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 平成３０年余市町議会第２回定例会会議録（第１号） 

 

開 会  午前１０時００分 

延 会  午後 ２時１２分 

 

                                                 

 

 〇招 集 年 月 日              

  平成３０年６月１９日（火曜日）      

 

 〇招 集 の 場 所              

  余市町議事堂               

 

 〇開     会              

  平成３０年６月１９日（火曜日）午前１０時 

 

 〇出 席 議 員  （１７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 

 

 〇欠 席 議 員  （１名）        

  余市町議会議員 １８番 溝 口 賢 誇 

 

 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  笹 山 浩 一 

  地 域 協 働 推 進 課 長  小 黒 雅 文 

  財 政 課 長  髙 橋 伸 明 

  税  務  課  長  紺 谷 友 之 

  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  羽 生 満 広 

  環 境 対 策 課 長  秋 元 直 人 

  経 済 部 長  細 山 俊 樹 

  農 林 水 産 課 長  濱 川 龍 一 

  商 工 観 光 課 長  阿 部 弘 亨 

  建 設 水 道 部 長  久 保   宏 

  建 設 課 長  亀 尾 次 雄 

  まちづくり計画課長  千 葉 雅 樹 

  下 水 道 課 長  庄 木 淳 一 

  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  古 山 尚 志 
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  社 会 教 育 課 長  奈 良   論 
 
  選挙管理委員会事務局長 
               中 島   豊 
  （併）監査委員事務局長 
 
 

 〇事務局職員出席者             

  事  務  局  長  杉 本 雅 純 

  議 事 係 長  枝 村   潤 

  書         記  小 林 宥 斗 

 

 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 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30年余

市町議会第２回定例会を開会いたします。 

 ただいまの出席議員は17名です。 

 よって、定足数に達しましたので、会議は成立

いたしました。 

 なお、溝口議員は病気入院中のため今期定例会

欠席の旨届け出がありましたことをご報告申し上

げます。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 今期定例会に提出されました案件は、議案７件、

報告３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10番、野崎議員、議席番号12番、庄

議員、議席番号13番、安久議員、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30年余市町議会第２

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６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７件、

報告３件、一般質問は５名によります５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６月21日までの

３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、内容につきましてご報告申し上げます。 

 日程第３、一般質問は、５名による５件です。 

 日程第４、議案第１号 平成30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５、議案第２号 平成30年度余市町介護

保険特別会計補正予算（第１号）につきましては、

即決にてご審議いただくことに決しました。 

 日程第６、議案第３号 余市町税条例等の一部

を改正する条例案につきましては、即決にてご審

議いただくことに決しました。 

 日程第７、議案第４号 工事請負契約の締結に

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８、議案第５号 工事請負契約の締結に

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 町有財産の取得につい
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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10、議案第７号 町有財産の取得につい

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11、報告第１号 株式会社北後志第一清

掃公社の第41期（平成29年度）経営状況の報告に

ついてにつきましては、即決にてご審議いただく

ことに決しました。 

 日程第12、報告第２号 株式会社余市振興公社

の第27期（平成29年度）経営状況の報告について

につきましては、即決にてご審議いただくことに

決しました。 

 日程第13、報告第３号 株式会社まほろば宅地

管理公社の第７期（平成29年度）経営状況の報告

についてにつきましては、即決にてご審議いただ

くことに決しました。 

 なお、追加案件もあると伺っておりますので、

それらの案件が提出され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21日まで

の３日間といたしたいと思います。これにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、今期定例会の会期は本日から21日まで

の３日間と決定いたしました。 

 なお、会期中の会議予定につきましては、お手

元にご通知いたしました案のとおりでありますの

で、ご了承願います。 

 なお、今期定例会は、地方自治法第121条第１項

の規定により説明員として通知のありました者は

お手元に配付のとおりでありますので、ご了承願

います。 

 次に、傍聴人の定員について申し上げます。 

 傍聴規則第３条の規定により、傍聴人は報道関

係者と他に一般傍聴者38名となっておりますこと

をご報告申し上げます。 

                              

〇議長（中井寿夫君） 次に、諸般の報告をいた

します。 

 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、５月22日、北海道新幹線建設促進後志・

小樽期成会並びに北海道横断自動車道黒松内・小

樽間建設促進期成会の総会が開催され、総会終了

後、後志総合開発期成会と合同による要請行動が

実施され、あわせて５月25日、後志総合開発期成

会による道段階、６月１日には中央段階の要請行

動が実施され、お手元に配付の内容のとおり要請

いたしてまいりましたので、ご報告申し上げます。 

 次に、６月12日に札幌市において北海道町村議

会議長会の第69回定期総会が開催され、会務報告

の承認、各地区管内議長会提出案件の採択等を行

った後、お手元に配付の決議並びに特別決議を採

択し、終了したことをご報告申し上げます。さら

に、同日後志町村議会議長会臨時総会が開催され、

平成29年度の事業報告並びに歳入歳出決算認定に

ついてそれぞれ承認をし、終了いたしたことをご

報告申し上げます。 

 なお、それぞれの詳細につきましては、関係書

類を事務局に保管してありますので、必要な場合

ごらんいただきたいと思います。 

 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、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
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を許します。 

〇８番（吉田浩一君） 平成30年第２回定例会開

催に当たり、さきに通告の一般質問を行います。

嶋町長最後の定例会と一般質問となりましたが、

任期満了まではしっかりとお願いしたい、また答

弁といたしましても余市町として責任を持っての

答弁をお願いいたします。 

 高速道路の開通についてを質問いたします。い

よいよ本年度余市小樽間の高速道路が開通を迎え

ます。開通の月日については11月とも言われてお

りますが、確定的な月日が発表されているとも聞

いておりません。また、余市町においても高速道

路開通に当たっての町道整備等についても予算は

確保されていますが、実際に工事が始まったのか

どうかもよくわかりません。以下、質問いたしま

す。 

 現時点での高速道路の工事進捗率は何％となっ

ているのか。 

 何月何日に通行可能となるのか。 

 開通に当たり、イベントはどう考えているのか。

他地区の事例では、開通する区間のマラソンやウ

オーキングのイベントも行われていましたが、例

えば11月の場合と２月、３月の場合ではできるイ

ベントが違いますが、今から企画しておかなけれ

ば間に合わないのではないかと考えます。 

 組織されてある北しりべし地域魅力発信協議会

の構成状況と代表者は誰なのか。 

 イベントを実施すると仮定した場合、高速で行

こう！！北しりべし地域魅力発信協議会のみで実

施をするのか、または町内の各団体に広く声をか

けて集まってもらうのか。 

 本年度予算計上している大浜中登線道路整備事

業については、工事発注はされたのか。発注して

いないとすれば、いつ発注で、工事完成は何月何

日を予定しているのか。 

 同じく本年度実施予定の道路案内標識設置事業

は発注しているのか。 

 開通は、秋以降になると推測していますが、国

道への誘導路については中通り２号線の一部で測

量が行われ、くいが打ち込まれていますが、実際

に中通り２号線の拡幅について北海道等からの連

絡は入っているのか。 

 高速道路の料金としては、札幌西まで幾らとな

るのか。 

 小樽へ向かう車線は同時に開通するのか、また

小樽への料金は幾らとなるのか。 

 高速道路で事故が発生した場合、高速道路とい

う一方通行の道である以上、小樽市内に入っての

活動も予想されますが、余市消防の出動範囲とし

ては具体的にどのインターまでの間と考えている

のか。また、消防無線の範囲としては、出動見込

み地点まで届く能力を持っているのか。 

 高速開通前に小樽消防署と余市消防署の合同訓

練については、どう聞き及んでいるのか。 

 余市消防署では、救急車の２台体制、また大型

水槽車の導入をしておりますが、これは高速道路

に対応して、また水のない場所での活動を予測し

ての装備と考えております。そして、町内での火

災の場合、消防車は全車出動しておりますが、高

速道路への出動の場合、出動台数としてはどのよ

うに聞いておられるのか見解を伺います。 

 以上、質問いたします。 

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。 

 高速道路開通に関するご質問の１点目、高速道

路の工事進捗率についてでございますが、ネクス

コ東日本が事業主体となります余市小樽間の高速

道路の延長につきましては、23.4キロメートルと

なっており、そのうちの約80％につきまして工事

が完了していると伺っております。 

 次に、開通日についてでございますが、ネクス

コ東日本におきましてはできるだけ早期の開通を

目指して工事を施工中でございますが、現時点に

おいて具体的な開通日をお答えできる状況にはな
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いというふうに伺っております。 

 次に、開通に当たってのイベントにかかわる質

問でございます。高速道路開通に向けた取り組み

としては、昨年に引き続き北後志６市町村におけ

る各種イベント等の場を活用したプロモーション

活動の実施や町民向けの現地見学会、さらには開

通にあわせた特別なイベント開催も予定している

ところであり、高速道路開通の魅力を効果的に発

信できる事業の実施に向け、現在ネクスコ東日本

や広告代理店と開催時期やイベント内容について

協議を進めているところでございます。 

 次に、高速で行こう！！北しりべし地域魅力発

信協議会についてのご質問でございます。本協議

会は、北後志６市町村の首長のほか各市町村の観

光、産業、交通、その他目的に賛同する団体、機

関等により構成されており、会長には余市町長が

就任し、ほか５市町村の首長が副会長となってご

ざいます。 

 次に、イベントの実施方法に関するご質問でご

ざいます。開通にあわせたイベントにつきまして

は、高速で行こう！！北しりべし地域魅力発信協

議会が主体となり進める広域連携事業とは別に、

本町単独による事業実施を予定しておりますが、

新たな開通経路として小樽市も通過地となります

ことから、小樽市と連携を図りながら取り進めて

まいります。また、イベントの実施に際しまして

は、その内容により各種団体へ協力依頼等声がけ

をさせていただく場合もあると考えております。 

 次に、大浜中登線道路整備事業に関するご質問

でございます。大浜中登線道路整備事業につきま

しては、北海道横断自動車道余市小樽間の余市イ

ンターチェンジの供用に向けて、アクセス路とさ

れる大浜中登線の余市インターチェンジ付近の交

差点部に付加車線を設置する交差点改良工事と車

道舗装部における劣化部分の舗装補修工事を行

い、安全で円滑な交通体系の構築を図るものであ

ります。交差点改良工事につきましては、本年10月

30日までを工期として既に発注済みであり、北海

道が管理する道道の交差点改良工事と連携を図り

ながら工事を進めてまいります。また、舗装補修

工事につきましても順次発注の準備を進めている

ところであります。 

 次に、道路案内標識設置事業に関する質問でご

ざいます。道路案内標識設置事業につきましては、

余市インターチェンジの供用に伴う経路案内を目

的に、町道３路線に対象に新設２基、既設標識の

補修５基の整備を図るもので、本年10月10日まで

を工期として工事発注を済ませております。 

 次に、中通り２号線の拡幅についてのご質問で

ございます。町道黒川町中通り２号線につきまし

ては、道道昇格への条件として北海道より示され

ておりましたＪＲ北海道との踏切協議、さらには

地権者に対する都市計画法第53条の建築許可の取

得が本年３月で完了し、本要望に向けた事務手続

を進めております。ご質問の測量くいの打ち込み

に関しましては、北海道において高速道路開通に

向けた渋滞解消への取り組みとして、道道登余市

停車場線と町道黒川町中通り２号線の交差点にお

いて付加車線設置の交差点改良工事が発注されて

いると伺っております。 

 次に、札幌西までの高速道路の通行料金でござ

いますが、余市インターチェンジから札幌西イン

ターチェンジまでの区間につきましては、普通車

1,310円、大型車2,050円、軽自動車は1,080円とな

る予定であると伺っております。 

 次に、小樽に向かう車線の開通時期でございま

すが、平成30年度におきまして開通を予定してお

りますのは、札樽道の本線にあります朝里料金所

より約1.5キロメートル札幌寄りに建設される小

樽ジャンクションで分岐をいたします余市札幌間

の上り下りの両車線とご質問がございました余市

方面から小樽市内に向かう車線が開通予定となっ

ており、小樽市内より余市方面への開通につきま

しては、現在設計及び関係機関との協議を進めて
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いるところであり、今後におきまして開通目標年

を決定すると伺っております。また、余市から小

樽への通行料金につきましては、普通車900円、大

型車1,380円、軽自動車750円となる予定と伺って

おります。 

 次に、余市消防署の出動範囲と消防無線の範囲

ですが、出動範囲につきましては、小樽西インタ

ーチェンジまでの下り車線については北後志消防

組合が出動し、余市インターチェンジまでの上り

車線については小樽市消防本部が出動することに

なります。また、消防無線の範囲につきましては、

小樽西インターチェンジ手前の忍路トンネルまで

無線交信テストを行っており、その結果無線交信

は良好で問題ないと思われますが、開通前に再度

トンネル内も含め無線交信テストを実施する予定

と聞いております。 

 次に、合同訓練についてですが、本年10月中旬

に北海道、北海道警察本部、東日本高速道路株式

会社北海道支社、全国消防長会北海道支部が主催

し、小樽市消防本部と余市消防署が中心となって、

北海道高速自動車国道事故等対策訓練を実施する

計画があり、訓練内容としては多重車両衝突事故

を想定して実施されると伺っております。 

 次に、高速道路上での事故に対する消防車両の

出動台数ですが、通報内容によって出動体制は変

わり、単独の交通事故の場合は傷病者の挟まれ等

や車両火災を考慮して、救急車、救助工作車、す

ぐに放水できるタンク車の３台で出動予定であ

り、車両火災の発生があれば大型水槽車も出動す

る予定と伺っております。また、複数台が絡む事

故の場合は、直ちに小樽市消防本部へ連絡すると

ともに、北後志消防組合本部指令車、余市消防署

指揮車が出動し、傷病者が複数人であれば組合内

及び小樽市消防本部の救急車を増隊するととも

に、状況に応じ防災ヘリ、ドクターヘリの要請も

考慮すると伺っております。 

〇８番（吉田浩一君） 再質問させていただきま

す。 

 本年２月17日に中央公民館で高速道路の関係の

講演会というか、セミナーというか、ありました。

あのときで工事進捗率というのが74％というふう

に言われていました。２月17日の時点です。それ

で、今聞いたらそれから４カ月たって80％という

ことは、４カ月で６％しか進んでいないというこ

とです。もちろんいろいろな面があって、特に進

んでいるところもあるし、進んでいないところも

あるのでしょうけれども、今の時点で開通時期は

いつになるのですかと聞いたら、要するに具体的

な日はまだ言えませんということです。であれば、

いろいろ11月どうのこうのという話もあるのです

けれども、少なくとも11月には開通できないとい

う、余市町としてはそういう判断をしているので

すか。まず、これを最初に１点お尋ねいたしたい

と思います。 

 次に、町道の関係の発注はしていますよと。た

またま今回の資料にこの工事発注の表が出ていま

すので、これにも実は出ていました。道路標識の

完成が10月10日で、道路のほうが10月30日という

ことなのですけれども、標識のほうなのですけれ

ども、発注は誰していますか。つまり工事として

は発注しています。だけれども、道路標識の看板

って特殊な看板であって、それの製造業者という

のは日本に何個かしかないはずなのです。それは

誰発注したのですか。それは誰が発注することに

なっているのか。それとも、この工事というのは、

看板をつける枠だけつくるということですか。そ

の看板は後から持ってきて、違う業者がつけると

いう、そういう工事なのでしょうか。日本に何社

しかない特殊看板の製造ですので、それなりに時

間がかかるはずなのです。これは、余市町が発注

するのですか、道が発注するのか、それともこの

受けた事業者が発注するのですか。工事内容も含

めて、ここわからなかったら果たしてできるのか

どうか。もちろんこれは道路の開通にあわせてと
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いうことです。なおかついつ開通するのだかわか

らないと。恐らくこのままでいくのであれば、４

カ月たってわずか六、七％しか進んでいないとい

うことであれば、11月には無理だから、無理とい

うふうに踏んでいるから、来年の２月、３月に間

に合わせるのだというのだったらそれはそれでい

いのです。これがわからないので、ここのところ

も答弁してもらいたいと思います。 

 道路の拡幅問題なのですけれども、先ほどの答

弁の中ではＪＲ北海道の踏切との関係とかがあっ

て、３月末で契約が終わって、工事は発注されて

いますよということでした。であれば、これは町

が直接発注しているわけでないのでしょうから町

に聞いてもわからないのでしょうけれども、ここ

の道路拡幅というのはどういう形で行われるので

すか。要するに中通り２号線と登停車場線の交差

点については、交差点自体を広げるということは

聞いているのですけれども、例えば中通り２号線

を国道５号線まで持っていったとき、あそこのと

ころまでずっと広げていくというイメージなので

すか。その辺がわからないので、これは道の事業

だということであればわかる範囲で答弁をいただ

きたいのですけれども。 

 次、イベント関係です。協議会の関係も含めて、

高速で行こう協議会の会長というのは、先ほど余

市町長がされているという答弁でした。これは、

余市町長の充て職になっているのですか。つまり

町長交代するのであれば、間違いなく嶋町長は９

月の頭で退職されるのですから、これは充て職な

のか、それとももう一回話し合いをしてされるの

か、この辺もお願いします。 

 それと、イベント関係は、いろいろな啓発とい

う意味では北しりべし地域魅力発信協議会でいろ

いろ発信しますよということなのだけれども、イ

ベントとしては今町長は本町単独で、単独という

か、小樽と本町で考えているのだという、そうい

う答弁でした。これもさっき通告で言ったとおり、

11月と２月、３月では全然違うと思うのです。と

りあえず雪の降る前であれば、マラソンだ、ウオ

ーキングだというのは、これは可能です。だけれ

ども、これが11月に開通する見込みがないよとい

うことであれば、間違いなく違う方式とらなけれ

ばならないはずなのです。雪降って、あえて雪降

る時期まで待っていて、それを歩くスキーで歩く

のだという考え方もあると思うのです。その辺は

小樽との共同等もあるので、一概に今こうですと

いうふうには言えないのでしょうけれども、その

辺どういう考え方持っているのか。もう少し具体

的なものがあるのであれば、こういうこと考えて

いますと。ないのであればいいです。それもお尋

ねいたします。 

 次最後、消防に関することなのですけれども、

出動範囲としては小樽西ですから、塩谷までです

ね。塩谷のインターまでですね。そこまでの事故

の場合は、余市消防署が責任を持つということで、

そこまでは何とか無線も届きますよということで

した。10月中旬に関係団体が集まって訓練をする

ということでしたけれども、実際に事故だとかが

あった場合、先ほど町長は車両単独の場合は救急

車と工作車と、あとポンプ車１台だよと、つまり

３台。それプラス水の関係で大型水槽車が出ると

いう可能性あるということでした。ということは、

最大で４台出るという可能性があるのだけれど

も、余市消防の消防車って何台あるのだかよくわ

からないのだけれども、質問の意図としては結局

高速のほうに一回出てしまったら、それなりの時

間帰ってこないはずなのです。救急車は２台あり

ます。救急車の場合は、現状町内に救急車がいな

かったら、仁木なり、古平なり、そういう応援体

制ができているのだけれども、火災の場合はそう

いう応援体制というのはとれているのですか。要

するに消防車のそういう協力体制というのはとれ

ているのですかということなのです。消防車が出

動するというのは、これはやむを得ない話だし、
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それはそれでわかるのだけれども、現実問題とし

て出動しているときに火災があったら、そこから

帰ってこいというわけに今度いかぬでしょう。余

市住民としては、そこが一番心配というか、万が

一火事だとかがあった場合、とりあえず火事があ

った場合余市消防では全車出動しているはずです

から。そこのところで最低でも救急車は別として

消防車が３台とられるということは、半分ぐらい

いなくなるということです。だから、２台ぐらい

しか残らないのかなと思うのだけれども、それで

火事になった場合対応できるのかどうか。もちろ

ん今の新型の消防車は、それぞれ４トンぐらいの

水を積んでいて、初期消火には間に合うよという

ことなのだけれども、現状町内の火災で出動した

場合でも消火栓がある場合とない場合があって、

必ず町内の火災でも大型水槽車というのが出てい

ます。現地まで行かなくても、現地のそばまで行

って待機しているはずです。そういう体制がとれ

るのかどうか。出ている場合は、仁木なり、古平

からそうやって応援を頼めるのかどうか。この辺

は余市町長としては、きちんと消防組合としてで

なくて町長として、町民の安全を預かる責任者と

してその辺きちんと対応しておかなかったらまず

いのでないかなと思うのですけれども、この点の

考え方もお聞きいたします。 

〇町長（嶋  保君） ８番、吉田議員の再度の

ご質問に答弁をさせていただきます。 

 まず、進捗率と供用開始の時期の問題でござい

ます。これは、確かに今約80％というふうに伺っ

てございます。ネクスコの所長にもお伺いしたと

ころ、非常に厳しい工事区間もあるということで、

冬の間もやっているという中で、いろいろな方か

らもまた町で知っているのだろうという形の中で

の質問受けますけれども、これは年度中と、公式

には30年度中ということでございますが、若干実

際のところといいますと、何とか雪が降るまでに

は間に合わせたいと。これは相手があることです

から、例えばあってはならないけれども、気象災

害だと事故だとかそういうものを含めて、なかな

かぎりぎりまで工事施工しているネクスコでも言

えないのかなと。ですけれども、このあたりまで

言っていいですかという中では、何とか雪の降る

までは、雪が10月に降ったらちょっとあれなので

すけれども、通常であれば11月の末から12月とい

う形の中の部分だと思っていますので、そういっ

た中で私ども、後段のご質問等々ありますけれど

も、準備をしているという部分でございます。 

 それと、２点目の工事発注の部分、これにつき

ましては、申しわけございませんが、詳細な部分

になってきますので、担当課長から答弁をさせて

いただきたいと思いますので、ご理解のほどよろ

しくお願いいたします。 

 それと、中通り２号線の部分でございます。こ

れにつきましては、まず登停車場線、これにつき

ましては前のニッカのアパートあたり、あのあた

りから少しずつ両側に拡幅してきて、そして中通

り２号線、そしてこちらは然別線ですか、のほう

に拡幅してくるという部分でございます。 

 それと、この部分につきましては、中通り２号

線の右折線を例えば駅に向かって、インターを出

て駅に向かって中通り２号線右折するという車が

多分通行量としては多くなると思います。そうい

った中では、右折車両があると渋滞を引き起こす

という形になりますので、右折レーンを設置する。

そのために両側をあけてくると。ですから、イン

ターから海鮮丸のほうに向かって、駅のほうに向

かって例えば右折する車が多いと考えられますの

で、そのあたり右折レーンを設置するという部分

でございます。そして、それを中通り２号線のほ

うにつなげていくと、隅切り等をしながらやって

いくという部分でございます。 

 それと、充て職、協議会の部分でございます。

これは互選でございます。しかし、当初の設置、

私が会長になった経過もこの部分もやはり余市町
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長が担っていただきたいという部分もございま

す。そういった中では、互選ですから誰になるか

あれですけれども、どういった選出されるかわか

りませんけれども、流れとしては、私は北後志、

小樽を含めた６市町村の中ではそういった流れに

なっていくものと。やはり余市町がこの広域の部

分、そしてまた単独もそうですけれども、しっか

りとイニシアチブをと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。 

 それとまた、イベントの部分でございます。こ

れは、１問目の答弁でもありますけれども、雪の

降る前、開通式が11月の雪の降る前にということ

の中で10月等を想定しながら、今いろいろな部分、

そしてまた具体的にはウオーキング、さらにはジ

ョギング、さらには車の展示等、そういったイベ

ントをしていきたいというような中で計画をして

いるところでございます。 

 それと、消防の部分でございます。これにつき

ましては、議員ご心配のとおり、そういった中で

消防体制、高速道路の部分と、そしてまた町内の

消防力という部分が心配される部分でございま

す。これは、私が就任してから従前消防署の定員

が44だったものが43しかいなかった１名の部分、

これはちょっと定かではございませんが、数年前

に解消して44名の定員にし、そしてまたそういっ

た中で今高速道路の開通という部分もございまし

て、定数を48名にふやしまして今年度３名の増員、

そしてまたその３名が今消防学校に行ってござい

ますので、開通までには、多分９月ごろからは２

台体制になれるのかなというふうに思ってござい

ます。そういった中では、火事が何件もあって、

そして事故が何件も重なって、全部対応できるの

かと言われれば難しい部分ございますが、そうい

った中では町民の安心、安全のために消防力の強

化、そしてまたいろいろな機器等も今回も救助工

作車の１億円以上の部分で更新もしてございます

ので、そういった中では町民の安心、安全のため

にいろいろな中での手を打っているところでござ

います。 

 また、いろいろな中での相互の援助、応援の部

分でございます。この辺につきましては、北海道

全体で協定を結んでおりまして、近くは北後志、

そしてまたはしご車等を含めて小樽等も含めて協

定を結んでございますので、一朝事あればそうい

った中で対応ができると。 

 以上で、ちょっと項目多かったものですから、

答弁漏れあれば指摘していただきたいというふう

に考えております。よろしくどうぞお願いいたし

ます。 

〇建設課長（亀尾次雄君） ８番、吉田議員の再

度の質問にご答弁申し上げたいと思います。 

 まず、看板の関係でございます。これにつきま

しては、看板の設置に当たりまして国、道と、そ

れとネクスコと町と３者協議して、どこの位置に

どういうものをつけるかという形で協議してござ

います。その中で、さっき議員言われましたとお

り、看板がどこでもつくれるのかとか、発注がど

こでするのかという部分でございます。これにつ

きましては、特殊な看板と言いますけれども、普

通の標識に大型の矢印がついた方向の看板でござ

います。これにつきましては、高速道路の案内部

分として新たに設置する部分が２カ所、大浜中登

線と広域農道に設置を新設で考えております。そ

れ以外の５カ所につきましては、既存の青い看板

に白文字で例えば小樽方面とか仁木とかいろいろ

書いてある部分、そこの部分をシールを張りかえ

る形になり、ただ高速道路の部分を張りつけると

いうようなことになってございますので、これに

つきましては業者発注で対応できるというふうに

伺ってございます。 

 それと、２点目の黒川中通り２号線の拡幅の関

係でございます。どの幅でいかれるのかというこ

とでございます。これにつきましては、道道昇格

等計画の中におきましては、とりあえずここは街
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路決定になってございます。この中では道路が

18メーターの街路決定の中で進んでいくのかなと

いうふうに考えてございます。ただ、現在におき

ましては、まだ今道道昇格の要望中でございまし

て、またなおかつ現道事業も整備されていないと

いうことで、中通り２号線と道道登余市停車場線

の部分につきましては、現道の部分に最終的にす

りつけているという状況でございますので、ご理

解よろしくお願いいたします。 

（何事か声あり） 

 余市町が発注して、品物自体につきましては受

けた業者が専門の看板屋さんのほうにオーダーを

かけるということになってございます。 

〇８番（吉田浩一君） ちょっと見えてきたなと

思っています。 

 いつ開通するかというのもまだわからないとい

うことで、希望としては雪の降る前ということな

のでしょうけれども、そういう答弁でした。だか

ら、一応それにあわせて10月から11月に何かそう

いう開通のイベント、ウオーキングをしてみたい

と、そういうことを考えているということでした。

であれば、一番最初の質問に戻るのだけれども、

何かマラソンでもするのだよというのであれば、

それは町内の各団体の余市町でよくやる協議会み

たいなのをつくって、それでこういうのを企画す

るのですか。それとも、小樽と余市で、もちろん

それには高速で行こう協議会のほうのあれも関連

してくるのでしょうけれども、直接的には余市と

小樽なのだから、この２つの市と町でマラソンを

しましょうというふうな取り決めをするのか。こ

の辺は、企画としてはどういうふうに考えておら

れるのかもう一回答弁を聞きたいなと思います。 

 消防に関してなのですけれども、定数48名ふや

した、２台体制にしたというのは、これは救急車

の部分ですよね、町長。それはわかるのです。そ

れは、救急隊員も消防隊員ですから、消防隊員だ

から必ずしも救急隊員になったから消火に当たら

ないということではないというのはよくわかるの

だけれども、現実的には救急車２台体制にして、

救急隊を２隊にするということであれば、そっち

専属になるはずなのです、基本的に勤務体制とし

て。では、その応援はどうなるのだといったら、

北海道全体で協定を結んでいるだとか、それはわ

かるのです。それは、常にそういう消防という広

域施設というのは、そういう提携結んでいますか

ら。そうでなくて、今救急車が余市にいなかった

ら仁木から来ています。古平から来ています。そ

ういう感じで、気軽にと言ったらあれだけれども、

火事になった場合そういうあれでも頼めるような

体制になっているのですかということ聞いている

のです。そこはもう一回答弁をお願いしたいなと

思います。 

 中通り２号線に関しては、右折レーンをつくる

と、だからこの右折レーンはわかっているのです。

中通り２号線に曲がるそこの右折レーンというこ

とを聞いているのでなくて、問題は中通り２号線

の国道５号線とぶつかる部分をどうするのですか

と聞いているのです。だから、答弁では18メート

ルというふうな答弁今あったけれども、現時点で

道道に昇格も決定しているわけでないし、一応そ

ういう申請はしたいという答弁でした。それでは、

これは申請しているのかどうか、まず。最終的に

いつ工事できるのと。高速道路開通したら、少な

くとも年度では開通するのですから、来年の３月

31日までに遅くても開通するのですよね、絶対。

年度で発注しているのですから。であれば、余市

から札幌方面に行くのは問題ないでしょうけれど

も、札幌方面から余市におりてきたときに、これ

は特に最初に来るのはゴールデンウイークです。

このときに対応できなかったら、うまくないので

ないかなと思うのです。そのころまでに全部100％

終われとは言わないけれども、ある程度来年のゴ

ールデンウイーク前ぐらいまでにはこの辺も工事

だとかそういうのが終わっていなかったら、やっ
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ぱりいろいろな意味で支障出るのではないかなと

思うのです。ことしのゴールデンウイークだった

ような気がするのですけれども、ゴールデンウイ

ークのいつだったのかはちょっと記憶ないのだけ

れども、駅前のツタヤのところの踏切、あそこの

ところからずっと渋滞が続いていて、中通り２号

線の交差点のところまでずっと渋滞が続いていた

ということを１回見ています。当然高速道路が開

通したら、そういうような状況が頻発するのでは

ないかなと思うのです。せっかく高速道路で早く

来ても、そこで渋滞でつかまってしまったら何も

意味ないのですから。その辺をどういうふうに余

市町として考えているのか、この辺再度答弁いた

だきたいなと思います。 

〇町長（嶋  保君） ８番、吉田議員の再度の

ご質問に答弁をさせていただきます。 

 １つは、イベントの部分でございます。これは、

私どもも雪の降る前ということでございますし、

ネクスコ東日本もにじみ出るような形の中で何と

か雪の降る前には完成させたいというお話もいた

だいております。それが確約できないという中で

は、先ほど申し上げましたけれども、自然相手の

部分でございますから、そういった中で非常に厳

しい工事でもあるというふうに伺ってございま

す。しかし、私どももそういった意向、さらには

私どものこれからのイベント、ＰＲ等の部分、雪

の降る前にという形の中での準備を進めさせてい

ただいているということでございまして、そうい

った中での各種いろいろな個別の団体、例えばで

ありますけれども、走ろう会等々含めて、これは

北後志６市町村の協議会と別個に単独、そしてま

た小樽との連携という部分でやってございます

が、いろいろな職域の部分、さらには走ろう会等

の部分で事前にもう協議をさせていただいている

というところでございます。 

 また、救急車、消防の関係でございます。これ

につきましては、確かに３名増員というのは救急

車１台の増員、その職員も救急専門という形には

ならない部分もございますし、そしてまた前段で

も言わせてもらいましたけれども、１名定員割れ

していた部分をいろいろな緊急体制の配備という

中で、44名の定員に対して43名という部分がござ

いましたけれども、44名の定員どおりという形の

数年前から職員体制も整えてきているところでご

ざいます。 

 それと、この応援体制につきましては、今まで

ももちろんやっていますし、消防というのは協定

を結んだ中でそういった相互協力、これをやらな

ければどうしても立ち行かない部分、120％の装備

でずっと人員も機械もそれができれば一番いいの

でございますけれども、正直に申し上げまして余

市町内で何件も火事あったら、その部分全部でき

るのかという体制にはなっていないというのが正

直な部分でございます。そういった中では、はし

ご車等も含めていろいろな中での相互応援体制、

これは非常に重要であるし、もっともっと今回の

またそういった中で事故等の出動もふえると予想

される中では、議員おっしゃるとおり、協定ある

から今までどおりで大丈夫だというのではなく

て、一層の訓練等も含めながら、そういった体制

にしっかり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、中通り２号線の部分でございます。こ

れは、溝口議員きょう休んでいますけれども、一

番いろいろな経過知っていると思いますけれど

も、私が役場に入ったころからこれはずっと道道

昇格で数十年前から、もう亡くなった中恵勝弘さ

んが期成会の会長をやられて、ずっと要望して、

それも道にも住宅の張りつきも多いですし、いろ

いろな用買等を含めて、費用負担等を含めて、ほ

とんどだめですよというような中でありました。

そういった中で、やっと今高速道路がこういう形

で開通するという中になって、まだオーケーはも

らっていませんけれども、非常に私はこれはいい
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方向に向かっているというふうに思っています。

おっしゃるとおり、一番理想的なのは開通までに

ぽんとあそこが拡幅になって、18メートルになっ

て、国道５号に出れればいいのですけれども、そ

ういう状況でもないというのも確かでございまし

て、これから用買等を含めてやっていきます。そ

ういった中では、来年のゴールデンウイーク等に

間に合うというふうには到底考えられない部分で

ございますけれども、そういった中でも看板、標

識でいろいろな中での車の渋滞を招かように散ら

す部分、そしてまた先ほど申し上げましたように

道道の拡幅等で右車線だとかそういった中で、小

手先と言ったらおかしいのですけれども、対症療

法的な部分をまずやりながら、大きな部分をまた

しっかりと要望していく、そしてまた町としても

いろいろな状況を見ながらやらなければならない

ことはたくさんあるというふうに思っておりま

す。せっかく高速道路が開通するという中で、こ

れはやはり余市町の活性化に結びつけていかなけ

ればならないと。逆に一歩間違えば高速道路とい

うのは、本当に通過という部分の間違ってしまえ

ば衰退につながりかねないという部分もございま

すので、そういった中では今後取り組みしっかり

し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。 

〇議長（中井寿夫君） 吉田議員の発言が終わり

ました。 

 暫時休憩します。 

休憩 午前１０時５８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。 

 一般質問を続行いたします。 

 発言順位２番、議席番号15番、中谷議員の発言

を許します。 

〇15番（中谷栄利君） 私は、今定例会に当たり

１件の質問をしております。理事者においては、

要を得た答弁をよろしくお願いいたします。 

 １つ、余市町政の基本的運営について。町民と

ともに歩むまちづくりを基本姿勢とした上野町政

を引き継ぎ、自治基本条例策定の公約とＪＲ函館

本線並行在来線の経営分離に同意せず存続などを

掲げて嶋町政は誕生しました。また、農漁業を町

の基幹産業として推進し、６次産業、ワイン特区

を発展させました。その後、ＪＲ函館本線並行在

来線の経営分離については、苦渋の決断として同

意し、鉄路の存続としながらもＪＲ函館本線並行

在来線の必要性を訴え続けました。2011年の東日

本大震災、福島原発事故により、安心して住み続

けられるまちづくりとして、防災を初めとした住

民の命と暮らしを守る自治体の使命が鋭く問われ

ました。国内情勢では、国民の多くの反対の声を

押し切り、政府は集団的自衛権の行使の閣議決定、

安保法制を強行しました。さらに、政府与党は、

９条を中心に憲法改正を打ち出し、平和の問題が

問われています。しかし、このような情勢の中、

このたび病を理由に町長は３選不出馬を報道によ

り公表されました。これまで手がけてきた町政の

どれもがこれから重要です。主要なものについて

総括と今後の課題について伺います。 

 １つ、自治基本条例について。最初の公約から

町政２期にまたがり策定し、ことし４月施行とな

りましたが、町民との合意形成や情報公開の徹底

など、自治基本条例の活用、発展はこれからと思

いますが、見解を伺います。 

 ２つ、農漁業の推進とワイン特区について。農

漁業を中心としたまちづくりを柱に、担い手、生

産性の向上とともに、６次産業、ワイン特区を生

かした余市ならではの食文化の発展はこれからと

思います。食育、グリーンツーリズムと一体とな

った可能性もあります。生産者並びに消費者の協

働の取り組みが重要と思いますが、伺います。 

 ３つ、泊原発再稼働反対と自然再生エネルギー
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の取り組みについて。福島原発事故が証明するよ

うに、一たび過酷事故が起きればふるさとは奪わ

れてしまいます。後の世代にふるさとを残すため

泊原発再稼働を反対し、原発ゼロを目指す自然再

生エネルギーの探求と実現に取り組むことは、今

の私たちの責任と思いますが、見解を伺います。 

 ４つ、ＪＲ函館本線並行在来線の存続について。

住民の移動する権利、交通権を保障し、地方と都

市、地方と地方を結ぶ北海道の交通網としてＪＲ

函館本線並行在来線は重要です。地方の産業、観

光と住民生活が栄えてこそ都市が成り立ち、北海

道は存在します。ＪＲ函館本線並行在来線の存続

に向けて、国や道に積極的に支援するように求め

ることが重要と思いますが、見解を伺います。 

 ５つ、憲法と平和を守ることについて。戦争の

惨禍を再び起こしてはならないと現憲法が誕生

し、憲法９条によりこれまで平和が築かれてきま

した。しかし、本来憲法を擁護し、立憲主義にあ

るべき政府がこれをないがしろにし、憲法を変え、

再び戦争する国にしようとしています。住民の命

と平和を守る地方自治の首長として、町長の見解

を伺います。 

〇町長（嶋  保君） 15番、中谷議員のご質問

に答弁申し上げます。 

 初めに、自治基本条例についてでございますが、

この条例は余市町の町政運営の基本理念を明らか

にするとともに、町民、議会及び町のそれぞれの

役割や責務を明確にし、協働で取り組むまちづく

りのために必要な事項を定め、町民みずからの意

思に基づいた自治の実現を図ることを目的として

おります。本条例の施行により、情報共有による

まちづくりに対する意識の向上や町民参加の仕組

みの確立、さらには町政への意見反映の機会の提

供が図られ、町民と行政が連携して歩むまちづく

りがより一層推進されるものと考えております。

また、この条例が本町にふさわしく、社会情勢の

変化に適合し、所期の目的を達成しているのかど

うかなど条例施行後における見直しに当たって

は、余市町自治基本条例審査特別委員会での審議

経過を十分踏まえたものでなければならないと考

えております。 

 次に、農漁業の推進とワイン特区についてであ

ります。本町は、古くから農業、漁業の１次産業

を基幹産業として発展を遂げ、近年は６次産業化

として地元農水産物を生かした加工、販売、流通

の一体的つながりによる産業振興の取り組みを進

めているところでございます。さらには、平成23年

に北海道初のワイン特区の認定を受けて、ワイン

ブドウの産地として大きな注目を集める中、ワイ

ナリーも10件を数え、余市産ワインを提供するレ

ストランも進出しており、地元の新鮮な野菜、果

物、海産物を使用したメニューが人気を博すなど、

６次産業化が食文化発展の足がかりになっている

ものと考えております。また、農家民宿を初めと

する簡易宿所の増加など、グリーンツーリズムの

取り組みも広がりを見せております。今後におき

ましても生産者や関係事業者等との連携により、

地元農水産物の消費拡大やブランド化の推進を図

り、より一層の１次産業振興に努めることが重要

であると考えております。 

 次に、泊原発再稼働反対と自然再生エネルギー

の取り組みについてでございます。福島第一原発

事故から７年が経過しておりますが、ご指摘のと

おり、いまだに多くの方が避難生活を余儀なくさ

れています。そうした中、泊原発の再稼働につき

ましては、これまで一貫して申し上げてまいりま

したとおり、福島第一原発の事故原因の究明が進

んでいない現状では、再稼働については慎重に対

応すべきであると考えております。 

 また、自然再生エネルギーについてであります

が、本町では後志総合振興局が設置しております

後志地域再生可能エネルギー資源活用可能検討会

議に参加し、情報収集や意見交換を行うとともに、

役場庁内関係部署で構成する再生可能エネルギー
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検討庁内連絡会議を設置し、本町に適した再生可

能エネルギーとその導入の可能性を検討しており

ますが、今後におきましても先進事例を精査しな

がら、研究、検討を進めてまいります。 

 次に、ＪＲ函館本線並行在来線の存続について

の質問でございます。北海道内のＪＲ路線につき

ましては、一昨年11月にＪＲ北海道から単独では

維持することが困難な線区が公表され、重要な社

会基盤である鉄道の維持に向けて関係自治体から

さまざまな考え方が示される中、国、道、ＪＲ北

海道による３者協議が行われておりますが、今後

の進め方によっては道内の公共交通ネットワーク

に重大な影響を及ぼすものと危惧しており、路線

維持に向けた道内各地の動向について情報収集と

現状把握に努めてまいりたいと存じます。 

 一方、北海道新幹線札幌延伸に伴う並行在来線

函館小樽間につきましては、従来より北海道と沿

線自治体で構成する北海道新幹線並行在来線対策

協議会において協議が進められており、本町とし

てはこれまで同様鉄路存続の立場をもってこの協

議会に臨んでまいります。また、本町といたしま

しても、今後とも国や道に対しまして鉄路存続に

向けて積極的な役割を果たすよう要請するととも

に、ＪＲ北海道に対しましても余市駅の利便性向

上等の要望を行い、町民の重要な交通手段である

鉄路の存続を図ってまいりたいと存じます。 

 次に、憲法と平和を守ることについてのご質問

でございます。日本国憲法は、我が国の最高法規

であり、憲法を守ることは私ども地方自治を担う

者の務めであると考えております。現在日本国憲

法の改定をめぐり、さまざまな議論が交わされて

いると承知しております。私は、安心して暮らせ

る地域や元気な地域をつくっていくためにも戦争

は決してあってはならないと考えております。日

本国憲法のあり方については、基本的には国政の

場で議論すべき課題と認識しておりますが、国民

の声に真摯に耳を傾け、議論を尽くす中で、恒久

平和の実現に向けた方向が示されることを強く望

んでおります。 

〇15番（中谷栄利君） 答弁ありがとうございま

す。 

 最初の冒頭に述べたように、住民とともに歩む

まちづくりを進める上野町政を引き継いだ嶋町政

がその具体的な実現として住民参加の仕組みづく

り、協働を形にするために自治基本条例が公約に

されたことに対して、私たち日本共産党としても

町民が主人公としての町政を推し進めるものとし

て高く評価したものであります。その仕組みづく

りについて、さらに今後若い世代も含めて、協働

の進め方や、それから行政とのかかわり、役場の

方々と住民との協働が何よりもこれから大切な課

題ではないかと考えています。その上においても

これまで予算の説明書等を各家庭に配布されてお

って、行政等がつぶさにわかる仕組み、財政の状

況もわかっておりますが、そういった中でまちづ

くりについてさまざまな問題についてもっと役場

の仕事が住民と密接なつながりを持てるように、

行政の仕組み、また町の仕事について住民との交

流が活発に行われるべきと思っております。そう

いった意味でもその仕組みづくりについて、年に

１回の町政懇談会とかそういうものではなく、こ

れからも頻繁に住民や区会等の要望があれば行

政、それぞれ担当課がその仕組みについて、住民

の要望について、また自分たちの仕事についてお

話しをする、むしろそういった説明できる事業の

内容をプランとして届けるメニューを用意するぐ

らいのことが必要になってくるのではないかと思

っています。 

 また、この自治基本条例に当たって小中学生か

らのアンケート調査でもあるように、これからの

町としてこの余市が田舎過ぎず、都会過ぎず、自

分たちの町として誇りを持てるように、自治の若

い世代も意識した参加する仕組みが必要となりま

す。そういった意味でもこれからのコミュニティ
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を中心とした協働の場、これからの後期の事業の

中でもそのことが大きなポイントになってくるか

なと思っておりますが、その方向性について再度

お尋ねしたいなと思っているところです。どのよ

うな形で住民との協働の仕組みづくりについて発

展させていこうと思われているのかお尋ねするも

のです。 

 農業、漁業推進、ワイン特区の問題についてな

のですが、ワインを中心とした文化、私もこれは

非常に注目しておりますが、他のワインの地域と

違って、日本海、そして果樹、また海産物、そう

いったものを生かした地形、そういった意味で余

市ならではのワインの文化を中心にしながら、食

育の問題について大いにこれからの運動の展開の

進め方があるのではないかなと思っています。産

業建設常任委員会の中でも食育の問題にかかわっ

て九州のうきは市に視察してまいりました。その

うきは市でも食の問題について、当時食の汚染、

食の問題が問われたときに、この危機をみずから

チャンスとして、食べ物を通して自分たちの健康

なまち、そういったものをつくっていこう、そう

いった首長の呼びかけに基づいて食育を中心とし

たまちづくりを進めたところでもあります。今後

余市町としてもワイン、それから農水産物、そう

いったものも生かしながら、おいしいものを提供

するだけでなく、余市ならではの余市に来なけれ

ばこういったものが味わえない、そして農家でも

漁業でもいいものをとって皆さんに提供してい

る。そういった体験を通したり、手にとったり、

そして自然環境、経営されている環境も楽しみな

がら、四季を通して楽しみながら、そういったも

のが提供できる、そういったものまで発展できる

可能性があると思います。そういったことも含め

て、これからの観光とも連携した農漁業の発展と

いうのは重要なことだと思いますが、今後のそう

いった展望についてどのような道筋を持たれてい

るのかお尋ねしたいと思っています。 

 泊原発については、これは私も最後のところで

述べておりますが、原発の問題について人類の手

に負えない、一たび過酷事故が起これば、半減期

などそこまで人類が生存しているかどうかもわか

らないような半減期の期間であります。そういっ

た人類が手に負えないものに対して、今原発に頼

らなくても電力が足りている。また、これからも

さまざまな自然再生エネルギー生かした電力の知

恵があります。 

 今いろいろな新聞報道でも見れば、30キロ圏内

の地域だけでなく、さらに幅を広げて泊原発の同

意については対応すべきでないかという町長の報

道、アンケート等にもあったと思います。そうい

った中で一歩踏み込んで、このふるさとを残す責

任は、今私たち親の責任である、後の世代に、子

供たちにこのふるさとを残す、そういった判断、

かじをとれるのは私たちであると思います。そう

いった立場で、この原発に対してノーの立場でか

じを切りかえる、その判断が問われている、そう

いう時期だと思います。 

 泊原発に対して規制委員会は、科学的な根拠に

基づいて、地質学のこれまでの積み重ねた議論に

おいて、泊原発の敷地内に活断層がないことを証

明せよと北電に求めておりますが、北電はそれに

対して科学的な立証をもって説明することはでき

ていません。敷地内での活断層について否定でき

ないでいます。そういった状況のもとで、これま

での安全神話の上で築かれた泊原発に対してノー

の姿勢を示す、それが私たち後の世代にふるさと

を残す姿勢だと思います。そういう立場での見解

も最後お伺いしたいなと思います。 

 ＪＲ函館本線については、このたび町村議長会

の総会において特別決議も上げてまいりました。

これまで町村長会でも決議を毎年上げておられま

す。そういった中で、この並行在来線函館本線が

ＪＲ赤字路線単独維持困難の路線には含まれてお

りませんけれども、北海道の鉄道網として函館本
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線並行在来線の果たしてきた役割、むしろ鉄道の

骨格として重要な位置づけがあります。新幹線が

できたといえども、新幹線は住民の生活路線には

なり得ませんし、ましてや海外からの後志の雄大

な景色を求める列車に乗っての観光に対して、並

行在来線の果たす役割はかけがえのないものとな

っています。観光バスやトラックなど、貨物にお

いてもトラックという方向性もありますが、運転

手が今不足という、こういった状況の中で、二酸

化炭素排出の問題についてもクリーンな運行を持

つ列車の活用、そういったことも含めてこの並行

在来線、何としても存続できる、そういったこと

で大いに国、道に対しての積極的な働きかけがそ

ういった立場でも必要と思いますので、このこと

について再度認識あったらお願いいたします。 

 ５番目については、これまでの答弁よりも一歩

さらに踏み込んでいただいた答弁だと私は理解し

ました。平和の恒久、それがこれまでの町の発展

にとって必要であると思います。憲法にも記され

ているように、時の権力がこの憲法を変えること

に対して住民、国民が不断の努力でそのことにつ

いて注視し、監視していかなければならない、そ

の憲法の中にも記載されていることです。今まさ

にそういうときではないか。世界平和に向けて大

きなかじ取りが米朝会談で行われました。そうい

ったことも足がかりにしながら、これからの平和

の問題についてもこの憲法９条をさらに発展させ

ていく、守り育てていく。住民の命と暮らしを守

る首長として、当然そういう立場で求められるも

のと思います。答弁に何ら変わりないものと思っ

ておりますが、あえてさらに踏み込んだご発言も

いただければと思いますので、２問目の質問とさ

せていただきます。 

〇町長（嶋  保君） 15番、中谷議員の再度の

ご質問に答弁をさせていただきます。 

 まず、自治基本条例の部分でございます。これ

につきましては、私の公約の一番大きなものでご

ざいまして、ことし４月から施行という部分でご

ざいます。これにつきましては、改めて申し上げ

ますけれども、議会の皆様に非常にご理解をいた

だいて成立させていただいたというふうに思って

いるところでございます。附帯意見というものつ

きましたけれども、これをつけてもなおかつ成立

していただいたという部分につきましては、もち

ろん条例を主体的につくってきた策定委員会の皆

さんにもお礼を申し上げなければならないと思っ

てございますが、やはり議会の皆様に本当にこの

部分ご理解をいただいたというふうに思っており

ます。何よりも私を含め、そしてまた職員ともど

もがこれをどう生かしていくか、どう実りあるも

のにしていくかと、これが最大の私どもに課せら

れた、議会、さらには策定委員会からせっかくい

ただいたプレゼントと申しますか、本当にそうい

った中での思いでいただいたものをこれをしっか

り生きた条例にしていく、これが我々に課せられ

た大きな課題であるというふうに考えてございま

す。そういった中では、私も常々いろいろな決裁

のものをやる中で、担当部課の職員を呼んで、今

までどおりではないぞと、４月からは自治基本条

例できたのだぞと、今までどおりでなくて、もっ

ともっとそのあたりを考えて、いろいろな町民の

意見を聞く、そしてまた参加の場面を与えると、

そういったことをしなければならないのだぞとい

う話をさせていただいております。これは、一朝

一夕にできるものでもございませんけれども、そ

れら踏まえてしっかりと、二元代表制という部分

もございますからただそこだけの話というふうに

はもちろんなってございませんけれども、そうい

った中で我々のいろいろな活動の中にしっかりと

情報も公開して、そして共有して、そしてまた交

流の場を設けながら、この自治基本条例を生きた

条例にしていかなければならないと。その責任が

あるというふうに思っているところでございま

す。 
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 それと、ワインの関係でございます。これにつ

きましては、いつも申し上げておりますが、50年

代後半、リンゴを切って、まだ醸造用ブドウがど

うなるかわからないときに、７件、８件の農家で

したか、その方々が醸造用ブドウに取り組んでい

ただいたと。それが今の、ワイン特区というのは

一つのきっかけとなったと私は思ってございます

が、それが今のワイナリー10件、さらには栽培面

積も非常にふえてきて、これは本当に全道一だと

思っていますし、全国的にも私は一でないのかな

と、これは統計数字あるわけでございませんけれ

ども、品質、さらには量、そしてまたワイナリー

の単独市町村における数等含めて日本一の産地で

あるというふうに個人的には自負しているところ

でございます。これは、ウイスキーと一緒になっ

て、余市町をしっかりと全国的に発信できる非常

に大きなツールだというふうに思ってございます

ので、これにしっかり取り組んでいかなければな

らないと思っていますし、何よりもこれも常々申

し上げておりますが、１次産業、ニシンとリンゴ

で成り立ってきた町でございます。そういった中

では、この１次産業の活性化、これが町の元気、

２次産業、３次産業につながって、いろいろな商

店街、さらには歓楽街にもつながっていくものだ

というふうに思ってございますので、この１次産

業の振興という部分は、私どももこれからもしっ

かりと力を入れ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、泊原発の関係でございます。おっしゃ

るとおり、私もこの原子力という部分、科学的な

部分は詳しく私はあれでございますけれども、こ

れは人間がコントロール、制御きっちりできてい

るのかと言われれば、私はまだまだコントロール

できていないというふうに思っています。これの

よい例が福島第一原発の事故からもう７年がたっ

ていながら、まだ制御できていないという部分が

しっかりと見てとれるのかなというふうに思って

ございます。そういった中では、この福島原発の

事故原因の究明が進んでいないという現状の中

で、再稼働については慎重であるべきだというふ

うに思っているところでございます。 

 また、ＪＲのご質問等もございました。これに

つきましては、これも私の１期目の中で進退をか

けなければならないかなというふうに思ったほど

の大きな部分でございました。公約では同意しな

いという中で、最終的に公約違反と言われれば違

反になると思いますけれども、苦渋の選択という

中で同意をしてしまったという部分がございま

す。これにつきましては、私も沿線協議会等でも

申し上げてございます。そういった中ではしっか

り残していかなければならないというふうに思っ

ていますし、今回も大阪で地震がありましたけれ

ども、有珠山を抱えた北海道の中で、山線の意義

というのは非常にまたそういった面でも大きなも

のがあるというふうに思っています。しかし、私

もいろいろな中でイベント列車、さらには余市駅

の利便性等も含めて要望にＪＲの本社に行きます

けれども、私ども行っても、極端に言えばけんも

ほろろと言ったらあれなのですけれども、そうい

ったところでないですよと。安全性が第一で、そ

ういったイベントだとかいろいろなところに手が

回らないというのがＪＲの対応でございます。そ

ういった中では、ＪＲ単独に対してだけではなく

て、国、道、さらには当事者がもういなくなって

いるような状況、ＪＲにすれば単独企業だどうの

こうのという中でありますし、国は国、道は道と

いう中で、当事者が本当にいなくなってきている

のかなというふうに思ってございますので、そう

いった中ではしっかりと声を上げていかねばなら

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、最後の部分でございます。これにつき

ましては繰り返しになります。これは、原則的に

は国政の場で議論するべきというふうに思ってご
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ざいますが、やはり国民の声、ここに真摯に耳を

傾けていただきたいと、このように思っていると

ころでございます。そしてまた、恒久平和の実現

に向けた方向性が示されることを強く望んでいる

ものでございます。 

〇議長（中井寿夫君） 中谷議員の発言が終わり

ました。 

 諸会議の開催、さらに昼食等を含め、午後１時

30分まで休憩します。 

休憩 午前１１時４０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３番、議席番号７番、近藤議員の発言

を許します。 

〇７番（近藤徹哉君） 第２回定例会につきまし

て１点質問いたしますので、答弁よろしくお願い

申し上げます。 

 小中学校の英語授業について。グローバル化の

急速な時代に鑑み、特定企業は採用試験に英語の

ヒアリング、スピーキングが採用されています。

例えば新聞等ではユニクロ等々が採用試験に英語

が必須と報道されております。東京オリンピック

開催に当たり、政府、東京都はボランティアとし

て約2,000人程度の募集をします。予定です。基本

に易しい英会話のできる人員募集と思います。今

からその準備が急務と思い、本町においても英語

になれ親しむ環境が必要と考え、そこで以下の点

を質問いたします。 

 １つとして、小学校で初めて英語の授業を受け

てから１年後の生徒の理解度を調査し、興味を持

たせる改善策を実施していましたらお知らせくだ

さい。 

 ２つ目、本町に住んでいる英会話のできる人た

ちにボランティアで週１から３回程度生徒たちと

の会話の機会を持つようにしてはどうか。 

 ３つ目、中学生では英語の授業の始業前に点呼

として全て英語でしておりますかどうか。英語に

興味を持っている生徒はどの程度おりますか。ま

た、理解度の調査と興味を持たせる改善策を実施

しておりましたら見解を伺います。 

〇教育長（佐々木 隆君） ７番、近藤議員のご

質問に答弁申し上げます。 

 １点目の小学校での授業についてでございます

が、初めて英語の授業を受けてから１年後の児童

の理解度調査につきましては実施していない状況

でございますが、外国語指導助手と積極的に交流

するなど変化が見られているところでございま

す。また、英語に興味を持たせる改善策につきま

しては、ゲームや歌を取り入れることや工夫を凝

らした教材を活用するなど、楽しい学習内容とな

るよう取り組みを進めております。 

 ２点目の本町に住んでいる英会話のできる人た

ちに生徒たちとの会話の機会を持つようにしては

どうかについてでございますが、現在ボランティ

アの活用につきましては実施している学校はござ

いませんが、人材の確保と活用に向けた取り組み

につきましては、今後検討してまいりたいと考え

ております。 

 なお、外部人材の活用といたしまして外国語指

導助手２名を採用し、町内小学校における英語授

業の補助を行い、生きた英語を児童に伝えること

により英語になれ親しむ機会をつくっているとこ

ろでございます。また、本年８月より外国語指導

助手を１名新たに採用し、３名体制とすることに

より児童生徒との会話の機会を確保し、コミュニ

ケーション能力と国際感覚の養成に努めてまいり

ます。 

 ３点目の中学生の英語の授業が始まる前の点呼

についてでございますが、現在各中学校において

授業の始まりと終わりの挨拶については、英語で

行っているところでございます。英語に興味を持
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っている生徒の割合は、現時点で把握しておりま

せん。また、英語に対する理解度の調査は実施し

ていない状況ではございますが、興味を持たせる

改善策につきましては、各学校の授業においてゲ

ーム形式やグループごとの寸劇を人前で発表する

など、生徒が積極的に英語を使うことにより興味

を持てる授業に取り組んでいるところでございま

すので、ご理解を願いたいと思います。 

〇７番（近藤徹哉君） まず、小学校のほうから

質問したいと思っております。なぜこういう質問

をしたかということは、過日ベルギーの王室で６

歳、７歳の人がどのくらい語学を話しできるかと

いうのがテレビでＢＳで出ていたのです、１時間

番組で。そうしますと、英語、フランス語、オラ

ンダ語、ベルギー、４カ国しゃべるのです、女の

子が。すごいなと思いました。 

 それで、なぜこういうような質問したかという

と、余市はニッカウヰスキーありますでしょう。

スコットランドのほうにはベン・ネヴィスと、今

まだやっていると思うのですけれども、ウイスキ

ー工場を買収して、そこに行ったことあるのです。

その中で、二十何人余市から行ったのですけれど

も、ホームステイしたりなんかはしなかったので

すけれども、英語で話し合いすることがあったの

です。そのとき私は片言ぐらいしかしゃべれない

のですけれども、ほとんどだめなのです。これだ

け日本が先進国になった中で、余市がそういうニ

ッカウヰスキーと話して、そして観光客がたくさ

ん来ている中で、せっかく教育委員会のほうで英

語の先生イングランドから２人来て、今度１人追

加で３名でしょう。そういうことで、どの程度質

問したとき把握しているのかなと聞いてみたの

だ、子供たちが。多少サンキューとかできますよ

とか、そういうことを今教育長調べていないとい

うから、これからでもいいのですけれども、ぜひ

子供たちを小学生ですから褒めてあげて、そして

英語に親しむような感じの持てるように生徒の指

導をしていただきたいと思っているのです。とい

うことは、人間は褒められると怒る人誰もいない

のです。 

 私は、これから中学のこともありますけれども、

時間たくさんあるから、東中学校に昭和27年入り

ました。そのときに英語の時間あったのです。東

京から来た人で、杉本先生。ハイヒール履いて、

プリーツスカートはいてきました。僕たちのころ

はジャック・アンド・ベティです。いまだに忘れ

ないことなのです。そうしたら、全部英語なので

す、英語の授業は全て。次のページというのもネ

クスト・ページと言うのです。そして、例えばデ

ィス・イズ・ア・ペンとありますでしょう。これ

質問したら、イズ・ディス・ア・ペンと、そうい

うこと言わないとならないのです。点呼も英語な

のです。英語といったって難しくない。ミスター

近藤と言ったら、ヒア・サーとかプレゼント・サ

ーと言うのです。これも忘れない。 

 そういうことを習って、英語は大切だなという

ようなことで、だから私は小さいときから英語に

親しむような政策をこの５カ町村の中で余市がい

ち早くたけてほしい。なぜそういうこと小さいと

きから、小学生の高学年です。今35から70こまに

なるのでしょう、授業が。これはこの前も、飛び

飛びになるけれども、北海道新聞に倶知安が強力

に英語に力入れると道新に出ていました。私質問

書出して２日目か、出ています。その中で、私は

ぜひ余市は、これから地方創生とかいろいろなこ

とあるけれども、英語に力入れてほしいと思って

いるのです。皆さんテレビ見てもわかると思うの

ですけれども、今の総理大臣でも食事する場合海

外では通訳来ないのです。１対１で話しする。英

語できないと話にならないのです。だから、今か

らそういう感じの中でぜひ小学生から、恐らくこ

とし４月から35こまから70こまになるのでない

か。そして、今度は中学生になるでしょう。そう

すると、どうなるかということなのです。これか
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らますますグローバル化の時代において、余市出

身の人たちが高校とか大学行ったりしてもいいの

です。そうしたら、ちょっと１ランク、頭一つリ

ードするというような生徒を育成してほしいと。

教育は、まちづくりに絶対必要なのです。そして、

教育の中でも英語が全世界共通なのです。英語で

きないのは、例えば韓国でもすごいですから、行

ったことあるのですけれども。日本から見たら問

題外です。それで、この余市からぜひ、教育長も

すばらしい人間ですし、英語を小学校のころから、

ことし４月からでないかなと思うのですけれど

も、70こまに力入れるということになっています

から、そういうことについて、それと同時にさっ

きまだ調べていないと言ったけれども、習熟度と

言ったら難しい言葉、理解度というか、楽しいか

どうか、そういうのもやっぱり教育委員会のほう

で１年に五、六回でも生徒にどうですかとか、楽

しいよというような、そういうのを反応するよう

な生徒を一人でも多く育成してほしいと。それが

まちづくりに絶対なると私は確信持っているので

す。これからそういう時代ですから。 

 そして、２つ目のところにありましたように、

今ＡＩの時代で、例えば皆さん知っているネスレ

日本ありますでしょう。スイス、あそこは片田舎

なのです。ベルリンからずっとチューリッヒから

離れたところ。そこにネスレ日本の日本人、全部

英語ですから。世界中から来るのです。それを

3,500人くらいのまちにホテルもあるのです。そこ

で会議開く、全世界のネスレは。そういうのがど

んどんふえているのです。英語できないとスイス

に行けないのです。討論やるから。 

 そういうことも踏まえた中で小学生のころか

ら、そして中学生でしょう。あと、高校に行って、

上の学校に行くといったら大学ですか。だから、

英語にもっと興味持つというような、小学校の生

徒の場合は一番年が小さければ小さいほどわかる

のです。だから、皆さんご存じのように赤ちゃん

がお母さんに何と言いますか。文法でないのです。

ママ、ママとか、御飯なら御飯とかでしょう。そ

れから入るのです。私は、フィンランド行ったと

きも言われました。英語は会話から入ってくださ

いと。12年やってしゃべれないです。北海道から

60人行って、フィンランド、スウェーデン、ノル

ウェー、デンマーク、12日間、ホームステイもし

ました。何年英語習いましたかと。12年。フィン

ランドのヘルシンキは、青年会議所ですけれども、

１年でしゃべれるというのです。英語の時間はイ

ギリスから来るのです。フランス語はフランス人

なのです。文法は関係ないという、極端なこと言

うと。私もいろいろな経験していますけれども、

今の子供さんたちにそういう教育の場として、公

務員の皆さん方もそういうのに力入れてほしい。

子供さんたち、小学生の人たちも海外に行って、

これから海外の時代ですから、日本人として自分

の主義主張を正しくしゃべれるかどうか。そうい

う人間の人材育成を心がけていただきたいと、そ

ういう気持ちなのです、私は。そうすることによ

って、くどいようですけれども、まちづくりはそ

れが原点だと思っています。 

 これからどんどんいろいろな意味で、魚もだん

だんとれていないから、海外との貿易ですから、

「ＹＯＵは何しに日本へ？」というテレビありま

すよね。ほとんどドイツ人だとかフランス人は英

語ですから、来たら。そして、あちこち行ったり

していますから。今余市もそうですけれども、大

体１年半後で4,000万人、オリンピックのちょっと

前に4,000万人くらい外国の人たちが観光で来ま

す。そうすると、飛び飛びになりますけれども、

観光収入と日本人が海外行くのとの差額１兆

2,000万円違うのです。日本に入ってきているので

す。まだ日本に行きたいという人たくさんいるの

です。4,000万人になったらどうなりますか。今

2,000万ぎりぎりでしょう。そうしたら、２兆

5,000万円以上日本の収入に入ってくるのです。そ
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れは何かというと、少しずつきましたけれども、

日本に来たら英語が通用しないということがテレ

ビでいろいろなところで出ています。少しずつ変

わってきていますけれども、今からでも間に合う

し、日本で、そして余市でそういうことを強力に

力を入れてほしいと。子供たちの笑顔、英語楽し

いという、そういうことをどうしたらいいかとい

うことで、それにはやっぱり接点を求めていかな

いと、教育委員会の人はもちろんのこと、そうす

ることによって子供たちは褒めてやることによっ

てまた勉強に精を出すと。そういうことをしてほ

しいと思います。これからでもいいから何とかし

てほしいと思います。 

 それと、中学生になったら、日本人の先生も必

要ですけれども、英語の時間になったら私は、１

週間に１回でもいいのですけれども、全部英語と

できないかなと。私は、中学時代のときはそうい

うのすごく抵抗ありました。だけれども、英語の

時間は全部英語なのです、ジャック・アンド・ベ

ティは。いまだに忘れない言葉があるのです。こ

んなところで言っていいかどうか知らないけれど

も、駅に行く道を教えてくださいという。そうし

たら、エクスキューズ・ミーでしょう。ウッド・

ユー・プリーズ・テル・ミー・ザ・ウエー・トゥ

ー・ザ・ステーション、これがいろいろなものに

応用できるのです。駅に行く道を教えてください。

これは、中学時代に頭にこびりついたのがいまだ

に、もう80近いのですけれども、忘れないのです。

いろいろな単語覚えていますけれども、そうする

ことによって海外行っても通用するのです、いろ

いろな意味で。狭い日本だけでいいのかどうか。

そうではないと思う。ぜひ余市から発信していた

だきたい、まず。それはまた教育長答弁欲しいけ

れども、そして中学生になったら、ぜひミーティ

ングした中で点呼、朝はおはようございますでな

くてグッド・モーニングでいいのです。廊下で会

っても、人とぶつかったら済みません、エクスキ

ューズ・ミーとかいろいろなこと、そういうのを

数をふやすことによって、中学生になっていくと

勉強する機会が絶対ふえるのです。そして、褒め

てあげて、人間は褒めることが一番。欠点ばかり

言ったら進歩しないと思います。日本人は欠点を

言うから。私も日本人ですけれども、そうではな

い、海外は。人格をスキルアップするにはどうす

るかということになっていくわけ。全てが教育な

のです。物がなくても、教育で自分はこういうこ

とを将来目的に持っていると。海外行ってみたい

とか、そういう人材の育成をぜひしてほしいし、

英語の時間、中学生の場合やっぱり点呼は英語で

してほしい。初め戸惑うと思う。そして、大学行

ったり、中学校で高校行ったりなんかするとそれ

がしみついてしまうから。そうすると、英語に対

する反応が違ってくると思うのです。 

 まだいろいろなことあるけれども、その点につ

いて今教育長どう考えるか。今聞いた中でやって

いなかったらやっていないでいいのですけれど

も、これから自分としては英語の授業については、

余市の生徒については英語に、３年、５年かかる

かもしれないけれども、堪能になって、本当に元

気が出て、自分の考えていることが正しく、間違

ってもいい、発表できるとか話をできるとか、そ

ういう人材育成に私は力を入れていただきたい、

そう思っているのですけれども、中学生のこと違

うこともまたちょっと提案もしますけれども、２

つ目についてはどう考えているか教えていただき

たいと思います。 

〇教育長（佐々木 隆君） ７番、近藤議員から

の英語教育に関する再度のご質問でございます。 

 議員のように諸外国をいろいろとごらんになっ

ている方、確かに日本の英語教育というのはもど

かしさがあるかもしれませんが、先ほども議員お

っしゃっていたように、本来は２年後から小学生

におきましては５、６年生が今35こまを倍の70、

そして３年生、４年生が35こま新たにふやすと。
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それをこの管内どこもそうなのですが、ことしか

ら２年前倒しをして、今そこを既に４月から取り

組んでおります。小学生の３年生から本当に簡単

な教材を使いながら、英語にまず親しんでもらっ

て、興味を持ってもらうというところから入りな

がら、ＡＬＴも日本語がしゃべれるＡＬＴを入れ

ながら、担任も一緒になってそのクラスの英語に

興味湧くような授業を今実際に行っております。 

 また、今議員がおっしゃるように当然今の児童

生徒が活躍するだろうと思われる主力となる大体

2050年前後ですか、今2018年ですから、その当時

になりますと人口減少も相まって、恐らくいろい

ろな他の文化やら他の言語やら、あるいはほかの

民族やらそういった方々と協調したり、あるいは

競争する社会におのずと身を置かなければならな

い時代に入ってくるのかなと思います。そうなり

ますと、やはり国もそこは将来を見据えて、コミ

ュニケーション能力を高める英語の授業というも

のに力を今入れてきている、そういう状況でござ

いまして、私どもも、どこの市町村教委もそうい

ったものを捉まえながら小学校３年生からの英語

教育を始め、文法的なことの当然勉強というのも

大事なのですけれども、まずコミュニケーション

能力を高めていくというのが今の主力となってい

るような授業形態となっております。 

 ですから、主要な教科の勉強もこれは当然大事

なことなのですけれども、英語に限って言えば今

そのような状況の中で小学校、そして中学校もＡ

ＬＴを入れながら、学習支援も英語が堪能な先生

もおりますし、教科担任もあわせていろいろな工

夫の中で授業に取り組んで、議員が心配していら

っしゃるように、私が見る限りは興味を持って授

業に臨んでいるのかなと、そんなふうに思ってお

りますし、これからも英語教育の充実というもの

についてはいろいろと工夫をしながら、学校現場

とも相談をしながら取り組みを進めていきたいな

と、そんなふうに思ってございます。 

〇７番（近藤徹哉君） ひとつそういうことで、

教育長、人材育成ということで、余市の発展のた

めに何が必要かということで、まず言葉がしゃべ

れないと話にならないから、その辺に力を入れて

いただきたいと思います。 

 それと、もう一つ、中学生でもいいのですけれ

ども、今から2020年、東京オリンピックでしょう。

そして、余市に住んでいる人で、奥さんたちとか

そういうので英語が堪能な人たくさんいると思う

のです。恐らく名簿はあるはずなのです、国際交

流推進協議会の中で。そして、１カ月にこれから

２回でも３回でもちょっと簡単な中学生の人たち

と会話できるような機会を設けていただきたい。

せっかくそういう知識持っている人がしゃべる機

会が余市の場合少ないと思う。それを生徒と会話

することによって、人と接することによって中学

生も力がついてくると。僕しゃべったのが通じた

と、まだ勉強しないとならないなと、そういう自

分でやる意欲を起こさせるにはどうしたらいいか

というのを、教育委員会ですから、そうするとそ

の生徒に対して生の体で接して、引き立ててあげ

るということが今非常に欠けていると思います。

学校の先生たち機械的にやっているだけで、愛情

とか褒めてくれるとか、いろいろなことやってい

るのだけれども、もっともっとしないと一過性に

終わってしまうなと思っている。そして、ボラン

ティアの登録している余市に住んでいる奥さんた

ちとか英語の堪能な人との話し合い、英語で話し

合いできるような機会を教育委員会で持っていた

だきたい。そうすることによってどうなるかとい

うことなのです。やっぱり通じたとかなったらう

れしいのです、生徒は。もっと勉強してしゃべれ

るようにして、そしてオリンピックのときに10人

なり、15人なり余市から派遣できるようにしてい

ただきたい。海外から人がたくさん来るでしょう。

そうすると、余市の観光関係もそういう子供たち

が、子供と言ったら失礼だけれども、中学生にな
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ると話をしたりする中で、やっぱりドイツ人でも

フランス人でもみんないろいろなことやっていた

だくとサンキューと必ず言いますから。日本人な

かなか言えない、そういうの。そういうのを経験

させて、そしてふるさとの余市の産物とか少しず

つ覚えていたらそういうときに話ししたら、そう

したら余市に行ってみるかなという人、まちおこ

しにもなると思う。そういうことを初めから考え

たらまずいけれども、今ニッカウヰスキーも10万

人弱来ているのです、ウイスキーで。もったいな

い。余市来ても、飲食店、食べ物、英語しゃべれ

るところが非常に少ないのです。私も余市にいた

りなんかしたら電話来て、ちょっと店へ来てと、

外国人来たからといって簡単なことだけしゃべる

のだけれども、そんなぺらぺらしゃべれないけれ

ども、やっぱりその辺つくづく感じ取っています。

それで、余市の町歩いたりしたときなんか聞いた

りしても、簡単な話ができるような人の人材育成

を今からでも間に合うのです。そういうことに力

を入れてほしい。 

 これからあと５年もしないうちに、２年か３年

で英語できない例えば就職は半分ぐらいだめにな

るかもしれないのです。優秀なところは、海外に

支店をどんどん会社からも出しますから。英語で

きる人を優先しますから。ソフトバンクから全部

そうです。ユニクロもそうですし、いろいろなと

ころどんどんふえています。そういう人材を育成、

小中学生に育成と将来の目的を持った中でやって

いただきたいし、そしてこの５カ町村の中では赤

井川は中学生から５人なり、10人以下ですけれど

も、１週間の海外旅行をさせているのです、ホー

ムステイで。オーストラリアのクイーンズランド

州でやっています。もう10年以上たつのでないで

すか。５カ町村で赤井川だけです。すごいなと思

って。そういう投資は、人材育成の投資は必ず戻

ってきますから。物を買ったり、売ったりでない

から。これは目に見えないけれども、目がぎんぎ

らぎんして、すごいなと。虎視たんたんでないけ

れども、すごくマナーもいいしというような生徒

を育てていただきたい。そういうことなのです。

それで、くどいようですけれども、英語のできる

人と必ず実行していただきたいのは中学生との英

会話でやっていただきたい。 

 ちょっと蛇足になりますけれども、北大の英語

の入試試験あるでしょう。シドニー大学出た人

10人くらい私使ったり、余市に連れてきたのです

けれども、わからないと。単語を入れて、そっち

に入れたり、これは社会では通用しませんよと言

われました。ミスター徹哉、全然通用しないと。

会話ができないと話にならない。文学やっている

人とかそんなのならいいよと。こんなことやった

っていつまでたっても英語なんかしゃべれないよ

と言われました。いろいろな経験していますけれ

ども、私が言うことが全てでないけれども、ただ

子供たちに夢と希望を持たせてやってほしい。 

 それと、あるところは、脱線しますけれども、

幼稚園でも余市でもどこかでやっているはずだ。

簡単な英語。教えているところがあるのです。ち

ょっと調べてやってください。すごいなと思いま

した。どうかひとつそういうことに力を入れて、

１年したら相当変わりますから。子供の英語に対

する捉え方、感受性、外国人来てもおじけづかな

い、そういう日本人を一人でも多く育成していた

だきたいと、そういうことなのです。お金をやっ

たって、使ったらなくなるから。学問は、使って

も使っても減らないのです。それで、相手に喜ば

れるのです。そういうことに力を入れていただき

たいなと思っているのです。 

 教育長は、いろいろなところ見て歩いているか

ら、教育長の双肩にかかっておりますので、在籍

中はすごく見る見る変わりましたと、そういうよ

うなことになっていただきたいというのが私の願

望なのです。子供たちの育成に対して、余市の教

育委員会の皆さんそれぞれの人みんな優秀ですか
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ら、そういうことに力入れていいただきたいと。

最後には皆さん公務員ですから、公僕は何のこと

かというと町民の皆さんの幸せを願って働いてい

るはずなのです。だから、いろいろな形の中で喜

ばれることをどうしたらいいかと、そういうこと

に意を尽くしていただきたいと思います。 

 まとめとして、くどいようですけれども、国際

交流協議会の方の英語のできる奥さんたちとか、

男性でもいいのです。その人たちと中学生の生徒、

英語、わからなくてもわかってもいいけれども、

まずそういう会話で討論できるような機会をぜひ

設定していただきたいし、それとくどいようです

けれども、小学生に対してもチェックして、理解

度、どの程度なったかということちょっと把握し

て、難しいことを論文書けとかでなくて、今どう

ですかとか、そういうようなことをやることによ

って、インタレストというか、興味を持たせるよ

うな教育委員会の政策を打ち出していただいた

ら、余市は人口減っているけれども、まだまだ脈

はたくさんあります。意欲があるかどうかしかな

いでしょう。お金ではないと思う。そういう生徒

を１人ずつふやすことによって伸びると思う。外

国人といろいろな商売でも何でもそうだけれど

も、話をすることによって違います。通訳通さな

くても簡単なことならしゃべれるとか、政治家も

一歩下がってもいいのです。そういうまちづくり

に意を尽くして力を入れていただきたいと。トー

タルでは何とか語学に対する人材育成に意を尽く

していただきたいと、そういうことです。 

 以上です。教育長、何かあったら自分の考えど

んどんしゃべってください。お願いします。 

〇教育長（佐々木 隆君） ７番、近藤議員の再

度のご質問といいますか、いろいろなご提言もい

ただいた中で、ちょっと答弁にならないかもしれ

ませんけれども、お答え申し上げたいと思います。 

 小学生から昨年までは５年生、６年生が取り組

んできておりますけれども、私ども調査はしてお

りませんでしたけれども、文科省のほうで24年に、

23年度から５、６年生の35こまの教育といいます

か、授業を行っておりますけれども、24年度に調

査した段階で約７割以上の子供たちが楽しいとい

う、そういう結果が出ているような状況です。恐

らく今は、子供たちは本当に和気あいあいに興味

を持つような授業風景だというふうに思います。 

 また、中学校におきましてもＡＬＴが入りなが

ら、教科担任とほとんど英語の会話です。それに

は学習の度合いによってはいろいろな生徒がいる

わけですから、そこはたまに日本語も入れてつな

いだりとかということもありますが、ほとんどが

英語で学習をしてやる。そして、グループで討論

をする。テーマを決めて、お互いに発表したりと。

ですから、人前で恥ずかしいだとかそういう感覚

は、私たちの時代とは違って今は一変しているの

かなと、そんな授業風景に私は感じております。 

 そして、国が目指すのは、大体小学校卒業時点

では簡単な英会話ができる程度の形に持っていこ

うと。中学校に行って、いろいろと英語検定の資

格を取ったりだとか、要はコミュニケーション能

力を高める授業にしましょうとか、今近藤議員お

っしゃるように企業も国際共通語の英語を重視し

ておりますし、2020年度から大学入試においても

英語検定の資格を持っていなければ、あるいは英

語検定の資格があることによって加点をするだと

か、そういった一部大学も出てくるというような

状況にもなってこようかと思います。そういった

部分を見据えますと、やはり今国が進めている部

分もあり、各市町村で英語教育のコミュニケーシ

ョン能力の向上という部分は一生懸命私どもも取

り組んでまいりたいと思っております。 

 また、先ほども議員からおっしゃられましたよ

うにボランティア的な方々の活用という意味で

は、町内には、調べてはおりませんけれども、英

語に堪能な方、確かにいらっしゃるかと思います

けれども、そういった方々が教育現場で子供たち
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と一緒に授業に参加できるのかどうかという部分

も学校といろいろと協議をしながら進めていく上

でそういうことを検討してまいりたいと考えてご

ざいますので、ご理解をいただきたいと思います。 

〇議長（中井寿夫君） 近藤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20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１２分 
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