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平成２６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 
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  財 政 課 長  山 本 金 五 

  税  務  課  長  秋 元 直 人 

  総 務 部 参 事  干 場 隆 利 

  民 生 部 長  澤 谷 栄 治 
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  社 会 教 育 課 長  松 井 正 光 

  監 査 委 員 事 務 局 長  澤 辺 成 徳 

〇事務局職員出席者            
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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26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。 

 なお、小林選挙管理委員会事務局長は選挙事務

のため自席待機について申し出があり、これを許

可しましたことをご報告申し上げます。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第１、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18番、吉田議員の発言

を許します。 

〇18番（吉田浩一君） 本定例会開催に当たりま

して、さきに通告の２件について一般質問を行い

ます。教育長、町長におかれましては、答弁のほ

うよろしくお願いいたします。 

 １点目であります。開運文化財めぐりについて

を質問いたします。教育委員会では、ここ数年開

運文化財めぐりを９月の第２土、日曜日に開催し

ております。余市神社をスタートして幸田露伴の

碑、福原漁場、旧下ヨイチ運上家、三吉神社と移

動距離4.5キロを移動、各所でスタンプを押してゴ

ールをすれば教育委員会側としてはめぐったこと

の証明書と昔に発行された絵はがきのレプリカが

渡され、またこのときに企画される一つの理由と

して三吉神社例大祭にあわせて実施されていま

す。 

 さて、この文化財めぐりのスタートは、平成17年

にインターネット上で限られたうわさとして発信

されており、余市神社をスタートして５カ所を回

ったところよい願い事がかなったという事項につ

いてより具体的に回り方をネット上に掲載した。

そして、当時開設されていたｉセンターの職員に

よってより具体化され、その職員の方によってス

タンプ用紙の作成がされ、現在に至っております。

教育委員会では、文化財めぐりとしていますが、

スタンプ用紙にはよい願いがかなう町とあり、一

般的には幸福めぐりと呼ばれており、平成19年に

はＪＲが企画したヘルシーウオーキングのコース

となり、また「よいち夢あるき」というＣＤを発

売された方もおります。 

 さて、ことしは「マッサン」の関係もあり、余

市関係の事項が多く雑誌に掲載され、その中には

この幸福めぐりも掲載されておりました。その関

係もあると推測されますが、11月最終日曜日に余

市神社に行ったところ１時間余りの中で３組の方

が参拝しており、幸福めぐりをしていることが理

解されました。 

 さて、教育委員会の企画では幸福めぐりと同じ

コースとなっておりますが、ことしの企画でも企

画に参加されている方がおりましたが、どうやっ

て行くのという質問がされており、文化財施設の

職員の方が説明をされておりましたが、回ってい

る方が持っているのはスタンプ用紙だけであっ

て、その用紙には場所の住所、地図は掲載されて

いないことから、次はどう行くのという質問とな

っているのだろうと見ておりました。また、各文

化財施設におられる職員は、臨時職員、またはボ

ランティア説明員ということで、場所を聞かれる
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ことは本来の職務とは違うということとなってし

まいます。以下、質問いたします。 

 過去５年間でこの企画に参加した人数はそれぞ

れ何名なのか。また、参加された方の住所につい

ては、町内、町外の統計はとっているのか。 

 開運文化財めぐりに使用しているスタンプ用紙

は、誰が印刷をして、誰が補充をしているのか。 

 各地の案内図、また場所の地図については、教

育委員会としてどう考えているのか。 

 冬期間については、文化財施設は閉鎖予定とな

っていますが、幸福めぐりについてはどうしよう

と考えているのか 

 ２点目であります。町営住宅山田団地のトイレ

について質問いたします。過去においてこの問題

は、多数の議員から提出されております。その要

旨、また住民の声としてもトイレの問題を解決し

てほしいとの内容となっています。この問題の解

決策としては、公共下水道の導入が求められてお

りますが、用途地域の問題がネックとなり、町側

としても状況は理解しているものの着手の見込み

が立たないとの答弁が繰り返されております。町

としてこの地域における下水道を導入する考え方

はどうなのか。 

 次に、現状の打開策として、化学便槽を使用し

ているので、強い薬剤は使用しないでほしいとの

ことでしたが、通常の利用時においてはそれでも

よいのでしょうが、くみ取り式ということでくみ

取りをした場合室内ににおいが蔓延し、そのにお

いがなかなかとれない、また現在のくみ取り方式

としては要望のあったところのみということで、

隣がくみ取りをした場合にもにおいが流れ込んで

くるということとなって、住環境としては極めて

よろしくない現状となっております。現時点で便

槽に臭気抜きは設置されているのか。設置されて

いないとするならば臭気抜きを設置する考え方は

ないのか。 

 以上、２点よろしくお願いいたします。 

〇町長（嶋  保君） 18番、吉田議員の町営住

宅山田団地のトイレについてのご質問にご答弁申

し上げます。 

 なお、開運文化財めぐりにつきましては、教育

長より答弁を申し上げます。 

 山田団地の地域については、余市町公共下水道

全体計画の区域には含まれておりますが、都市計

画用途地域の白地地域であり、下水道認可区域と

なっていないことから公共下水道事業としての整

備は困難な状況にあります。また、下水道認可区

域の拡大等についても基本となる都市計画用途地

域の新たな拡大は難しい状況にあり、山田団地が

認可区域に隣接する区域であることから、事業の

可能性についてこれまで北海道と協議を行ってき

たところですが、事業化は極めて難しい状況とな

っております。今後は、公共下水道事業とは別の

事業による整備について検討が必要と考えており

ますので、ご理解を願いたいと存じます。 

 次に、町営住宅における便槽の臭気抜きに関す

るご質問でございますが、昭和50年代以降の町営

住宅の便槽については、ご質問にもありますよう

に化学式便槽を使用しており、バクテリアの分解

作用で臭気を抑える方式となっているため臭気抜

きは設置されておりません。また、近年では数回

入居者から臭気が発生するとの話をお聞きしてお

りますが、その際にはトイレに強力な消臭剤や殺

虫剤等を多く使用された場合し尿の分解を低下さ

せ、臭気が発生するため留意していただくよう説

明させていただいているところでございます。 

 しかしながら、ご質問にありますとおり、くみ

取りを行った際には一時的に臭気が発生すること

もあり、こうした臭気の発生による住環境への影

響を低減する必要があるものと認識しており、現

在策定作業を進めております公営住宅等長寿命化

計画による各団地の位置づけ等を勘案し、計画的

な修繕や改修等の中で浄化槽の設置等による改善

策を含め、良好な住環境の確保に向けた対策を行
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ってまいりたいと考えてございますので、ご理解

をお願いいたします。 

〇教育長（中村寿仁君） 18番、吉田議員のご質

問の開運文化財めぐりについてご答弁申し上げま

す。 

 教育委員会が実施しております開運文化財めぐ

りにつきましては、期間を限定し、文化財の周知

と普及を図ることを目的として実施している事業

でございます。最初に、教育委員会が独自に実施

した過去５年間の事業の参加人数についてでござ

いますが、平成22年度は実施しておりませんが、

平成23年度には55人、平成24年度には47人、平成

25年度は台風の影響もあり、10人の参加となり、

平成26年度は61人で、合計173人の方々に参加して

いただいておりますが、これまで参加者の住所や

町内、町外の統計はとっておりません。 

 次に、開運文化財めぐりに使用しているスタン

プ用紙の印刷、補充についてのご質問でございま

すが、スタンプ用紙につきましては余市神社にお

いて印刷され、ご提供をいただき、観光協会とｉ

センター、さらに文化財施設につきましては福原

漁場に設置しております。 

 次に、案内図についてのご質問ですが、余市神

社で作成し、配置しておりますし、観光協会とｉ

センターにはよい願いが叶う町が掲載されたよい

ち観光マップを配置しているとのことでございま

す。教育委員会としましては、独自に制作しまし

た地図を福原漁場と運上家に配置し、希望者に対

し地図を配付し、案内をさせているところでござ

います。今後につきましては、文化財施設を見学

される町外の方に対してのよりわかりやすい案内

図の作成や案内の方法について検討してまいりま

す。 

 次に、冬期間の対応についてでございますが、

町内の文化財施設につきましては、平成19年度か

ら冬期間の閉館をしている状況でありますので、

開運文化財めぐりの事業の実施予定はありません

し、冬期間における地図などの配付や案内につき

ましては文化財施設においては現状では難しいも

のと考えておりますので、ご理解を賜ります。 

〇18番（吉田浩一君） まず、トイレのほうなの

ですけれども、下水道については全体計画には入

っているけれども、白地地域だし、北海道も協議

しているけれども、なかなかその認可はおりない

だろうと、そういう答弁でした。別な考え方、計

画が必要でないかということで、ではその別な計

画というのは現在策定計画をつくって、浄化槽に

したいというような考え方です。答弁としては今

までと何ら変わりないというふうに思っているの

ですけれども、では町長、この策定計画というの

はいつぐらいに完成するのですか。策定計画がい

つまでにできるのかというのもあるでしょうし、

当然順番にやっていくということなのですよね。

であれば、何カ所下水道の地域から外れている町

営住宅があるかわからないのだけれども、それこ

そできるといったら何年も先の話ではないのかな

というふうに思うのです。 

 なおかつ現状では、寄せられている苦情として

はにおいがきついよとかというときは、要するに

利用者側の扱いが問題があったから、そういうに

おいが発生しているのだというような答弁だった

と思うのですけれども、それはそれとして理解で

きます。ただ、今一番問題になっているのは、や

はりくみ取りをしたときのにおいなのです、一番

強烈に出るのが。ですから、そこの部分は通告の

質問書に中にも掲載したつもりなのですけれど

も、やはり臭気抜きくらいつけれないですか、町

長。それこそいつ浄化槽がついてなるかわからな

いのだけれども、現実的に一回室内に入った空気

というのは、夏場だったら窓あければいいでしょ

うけれども、冬場は窓あけるというわけにもいか

ないし、それで一回入ったら３日も４日も抜けな

いと。それがまだ自分のところだったらあれでし

ょうけれども、隣のにおいも入ってくるというふ
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うになったら、やっぱりこれは住んでいる人は、

独特のにおいがありますから、それこそそこのと

ころに１時間か２時間いただけでもう頭痛くなっ

てくるというのが現状ではないのでしょうか。 

 聞いた話なのですけれども、各団地の住宅の便

槽というのは相当深いのですって。ですから、深

いということはそれだけ量もためれるということ

なのでしょうけれども、結局その分だけにおいも

強烈になってくるということだと思うのです。で

すから、町長の言われることは答弁としてはわか

ります。これから浄化槽でもしようかなというこ

となのだけれども、とりあえず便槽に直接臭気抜

きだとかつけるということをしていかなかった

ら、やっぱり住まわれている方が大変ではないか

なと思うのだけれども、この辺再度答弁をいただ

きたいと思います。 

 次の教育長のほうなのですけれども、用紙は余

市神社で提供してもらっていると。この地図は、

福原漁場だとか何カ所かに置いているよというこ

となのだけれども、スタートのところに置いてい

るわけではないですよね。そのほかｉセンターだ

とか各観光協会だとかその辺に地図は置いていま

すよといったって、スタートするところに地図な

かったらだめなのではないですか。私はそう思う

のだけれども。 

 現実的に文化財めぐりの参加者が多いのか、少

ないのかというのは、ちょっと何とも言えない話

なのだけれども、これはあくまでも２日間の要す

るに文化財めぐりということでポスターを張っ

て、２日間やっているだけでこれだけの人が訪れ

ているということで、ことしであれば１日30人ず

つ来たと、単純に２日やったのですから。これが

多いのか、少ないのかというのは、非常に微妙な

ところなのだろうけれども、決して少なくない数

字だと思うのです。全部が全部ではないですけれ

ども、特に福原漁場だとか運上家については、全

員ではないのでしょうけれども、入館料を払って

いる人もいると思うのです。だから、皆さんどう

いうことが目的で来ているかというのは、さまざ

まな目的があるのでしょうけれども、やはり比較

的多いのは宝くじに当たりたいということもある

ようです。であれば、入館料のそれぐらいの出費

というのは必要最低限の経費ではないのかなと思

うのだけれども、現実的にこの前余市神社の宮司

とちょっと話したら、神社のほうにはことしの

10月か11月に宝くじが当たりましたというお礼の

手紙が来たそうです。その紙見せてもらったので

すけれども、その当たり券もそんなに高額ではな

いですけれども、やっぱりおっというような、ち

ょっとおっというような、こんなに当たったのだ

というような金額の当たり券のようでした。だか

ら、かなり来ている人が多いものですから、それ

で現実的にそういうふうになっているといえばま

た当然その人方は来るのでしょうし、そういう中

でそういううわさというのはやはりどんどん、ど

んどん広がっていく。悪いうわさも広がるのでし

ょうけれども、いいうわさも広がるということで、

用紙のほうは神社のほうに提供してもらっている

ということであれば、せめて神社のほうに協力を

お願いして地図なりなんなりもあわせて置いても

らうだとか、そういうふうにしておかなければ、

結局神社も人がいない、いないときも結構ありま

すから、それで幸田露伴の碑もいないし、人がい

るとすれば最初は福原漁場ということになるのだ

けれども、福原漁場の人だって本来道案内が仕事

ではないはずですから、これは。だから、そうい

うところで本来の業務というのがおろそかになる

ということがあれば、やはり最初からそういうと

ころをちゃんと企画してやるべきではないのかな

と、私はそういうふうに思うのです。 

 今「マッサン」がこういうふうに非常に人気が

出て、いろいろな人がたくさん来ているというこ

とで、そういう関係があってきのうはきのうで宇

宙記念館冬期間もやりますということであれば、
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逆に文化財施設は冬期間は閉館せざるを得ないと

いうのは、これはやむを得ない話です。特にああ

いう野外で、建物も昔の建物ですから、そこにそ

ういう人を置いておくというわけにもいかぬでし

ょうから。であれば、宇宙記念館があくのであれ

ばそっちのほうにちょっと移動、間借りするとい

う言い方が正しいのかどうかわからないけれど

も、そういうふうにやってもらうとかという手法

もあるのではないかなと思うのです。もちろんそ

れは教育委員会と商工観光課のほうと所管が全然

違うよと言えばそれきりな話なのでしょうけれど

も、現実的にはそうやって人が来ている、なおか

ついろいろな雑誌にそれが掲載されていると。必

ず「マッサン」とセットになっているのです。「マ

ッサン」のほうは、来年の３月までの放送でしょ

うから、だからその辺ちょっと教育委員会でも考

えるべきではないかなと思うのだけれども、その

辺の考え方を再度お伺いしたいなと思います。 

〇町長（嶋  保君） 18番、吉田議員からの再

度のご質問に答弁申し上げます。 

 今までも何度かこの山田団地の水洗化の部分ご

質問等もいただいてございます。私どももその重

要性というものは認識しているところでございま

して、まず第１点目の公営住宅等の長寿命化計画、

これは今年度中に策定をいたします。その中でこ

の各団地の位置づけ等を勘案して、計画的な設置、

整備等を進めてまいりたいというふうに考えてご

ざいます。そして、今までと同じような答弁だと

申されましたが、文言では同じような答弁でござ

いますが、そういった中では本年度で長寿命化計

画ができ上がるという中で長期の見直しもござい

ます。そういった中で、今総合計画の中期計画の

中でこの山田団地の浄化槽等の整備についてもこ

れは具体的にお示しをしたいというふうに思って

ございます。 

 そういった中で臭気抜きのお話もございまし

た。臭気抜きにつきましてもいろいろ内部でも検

討いたしましたが、くみ取り等の中での臭気の部

分というのは全体にいって、トイレだけの問題で

もないという部分もございます。しかし、試験等

の中ではそういったことをするのもやぶさかでは

ございませんが、まず今年度の策定となる長寿命

化計画と、この中で位置づけをして、中期計画の

中でこの山田団地の浄化槽等の整備についてはお

示しをしたいというふうに考えてございます。 

〇教育長（中村寿仁君） 18番、吉田議員のご質

問にご答弁申し上げます。 

 まず、地図の関係でございます。ご指摘のとお

り、私たちのほうでは福原漁場、運上家に置いて

いるということで、最初から参加される方は余市

神社行って、水産試験場にある幸田露伴の碑とい

うことですから、その時点ではわからないという

ことでございます。私どもとしても、先ほど言い

ましたようにおかげさまでそういう形の中で余市

町の文化財施設をめぐっていただくということ

は、大変よいことだと思っております。そういう

意味ではわかりやすい地図を今後つくりたいと思

いますし、余市神社にお願いして、その地図を置

かせていただくということについては前向きに検

討させていただきたいと思っております。 

 また、冬期間の部分でございます。冬期間文化

財施設をあけていないということで、まず福原漁

場なり、運上家につきましては人間がいないもの

ですから、そこでスタンプを押すということはち

ょっと難しい部分があろうかと思います。それと

あわせまして水産試験場の横にあります幸田露伴

の碑ですけれども、冬期間雪に閉ざされていると

いうことで、あの駐車場のところから見ることは

できるのかなとは思いますけれども、その前の除

雪なりなんなり、スタンプを押すことも含めてそ

れはちょっと難しいのかなと。ただ、こういうこ

とがありますということで、宇宙記念館さんなり

に地図でありますとか、その由来的な部分のパン

フレットみたいなものは置くことは可能ですけれ
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ども、めぐって歩いてスタンプを押すという部分

についてはちょっと今は難しいのかなというふう

には思っております。 

〇18番（吉田浩一君） まず、町長のほうなので

すけれども、本年度中に長期計画の中期見直しの

中でその位置づけをしたいと、その答弁はわかり

ました。だけれども、現実的にそこに住まわれて

いる人は、やはりそれを何とかしてほしいという

強い要望というのは、これは常に区会の中からも

そうやって意見寄せられますし、町政懇談会にも

それは毎回何とかしてほしいというのは山田区会

のほうから出ていなかったですか。出ているはず

です。だから、それだけそこを何とかしてほしい

という切実な要望があるのですから、いつそれが

できるのか、完成するのか。浄化槽をつけたから

といったって、１年ぐらいで全部終わるのですか。

終わらないと思います、あれだけの棟数あったら。

だから、そういう面も含めて現実的にはいつでき

るのだかわからないのであれば、やはり最初に臭

気抜きくらいつければ何とかその間は少しはよく

なるのでないかなと思うのだけれども、だからそ

この臭気抜きということを先行させてやっていた

だきたいなと思うのだけれども、町長の考え方再

度もう一回お伺いいたします。 

 教育長のほうです。宇宙記念館にスタンプを置

くのは難しいのではないかというのであれば、逆

に文化財施設だということであれば水産博物館に

置いたらどうですか、逆にそこのところで。水産

博物館に各神社のご神体を持ってくるという言い

方が正しいかどうかわからないのだけれども、そ

このところに形だけの何か３つくらいそうやって

手づくりにして、そこのところで全部押せますよ

みたいな形にしたら、逆に冬期間はそこで全部押

せますよというふうにしたらいいのではないで

す。そういう柔軟な発想を持ってやってもらわな

いと、ましてこれは「マッサン」と一緒に人が来

るのですから。この時期逃してしまったらそれが

だめになってしまう。だめになるということはな

いけれども、やはり今人気のあるところにそうい

うのを当てなければならないというのがあるでは

ないですか。逆にそれを宇宙記念館がだめなので

あれば、教育委員会の職員の方で手先器用な方も

多いのでしょうから、さっき言ったように水産博

物館でそういうのを置いていますよと、そこでス

タンプを押せますよと言えば、300円払って入って

くださいと言えばそれはそれでいいのではないで

すか。私はそう思うのですけれども。その辺をち

ょっと検討していただけないかなと思いますし、

これも検討するというのであれば答弁だけになっ

てしまうのですけれども、何といったって期間は

来年、その冬の期間をどうするのかという問題で

すし、特に来年の３月までが勝負ですから、何と

か実行に移していただきたいなということを熱望

して、熱望と答弁をお願いいたします。 

〇町長（嶋  保君） 18番、吉田議員の再度の

ご質問に答弁申し上げます。 

 ご指摘のとおり、山田区会のほうからも平成

25年度もこの要望上がってきております。トイレ

の臭気対策という形の換気ファンなどがないとい

う形の中での要望が上がってきております。 

 先ほどもご答弁いたしましたが、長寿命化計画

等を今年度策定いたしまして、そして総合計画の

中期計画の中でお示しをしたいと。このような団

地が３団地ございますが、やはりいろいろな今ま

での要望等の部分も踏まえまして、山田団地をま

ず最初にやっていこうという形の中での内部では

協議をしてございます。そういった中で、しかし

おっしゃるとおり単年度ですぐできるという問題

でもございませんし、沢町団地が水洗化対策しま

したが、それ以上に浄化槽等の部分の事業費もか

かる部分ございますので、年次計画という形にな

ってまいります。ご指摘もございましたようにす

ぐにできるものでもございませんので、先ほど来

ご提言もございました臭気抜き等、私どもも技術
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的には今の段階では余り効果がないのかなという

ふうな部分もしてございますが、それはいま一度

現場に出向きまして、そういった試験等も含めま

して手戻りにならないように、臭気抜きをつけた

けれども、余り効果がなくて、やはり浄化槽まで

待たなければならなかったというようなことがな

いように、そのあたりの調査、試験等も含めてそ

れらも対応しながら、浄化槽の整備に当たってま

いりたいと、そのように考えてございます。 

〇教育長（中村寿仁君） 18番、吉田議員の再度

のご質問にご答弁申し上げます。 

 議員おっしゃられるとおりに「マッサン」効果

をいかに活用して、余市に来られる方、そういう

幸運めぐりというのですか、それを何とか体験し

てもらうというおもてなしの気持ちということで

すか、そういうことかと思います。ただ、検討す

ると言ってできなければまたお叱りをこうむりま

すが、ただ現実的に水産博物館に神社なりの部分

を置いて、回ってこないで省略した中でスタンプ

を押すということ自体がいいのか、その部分とし

てのご利益があるのかどうかという部分はあれで

すけれども、現実的に水産博物館に上がるにも年

に何回か厳しい状況になるということで職員も体

験しております。何とかほかの方法でという部分

があればと思うのですけれども、スタンプを押す

ことでというのではなくて、例えば外観から余市

神社なり、三吉神社は参拝することができると思

います。ただ、申しましたように文化財施設につ

きましては外から見ざるを得ないという中ではち

ょっと難しい部分ではございますけれども、検討

はさせていただきたいと思います。 

〇議長（中井寿夫君） 吉田議員の発言が終わり

ました。 

 発言順位２番、議席番号10番、野崎議員の発言

を許します。 

〇10番（野崎奎一君） 第４回定例会開催に当た

り、さきに通告しておりました１問につき答弁の

ほどよろしくお願いいたします。 

 介護予防ポイント制度についてお伺いいたしま

す。我が国では、団塊の世代が後期高齢者となる

2025年に向けて高齢化が一層進展し、ひとり暮ら

し高齢者や高齢者世帯の増加、さらには認知症高

齢者の増加が見込まれます。本町においても高齢

化は進み、2025年の高齢化率は2014年６月末で

34.7％から40.9％になることが予想されておりま

す。言うまでもなく元気な高齢者をふやし、家族

の介護負担を減らす介護予防の普及は喫緊の課題

です。地域の実情に合った介護予防事業を整備し、

多様な医療、介護、生活支援サービスなどを適切

に行っていると思いますが、元気な高齢者として

賃金を得るための労働に限らず、ボランティアや

地域活動などを通して社会づくりに貢献している

方も多数いるのではないでしょうか。 

 今元気な高齢者がボランティアなどに携わった

活動をポイントとして蓄積し、介護保険サービス

利用時や健康増進の取り組みなどに充当できるボ

ランティアポイントが既に各地のまちで行われて

いるところがあります。また、介護を必要とせず

健康に暮らす高齢者（例えば３年間介護保険を利

用していない）の自助努力を評価し、ポイントを

付与する（仮称）お元気ポイントの実現に向けて

取り組みを進めていただきたいと思いますが、見

解をお伺いいたします。 

〇町長（嶋  保君） 10番、野崎議員の介護予

防ポイント制についてのご質問に答弁申し上げま

す。 

 ご案内のとおり、本町の65歳以上の高齢者は本

年10月末現在で7,078人となり、高齢化率も35％を

超える状況となっております。このような中で、

現在本町においても第６期の余市町高齢者保健福

祉計画・介護保険事業計画の策定作業を進めてい

るところでありますが、介護が必要になっても住

みなれた地域で暮らし続けることができるように

2025年に向けて介護、医療、予防、住まい、生活
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支援が一体的に提供される地域包括ケアシステム

の構築が重要な課題となっているところでござい

ます。この地域包括ケアシステムにおいては、高

齢者の方々にもボランティアなど社会参加活動を

通じて地域に貢献することによって、高齢者自身

が生きがいを感じながら自立して暮らすことがで

き、さらにみずからの介護予防、健康増進を図る

ことができるよう介護予防事業を推進することが

重要であり、これによって地域で活躍する元気な

高齢者がふえることを期待しているところでござ

います。 

 ご質問にありますポイント制度につきまして

は、全国の自治体においてさまざまな取り組み事

例が報告されておりますが、介護予防への効果の

みならず地域の活性化や住民同士のつながりの強

化といった効果もあるものと考えます。高齢化が

急速に進行する本町において高齢者が住みなれた

地域で自分らしい生活を送ることのできる仕組み

づくりといった観点からも、次期高齢者保健福祉

計画の中で実施を予定しております新しい総合事

業の推進状況などを勘案しながら、本人の健康づ

くりや生きがいづくりにつながる施策の一つとし

て研究、検討してまいりたいと考えておりますの

で、ご理解をいただきたいと存じます。 

〇10番（野崎奎一君） このポイント制につきま

しては、白川議員が以前に質問されたと思うので

す。そのときの答弁として、私もはっきり覚えて

いませんけれども、取り組まないという答弁では

なかったと思いますので、相当熟慮を重ねたので

ないかと思いまして、答弁の真っ先にぜひ明年か

ら実現していくという、そういう答弁がひょっと

したら来るのではないかなと淡い期待もしていた

部分があるのですけれども、ぜひこれはどんどん、

どんどんと言ったら言葉変ですけれども、高齢者

がふえていくわけですけれども、全員が元気な高

齢者であれば問題がないと言ったら変な言い方で

すけれども、町としてもいろいろな制度をとるに

しても楽なわけですけれども、実態はいろいろな

制度に世話にならなければならない方もたくさん

いるのは間違いないと思うのです。 

 だんだん若手の働き手が少なくなる中で、高齢

者の現状でも働いている方もたくさんいますし、

ますますそういう方もふえると思うのですけれど

も、そういう方の働く場というか、全体的に見て

もだんだんふえてきている部分はあると思うので

す。若い人の中で熟練職人として一生懸命頑張っ

ている方もいますし、そういう部分では余市もシ

ルバー人材センターに登録されて、いろいろな作

業に取り組んでいる方もいらっしゃいます。ただ、

若い人と一緒にやっていると、どうしても気持ち

は若くても体がついてこないというのが、私自身

もそうですけれども、現状ではないかと思います。

そういう方に励みとして、いつまでも介護のお世

話にならないで一人でやっていけるという、そう

いう方に希望というか、何かそういう部分でぜひ

これを取り組んでいただきたいなと思うのです。 

 現在高齢者の中に、私も高齢者の仲間に入りま

したので、今までははるか先のことだと思ってい

たのですけれども、仲間になって、やっぱり自分

のことも考えなければならないなという、そうい

う世代の方がだんだんふえてくる中で、安心して

いつまでも元気で暮らしていただくというのがみ

んなの願いではないかなと思うのです。そういう

部分でポイント制、これは非常に大事な部分では

ないかなと思いますので、ぜひ取り組んでいただ

きたいと思うのです。 

 高齢者の方でも現場リタイアされた後、地域社

会とか、それから地域活動、いろいろな場で活躍

されている方がたくさんいると思うのですけれど

も、そういう方もどんどんふえてくる中で一定の

そういう制度もつくっていただきたいなと思うの

です。そういう制度の中で逆に余市の町を売り出

すこともできるのではないかなと思います。退職

になって田舎に住んで自分の好きなことをやって
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いる方は、テレビ等で結構ふえてきていると思う

のです。ただ、全部が全部うまくいっているかど

うかはちょっとあれですけれども、そういう現役

終わって、高齢化になっても希望を持てるような

そういう考えで、もう一度このポイント制度を、

ボランティアポイントについては今までやってい

るところありますので、これは今ぽっとやっても

そんなに注目は引かないと思うのですけれども、

仮称ですけれども、お元気ポイント、一番最初に

やれば目を引くと思います。２番目、３番目にな

ると、そんなに注目にはならないと思いますので、

ぜひ取り組んでいただきたいなと思いますので、

再度お願いいたします。 

〇町長（嶋  保君） 10番、野崎議員からの再

度のご質問に答弁申し上げます。 

 以前もそういう形のご質問あったという部分も

承知してございます。そういった中で、私どもも

プールウオーキング教室等においてもボランティ

アサポーター募集という形の中での部分も現在も

ちろん進めております。そしてまた、いろいろな

運動教室、地域まるごと元気アップ、またふまね

っと教室等のいろいろな教室もやっております。

それをボランティアサポーター等も募集してござ

いますが、大々的にその部分を対外的にもっとも

っとＰＲしながら、これらの教室と連携をしなけ

ればならないというのはおっしゃるとおりだとい

うふうに思ってございます。これらにつきまして

は、介護予防、さらには本人の健康づくり等はも

ちろんのこと、連帯感を生んでくる地域づくりと

いう部分でもこのボランティアサポーターという

活動というのは非常に重要だというふうに思って

おりますし、これからのまちづくりにつきまして

は、やはりそういった方々のお力をかりていかな

ければきめ細かな事業展開というのはできていか

ないというふうに思ってございます。 

 そういった中で、先ほどおっしゃいましたが、

27年度当初からやってくれるというような答弁を

期待もされたようでございますが、27年度中には

このあたりの部分、私もご質問いただいてからい

ろいろな勉強もさせていただきました。近くでは

下川等でもそういった中でもスタートをしてやっ

ておるところでございまして、現在道内でもかな

りの町村がそういった取り組みをされているとい

う部分もございます。そういった中で、来年度中

にいろいろな先進地等も検討させていただきまし

て、若干野崎議員からの部分ではテンポが遅いの

ではないかというお叱りも受けているところでご

ざいますが、ぜひともこれは28年度に向けて何と

かそういった部分で取り組んでいかなければなら

ない部分と。こういった予防等にしっかり力を入

れていかなければならないというふうに思ってご

ざいますので、ご理解をいただきたいというふう

に存じます。 

〇10番（野崎奎一君） 多少前向きに答えが返っ

てきたのかなと思います。もうちょっと前に進ん

でいただければ非常にありがたいのですけれど

も、町長も毎朝「マッサン」見ているかどうかわ

かりませんけれども、けさあたりの「マッサン」

にはちょっと涙がぽろっと出てきましたけれど

も、あの「マッサン」のドラマの中で鴨居商店の

社長さんが言っている口癖というか、あれがあり

ます。やってみなはれと。これを一言担当の部長

さん、課長さんに町長が言っていただければ、も

うあしたからでもできるのではないかなと。あし

たからはちょっと無理かもしれませんけれども、

ぜひこれはなるべく早目に取り組んでいただきた

いなと思います。私もそのポイントがたまるのを

楽しみにしていきたいと思います。このポイント

たまらないうちに逝ってしまったらちょっとやば

いので、そうならないように頑張りたいと。ちょ

っとあれですけれども、でもこれは高齢者の方に

非常に励みになると思いますので、いろいろな難

しい部分もあるかもしれませんけれども、ぜひ一

日も早く取り組んでいただきたいなと思います。
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この高齢化の波は余市の町だけ免れるというわけ

にはいきませんので、全国的にこういう傾向にな

ってきているのは間違いないと思います。いろい

ろな全国的な町村、小さいまち、いろいろなまち

の状況ありますけれども、そういうところから見

ればまだ余市のほうがちょっと恵まれているのか

なという、そういう気もします。今のうちからや

っていけば、そういういろいろな知識を持った方

がまちづくり等にまたいろいろ利用すると言った

ら言葉変ですけれども、利用されることが出てく

るのではないかなと思いますので、何回も聞いて

申しわけありませんけれども、再度もうちょっと

いい答弁をひとつよろしくお願いいたします。 

〇町長（嶋  保君） 10番、野崎議員からの再

度のご質問に答弁申し上げます。 

 おっしゃられるとおり、この部分につきまして

は本人の健康づくり、そして町民全体の介護予防

という観点、そしてまたこれらのボランティアに

よる地域づくり、地域力の強化という部分にもな

ってこようというふうに思ってございます。若干

テンポも遅いというお叱りも受けてございますの

で、スピードアップをさせるような形で、担当課

としてもぜひともこれらに取り組むというような

意気込みで、私のほうからもいま一度担当課にも

もちろんお話もさせていただきます。そういった

中で、ぜひともこれらの部分につきましては取り

組んでいきたいというふうに考えてございます。 

〇議長（中井寿夫君） 野崎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１０時５１分 

再開 午前１１時０５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３番、井議員の発言

を許します。 

〇３番（井 潤君） 平成26年余市町議会第４

回定例会におきまして２点にわたりご質問申し上

げます。 

 １問目、農業の振興策について。本町の農業を

取り巻く環境は、従事者の高齢化と後継者不足に

より、結果として遊休農地がふえております。離

農の原因についてはそれだけではありません。生

産品、特に果樹において消費者離れ、その結果と

しての価格の低迷等も経営を圧迫し、農業に対す

る先行き不安から自分の代での廃業を余儀なくさ

れるとの話も伺っております。しかし、本町では

遊休農地、放棄地を全道一と言われる新規就農者

の皆さんに入植いただき、６次産業に向けた取り

組みも活発に行われているのも実態であります。

ですが、基本は遊休農地をなるべくつくらない、

離農者を極力減少させることが求められていると

考えます。以下、質問いたします。 

 １、農作業受託の第三セクターの設立について。

後継者がいなく、高齢化により農業が続けられず

耕作を放棄している農地を委託者との契約を結び

農作業を行うもので、職員は町職員に準ずること

で雇用の場の創設、農業振興に結びつくと考える

が、町長のご見解をお伺いします。 

 ２、ブドウぐいの購入助成について。 

 ３、農村活性化センターに商品開発の専門員の

配置について。 

 ２問目としまして、不登校の現状と予防につい

てお伺いいたします。少子高齢化が叫ばれ、本町

としても子供の数が減少し、小学校の統廃合、学

級減少が進んでおります。そのような中において

も全国的には不登校の子供たちが増加しつつある

現実は、憂慮すべき実態と言わざるを得ません。

その子供たちが成人したときに本人自体がどのよ

うな環境に置かれるかを思うとき、本人にとって

も、社会的問題として捉えても望ましい姿になっ

ているとは考えがたいのであります。 
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 質問の１問目としまして、本町の小中学校の不

登校の実態についてお尋ねいたします。 

 ２番目、いじめの実態についてお尋ねいたしま

す。いじめが不登校の大きな理由であると言われ

ます。また、いじめられたとか教師からの体罰を

受けたことに起因して子供が自殺したとの報道が

後を絶ちません。本町においても体罰の問題があ

りましたが、その後の現状をお尋ねいたします。 

 ３番目、予防策をお伺いいたします。教育委員

会として不登校対策をどのように考え、学校を指

導しているのかをお尋ねいたします。 

〇町長（嶋  保君） ３番、井議員の農業の

振興策についてのご質問に答弁申し上げます。 

 なお、不登校の現状と予防策につきましては、

教育長より答弁申し上げます。 

 ご質問の１点目の農作業受託の第三セクターの

設立についてでございますが、農業従事者の高齢

化や担い手不足が進む中で、経営体の労力負担軽

減や機械、施設投資の抑制などによる経営の安定

化を図るため、道内各地に農産物の収穫や耕起等

の農作業の請負等を行う組織が活動しておりま

す。しかし、その多くは空知、上川、根室といっ

た稲作、畑作地帯及び酪農地帯に集中しており、

後志、特に本町のような果樹地帯では活動実態が

ございませんが、ご質問の農作業受託の第三セク

ターの設立についてはどういった可能性があるの

か関係機関とも協議をいたし、研究させていただ

きたいと存じます。 

 次に、ブドウぐいの購入に対する助成でござい

ますが、各種農業資材費も高騰し、経営を圧迫し

ている中、農業者からブドウぐい等の資材に対す

る補助要望も近年多くなっておりますことから、

ブドウぐいを含めた農業資材に対する助成につい

て検討してまいりたいと存じます。 

 次に、農村活性化センターに商品開発の専門員

を配置する件についてでございますが、現在農村

活性化センターは各種サークルや農協女性部並び

に農家婦人団体等の多くの方々にご利用をいただ

いております。特に農産物を利用した加工品の開

発を支援するため、センター内の調理施設を利用

者の要望等も取り入れながら順次整備を進めてお

ります。新たな商品を開発するためには、このよ

うな拠点となる施設の整備に加え、衛生上の知識

やブランディング等幅広い知識が求められるた

め、各種相談制度の活用や民間からのアドバイス

等も受けながら進めることが大切であると考えて

おり、こうした中現在農産品の加工に取り組まれ

ている生産者と関係機関で組織するよいちフルー

ツグレードアップ研究協議会におきましてフリー

ズドライフルーツの試作や試験販売、ジャムの販

売方法の研究等の取り組みを進めております。 

 専門員の配置につきましては、利用者団体並び

に余市町農村体験交流施設運営委員会とも十分協

議検討させていただきたいと考えてございますの

で、ご理解を願いたいと存じます。 

〇教育長（中村寿仁君） ３番、井議員の不登

校の現状と予防策についてご答弁申し上げます。 

 最初に、本町の小中学校における不登校の実態

についてでございますが、毎年文部科学省で実施

しております児童生徒の問題行動等生徒指導上の

諸問題に関する調査において報告しております不

登校者数は、平成25年度末時点で小学校６人、中

学校８人、合計14人となっております。不登校と

なった要因といたしましては、いじめを除く友人

関係をめぐる問題、親子関係をめぐる問題、無気

力、不安など情緒的混乱などとなっております。 

 次に、いじめの実態についてでございますが、

同じく文部科学省による調査において報告してお

ります内容に基づいてお答えいたします。平成

25年度末時点におけるいじめの件数といたしまし

ては、小学校はゼロ件で、中学校におきましては

２件となっておりますが、現在はその２件ともい

じめ問題は解消しております。また、いじめの対

応といたしましては、冷やかしやからかい、悪口
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や嫌なことを言われる、パソコンや携帯電話など

通信機器を利用した誹謗中傷などとなっていると

ころでございます。 

 また、本町で発生しました体罰問題につきまし

ては、平成26年５月28日付で和解が成立したとこ

ろでありますが、教育委員会といたしましては今

後このような事態が起きることのないよう教職員

等への指導を徹底したところでございます。 

 次に、予防策についてでございますが、いじめ

は絶対にあってはならないことであり、いじめの

現場である学校において教師が子供たちの小さな

変化を見逃さず、早期発見、早期対応に努めるこ

とが必要であると考えます。各学校では、いじめ

防止基本方針を策定し、研修を行うとともに、児

童生徒が相談しやすい校内体制づくりを進め、保

護者と連携をとりながらいじめ解消に取り組んで

おります。 

 教育委員会といたしましても平成25年９月に施

行された国のいじめ防止対策推進法の趣旨を踏ま

え、いじめ防止対策を総合的かつ効果的に推進す

るため、現在いじめ防止に関する条例の制定に向

け準備を進めているところでございます。 

 不登校に対する予防策についてでございます

が、まず学校として児童生徒が自己の存在感を実

感し、精神的な充実が得られることや児童生徒が

社会性を身につけるきずなづくりの場として魅力

ある学校を目指すことが重要であると考えており

ます。また、教職員としては、安心して通うこと

ができる学校を実現するため、いじめや暴力行為

を許さない学校づくりを行うとともに、問題行動

には毅然として対応し、体罰等の人権侵害は絶対

に許さないという自覚を身につけるよう指導をし

てまいります。さらに、不登校は、初期の段階で

の対応が重要であることから、校内における連絡

調整、児童生徒の状況に関する情報収集を強化し、

学校と家庭、関係機関が連携し、共通する課題意

識のもとで学校への復帰を目指した指導に取り組

んでまいりますので、ご理解を願います。 

〇３番（井 潤君） まず、農業振興の問題か

らなのですけれども、前段の質問でお話しさせて

いただいたように遊休農地がふえて離農者がどん

どん出てきても、今新規就農の新しい人たちにそ

れぞれその一部を担っていただいて、全道で一番

の新規就農の方が余市に入っていただいている

と。その中でも特にワイン特区ということでのワ

インの果樹づくり、そしてワイナリー、そういっ

た形の中で６次産業というのもまた進んでいるの

も事実。余市町議会にも全国から６次産業の関係

で視察に何件かお見えになっている。実態として

はそういうことなのですけれども、ただ、今農家

の方が一番困っている原因というのは、先ほども

町長のほうからもお話あったとおり、後継者不足

だとか、それとか高齢で、そして離農せざるを得

ないとかさまざまなそういった要件、さらには果

樹に関して言いますと価格の低迷だとかいろいろ

なことが起きていると思うのです。町長は、常日

ごろ１次産業の活性化なくして本町のまちづくり

はあり得ないというお話しされるわけですけれど

も、私もそのとおりだと思っています。 

 この１番の第三セクターの設立についての質問

なのですが、これは先ほど町長のほうで上川とか

空知管内だとかと、米農家だとか酪農地帯だとか

というお話事例としていただいているのですけれ

ども、本州にもそういった第三セクターを設立し

て、そして農業は続けたいのだけれども、高齢で

ちょっと動けないとかそういった方ときちんと契

約した中で、そして成果品としてというか、金額、

そういったものの何分の１をその農家の方に払っ

て、そして販売まで全て第三セクターが引き受け

るというような例が随分あります。ですから、私

の言いたいことは、遊休農地、あるいは離農者を

まずつくらないというか、１次産業の活性化にと

ってはまずそれが大事なので、後追いの政策とし

て新規就農というのが埋めてくれるというのも当
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然わかるのですけれども、その前にやはり担い手

不足、あるいは高齢者で先ほど言ったようなそう

いう状況のところにきちんとした体制で農作業の

請負をできるような、そういった第三セクターの

設置というのが今こそ急務でないかなと思ってい

るのです。移住、定住だとか今回の質問にはかか

わりませんけれども、余市町でそういった移住、

定住を促進する。しかし、現地での仕事がないと

かそういった理由からなかなか本町に来たくても

住めないなという、そういう考え方の人もたくさ

んいる中で、１次産業のそういったところでの農

家の方々の不便というか、そういったことを埋め

るためにもきちんとした組織を立ち上げて、そし

て農作業に頑張ってもらうと。アルバイトとかそ

ういった形の中での募集でこれを穴埋めするとい

うよりも、やっぱり本町に来ていただいた方々の

就農の場ということも考えた場合にはきちんとし

た身分で、そして１次産業の活性化に役立つもの

でないかなというふうに考えております。そこの

ところの考え方をもう一度お聞きしたいと思いま

す。 

 ブドウぐいの購入助成ということは、過去にお

いても融雪剤の散布だとか、それとか桜桃の灰星

に対して消石灰の助成、それらも私もお願いして

実施してもらっている経過はあります。６次産業

の中でワイン特区でビンヤードの丘とか、それと

かフォトコンテストだとかいろいろワイン特区と

いう宣伝、そして６次産業という形の中での取り

組みが大きく報道されるたびに、そのワインブド

ウをつくっていた農家の方々はもう30年以上たつ

わけです。そうした中で、今までの努力があって

こそ今こういった町の政策に合った６次産業とい

うものの推進ができるのだろうと。しかし、これ

は30年もたってくると幾ら防腐した支柱といえど

も、その都度、その都度毎年のように何十本も、

あるいは何百本も更新しながら農家の方が頑張っ

ているわけです。その方たちのほとんどが１次産

業です。そうすると、１次産業の方たちに消石灰

だとか今言った融雪剤だとかと同じような形でブ

ドウぐいの支柱、これはワインブドウをつくって

いる方だけにということでは決してなくて、生食

用のブドウも全てワインになったり、いろいろし

ているわけです。これは、余市のほとんどの農家

がブドウの生産というのはしているわけですか

ら、全体的な農業施策になるのでないかなという

ふうに考えるわけです。ですから、この辺は実現

のほうをぜひよろしくお願いしたいと思います。 

 それから、３番目ですけれども、今お聞きした

ところによりますと、民間の婦人部だとかそうい

った方々が設備としては利用してもらって、そし

てその中で民間のいろいろな方のお知恵をかりな

がらやっているのだと。これは、非常にいいこと

だというふうに思うのですけれども、ただ商品化

というか、よく言われるのが余市に来てお土産を

買おうとしても、海の幸、山の幸といいますけれ

ども、これも時期ありますし、作物のとれないと

きに買い物したくても何もないわけです。だから、

それを例えば農家の方の廃果というか、よく言わ

れるのだとリンゴなんかが落ちて、そして商品に

ならないとかいろいろな形あります。野菜にとっ

てもそうです。そういったものをいかに付加価値

かけて商品化するかということについては、なか

なか民間のサークルだとかそういった方々だとつ

くるものについても限りがあるのでないかなとい

う気がするのです。ですから、それを専門の職員

が余市町の職員として採用して、そして販売まで

つながるような、そういった製品開発、これは果

樹に限らずいろいろなこともできるかもしれませ

ん。そういったものの専門員を配置して、そして

そういったサークルあるいは婦人団体、そういっ

た方々に指導しながら、そして余市町としてのブ

ランド品としてのそういった開発をぜひつなげる

ようなことを考えていただきたいなという趣旨で

質問しております。 
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 あと、教育委員会のほうですけれども、先ほど

の教育長のご答弁で大体関係者の皆さんが努力さ

れているというのは十分伝わっているのです。た

だ、先日ちょっと私のところにいじめの問題で電

話がかかってきまして、それはすぐに対応してい

ただいて解決したのです。それは、私が中に入っ

たわけでない。私はアドバイスしただけです。で

すけれども、やっぱりこのいじめというのは余市

町に限らず全国的にどこにでもあるものだし、そ

して不登校というものは、先ほど教育長のほうか

らもお話あったとおり、子供間だとか学校と子供

とかという問題のほかに家庭に起因するところと

いうのが非常に多い。これは、前に私不登校のこ

とで質問したときにもお母さんが朝起きれなく

て、食事の支度ができない。子供も起こしてもら

えない。そうすると、遅刻してしまう。それが３

日、４日続いてしまうと、学校行っても勉強がお

くれてしまう。それで、不登校になってしまうと

いう原因も以前にはあったのです。ですから、こ

れは教育委員会だとか学校だけの問題ではないの

は事実なのですけれども、しかし不登校というこ

とになって、適応指導教室の設置なんかも私も質

問して、継続してほしいということでやってもら

った経緯もありますけれども、やはりまず不登校

の子供を極力減らすというのが基本です。先ほど

不登校は全部で14名ですか、そういう話が出てい

ましたが、これに対して学校側はどういった対応

をしているのか。不登校になった子供たちに対し

てどう対処しているのか。以前同じ質問をしたと

きには黒川小学校の事例で言いましたけれども、

教頭先生が毎日のように子供のところ迎えに行っ

て、先生と一緒に行こうと。なかなか教室には行

けないけれども、保健室の中で対応して、そして

その後学校で普通に教室で授業をできるようにな

ったという事例もありましたので、どのような対

応をしているのかお聞きしたいなと。 

 予防策については、こういう取り組みをしてい

るのだよということで理解はするわけですけれど

も、ただ不登校の原因の中には学校の先生のえこ

ひいきが原因でなってしまっているケースという

のも聞いているのです。例えばえこひいきをする

と。そうすると、えこひいきしてもらっている子

供たちにしてみると何やっても怒られないみたい

な、そんな形の中でのいじめがあったりというの

を聞いていました。ですから、そこら辺の対応は、

きちんと教育委員会として指導してもらいたいな

ということです。 

 それと、今の学校の先生方も本当に仕事が昔と

違ってふえて、いろいろな意味で多忙の中で子供

の意見をなかなか聞けないとか、自分の目でそれ

を確認できないとか、いろいろなことはあるのか

なと思います。ですけれども、今回私が電話で受

けて、こうしたほうがいいのでないのかというア

ドバイスしましたら、担任の先生と教頭先生がす

ぐ来て、そして即対応してくれたと。その後の問

題ですけれども、テストの裏にきょう一日あった

出来事を小さく各自にコメントを書かせて、その

答案用紙を返すときにまた先生もそれぞれのコメ

ントを載せて、先生の考え方も載せて返している

ということで解決したと。ですから、そういった

ことというのはすばらしいことだというふうに理

解しますので、そういったことも含めて教育委員

会として対応策、予防策ぜひ考えていただければ

なと思います。それに対する答弁がありましたら

よろしくお願いいたします。 

〇町長（嶋  保君） ３番、井議員の再度の

ご質問に答弁を申し上げます。 

 まず、遊休農地が増加してきているという部分

につきましては、これは確かでございまして、そ

ういった中で新規就農者、これにつきましては全

道一でないのかなというふうに思ってもございま

す。それは、１つには札幌、小樽に近いという、

消費地に近いという部分ございますし、また道内

にはほとんどない果樹という部分、そしてまたそ



－74－ 

の中でもワイン特区、ワイナリーという部分ござ

います。しかし、近年はまたイチゴやトマト等に

取り組む新規就農者もふえてきているところでご

ざいます。 

 まず、第１点目のご質問でございます。私もお

っしゃられるようにもちろん遊休農地に対する新

規就農等の取り組み、これは必要でございますが、

議員おっしゃるとおり遊休農地をつくらない、既

存の農家がどんどん、どんどん後継者にバトンタ

ッチできるような環境をつくると、これがやはり

一番重要な部分であるというふうにも考えてござ

います。そういった中では農業振興と、おっしゃ

られたように１次産業がよくならなければ余市の

町はなかなか活気が出てこないというのはこれは

事実でございますので、そういった既存の農業者

に対する振興策、そしてまた新規就農者とは別に

後継者に対する取り組みをどうしていくかと、こ

のあたりが余り今までなされてこなかった部分等

もございますので、それらを含めていかに遊休農

地をつくらず、離農をしないような形の施策を打

っていけるかという部分をやはり第一に考えなけ

ればならないというふうに思っております。 

 それとまた、その中で第三セクター等の部分の

ご質問等もございました。これにつきましては、

農業委員会のほうからも労働力補完システムの導

入を検討していただきたいというような建議もい

ただいているところでございます。しかし、この

部分につきましては、酪農地帯、畑作と違って果

樹という部分なので、非常に技術力も要求される

部分でございまして、軽作業につきましては中国

からの外国の研修生等も入っているところでござ

います。そういった中で、最近は中国だけではな

くて、人材確保のために農業者もベトナムのほう

に行っているという方もかなり多いようにも聞い

てございます。そういった中で、この労働力確保

についてどうしていくかという部分、非常に果樹

地帯ということで難しい部分はございますが、高

齢化等の部分もございますので、しっかりとその

あたりも取り組んでいかなければならないという

ふうに思ってございます。そういった中では、例

えば後継者がいない農家の技術を持った方、そう

いった方の活用等いろいろな中での方策があろう

というふうに思ってございます。 

 それと、２点目のブドウぐいの関係、これにつ

きましては先ほど派生的におっしゃられました

が、ワインブドウの関係、今特区という形の中で

いろいろなブームという部分もございますが、私

も議員おっしゃるとおり当初はまだまだワインが

どうなるかという部分もわからない中で果敢にも

リンゴを全て切って、たしか８人衆だったという

ふうに記憶しておりますが、そういった方の努力

の中に今の余市の醸造用ブドウ、そしてワインが

あるという部分は私も議員と同じように認識して

ございます。そういった中で、ワインブドウぐい

等の助成のご質問等もございました。これらにつ

きましては、メーカー等の支給等の部分、いろい

ろメーカー等もまた違ってきている部分もござい

ます。しかし、今資材等の高騰、これらにつきま

しては農業全体が非常に窮屈な部分、苦労されて

いる部分であるというふうに考えてございますの

で、このブドウぐいを含めた農業資材に対する助

成というのはしっかり27年度予算においてこれは

やはり取り組んでいかなければならない部分であ

ろうというふうにも思ってございます。 

 それと、３番目の加工品の開発等の専門員の配

置という部分のお話もいただきました。これにつ

きましては、私も６次産業化を推進させていただ

いて、これは以前は活性化センター自体が本当の

農業者しか使えないというような部分もございま

して、しかしせっかくある施設だという形の中で、

私は６次産業を推進する意味からもなるべく広い

形で利用できるようにと。そしてまた、個々でい

ろいろな機材を買うのも困難性があるということ

で、年次ごとに毎年要望を聞きながら、例えば蒸
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す機械だとか、資材のパックのあれだとか、いろ

いろな機械も順次取りそろえてきております。そ

ういった中で、おっしゃられるとおり、専門的な

知識も絶対に要るという部分もこれは確かでござ

います。しかし、それは部門、部門によっていろ

いろなまた専門的な分野もございますので、１人

の人間を専門家を置いて全て足りるというふうに

も思ってございませんので、これらにつきまして

はいろいろな専門分野の方々をスポットと申しま

すか、例えば今回はスイーツの部分でこの人を呼

んでくるとか、そういった中での手法はこれはと

っていかなければならないというふうに思ってご

ざいますし、ことしも余市、仁木でスイーツコン

テスト、これもやらせていただきまして、若干の

期間限定での製品化という部分もございます。こ

ういった取り組みをすることによって、どんどん、

どんどん恒久的な余市の産品等もつくっていかな

ければならないという部分もございますが、そう

いった設備等はもちろん提供すると。そしてまた、

専門家の知識もいただきながら、そういった中で

のＪＡの女性部、または地域の女性団体等の取り

組み、かなり団体も多くなってきてございますの

で、そういった取り組みはやはりこれからもしっ

かりとサポートしていきたいというふうに思って

おります。 

〇教育長（中村寿仁君） ３番、井議員の教育

関係についてのご質問にご答弁申し上げます。 

 まず、いじめの関係でございますが、いじめに

ついてはどの子供にも、どの学校にもあるのだと

いうことをまず学校関係者、我々も認識しなけれ

ばならないものと思っております。先ほどご答弁

申し上げました結果として25年度２件ということ

でございます。ただ、このいじめに関しましては、

毎年２回子供たちのアンケートをとっておりま

す。小学校低学年用、小学校中学年用、高学年用、

それから中学生用に分けて、無記名でアンケート

をとっております。これは６月と11月ということ

で、ことしの６月にとったアンケートでございま

すが、その中でいじめを受けているということで

回答があったのが141件ございます。そのうち最終

的には１件のいじめを認めておりますけれども、

134件が小学生、７件が中学校、小学生がそれだけ

あったということは、陰口を言われただとかそう

いうようなことをやっぱり感じているのかなと思

います。それにつきましては、全てについて事実

関係を確認します。そういった中で認めたものが

１件だということになります。ただ、子供たちが

そういうふうに感じたとしても、やはりこれは全

てを、この百何十件は全て確認するということが

一番大事なのかなというふうに思っております。

そういった中で、子供たち一人一人を先生方が見

ていくのだということを指導してまいりたいと思

っております。 

 次に、不登校の関係でございますけれども、不

登校の要因の中に家庭の養育環境でありますと

か、保護者の養育能力に問題があるというのもこ

れは少なからず事例としてございます。そういう

ような部分に対しましては、学校、教育委員会だ

けでは対応できない部分もあります。これは、町

民福祉課の児童福祉対策室ですとか、これは常に

連携をとっております。なおかつ児童相談所なり、

関係機関とも連携をとって、子供のためにどうし

たらいいのかという部分は対応していっていると

いうことでございます。 

 また、現在不登校中の児童生徒に対してでござ

いますけれども、各学校におきましては週に１回

以上は保護者や本人との連絡をとり合って、また

定期的な家庭訪問なども継続しております。その

際子供さんが先生と会いたくないという部分もあ

りますけれども、これは根気よく家庭訪問して、

子供さんの様子を聞いたり、家庭での勉強の指導

をしていくというようなことを根気よく続けてい

くということでさせております。 

 それと、対策という部分でございますけれども、
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いじめと同じで子供の様子を見るということが一

番だと思いますが、やはり長期的になる前、初期

の段階での対応が重要なのかなというふうに考え

ております。学級担任が一人で抱え込むのではな

くて、教職員間の情報共有、それと保護者との連

携、そういった中でスクールカウンセラーですと

か適応指導教室の連携のもとその要因が何である

のか、これは結果として先ほどいじめでの要因は

ないとは言いましたけれども、最初のきっかけは

それもあるかもしれませんし、先ほど議員ご指摘

のように先生に対する不信感もあるというふうに

思っております。そこの部分は十分に見きわめな

がら、担任だけではなく、見きわめながら学校復

帰ということで最善の方法をとるように指導して

まいりたいというふうに思っております。 

〇３番（井 潤君） 農業問題なのですけれど

も、農業委員会のほうからも労働者確保の要請、

中国研修生のという話です。これ全道的にも、全

国なのかもしれませんけれども、そういった労働

力不足の解消というのには農業だけでなく漁業関

係においてももちろんそういうのは私もわかって

いるのです。ただ、逆に地元の方たちの雇用の確

保というか、雇用の場を減少させているというの

も一方で事実なのです。研修生の人はよく働くか

ら、そして安い賃金で働くしということで、どう

しても経営者側というとそういう対応に走りたが

ると思うのだけれども、一方で長年働いていた本

町のいろいろな方々が雇用の場を失ってしまうと

いうのもまた聞いているのです。だから、そこら

辺は労働力そのものをただそういった制度だとか

いろいろな形に任せておくというだけで済むのか

なという気もするのです。ですから、先ほど言っ

たような第三セクターの設置みたいなものもその

中にあわせ検討していただければ、労働力確保の

その意味であわせ検討していただければ私として

はありがたいのでないかなと。 

 それで、農業資材の助成については、先ほどそ

ういった形で何となく聞いているといい方向に進

むのかなというような気がしました。前に私この

問題でそういった農業の場に例えばアルバイトだ

とか定期雇用だとかで働いてもらっている方が本

町でどのぐらいいるのだということで質問したと

きに、たしか1,600人とか1,800人ぐらいの季節的

な雇用も含めてそういったお話もいただいていま

した。これらの人方というのは、ほとんどがサラ

リーマンの奥さんだったり、何かしらリタイアし

た人だったり、いろいろな方々が農家にもこうい

った労働力として働いているのは一方で事実なの

ですけれども、その資材の助成の中にそういった

就労の場を与えてくれている農家の方に例えば送

り迎えのガソリン代の一部の助成だとか、それと

か昼食代の一部助成だとか、農業資材だけでなく

てそういった経営に直接かかわるような、今先ほ

ど冒頭で言ったとおり青果物の消費者離れだと

か、それに伴った価格の低迷だとかというのがあ

るわけで、それが１次産業の経営者の方にとって

の財政的な圧迫というものにもつながっていると

いうふうに理解しておりますので、そういったこ

とも検討いただければ、これはどういった形でど

うすれというのも今すぐ話できるようなことでは

ないですけれども、きちんと１次産業を守るのだ

という、そういった観点からあらゆる施策を講じ

て遊休農地だとか離農者の減少に何とかいろいろ

な施策を持ってやっていただきたいなと。それも

速急にお願いしたいなという思いでおりますの

で、最後のまとめという形でご答弁いただければ

と思います。 

 あと、教育委員会のほうについては、今私こう

やってやりとりしながら、かなり積極的に教育委

員会としては問題についていろいろと尽力いただ

いているなというふうに感じましたので、今後と

もなるべく不登校だとかいじめだとかというもの

の解消にぜひ学校側も指導するなりなんなり、そ

の持ち場、持ち場の立場で尽力いただきたいなと
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いうことで、答弁は結構です。 

〇町長（嶋  保君） ３番、井議員よりの再

度のご質問に答弁申し上げます。 

 まず、雇用の関係のご質問でございます。これ

につきましては、私の認識等を含めて、決して例

えば中国からの研修生等を含めて賃金が安いから

それだけという形でなくて、やはり一つの悩みと

しては例えば加工場にしても、農業関係にしても

町内の熟練した方々が高齢化して、なかなか雇用

確保も難しいという部分も伺ってもございます。

それらも含めてどういった状態になっているかと

いうのも再度私どもも勉強もさせていただきたい

と、調査もさせていただきたいと思っております。 

 それと、もう一つは、単純労務と言ったらちょ

っと語弊があるかもわからないですけれども、そ

ういった部分と、それと果樹につきましては技術

が要求される部分でございまして、そういった中

でまだそういった技術を持った方で果樹の栽培等

をやりたいという方が高齢化等を含めてそういっ

た中での方々の活用、活用といいますか、そうい

った方もやはり今後の技術の伝承等を含めてしっ

かりと後輩というか、次世代の新規就農等にも技

術の伝承等もしていただかなければならないとい

う部分もございますので、それらを含めて労働力

の不足の部分と労働技術と、それらの伝承という

部分を含めまして、これらの雇用、労働の部分に

つきましては対応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、農業資材の部分のご質問、先ほども答

弁申し上げました。これは、いろいろな部分で農

業資材が非常に高騰してきているという部分もご

ざいます。そういった中では１次産業がやはり元

気にならなければならないという中で、これら農

業資材等を含めてどういった需要というか、農家

の要望があるのか、漁業の要望があるのか、それ

らをしっかり見きわめながら、やはりこれらの資

材の高騰等は１次産業全てのものでございますの

で、27年度、これは積極的に取り組んでいきたい

というふうに考えてございます。 

〇議長（中井寿夫君） 井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２時まで休憩します。 

休憩 午前１１時５８分 

再開 午後 ２時００分 

〇議長（中井寿夫君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 なお、安宅議員、吉田浩一議員は所用のため午

後より退席の旨届け出がありましたことをご報告

申し上げます。 

 一般質問を続行いたします。 

 発言順位４番、議席番号12番、土屋議員の発言

を許します。 

〇12番（土屋美奈子君） 平成26年余市町議会第

４回定例会におきまして、さきに通告をいたしま

した一般質問１件につきまして質問いたします。 

 区会、商店街の街路灯維持管理の状況について。

地域のつながりやまちづくりを進めていく上で、

区会は大きな役割を持っていると思います。少な

い区会予算の中で地域の清掃活動や触れ合い行事

などを行っておりますが、戸数の少ない区会など

ではそのやりくりも大変で、予算の大きな割合が

街路灯にかかっております。そんな中で、北電の

電気料金が昨年９月に引き続きことし11月に値上

げとなりました。これが区会予算を圧迫しており

ます。本町では、ことしから街路灯のＬＥＤ化、

省エネ化などに対応するため、新設でなくとも１

回に限り工事費用などの補助を拡大いたしました

が、町内全体が切りかわるにはまだまだ時間がか

かります。 

 また、商店街などは街路灯の数も多く、大きな

影響があるのではないかと思います。経産省の商

店街まちづくり事業の中でこの街路灯のＬＥＤ化
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について３分の２の補助がつきますが、手を挙げ

るのは都市ばかりで、北海道は申請が少ないとの

ことです。以下、質問いたします。 

 電気料金値上げに伴った区会並びに商店街への

影響をどう捉えているのかお伺いいたします。 

 本町の街路灯の電気料金について北電との契約

内容はどうなっているのかお伺いいたします。ま

た、ＬＥＤにかえた場合、契約内容に変更がある

のかお伺いいたします。 

 本町の区会街路灯設置補助事業の状況をお聞か

せください。申請はどのくらいあったのか、予算

内でおさまったのか、ＬＥＤ化は本町全体の何％

に当たるのかお聞きいたします。 

 経産省の商店街まちづくり事業を活用した街路

灯ＬＥＤ化について本町の状況を伺います。 

〇町長（嶋  保君） 12番、土屋議員のご質問

に答弁申し上げます。 

 １点目の街路灯の電気料金の値上げの影響につ

いてですが、北海道電力によりますよと同じ公衆

街路灯でもその容量に応じて料金の値上げ率も変

わってくると伺っております。例えば区会の街路

灯が多く契約されております公衆街路灯Ａにつき

ましては、100ワット契約の場合11月から３月まで

の軽減期間にあっては値上げ率が20.75％となり、

軽減期間後の４月からは25.76％の値上げ率とな

るものであり、容量が大きくなるとさらに値上げ

率が増すこととなるとのことから、区会、商店街

ともその影響は大きいものと考えております。 

 次に、北電との契約内容についてですが、街路

灯の電気料金の契約については、各区会や商店街

がそれぞれ契約しておりますが、北海道電力によ

りますと契約種別はワット数の区分によって変わ

ってくるため、ＬＥＤにかえた場合少ないワット

数で同じ明るさを確保できるため、その分低い区

分に変更となります。また、消費電力も少なくな

ることから、電気料金についてはおおよそ半分程

度になると言われております。 

 次に、今年度の区会街路灯設置補助事業につい

てですが、11月末時点におきまして合計24の区会、

団体から申請があり、これまで９基を新設し、

110基を更新したところでございます。また、街路

灯のＬＥＤ化につきましては、平成24年度から取

り組んでおりますが、これまでのところ全街路灯

数約1,800灯ある中で約７％がＬＥＤ化されてい

る状況です。 

 次に、商店街まちづくり事業についてですが、

この商店街まちづくり事業は地域住民の生活環境

を守る安心、安全に配慮した商店街の施設整備を

補助するものであり、経済産業省が平成25年度補

正予算として本年８月15日まで募集したものであ

ります。本町におきましては、この補助金を活用

したＬＥＤ化に向けて４月に各商店街にアンケー

トによる意向調査を実施しており、また５月22日

には商店街がこの補助金を活用しやすいよう町主

催で経済産業省北海道経済産業局から講師を派遣

していただき、制度の説明会を開催しております。

その結果２商店街が申請し、ともに採択となって

おります。うち１件は既に工事も完了しており、

今月中に国からの補助金が交付される予定と伺っ

ております。また、他につきましては雪解け後の

４月に工事の予定と聞いておりますので、ご理解

を願いたいと存じます。 

〇12番（土屋美奈子君） 再質問をさせていただ

きます。 

 町内の人口が減ってきて、戸数も減ってきて、

区会自体が収入自体が減ってきているという中

で、今回の２回の値上げがやっぱり大きな区会費

用の中で区会の財政を圧迫していると言われまし

た。それは全体なのではないかなと。戸数の多い

区会だったら財源も多いのだろうけれども、すご

く減っているところもあるのです。街路灯に係る

部分、これがいろいろな行事とかそういうのを切

り詰めなければいけないのだよという声を聞きま

した。今町長答弁ありましたようにこの11月から
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の値上げは軽減期間がありますから、今20.75％、

４月からは25.76％ですか、また４月から再度区会

の街路灯費が上がるということなのです。この料

金を半分にしていくというか、ＬＥＤにかえたら

料金が半分になるという答弁もございましたけれ

ども、ほかのところではＬＥＤに交換をしても契

約内容自体を変えていなかった地域もあったそう

です。だから、こういうこともわからないところ

もあるかもしれないので、こういうのもしっかり

と契約内容自体をちゃんと変えるように町のほう

でも指導というか、説明というか、そういうこと

もしっかりやっていただきたいなというふうに思

うのです。 

 今回の街路灯設置補助事業、170万円ことしはつ

いているのですけれども、24の区会が手を挙げた

というか、申請があったと。110基が切りかわった

ということでした。やっぱりまだまだ全体が切り

かわるにはとても時間がかかります。今７％が切

りかわったという答弁でしたけれども、これをも

う少しスピードアップをしていくというか、区会

の予算があるから区会もお金のないところはすぐ

すぐは取り組めないのだろうけれども、長い目で

見たら切りかえることがやっぱり財政的には楽に

なってくるというところもありますので、頑張っ

てかえてみませんかというようなこちらからのモ

ーションをかけるというか、そういうことも必要

なのではないのかなと思うのです。やっぱり日本

は原発の事故があって、そして今電気が全部とま

っていて、みんなが省エネということにとても関

心を持っているときで、いろいろな身の回りのも

のがＬＥＤだとかそういった省エネ家電、エコ家

電というふうに移り変わっていく今ちょうどその

時期なのです。だから、これをもう少し早く進め

ていくというお考えがないのか。その方法と、予

算は足りたのかというふうに聞いたのですけれど

も、足りたか、足りていないのかまだわからない

のかもしれないのだけれども、170万円の予算でど

うなのか。もう少し思い切ってここに力を入れて

いくつもりがないのかお伺いをしたいなと思いま

す。 

 何年か前、今継続してやっているのかわからな

いけれども、国のほうの事業として小さな自治体、

自治体が管理している街路灯とかも多いのだけれ

ども、これについては国の補助があったときもあ

るのです。ただ、うちの町はそのとき手を挙げて

いないと思うのです。だから、こういう国の制度

があるとき、２年前くらいに15万人以下の自治体、

これには国が補助を出しますよというときもあっ

た。今現在そういうのがあるのかわからないけれ

ども、こういう情報にもきちんと、これは町の部

分ですけれども、切りかえるときに使えるものは

使っていくということをしていただきたいなとい

うふうに思います。 

 それと、商店街まちづくりの事業、これが４月

にアンケートをとって、そして25日に町主催で説

明会を開いたということでした。これについて２

商店街が採択をされたということですけれども、

なかなか申請の方法が難しいということを聞いた

のです。それで、説明会も結構締め切りに近いと

ころで説明をされたのではないだろうか。知った

のが遅かったと、説明会は行ったと、ここで手を

挙げて申請をしたかったけれども、ちょっと間に

合わなかったのだ、難しかったのだよという話を

聞きました、ある商店街のほうから。本当はやり

たかったということもありました。だから、これ

は多分結構早くから商店街まちづくり事業という

のは経産省のほうでやっていたのだろうけれど

も、情報を出すのが少し遅かったのではないのか

なというふうに思うのです。だから、いろいろな

ところで調べたら大きな都市はどんどん、どんど

ん手を挙げていったけれども、北海道や小さいと

ころがなかなかこの情報が知れ渡っていなかった

という状況があります。だから、こういうのもな

るべく使えるものを使って、町の制度だけではな
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くて、切りかわることによってやっぱり電気料金

とても商店街は助かりますから、そういうことも

なるべく情報を早く出していただきたいというふ

うに思うのです。それについて今後の対応という

ことでお聞きいたしたいと思います。お願いしま

す。 

〇町長（嶋  保君） 12番、土屋議員からの再

度のご質問に答弁申し上げます。 

 まず、契約内容の周知の関係、区会や商店街等

の部分、これはこれからＬＥＤ化を進めていく上

でいろいろな情報はやはりしっかりと周知してい

かなければならないというふうに思っています。

これにつきましては、従前までは新設のみの補助

でございましたが、こういった中で私どもＬＥＤ

化を進めなければならないということで、平成

26年度から更新も該当をするという形の制度をつ

くらせていただきまして、それまでは４件、５件

の年間設置件数でございましたが、今回は新設、

改修を合わせて120件ほどになってきていると。予

算的にも25年度までは38万円程度でございました

が、26年度から170万円という形になってございま

して、おっしゃるとおりまだ７％ということで、

この部分もっともっと力を入れていかなければな

らないと。補助率等も上げたいという部分もござ

いますが、26年度からやったばかりでございます

ので、いろいろな不公平等も出てきますので、何

年かこの２分の１の補助で、予算的にはもし希望

があれば満度に行き届くような形の中での予算措

置はしていきたいと。そういったためにも前段で

は区会等にでも、商店街等にもアンケート等も調

査をしたいというふうに思ってございます。 

 実は、これらにつきましても、12月から町政懇

談会、大川地区、黒川地区やってございます。今

年度からは町政懇談会の方式も今まで大川１回、

黒川１回という部分でございましたが、なるべく

意見を出しやすいというような会場の設定等もつ

くるために大川２回、黒川２回という形で計４回

今やってきてございます。議員おっしゃるとおり、

その中でもやはりこの街路灯の部分が必ず意見と

して出されております。私どももそういった意味

でもこの街路灯の部分につきまして区会の財政を

圧迫していると重々承知もいたしてございますの

で、そういった意味を含めまして何とかそのあた

りの部分につきまして対応してまいりたいと思っ

てございますし、おっしゃるとおりこのＬＥＤ化

することによって電気料金が安くなる。そういっ

たことによりまして町の街路灯の補助金も縮減傾

向に向かうという部分もございますので、このＬ

ＥＤ化につきましては町といたしましても積極的

に推進をしていきたいと、このように考えている

ところでございます。 

 それと、２点目におっしゃられました従前国の

補助金等の部分、これらもおっしゃるとおりしっ

かりとアンテナを上げて、乗りおくれないという

ような形の中で情報をしっかりつかみながら、そ

れぞれに合った対応をしていきたいというふうに

思ってございます。 

 それと、３番目の商店街のまちづくり事業でご

ざいます。２商店街が手を挙げたと。これにつき

ましては、実は以前から文書等では募集というか、

こういうのありますよというのが出ていた部分が

ございます。しかし、おっしゃるとおり北海道な

かなか手を挙げなかったという部分でございまし

て、これは経済産業局のほうから私のほうに直接

電話もありました。こういういい制度があるのだ

けれども、なかなか周知しても手を挙げてくれな

いのだと。何とか町のほうでも力を入れてくれな

いかというお話もございまして、これはただ単に

情報を流したり、パンフレットを流すだけではな

くて、先ほど答弁いたしましたが、私どもの担当

課のほうでそういった周知をいたしまして、また

説明会も開催した。そういった中で２カ所挙げて

いただいたという部分でございますので、３分の

２の非常に有利な補助でもございますので、そこ
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に自己負担金というのも出てくるという部分に隘

路があるのかもしれませんが、このあたりの部分

も積極的にＰＲして、有利な補助制度でございま

すので、どんどん、どんどん活用するような形で

進めていきたいというふうに思っております。 

〇12番（土屋美奈子君） 街灯の部分は、町長も

耳に入っていたということでした。あちこちから

きついのだという声がありました。 

 先日民生環境常任委員会で視察に行ってきたの

だけれども、これは民生の話だから今回の質問と

は違うのだけれども、いろいろなまちづくりを進

めていく中で中心となっていっているのは区会だ

ったのです。これからはすごく大事なことなので

はないかなと思う。区会、区会でいろいろな取り

組みを区会独自でやっていく、介護のほうも。そ

こで大切になってくるのは地域の触れ合いという

こと、それとつながりということ。これが街路灯

費に圧迫されて、そういう行事を削っていかなけ

ればいけないということは、やっぱりこれからの

いろいろな問題に支障を来してくるのではないの

かなと思うのです。 

 区会ではなくても地域の触れ合い事業といえば

当時余市町の財政が苦しかったときに、財政再建

プランのときにいっぱい削ったものもある。敬老

会のものだとかそういった予算も削ってきた経過

がある。この地域のつながりということに目を向

けてほしいというのと、街路灯の電気料金が今２

年連続にわたって値上げをして、その状況という

か、いろいろな行事を削らなければいけない状況

というのはそれはちょっとよくないのではないか

なというふうに私は思うのです。他方面からもそ

ういう状況をしっかりと見て、サポートできるも

のはサポートをしていっていただきたいなと。地

域の補助もこれからいろいろな形で考えていかな

ければいけないとき、そしてそこを中心にまちづ

くりもしていかなければいけないときだと思うの

です。それを電気代が圧迫しているというのだっ

たら、ＬＥＤ化はまだ７％だというからまだまだ

かかるので、この電気料金の部分をなるべく早く

進めていく、省エネ化にも向かっていく、そうい

ったことでお願いをしたいなと思います。再度町

長のお考えを聞いて終わります。 

〇町長（嶋  保君） 12番、土屋議員からの再

度のご質問に答弁いたします。 

 おっしゃるとおり、これからのまちづくりにお

いて区会の重要性というのは私も十分認識してい

るところでございます。先ほど申し上げましたが、

町政懇談会においてもそのようなご質問も出まし

た。これから防災にしても地域づくり、そして介

護の問題、要援護者の問題、これは行政が例えば

災害のときに全ての区会に行って、要援護者のと

ころに行って避難を誘導できるものでも、これは

絶対できない部分でございます。そういった中で、

区会とのつながり、そして区会の独自活動、この

ような部分がこれからのまちづくりには欠かすこ

とのできない部分であるというふうに思ってもご

ざいます。そういった中で、区会を運営するとい

う中でこの街路灯料の部分が非常に大きなウエー

トを占めているというお話も伺ってございますの

で、そういった部分の低減になるような形の中で

この設置補助金等を含めて私どもも積極的に推進

してまいりたいと、このように考えておりますの

で、ご理解をお願いしたいと存じます。 

〇議長（中井寿夫君） 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。 

 会議規則第９条第１項の規定に基づき、13日か

ら14日までの２日間は休会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、13日から14日までの２日間休会とする

ことに決しました。 
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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、15日は会議規則第８条の規定に基づき、

午前10時から議会を再開いたします。 

 本日はこれにて延会いたします。 

延 会 午後 ２時２４分 
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