので

はなくて、スペースが広くなる分便器数は確かに

少なくなりますけれども、それは生徒の実態に合

った数になる。都市部は別です。そういうことで、

そういう問題はないと思いますので、その辺の考

え方で洋式化率を上げていただきたいと思ってい

ます。 

 それと、和式から洋式にする場合の改修する場

合に補助制度というのがあると聞いたのです。国

から補助とかないのでしょうか。間違いかもわか

りませんけれども、何か３割程度の補助制度があ

るということも聞いていますので、もしそういう

ものがあるとすればより一層進めていくことがで

きるのではないかと思いますけれども、その辺検

討していただければと思います。 

 それから、子供たちにとってトイレというもの

は、なかなか先生にも言えない。それから、先生

もトイレのことってなかなか、我々もそうですけ

れども、ほかのことと違ってあれなのですけれど

も、でも一番大事なことなので、今の最後の調査、 

これから教育委員会としてもいろいろ予算要望が

あったときにそういう聞き取り調査をするという

ことなのですけれども、トイレに特化しなくても

いいのですけれども、学校施設の関係について実

際に使っている生徒、特に高学年、中学生はもち

ろんそうなのですけれども、そういうことで自分

たちが使っている学校の施設、トイレの関係につ

いてももう少しオープンに先生方にも話ができる

環境づくりというか、そういうのが必要ではない

かなと思っています。全道の中にもさっき言った

蘭越町なんかは100％、確かにいいのですけれど

も、そういうところもあれば、黒川小学校みたく

17.5％ですか、教育長は黒川小については重点的

にこれからやっていくということなのですけれど

も、その学校によって格差が余りないように、特

にトイレ問題というのは低学年、聞くところによ

ると１年生に入学したときに、さっき言ったよう

に保育所や幼稚園が全部洋式、もちろん家も今ほ

とんど洋式ですので、なかなか和式でトイレがで

きない。それで悩む子供たちもいるとすれば、そ

れはちょっと大変なことだと思いますので、ぜひ

洋式化率アップに向けて最大限、そして黒小につ

いては強い要望もあるというふうに聞いておりま

すので、あと中学校、ひとつその国の３割補助が

もしかあるとすればそれを大いに活用して、しっ

かり推進に努めていってほしいと思います。その

辺再度見解があればお聞きしたいと思います。 

〇教育長（中村寿仁君） ４番、岸本議員の再度

の質問にご答弁申し上げます。 

 洋式トイレの改修ということでございますけれ

ども、和式トイレを使うことに抵抗を感じている

という子供たちが多いということで、これは我慢

することにつきましては健康上もよくないです

し、勉強に集中もできないということで、洋式化

ということはやはり重要な問題だというふうに思

っております。 

 まず、１点目の洋式にするためにはやはりスペ

ースもあります。それの中でやっていっているわ

けですけれども、ご指摘のとおり、２つのところ

を１つにするだとかという部分も、これは逆に言

えば先ほどの避難所として大人も使える部分とい

うふうにはなるのかなと思いますけれども、その

部分につきましてはそういう考えも含めて検討し

ていきたいと思っています。 

 補助の部分です。大体１カ所変えるのに予算的

に40万円程度で今予算計上しております。ただ、

３割補助という場合にはきっと大規模な改修をす
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るだとかということではないのかなと。その点に

ついては、ちょっと難しいのかなというふうには

思っていますけれども、補助があればそれはそれ

で対応していきたいと思いますが、ただ規模の程

度によるということになりますと、先ほど言いま

した耐震の部分で平成27年度３億円をかけてやっ

ていったと。それを優先にしたと。実はまた、大

変皆様にご心配、ご迷惑をかけましたアスベスト

の関係が平成28年度当初で文科省の指示に従いま

して予算づけをしたと。なかなか業者が忙しくて

11月になってしまったのですが、その調査の結果

アスベストが出てきたと。気中検査の中では0.2以

下ということで、全くこれは健康には害はないと

いうことなのですが、これは文科省の指導で計画

的に直しなさいということで、今財政当局とも協

議しております。余市の場合は、大川小学校、黒

川小学校、西中学校、旭中学校と４校がございま

す。業者から大まかな見積もりをとっております。

４本で約7,500万円、600万円で、１本が2,000万円

弱、1,800万円、平均ですけれども、煙突の大きさ

と長さが違うと若干違うのですが、まず来年度当

初予算で大川小学校から始めるということで財政

当局と協議をしているということで、そちらを優

先しなければならない。ですから、大規模にトイ

レを一遍にするということは、また難しい状況に

なってしまったのかなというふうに考えておりま

す。先ほど言いましたように、黒川小学校、中学

校を重点に今後何基かずつやっていくということ

になると思います。 

 ただ、子供さんがどういうふうな意見を持って

いるのか、その調査はやはり必要な部分なのかな

と思っておりますので、どういうような調査する

かあれですけれども、子供たちの意見、先生方の

意見を今後聞いていきたいというふうに思ってい

ます。 

〇議長（中井寿夫君） 岸本議員の発言が終わり

ました。 

 暫時休憩します。 

休憩 午後 ２時３２分 

再開 午後 ２時４６分 

〇議長（中井寿夫君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 一般質問を続行いたします。 

 発言順位６番、議席番号５番、土屋議員の発言

を許します。 

〇５番（土屋美奈子君） 平成28年第４回定例会

におきまして、さきに通告しました一般質問１件

につきまして質問いたします。町長においては、

答弁のほどよろしくお願いをいたします。 

 件名、特定不妊治療と不育治療の助成について。

昨今の日本は、晩婚化や女性が仕事を持つことが

当たり前となった背景とともに、妊娠を望む年齢

も上昇をしております。多くの女性が20代で子供

を産んでいた1980年代ころまでの不妊症の原因

は、身体的なトラブルがほとんどでしたが、今で

は疾患ではなく自然な妊娠力の低下によって不妊

に悩む人がふえております。実際に不妊の検査や

治療を受けたことがある夫婦は、2010年には

16.4％で６組に１組でしたが、2015年には18.2％

にふえ、5.5組に１組、国立社会保障・人口問題研

究所の調査ですけれども、となっております。 

 しかし、不妊治療の中でも体外受精などの高度

な生殖補助医療、特定不妊治療は非常に高額で、

病気とみなされないため全額自己負担となり、治

療をためらってしまったり、途中で断念するケー

スが多いのも事実です。体外受精や顕微授精は、

１回30万円から80万円もの費用がかかり、複数回

チャレンジするのが一般的です。国は、2004年か

ら公的補助金の制度を設けていますが、十分とは

言えず、道もこれに上乗せする助成金制度を設け

ておりますが、それでも十分とは言えません。不

妊治療を受けやすくすれば有効な出産支援、少子

化対策につながるとして、道内市町村でも独自に
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取り組みが広がっております。また、妊娠はする

けれども、流産、死産や新生児死亡などを繰り返

して、結果的に子供を持てない不育症に対しての

助成制度もふえつつあります。本町でも不妊治療

と不育治療の助成を検討すべきと考えますが、見

解をお伺いいたします。 

〇町長（嶋  保君） ５番、土屋議員のご質問

に答弁申し上げます。 

 特定不妊治療と不育症治療の助成に関する質問

でございますが、一般的に妊娠を希望して一定期

間の生活を行っているにもかかわらず妊娠しない

状態を不妊症といい、原因は女性側と男性側それ

ぞれに考えられ、また１つだけでなく他の因子の

合併する場合や原因不明のこともあると言われて

おります。不妊治療につきましては、１回の治療

費が高額であり、その経済的負担が重いことから

十分な治療を受けることができず、子供を持つこ

とを諦めざるを得ない方も少なくない状況にある

ことから、これら特定不妊治療に要する費用につ

きましては、国の助成基準のもと道が事業主体と

して一部を助成いたしております。 

 不妊治療の助成につきましては、平成26年４月

１日以降対象範囲や助成回数における制度変更が

行われ、平成28年１月20日以降からは初回治療に

限り助成額が拡大するなど改正が行われたところ

でございます。また、道内の市町村においては、

不妊治療費に対する独自助成の取り組みは拡大傾

向にあり、不育症治療に対する助成においても徐

々に取り組みを開始してきているところでござい

ます。これらの対策につきましては、議員ご指摘

のとおり、不妊治療を受けやすくすることで有効

な出産支援や少子化対策につながるものと考え、

今後におきましては不育症治療の問題も含め、他

の子育て対策を含めた中で検討してまいりたいと

考えておりますので、ご理解をお願いいたします。 

〇５番（土屋美奈子君） 答弁をいただきました。

原因はさまざまであるという答弁がありましたけ

れども、そのとおりでありまして、保険適用にな

るもの、そして保険適用にならないものがあって、

適用にならない部分が相当高額ということなので

す。 

 不妊症という言葉は、よく耳にはするのですけ

れども、最近は不育症という言葉も聞かれるよう

になって、そして２回以上流産をしたり、死産を

したり、それを繰り返したときに不育症と呼ばれ

るのですけれども、こういう人たちは治療をしっ

かり受けることによって８割方妊娠ができるとい

うふうに言われております。そういった状況にあ

るのだけれども、不妊症も不育症もですけれども、

病気とみなされないために保険適用外の高額な治

療のために子供を持つことを断念してしまった

り、そういう夫婦が多いというふうに聞いており

ます。 

 そしてまた、今社会的に女性が仕事を持つこと

が当たり前になってしまって、そしてキャリア志

向というか、自分の経験だとか技術、知識、そう

いったものに生きがいを見つけて、そういった中

で人生をつくっていくという女性がすごく多くな

ってきているというか、主流になってきて、そし

ていざ子供をと考えたときにはとても後のほうと

いうか、30代くらいからという人たちが多くなっ

ているというのが現状です。女性の妊娠力という

のは、32歳ころからぐっと落ち始めます。今日本

では35歳以上の出産を高齢出産と言っているので

すけれども、現在の日本全国の平均で見ますと４

人に１人が35歳以上ということで、高齢出産はご

くごく普通というか、当たり前という状況です。

そして、そのときには非常に妊娠をしづらくなっ

ている年齢であるということなのです。よいタイ

ミングで、それもできるだけ早く治療を始めるこ

とが大きな効果につながると言われているのです

けれども、やっぱり課題となってくるのは治療費

の問題ということです。 

 国の制度としては、１年に２回までの限度で、
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１回15万円で５年までいただけるので、10回、

150万円というふうになっていますけれども、１回

に少なくても30万円から多ければ80万円、１回

100万円というところもあるのです、個人病院で

は。そうすると、それが１回で妊娠すればいいけ

れども、２回、３回もかかるとなってくると無理

かなというようなことで断念をしてしまう。これ

ではだめだなということで、道が26年から制度を

つくっているのですけれども、ことし制度を拡大

して、北海道の制度は６回、年齢制限があるので

す。40歳で切っているというか、40歳までに制度

を活用すれば１年間というか、１人の子供に対し

６回まで制度を使えるのです。国の制度と違って

ことしから道が拡大したのは、第２子、第３子も

６回、６回、６回と使えるのです。だから、これ

は１人の子供ではなく必要だということで手だて

をしていって、28年、ことしの４月１日からそう

いった制度拡大もされています。ただ、それでも

道の制度でも40歳を超えると１人３回まで、そし

て43歳以上になると制度は使えないということな

のです。 

 日本の今の現状で、子供の不妊治療を始める年

齢というのが40歳を超えてからという人がすごく

多いという状況なのです。そうすると、道の制度

は何年間かしか使えないということで、今道内各

地で自治体が独自の取り組みをしておりますけれ

ども、こういった年齢制限を取っ払ったり、また

国の所得制限を取っ払ったり、そういったところ

で各自治体が独自の支援をしているのです。それ

も本町みたくずっとここ何年間か百何十名で推移

してきたけれども、去年は100人を切ってしまった

けれども、10人、20人減ることが大きな打撃にな

るうちのような町にとって、この不妊治療という

のはもしかしたら即効性があるかもしれないので

す。できないで断念している人たちはすごくたく

さんいると思うのです。６組に１人が検査を受け

ているというように、たくさんの人たちが子供を

欲しいと思っているけれども、自分ではどうにも

できないという現状がある。そして、不育症の場

合は８割方、ここも高額な費用がかかるのだけれ

ども、多分妊娠できるのです。だから、ここの手

だてもしてやることによって、多分うちの町の大

きな子育て支援というか、少子化対策につながる

のではないのかなというふうに私は考えているの

です。 

 今北海道内でこの不妊治療に国の支援を使っ

て、さらに道の支援を使って、そしてそれにさら

にプラス自治体が支援をしているというのは、道

内で既に110の自治体が何らかの制度を設けてこ

の不妊治療の助成を行っているのです。不育治療

の場合はまだまだ認知度が低くて、それほどみん

な頭になかったというか、とても効果がある治療

であるのに助成がなかったというのがあって、道

内ではまだ不育治療の場合は10の自治体しか助成

を行っていない。でも、この近隣でも隣の仁木町

さんでは不育治療まできっちりと助成をしている

という政策を打っているのです。ですから、町長、

検討を前向きにしていただけるような答弁をいた

だいたと思いますけれども、再度そういう現状、

今の社会情勢と、そして女性の働くことと生活、

人生というその中での今の大きな課題としてここ

を必要なものだと捉えて、ぜひとも前向きに検討

していただきたいと思いますけれども、見解をお

伺いいたします。 

〇町長（嶋  保君） ５番、土屋議員の再度の

質問に答弁をいたします。 

 この不妊治療、不育症の治療の関係、もちろん

一般質問私就任してから初めてだと思っています

し、こういった議論も議会で初めていただいたと

いう部分でございます。そういった中で改めて道

内の状況、今議員から110という部分ございまし

た。私どもも調査をさせていただきましたら、広

がってきているなという部分は確かに指摘のとお

りでございます。そういった中で、特効薬、即効
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薬というのはなかなか少子化の部分ございます。

本来的にはこれは国が今最大課題として少子化、

高齢化という部分やっていますので、国の責任で

しっかりと対策を打つというのが国家的な大きな

問題だと私は思っていますが、そうはいってもな

かなか地方に目を向けてくれていないという部分

がございます。そういった中では、非常に効果的

な部分もあるなというふうに認識もしてございま

すので、これら含めて今後、ご指摘のとおり仁木

でも不妊、そしてまた不育の部分も制度化してご

ざいます。そういった中での調査もさせていただ

きながら、所管委員会等にもいろいろな中でまた

ご協議もしていきたいというふうに思ってござい

まして、繰り返しになりますが、この不妊治療を

受けやすくすることで有効な出産支援や少子化対

策につながると。これは私もそのとおりだという

ふうに思ってございますので、これらも子育て対

策を含めた中でしっかりと検討していきたいとい

うふうに考えているところでございます。 

〇５番（土屋美奈子君） ご答弁いただきました。

これから予算編成ですので、ぜひとも検討してい

ただきたいなと思います。 

 先日札幌でちょっと勉強する機会がありまし

て、札幌医大の産婦人科の先生、この先生は小樽

のレディースクリニックが１件だったときに大分

手伝ってくれたというか、支援をしてくれた、余

市のお母さんたちもそこのおかげで何とかいけた

という先生の話を聞きまして、その先生がやっぱ

り必要であるという見解を言っておられました。

そして、そのときに聞いたのが日本で現在生まれ

ている赤ちゃんの、びっくりしたのですけれども、

21人に１人が体外受精ということなのです。これ

私本当なのかなと思って、インターネットやいろ

いろなところで調べましたけれども、今現在そう

いう状況なのです。私たちが子供のころは、不妊

治療だとか不育治療だとかいう方は周りにいなか

ったのだけれども、現在の今の日本の状況として

は21人、20人に１人が生まれてくる子供たちが体

外受精。人工授精というのは、おなかの中で受精

をするのだけれども、全部外に出してしまって顕

微鏡とかそういう中で、昔は試験管ベビーと言っ

たのかもしれないけれども、そんなことが今はご

くごく普通で、多分余市の子供たち去年八十何人

生まれていると思うのだけれども、その中にもこ

うした治療をしながら授かった子たちがいるとい

うことで、すごく大きな問題、すごく大きな数だ

と思うのです。だから、こういった現状を町長し

っかりと捉えていただいたと思いますので、頭に

入れながら、ぜひ検討していただきたいと思いま

す。答弁はよろしいです。 

〇議長（中井寿夫君） 土屋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 ３時０３分 
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