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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３回定例会を再開いたします。 

 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、安宅議員は所用のため欠席の旨届け出が

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。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第１、昨日に引き続

き一般質問を行います。 

 順次発言を許します。 

 発言順位３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

３回定例会におきましてさきに通告いたしました

一般質問を質問いたしますので、町長におかれま

しては答弁のほどよろしくお願いいたします。 

 件名、防災、避難対策について。昨今日本全国

や世界各地を襲う異常気象、集中豪雨などが多発

し、この１年間で国内の観測記録が塗りかえられ

た地点は、最高気温と降水量だけで150カ所となっ

ております。８月時点で大雨による土砂災害発生

件数は497件となっており、いずれも災害規模が大

きくなっているとのことです。こういった状況の

中、行政の避難勧告がおくれ、被害が拡大すると

いった事態も起きています。道内には土石流や斜

面崩壊などの危険性が高いとされる土砂災害危険

箇所が１万2,000ほどとされておりますが、その中

で道が法律に基づき指定した土砂災害警戒区域は

約1,400カ所、指定率は全国でも最低水準の12％ほ

どとなっており、全国平均の67.5％と比べても対

応のおくれが目立ちます。こういった状況を踏ま

え、質問をいたします。 

 最近の気象状況と全国の災害状況をどう捉えて

いるか。本町としての問題点はどのように考えて

いるのかお聞きいたします。 

 土砂災害の危険箇所は調査をしているのかお聞

きいたします。 

 避難場所の掲示方法、町内周知の状況をお伺い

いたします。 

 避難訓練などの状況、区会単位や町の施設、特

に保育所など子供たちの避難訓練はどうなってい

るのかお伺いをいたします。 

〇町長（嶋  保君） 12番、土屋議員の防災、

避難対策についてご答弁申し上げます。 

 最初に、最近の気象状況や災害状況、本町の問

題点についてでございますが、ここ数年夏には記

録的な猛暑や大雨、竜巻、冬には本州での大雪な

どまさに異常な気象状況が続いております。特に

短時間に記録的な大雨が局地的に降り続き、浸水

害、洪水や急傾斜地崩壊、土石流などが発生し、

甚大な被害をもたらしている状況と考えておりま

す。このような異常気象による災害の発生は、地

形などの地理的条件により特定の地域で発生して

いるというよりは、どこの地域でも発生する可能

性があるものと危機感を持っているところでござ

います。昨年の伊豆大島やことしの広島市、礼文

町の土砂災害では、住民への災害情報や避難に関

する情報伝達方法などの課題が大きく指摘されて

いるところであり、本町においても同様の課題が

あるものと考えております。 
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 次に、土砂災害の危険箇所の調査につきまして

は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対

策の推進に関する法律に基づき、北海道が調査を

行い、土砂災害警戒区域などの指定を行うことと

されております。本町においては、これまでに急

傾斜地崩壊危険箇所が５カ所、土石流危険渓流１

カ所が調査済み箇所となっており、今後土砂災害

警戒区域などの指定と避難態勢の整備、さらに継

続的な危険箇所の調査について北海道と連携を図

りながら取り組まなければならないと考えており

ます。 

 避難場所の掲示につきましては、各避難所に看

板を設置しているほか、今年度防災マップを配布

するなどその周知に努めているところでございま

す。 

 避難訓練につきましては、これまでに豊浜地区

を対象として訓練を実施したほか区会が行う訓練

の支援を行っているところであり、今後におきま

しても自主的な取り組みについて働きかけと支援

を行ってまいります。また、町立保育所などの児

童福祉施設につきましては、定期的に火災、また

は地震を想定した避難訓練を実施するなどして個

別にマニュアルに基づき対応するよう努めており

ますので、ご理解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。 

 防災、避難対策についてという件名でしたけれ

ども、土石流、最近は毎日毎日ニュースを見ると

大雨、集中豪雨、こういったニュースがずっと起

きていて、やっぱり町内にも不安視をするという

か、こういったことが余市町でも起きるのではな

いかという声が聞かれております。この一般質問

を出した日も後志にも警戒出ていましたけれど

も、札幌でも大きな避難勧告が出ました。33年ぶ

りということでした。今まで北海道は、こういう

ことは余り多くはなかったと思うのですけれど

も、今は本当に全国どこでも予測がつかないとい

うか、気象の変更が急激だというか、そういう状

況が大変多いのかなと。これを異常気象と今言っ

ておりますけれども、今後これが異常と言ってい

けるのか。頻繁に起きるようになってくると、こ

れは多分通常、異常ではなくて通常の状態でこれ

に備えておかなければいけないのだろうなという

ふうに思います。 

 問題点として町長から答弁いただきました。ど

この地域でも起こると町長もおっしゃっておりま

した。本町の問題点としては、やっぱり避難勧告

が出たときに高齢化の問題があります。お一人で

住んでいたりとか、なかなか一人では避難が難し

い人たちの支援体制をどうしていくのかというこ

とも課題の一つではないのかなというふうに思い

ます。 

 お隣の仁木町の話なのですけれども、仁木町で

は何かがあった際に、避難をしなければいけない

とか災害があった際に本人の希望がある方に関し

ては町内の誰々さんが誰々さんに声をかけるとい

うシステムをつくっているそうです。みんなが自

分の担当は何々さんのおばあちゃんだよ、何々さ

んのおじいちゃんだよというふうな仕組みを全町

的につくっているみたいなのです。これはあくま

で本人の希望ですけれども、こういう取り組みも

必要なのではないのかなというふうに思うので

す。ただ、東日本大震災のときのようなあれほど

の大きな災害だった場合に、あのときに多分助け

に行った方たちたくさん被害に遭われた人がいる

と思うのです。だから、一義的にはやっぱり自分

の身を守ることだと思うのです。二次災害の防止

ということもあるから、そこら辺の仕組みづくり

というのはとても考えていかなければいけないの

かなと思うけれども、それでも支援を必要な人た

ち役場だけでは支えることができないので、そう

いったことをどう支えていくのか。一人で避難す

ることが困難な弱者の方たち、障害者の方とかそ

ういったところをどうするのかということも対策



－42－ 

の一つで考えていかなければいけないのではない

のかなというふうに考えるのですけれども、ここ

の見解をお伺いしたいと思います。 

 それと、避難場所です。避難場所、今町長に答

弁をいただきまして、各避難所に設置をしている

ということでした。防災マップで掲示をしている

ということでした。ただ、災害が起きたときに自

分の家の近くとか自宅にいるとは限りません。近

くの避難所、町内の避難所全部を把握している人

というのはなかなかいないのではないのかなと思

うのです。それが緊急を要さない場合だったらい

いのだけれども、例えば津波のように何分で到達

しますよというときどこへ向かえばいいのかとい

うのがなかなかわかりづらかったり、例えば体育

館だとか公民館だとか人の集まる場所、こういっ

た場所にはいつもたくさんの人がいるけれども、

公民館は避難所なのかもしれないけれども、どこ

に向かえばいいのかという、たくさん人が集まる

ところにも掲示をしておくべきなのではないのか

なというふうに思うのです。避難所といっても一

般の避難所と津波の避難所は違いますから、その

違いもきちんとみんな把握しているのかといった

ら、なかなかそうではないのです。 

 静岡県の取り組みなのですけれども、マンホー

ルのふたに避難所を矢印でつくったのです。町内

のマンホールを全て何かあったときにどっちに向

かえばいいかというのをそれを見たら走っていけ

るような形をつくったのです。だから、マンホー

ルもそんなに多くはないけれども、町内にもう少

し主要な箇所だとか町の施設だとか人の集まる場

所に近くの避難所はこっちですよという掲示をも

う少し多く出してはどうなのかなというふうにも

思うのです。そこについての考え方をお聞き……

済みません、静岡県ではありません。ごめんなさ

い。茨城県です。茨城県の日立市でマンホールに

矢印を全部避難所のほうを向けて矢印が出ている

ということです。ここについて、こういった取り

組みについての考えをお伺いいたしたいと思いま

す。 

 土砂災害危険箇所です。これは、早くてはっき

りわからなかったのだけれども、何とか箇所５カ

所、そして土石流のおそれがあるところが１カ所

というご答弁だったと思うのですけれども、これ

は本町独自で調査をしたものですか、それとも道

は本町には調査に入ったのだろうか。ここのとこ

ろをお聞きしたいと思います。毎回毎回町内も水

がたまるところ、あふれるところ、水害の起きる

ところというのは同じようなところなので、把握

はされていると思うのだけれども、ここの対策を

どういうふうにしてこられたのかお聞きをしたい

なというふうに思います。 

 土のうだとかそういった準備、これはどうなっ

ているのか。きのう答弁の中で道の駅の話が出て

おりました。そして、防災の備品、防災倉庫、防

災の拠点を道の駅というふうに町長答弁の中であ

ったと思うのですけれども、やっぱり土地の低い

ところ、そういうところに土のうだとかが置かれ

ていても、いざというときにもしかしたら使えな

いかもしれない。道の駅の防災倉庫の場合は、道

がやった事業だから、要らないということにはな

らないから要るなのだけれども、でも果たして場

所としてはどうなのかといったら、やっぱりあそ

こは海抜ゼロですから一番最初に水につかる。最

近はないけれども、余市町は昔から何度も何度も

洪水とかに襲われてきた地域だから、余市川があ

って、そして上のほうで、仁木町、赤井川とか川

の上流のほうで雨が降ったら流れてくるのは最後

が余市町で、何度もこの水害という目には遭って

きました。今余市川の工事をして、そういったこ

とはなかなかなくなったのだけれども、でも今の

昨今のこの雨の降り方を見ていると、ニュースで

もやっていたけれども、国の基準自体が、今まで

つくってきたまちづくりの基準の想定外の雨が頻

繁に来ると。そしたら、もともとの基準というも
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のが、川とかそういったものをつくってきたそれ

から見直しをかけなければいけないという今は事

態だそうです。だから、こういったところでいつ

起こるかわからない。 

 例えば24年度に、準用河川の部分もちょっとお

聞きしますけれども、準用河川余市町の条例に切

りかえました。今まで国がこれは基準を定めてい

たけれども、本町の条例になった。そしたら、責

任は余市町にあります、余市町条例に。地域分権

一括法の中でこれは余市町に来たから、地方に来

たから。ただ、国の基準自体がもう今の基準では

だめだよと指摘されているときに、果たしてそし

たら余市町はここをしっかりと検討できる力があ

るのかというか、専門家はいるのか、どういった

調査をされて、準用河川はそんなに多くないから

あれだけれども、それでも氾濫するかもしれない。

だから、こういったところはどう取り組んでいか

れるのかなということがちょっと気になったの

で、お聞きしておきたいなというふうに思います。 

〇町長（嶋  保君） 12番、土屋議員の再度の

ご質問に答弁申し上げます。 

 まず、異常気象、この関係は、１問目のご質問

にもありましたとおり、今いつどの場所で起こる

か、本当に異常と言えないような状態になってき

ているなと。これは、私どもも認識しているとこ

ろでございます。そして、そういった中で高齢者

なり、要援護者の方々にどうそのときに対応する

かという部分、仁木町の例等も挙げていただいて、

ご提案もいただいております。災害対策基本法が

改正されまして、名簿の作成というのが義務づけ

されておりまして、私どもの今余市町内におきま

しても名簿ができている状況でございまして、個

人情報の部分等もございますが、これをいかに活

用していくかという部分を今実際に協議をしてい

るところでございます。そういった中で、やはり

おっしゃられたように個々のきめ細かい、大ざっ

ぱな中で役場が例えばこの地区とかそういう意味

ではなくて、先ほどご提案等もございましたよう

なきめ細かな誰を誰がというようなところまでい

ければいいなというふうに、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、役場職員200名の中で、非常に大きな災

害になったときにそれだけで対応できるかといえ

ば私はそこはできないというふうに思ってござい

まして、これは今でも排水機場を含めて建設業界

等のお手伝いもいただくことになってございま

す。やはりいかに輪を広げていくかと、この200人

だけではなくて、そして町民全体の中に輪を広げ

ていくかと、これも大きな課題であると思ってご

ざいますし、そういった広がりは今もつくってい

るところでございますが、今の災害の発生状況、

この被害の大きさ等を含めますともっともっと一

般の方々、ボランティアを含めてそういった中で

のご協力が必要だと思っていますし、要援護者等

の中では名簿の作成、そしてその徹底を含めて民

生委員さん等にもいろいろな中でのご活躍をいた

だかねばならないというふうに思っております。

しかし、私も3.11の被災地、山元町に行ってまい

りましたが、いろいろな災害の中でも職員なり、

消防団の方の二次災害と申しますか、そこで死亡

された方等のお話も伺ってございます。そういっ

た安全面にしっかり配慮しながら、そのお手伝い

等もいただい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、避難場所の部分、これの徹底、これは

ガイドマップはつくってございますが、それをい

かに活用していくかというのがやはり一番重要な

部分であろうというふうに思ってございます。お

っしゃられるように自宅の部分等は皆さん熟読さ

れていると思いますが、例えば公民館に行ったと

き、いろいろな施設に行ったときにどうするのだ

という部分につきましても、やはりそういった中

で全体的な、全町的な避難場所、避難態勢の大ま

かなことになろうかと思いますけれども、レクチ
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ャー等を含めて説明も必要であろうと思っていま

すし、そしてその中で自宅というのは一番いる時

間も長いわけですから、そこでの部分はやはり徹

底もさせ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、おっしゃられましたように一般の避難

場所と津波の避難場所、これも見ると違ってきて

いる部分もありますが、これだけのスペースの中

に全町を詰め込んだという中でございますので、

これはつくって、これは見てもらうというのはあ

りますけれども、これをいかに理解していただく

かという説明会等を含めて、やはり地元に入って

いって、そのようなきめ細かな対応は必要だとい

うふうに考えてございます。 

 それと、掲示方法、マンホールがいいのか、茨

城県のひたちなか市ですか、日立市ですか、の例

を説明いただきました。避難場所の掲示という部

分は、工夫というのはやはり再考が必要であると

いうふうに思ってございます。 

 それと、５カ所の指定の部分でございます。こ

れにつきましては、道がこの法律の中で指定する

こととなってございまして、急傾斜地崩壊危険箇

所が４カ所、そして土石流危険渓流が１カ所と、

この計５カ所となってございまして、道が指定を

して、それに基づいて町が住民に説明等をして、

この対応に当たっているという部分でございま

す。 

 それと、防災倉庫の関係、きのう答弁でたまた

ま、これは開発局のほうからの設置という形でご

ざいますが、これは非常に大きい、大きいという

か、内容的にはかなりのものが入ってございます。

心配されたようにあそこは昔は水についた部分が

ございますが、近年あそこはかなり排水機場を上

げますとまずつかないという、それこそ100年に１

度の洪水とかあったら別でございますが、あそこ

につきましては私は今は排水機場設置の後には安

全な場所だというふうに思ってございますので、

そういった中では防災倉庫の備品等も活用してい

きたいと。 

 そしてまた、きのうもＮＨＫでやってございま

したが、土のう等も含めて１カ所ではなくて機動

的な配置ということで、町有地等を含めてそうい

った各地の中でいろいろな地域の中でつくってお

くという部分もやはり一つの手かなというふうに

も思ってございますので、そういったより機動的、

効果的な防災体制に進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。 

 それと、準用河川、これにつきましては一括法

の中で改めて町という形の規定をさせてございま

すが、これは従前から町が安全管理を含めて、し

ゅんせつ等も含めてやってございますので、そう

いった対応に抜かりないようにやっていきたいと

いうふうに思ってございます。 

〇12番（土屋美奈子君） 再質問させていただき

ます。 

 各区会に支援をしてきているし、後押しもして

きたという答弁もありましたけれども、この間、

うちの区会の話なのですけれども、区会行事があ

って、そしてその後に話題はやっぱり洪水の話と

いうか、大雨の話になって、そして区会でも取り

組まなければいけないねという話になりました。

何かの機会のたびにミニ講習ではないけれども、

ちょっとずつ区会として啓発活動に取り組もう、

防災訓練とかも取り組もうという話も出ました。

ただ、そういったときに、今まで区会の支援もし

てきたということだったけれども、どういったこ

とをされてきたのか。だから、もう少しうちの区

会だけではなくて、全町的に動き出せるように後

押しをしてやるというか、いろいろな情報を区会

に対してやってもらう。役場だけではもう全町見

切れないと思うので、もう少しそこの強化をして

はどうなのかなと思うのです。そこについてお聞

きしておきたいなと思います。 

 今のこの日本の状況を見ていると、多分災害、
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地震も含め、きのうも地震もあったけれども、水

害も含め、非常に胸を痛めるようなことが多過ぎ

るのかなと。ここ数年は余りにも多いのかなとい

うふうに思う。だから、対策に取り組むのは待っ

たなしというか、ちょっとピッチを上げてやらな

ければいけないのではないのかなと思うのです。

全部を完璧にカバーすることはできないかもしれ

ないけれども、一人でも多くの命を救うためには

どうしたらいいのかなと、うちの町には課題が何

があるのかなというのをピックアップしてやって

いかなければいけないのではないのかなと思いま

す。町長先ほど道の駅の防災倉庫の部分、大丈夫

だろうと言ったけれども、ただ雨の降り方が尋常

ではないというのを見ているわけ。もともとつく

ってきた基準自体では間に合わないというふうに

も言われているわけだから、やっぱりそういった、

どこまでやればいいということはないけれども、

準備はできる限りはしていかなければいけないの

ではないのかなというふうに思います。 

 また、水のつくところでいったら、登も結構昔

からついてきていたのだけれども、これもきのう

の話に出ていたけれども、ＭＩＣＳ事業をこれか

ら検討調査を開始するけれども、過去にマンホー

ルのふたが飛んでしまったことがありました、何

年か前に。あそこが今度登川が重要な役割を果た

してくると思うのです。あの大雨のときに、登の

処理場と関係あるのか、ないのかわからない。な

いのかもしれない。下水道に雨水が入ったせいで

起こったのかもしれないけれども、町内いろいろ

なところの水洗トイレが流れづらくなって、逆流

したという話も入ってきていました。登がこれか

ら流す量がもっともっと大きくなって、あそこが

使えなくなると大変だから、やっぱり生活に支障

が出るので、そしたらあの川の治水というか、水

害対策というのはどういうふうに取り組んでこら

れましたか。今現状どういうふうになっているの

か。そして、あそこはやってしまわなければいけ

ないのではないのかなというふうに思うのですけ

れども、そこについてお聞きをいたします。 

 町民の不安は、やっぱり避難をするときのこと

だと思うのです。生活の中に根差していないとい

うか、不安に思っている人がかなりいるというふ

うに私は感じているのです。だから、もう少し啓

発活動だとかも力を入れてやっていただきたいな

というふうに思うので、ご答弁のほどよろしくお

願いいたします。 

〇町長（嶋  保君） 12番、土屋議員の再度の

ご質問に答弁いたします。 

 まず、区会としての取り組みという部分の質問

がございました。おっしゃるとおり、今行政だけ

では一朝事あるときに、大きな大災害のときに役

場職員が全地区対応できるというような状況には

なっていないのは当然のことでございます。そう

いった中で、いかに広がりを持った中でのみずか

らも活動していただく、例えば単位としては区会、

そしてまたお願いするところは建設業界等の部分

もございますが、そういった中での活動が重要で

あるというふうに思ってございまして、各区会に

よりましても行政に頼らない独自の避難訓練等も

やっているところもございますし、また机上訓練、

図上訓練ですか、何度もやっているところもござ

います。しかし、そういった中で町の姿勢だけで

なくて、何かありましたら役場が手伝いますよと

いう部分ではなくて、やはりこれだけ逼迫した中

での災害等あり得るという中、いつどこでという

部分が従前から比べますと非常に頻度が高くなっ

ていますし、いつ発生するかわからないという中

では、こちらからももっともっとアプローチとい

うか、こちらから区会に対してこういう形の訓練

やりませんかという、一緒にやりましょうという

形のそういったアプローチの仕方も、町の姿勢で

はなくてそういった中でのアプローチの仕方がや

はり必要であるというふうに思ってございます。 

 事前の準備等、これは防災マップにはまとめら
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れておりますが、そういった中でのきめ細かい準

備、先ほど申し上げました区会等を含めて、これ

は水のつくところどうなっているのだという部分

いま一度このご質問があった中でまた私どもも防

災担当のほうともお話し申し上げましたが、やは

りこういった非常に異常気象が続く中、異常でな

くなっているという中ではこの防災マップの徹

底、さらには避難方法についてもう一つ踏み込ん

だ中での対応が必要なのかなと。そしてまた、各

地での避難勧告等のおくれも出ております。そう

いった轍を踏まえて、先日の札幌市、江別等も含

めて一斉に出てきましたが、やはり空振りを恐れ

ずそういった中での的確な情報をつかんで、今ま

ではそういった中での空振りが多かったですか

ら、そういった中で万が一なかったらどうしよう

というそのあたりも考えて適切な早い勧告等が出

なかった部分もあろうと思いますが、空振りを恐

れず的確な情報、そして今はかなり雲の状況等、

気象情報等の精度の高いものが我々にも入ってく

るようになってございますので、そういった中で

この準備、そしてまた災害等の集中豪雨等があっ

た場合の対応の早さという部分にはしっかりと取

り組んでいかなければならないと。そしてまた、

住民の中の住民の生活に根差したガイドマップの

徹底、つくってそれで説明して終わりというので

はなくて、やはりつくって、説明をさせていただ

いて、そしてその活用、訓練等を含めてそういっ

た実践もやっていかなければなかなか住民生活の

中での不安を取り除くことができないのかなとい

うふうに思っております。 

 それと、登川の部分です。これは、登１番地含

めて必ずあそこも水がつくような部分でございま

して、私どもも百姓沢、さらには朝日町、これは

前倒しをしながら順次整備もして終了もしてきて

ございます。こういった中で、あの部分道にも何

度も何度も現状もお知らせしているところでござ

いますが、道のスタンスとしては登川につきまし

ては整備済みだという形になってございます。し

かし、私どももいろいろな部分もございますので、

これは粘り強く道のほうに交渉するとともに、ま

た立木等の部分、これは先日も要請してございま

したが、水の流れが悪くなるということで下流部

分からしゅんせつ等、立木の整理をしていただき

たいということで先日も要望申し上げて、早速や

っていただいた部分もございますが、この登川の

整備につきましては粘り強くまたお願いをしてい

かなければならないと思ってございます。 

 また、下水処理場の部分でございますが、これ

は能力的には当初設計と現状を見ると余裕等がま

だございますので、そういった中ではマンホール

のふたが上がったという事実も聞いてございます

ので、どういった部分であったかという部分は能

力的なものではないというふうに考えてございま

すので、そのあたりも含めて今後の５カ町村のＭ

ＩＣＳ事業等のいろいろな部分の今検討もしてい

るところでございますので、そういったことのし

っかりと現状を把握しながら取り進めていきたい

というふうに思っています。 

〇議長（中井寿夫君） 土屋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３７分 

再開 午前１０時５５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４番、議席番号14番、佐々木議員の発

言を許します。 

〇14番（佐々木正江君） 私は、本年の第３回定

例会に当たり、さきに通告しています２件につい

て一般質問を行います。理事者におかれましては、

要を得た責任あるご答弁よろしくお願いいたしま

す。 
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 １件目、福祉灯油助成事業の実施についてです。

本町では、これまで平成19年度、20年度、24年度、

25年度の４回福祉灯油助成事業が実施されまし

た。全道的に見ても実施している自治体は、平成

24年度143自治体から25年度156自治体にふえてい

ます。先日あるひとり暮らしの女性が９月になる

とまた灯油のことを心配しなくてはならない、こ

としは一体幾らになるのだろうか、そんなことを

話されました。そして、ことしは消費税が８％に

なってから物価が上がっているし、年金も減らさ

れ、本当に暮らしていくのが大変になっている。

去年は１万円あったおかげで本当に助かりまし

た。ことしも町は福祉灯油をやってくれるのだろ

うかと言葉を重ねました。こんな会話の中で、福

祉灯油が待たれていることを実感いたしました。 

 新聞報道によると、９月１日時点の１リットル

当たりの道内平均価格は、１年前に比べて８円

33銭高い108円、石油情報センターはこの１年の価

格上昇は円安と消費税の増税が要因、原油価格は

７月から下がっているものの国内では円安で打ち

消されており、今後円安が進めばさらに価格が上

がる可能性があると話しています。灯油代は、北

海道に住んでいる限り欠くことのできないもので

あり、負担の大きいものです。住民の暮らしを少

しでも支えるためにもことしも福祉灯油を実施す

べきと考えますが、見解をお伺いいたします。 

 ２件目、全国学力テストについてです。８月

25日、文部科学省が全国の中学３年生と小学６年

生を対象に行った2014年度全国学力テストの結果

が公表されました。新聞報道によると、道内

1,722校、約８万6,000人を含む全国の３万525校、

215万人が参加したとありましたが、本町での参加

状況はどうだったのかお伺いいたします。 

 北海道教育委員会は、全国学力テストの順位、

平均正答率等の向上を目標に掲げている道教育振

興基本計画等の中で、北海道の目標について全国

学力・学習状況調査において全国平均正答率を

100とした場合の本道の全ての教科の平均正答率

を100以上、2014年、全ての管内で100以上、2017年

と掲げています。ことしの道内公立校の全４科目

平均正答率は、中学生が昨年度比2.8ポイント高い

63.7％で全国33位、昨年度は38位、小学生も同５

ポイント高い63.9％で44位、同じく45位で、道教

委が目指す全国平均以上の学力には隔たりがある

ものの、全国平均との差は縮めつつあるとの報道

がありました。 

 私は、昨年12月の定例会において全国学力テス

トについて中村教育長の見解を伺いました。中村

教育長は、全国学力・学習状況調査の目的につい

て述べた後、児童生徒は日本全国どこにいてもひ

としく教育を受ける権利を有するものであり、調

査の結果を受けて教育を行う現場の教師が児童生

徒一人一人の学習上の課題を探り、学習への取り

組みの工夫をすることにより、子供たちの学習意

欲の向上や学校における指導にも役立つものとの

見解を示されました。また、新聞等では北海道や

後志の順位が科目ごとに掲載されていますが、周

りが点数や順位だけに注目し、序列化や過度の競

争につながることに私自身懸念はしているとも述

べておられます。そして、学力テストの学校の平

均点数を公表した場合どうしても序列化して比べ

るものと考えている。その結果として、平均点数

を上げることが優先されることにならないもの

か。その結果現場の教師が一人一人の子供たちへ

の対応がおろそかになり、本来の学力テストの意

義がなくなるものと考えているとも述べておられ

ます。 

 しかし、学校別成績の公表を禁止してきた文部

科学省は、今年度から各市町村教育委員会の判断

で公表できるよう実施要領を変更しました。各道

県の教育振興基本計画等には、全ての正答率が全

国平均を上回る、全国の平均プラス３％など全国

学力テストの目標設定が出されています。そして、

その競争をさらに進行させる手段が学校ごとの平
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均点の公表です。道教委は、この間の取り組みに

ついて一定の成果が見られた、来年度には全教科

全国平均以上を目指すとしています。このような

道教委の姿勢に対し、他県との平均点の優劣を気

にするような目標の立て方をやめ、子供たちが主

体的に学習に取り組めるような教育に立ち戻るべ

きという意見や学力テストは学習の達成度や苦手

な部分を見きわめ、学習や授業の改善に結びつけ

るのであって、学校ごとの成績まで公表すること

はその目的から外れるのではないか、児童生徒一

人一人の向上に役立てるという原点を見失っては

ならないという意見などが寄せられています。こ

のような意見こそ真摯に受けとめるべきと考えま

すが、教育長の見解をお伺いいたします。 

〇町長（嶋  保君） 14番、佐々木議員のご質

問に答弁申し上げます。 

 初めに、福祉灯油助成事業の実施についてでご

ざいますが、灯油価格の高騰により家計への影響

が特に大きい独居高齢者世帯、重度障害者世帯及

びひとり親家庭世帯等の低所得世帯に対し、灯油

購入費用の一部を助成することによりこれら世帯

の福祉の向上を図ることを目的として実施いたし

ており、平成25年度につきましては過去の灯油価

格と比較し、著しい上昇が見られたことから事業

実施を決定し、765世帯に対し助成を行ってまいっ

たところでございます。 

 今後の福祉灯油助成事業のあり方につきまして

は、要綱等を整備の上、需要期における価格など

を総合的に評価し、実施の判断をすべく事務作業

を進めており、その考え方につきましては所管委

員会にもお示しをした中で今後の対応を図ってま

いりたいと考えておりますので、ご理解願いたい

と存じます。 

 なお、全国学力テストにつきましては、教育長

からご答弁申し上げます。 

〇教育長（中村寿仁君） 14番、佐々木議員の２

点目の全国学力テストのご質問に答弁申し上げま

す。 

 １点目の本町での全国学力・学習状況調査の参

加状況についてのご質問ですが、小学校では全調

査対象児童数152人中調査を受けた児童は146人、

中学校では全調査対象生徒数160人中調査を受け

た生徒は157人で、合計303人の児童生徒が参加し

ております。 

 次に、全国学力・学習状況調査についての北海

道教育委員会の姿勢についてのご質問ですが、全

国学力・学習状況調査につきましては、その結果

を受けて教育を行う現場の教師が児童生徒一人一

人の学習上の課題を探り、学習への取り組みの工

夫をすることにより子供たちの学習意欲の向上や

学校における指導に役立つものと考えておりま

す。また、子供たちが将来自立していくための基

礎学力を一人一人に身につけさせるという意味

で、学力の向上は重要な課題であるとの認識をし

ておりますし、北海道教育委員会が文部科学省が

公表する全国平均を上回ることを一つの目標とし

て教育施策の展開をしていることについては一定

の理解をしております。 

 本年度全国学力・学習状況調査の実施要領が改

正され、結果の公表について学校ごとの平均点を

一覧にすることや順位づけをしないこと、結果に

ついて詳細に分析すること、学力向上に向けた対

策を示すとともに、公表前に学校側と十分な協議

をすることを条件に学校ごとの結果を公表するこ

とが可能となったところでございます。さらに、

調査の公表については、教育委員会や学校が保護

者や地域住民に対する説明責任を果たすことが重

要である一方、教育上の効果や影響等に十分配慮

することとなっております。しかし、本年度の実

施要領の改正により可能となった学校別の平均正

答率を数値で公表することは、学校の序列化や過

度の競争につながることが懸念され、全国学力・

学習状況調査の本来の目的が阻害されることのな

いよう慎重かつ十分な配慮が必要であるとの認識
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をしております。 

 本町におけるこれまでの全国学力・学習状況調

査の結果につきましては、学校ごとに保護者に対

し周知しておりましたが、教育委員会における町

民への説明責任として余市町全体の結果の概要に

ついて特徴と傾向や改善に向けた対策を含めた内

容の公表について慎重に検討してまいりたいと考

えておりますので、ご理解を願います。 

〇14番（佐々木正江君） 福祉灯油のことなので

すけれども、先ほどの質問の中でも言ったのです

けれども、私たちの暮らしが消費税が８％になっ

てから本当に大変になっているということを皆さ

ん実感されているのではないかと思うのです。 

 総務省が発表したのですけれども、これは８月

29日に発表していますけれども、７月の２人以上

世帯の家計調査についてなのですが、１世帯当た

りの消費支出というのは28万293円、実質前年同月

比5.9％減で大幅に減少したということと、それか

ら消費税増税後４カ月連続で減少しているという

ことなのです。これは、この減少率というのは89年

に３％から５％に引き上げたときよりも大きかっ

たということで、特に食料品の生活必需品の落ち

込みが目立ったといった報道がありました。私も

いろいろな方からお話を聞いているのですけれど

も、本当に最近はスーパーに行くのが怖いと。こ

れしか買っていないのに7,000円にもなっている

とか、そんな話が飛び交っているのです。消費税

は社会保障に充てると言っていたのに、年金は減

らされるし、介護保険や国保は上がると。とても

ではないが、やっていけないよ、安倍さん早くや

めてほしいなと、そういった声までも聞こえてき

ます。限られた年金の中で特に低所得者の方が暮

らしていく、このことは本当に大変だと思うので

す。ですから、暮らしていけないというこの言葉

は実感に、事実だというふうに思っています。 

 先ほど町長は、今後の価格の推移だとかを見て

検討を進めていきたいというお話でしたけれど

も、北海道についていうと、ことしも取り組んで

いくというような補助金について予算が組まれて

いるということなので、そういった点も考慮して、

一日も早い決断をすべきではないのかなというふ

うに考えますけれども、見解を伺いたいと思いま

す。 

 それから、少しずつ中村教育長のご答弁は変化

がしているのかなという感じはいたしましたけれ

ども、2007年度から学力テストというのは始まっ

ています。ご承知のように学校別の平均点を公表

する、このことが認められることになったのです

けれども、教育長もおっしゃっているように学力

テストは学習の達成度だとか苦手な部分を見きわ

めて、学習や授業の改善に結びつけることを狙い

にしていると。そして、児童生徒一人一人の向上

に役立てる、これが原点だというふうにここら辺

では一致できると思うのです。学校別の公表は、

全国各地の教育振興基本計画を見てもわかるよう

に異常な競争教育の拡大につながるのではないの

かなというふうに思います。それは、国会でも学

校別公表によって学校現場が変貌を遂げたという

ふうにして日本共産党の田村参議院議員が事例を

挙げて指摘しています。例えば静岡県では知事の

圧力で県教委もテストの点数を上げる方針を掲げ

て、５年生では１日使って試験対策、それから６

年生には学力テストの直前に１日試験を行う。ま

た、沖縄県では全国順位を意地でも上げる、こう

いうふうに言って、授業時間をふやすために学校

行事を簡略化する、それから家庭訪問の時期を見

直しする、こういうことが国会の中で明らかにさ

れました。道教委は、基礎固めを確認するチャレ

ンジテストの配付だとか、それから釧路の教育局、

新聞によると国語と算数、数学の基礎問題を独自

に作成して配付する取り組みを始めたと。そして、

全国学力テストの過去問題で基礎学力の底上げを

図る狙いだと、こういったことが新聞で報道され

ていました。学校ごとの平均点の公表というのは、
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都道府県間の緊張、これが学校間に移っていく、

ますます激しくなるというふうに思うのです。こ

のような状況について教育長はどのようにお考え

なのかなというふうに思います。 

 それから、ただいま出てきた田村参議院議員が

国会審議の中で学校ごとの公表の権限は、法的に

市町村教育委員会にあることだとか、市町村長、

都道府県知事あるいは都道府県教育委員会は意見

は言うことができても勝手に公表したり、公表を

無理強いすることは法律に反するということを審

議の中で明確にしております。私先日たまたまな

のですが、９月８日だったと思いますけれども、

ＮＨＫのテレビのニュースを見ていたら、道教委

が学力テストの結果公表について各教育委員会に

対し公表同意書を送付したというふうにあったの

ですけれども、本町にもこれは届いているのか。

そして、届いていたとすれば教育長はどのように

対応されたのか、そこのところを伺いたいと思い

ます。 

〇町長（嶋  保君） 14番、佐々木議員よりの

再度のご質問に答弁申し上げます。 

 福祉灯油の関係でございます。これにつきまし

ては、ご質問にもございましたが、平成25年度で

156の自治体が実施していると。ほとんどの自治体

が北海道の中では実施されているという状況でご

ざいます。しかし、これは当初は道の補助金も高

かったのですけれども、今60万円ですか、余市町

に当てはめれば。そしてまた、25年度で765件、１

万円で756万円という事業費でございまして、その

うちの60万円が道からの補助金という形の中での

運営されている。しかし、私どもも福祉灯油助成

事業と、この重要性は認識しているところでござ

います。しかし、毎年毎年そういった指摘を受け

ながら予算措置をするというよりも、先ほど申し

上げましたが、要綱等を整備の上、需要期におけ

る価格などを総合的に評価し、実施の判断をして

まいりたいという部分でございまして、その事務

作業も進めているところでございまして、今後の

方策等を含めて、実施の手法等につきましては所

管の民生環境常任委員会にお示しをした中で今後

の対応を図ってまいりたいと、このように考えて

おりますので、よろしくご理解のほどをお願い申

し上げます。 

〇教育長（中村寿仁君） 14番、佐々木議員の再

度のご質問にご答弁申し上げます。 

 まず、学力テストに対する認識ですけれども、

私は基本的には変わってございません。学力テス

トは、学習指導要領等で定められて、指導内容の

到達度を見るものでありまして、ランキングに目

を奪われることなく、子供たちが意欲的に学び、

力を伸ばしていけるようにすることが大事である

というふうに考えております。学校別の点数の公

表は、序列化と競争を生むというふうな認識をし

ております。 

 また、道からの公表についての同意、現在文書

で同意を求めるということについて来ておりま

す。道がどのような公表をするかということでの

同意ということでございますけれども、具体的に

は教科の領域別に全国を100とした場合の全道、個

別の市町村の状況をレーダーチャートで示したも

のと学力向上策について市町村との協議で策定す

るということの内容でございます。しかし、基本

的に平均正答率について学校が少ないなどの配慮

が必要と考えられる市町村以外、つまり中学校が

１校ですとか小学校が１校、それ以外の町村、余

市町でありますと中学校３校、小学校５校ありま

すので、そういうような町村については町全体の

平均正答率の数値の公表が望ましいという考え方

を示しております。そういうような状況から、余

市町としてはその同意については慎重な対応をせ

ざるを得ないというふうに考えてございます。 

〇14番（佐々木正江君） 福祉灯油のことなので

すけれども、町長が毎回毎回という、そういった

ことがなくても要綱などを検討して考えていかれ
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るというご答弁だったと思うのです。私も本当に

そのことでは毎回毎回議会で質問しなければやっ

ていただけないのかなというふうに思っていたも

のですから、そういった意味では前向きに受けと

めていきたいなというふうに思っています。 

 それで、ことしの１月の末、北海道は厚生労働

省に福祉灯油事業と介護施設の暖房費補助を要請

したといった報道がありました。道の保健福祉部

は、北海道では灯油は生活必需品で消費量も多い

ことから支援の検討をお願いしたと、こうやって

北海道自身が国に対してこのような要請をしてい

るということだったのです。ですから、このこと

をやっぱり自治体としても強く後押しするという

か、国に対してお願いしたいということを強く言

う中で、余市町としてもこういった毎年毎年心配

しなければいけないというようなことではなく

て、消費税が上がったり、電気料が上がる中で低

所得者の方たちは特に大変だと思うのです。です

から、そういった決断をされるようにお願いした

いというふうに思っています。よろしくお願いい

たします。 

 それからあと、公表のことなのですけれども、

文書は来ていたということです。それで、まだご

返事はしていないということで受けとめていいの

ですか。それでは、学校教育としては、子供を丸

ごと人間として育てる役割があると。学力テスト

がそういった意味で到達をきちんと捉えて、そし

て一人一人のあれを直していくというか、伸ばし

ていくという教育長のお考えは再確認できました

ので、よかったなというふうに思いますけれども、

学校教育というのはやっぱり学力も重要だとは思

います。生き抜いていくための基礎学力、それを

身につけるという意味ではすごく大事なことなの

ですけれども、それだけではなくて、友達同士の

信頼を培うとか、自分とは考え方の違う人とも一

緒にやっていけるよ、協力できるよ、そういった

力も身につけていく場だというふうに思うので

す。学力テストの公表をすればするほどそこだけ

に序列に目を奪われて、ほかの大切な課題が抜け

落ちてしまう、これは全国のやり方を見ていても

手にとるようにわかるなという気がするのです。

2000年の前後にはいわゆる学力の低下というのが

問題になって、学力の質について議論がなされて、

どういう学力を身につけさせるべきか現場の先生

方の模索もあったというふうに伺っていますけれ

ども、今は学力テストの点数にばかり目が向くよ

うに、先生方がそういうところに目が向くように

ばかりしむけられていて、教師の授業づくりへの

意欲が失われたり、それから学校や教師の教育力

を衰退させることになりかねないのではないか、

こういった意見があります。そして、少なくない

現場の先生からも、私も後志の先生方何人かに伺

いましたけれども、このままでは子供たちにとっ

て取り返しのつかないことになるのだと。今必要

なのは、学校、家庭、地域と連携して子供たちと

一緒にゆとりと触れ合いの中で育むことだという

声が寄せられていますし、特にこの間事件になり

ましたけれども、ベネッセの個人情報の流出、学

力テストの採点とか任せています。そういったこ

とも心配している、不安材料に思っている方もい

らっしゃるということがわかりました。全国学力

テストを全員参加の方式で１回実施すると55億円

もかかると。こんなにたくさんお金がかかるのか

なとちょっとびっくりしましたけれども、それよ

りも学力テストの本来の目的を考えた場合に学力

の傾向を把握して子供たちに豊かな学力を保障さ

せるのであれば、競争させるのではなくて、教員

の数をふやして１クラスの人数を減らす、そして

一人一人に目が届くようになることだとか、教師

が自主的な研修に参加ができるようにすることだ

とか、親の経済力によって格差の生じることのな

い教育環境を実現すべきだというふうに考えます

けれども、教育長の見解を伺いたいと思います。 

〇町長（嶋  保君） 14番、佐々木議員の再度
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のご質問に答弁申し上げます。 

 福祉灯油の関係でございます。議員おっしゃら

れましたように国への要望、そしてまた道に対す

る60万円の見直し等も含めて、これだけ定着して

いる事業でございますので、要望してまいりたい

と、このように考えてございます。 

〇教育長（中村寿仁君） 佐々木議員の再度のご

質問にご答弁申し上げます。 

 学力テストが全て悪いというふうには認識はし

ておりません。その活用の仕方だというふうには

思っております。そういった中で、数値としての

全国平均正答率が全てというふうには考えており

ませんが、教育の機会均等を目指すものの子供た

ちが生まれ育った場所で差が生じているという、

これは現実だというふうに思っております。少な

くても余市町の子供たちが将来自立するために全

国と同等レベルになるような学習指導の充実です

とか学習習慣の確立、定着を図ることが必要だと

いうふうには考えてございます。そのためには学

校と家庭、さらには地域と一体となって取り組む

必要が、重要だというふうに考えております。 

〇議長（中井寿夫君） 佐々木議員の発言が終わ

りました。 

 各会派代表者会議並びに議員協議会の開催、さ

らに昼食を含め、午後２時30分まで休憩します。 

休憩 午前１１時２６分 

再開 午後 ２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５番、議席番号６番、岸本議員の発言

を許します。 

〇６番（岸本好且君） 平成26年第３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。町長におかれましては、答弁方

よろしくお願いをいたします。 

 本町における再生可能エネルギーの導入につい

て。東日本大震災に発した福島第一原子力発電所

事故を契機に、我が国のエネルギー政策は大きな

転換期を迎えています。経済発展をエネルギー面

において支えてきた石炭や石油などの化石燃料

は、今日その近い将来における枯渇や使用に伴う

地球環境への影響が懸念されており、その使用を

抑制する方向に社会は動いております。近年全国

の県、市町村において再生可能エネルギー促進の

関連条例が施行され、脱原発の視点に立った新し

いエネルギーの利用、拡大の促進が求められてい

ます。道も平成13年１月に原子力は発電時に温室

効果ガスを排出しないことなどのすぐれた特性を

有している反面、放射性廃棄物の処理及び処分の

方法が確立されていないと指摘し、北海道省エネ

ルギー・新エネルギー促進条例を制定しました。

私たちは、積雪寒冷な地域に住む一人として、エ

ネルギーが社会経済の健全な発展と生活の安定の

ため不可欠な要素であることを深く認識する必要

があると考えます。今回の福島第一原発事故によ

り原子力発電の安全神話は完全に崩れました。い

ま一度脱原発の視点に立って、限りある資源を可

能な限り将来に引き継ぐとともに、自立的に確保

できる新しいエネルギーの利用、拡大する責務を

各自治体にも求められていると考えます。 

 今年の４月、エネルギー基本計画が政府から示

されましたが、その中においても再生可能エネル

ギーの重要性が大きな柱となっており、平成25年

から当面３年程度導入を最大限に加速していき、

その後も積極的に推進していくと方向性が出され

ております。本町が有する自然や基盤産業に生か

すためにも町民、事業者及び行政が一体となった

再生可能エネルギーの積極的な導入を管内他町村

に先駆けて行うことに大きな意味があると考えま

す。それらを踏まえて、以下質問をいたします。 

 １、本町が有する資源環境において再生するこ

とが可能なエネルギーの中で最も適している発電
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形態について。 

 ２、優良農地の確保に支障を生じないことを前

提とした耕作放棄地における太陽光発電パネルの

設置について。 

 ３、農業用水利施設、ダムを含む、の適正な維

持管理確保のため用水路の落差を活用した小水力

発電の導入について。 

 ４、未利用間伐材を原料とする熱効率の高い固

形燃料の生産や発電効率の高い木質バイオマスの

研究開発について。 

 ５、農業用施設や水産加工場への地熱、温泉熱

を含むエネルギーの有効利用について。 

 ６、農山漁村活性化再生可能エネルギー総合推

進事業の活用について。 

 以上、よろしく答弁をお願いいたします。 

〇町長（嶋  保君） ６番、岸本議員の本町に

おける再生可能エネルギーの導入に関するご質問

に答弁申し上げます。 

 １点目の本町が有する資源環境の中で最も適し

ている再生可能エネルギーについてのご質問です

が、これまで本町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

性検討会議に参加し、国や北海道のエネルギー政

策に関する情報収集に努めておりますが、北海道

においても東日本大震災以降のエネルギー政策を

めぐる情勢変化などを踏まえ、省エネルギーの促

進と新エネルギーの開発、導入に向けた取り組み

の一層の強化を図っているところでございます。

本町におきましても地域特性を生かした施策の推

進に取り組むことは重要と認識しておりますが、

電力の安定供給や低コスト化、環境や既存施設等

へ適合性などさまざまな課題がありますので、道

内の先進事例なども十分調査しながら、本町に適

した再生可能エネルギー化の取り組みに努力して

いるところでございます。 

 以下、各再生可能エネルギー源ごとのご質問に

答弁申し上げます。２点目の優良農地の確保に支

障を生じないことを前提とした耕作放棄地におけ

る太陽光発電の設置についてですが、平成25年３

月31日付をもって農林水産省から営農を継続する

ことを条件にこれまで認められなかった農地への

太陽光発電設備の転用が認められたところであり

ます。遊休農地や非農地の有効活用対策とあわせ

て、民間事業者によるエネルギー産業への活用の

可能性など現状において活用事案などの情報は少

なく、設置状況や問題点などを調査させていただ

いている状況でございます。 

 次に、３点目の小水力発電の導入、４点目の木

質バイオマスの研究開発、５点目の地熱エネルギ

ーの有効活用についてのご質問でございますが、

いずれの電源につきましても地球温暖化防止対策

の一つとして再生可能エネルギーの積極的な導入

は大変重要なことと考えておりますが、先進地事

例などを参考にして設置費用並びに維持管理費用

等を考慮した場合、現状では本町での導入は非常

に難しいと考えております。しかしながら、国に

おける再生可能エネルギー導入の加速化も示され

ており、引き続き制度改正の把握などを注視して

いく必要があるものと考えておりますので、ご理

解願いたいと存じます。 

 次に、６点目の農山漁村活性化再生可能エネル

ギー総合推進事業の活用でございますが、本事業

は平成25年度に成立した農山漁村再生可能エネル

ギー法をもとに事業化され、農林漁業者やその組

織する団体が中心となって行う再生可能エネルギ

ー発電事業への取り組みを総合的に支援する制度

ですので、発電事業に意欲のある農林水産業者や

団体について関係団体を通じて調査を行ってまい

りたいと存じます。 

〇６番（岸本好且君） 答弁ありがとうございま

す。何点か再質問させていただきます。 

 答弁は聞いておりましたが、この分野、確かに

まだまだ先進地とこれから、余市町も当然そうだ

と思うのですけれども、調査している段階、私も
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それは重々認識しております。それをあえて、当

然調査もしてもらいたいですし、開発に向かって

努力を先駆けてやってほしいというのが本音で

す。しかし、実際余市町は第１次産業が農業とい

うことで、漁業も含めてこういうエネルギー問題

についてはやっぱりシビアですので、その辺は十

分注意して行っていかなければならない上で何点

か町長の見解も含めて質問いたします。 

 実は、先日の新聞にも載って、町長も見られた

と思うのですけれども、再生エネルギーの先進国

というのは今ドイツだと言われております。ドイ

ツは、2011年、要するに福島第一原発事故が起き

てすぐ、その２年後にエネルギー政策を大転換い

たした国です。そういう点見ると、日本はどうな

のかなと私自身思っておりますけれども、それは

それとして、ドイツは2022年までに全ての原発を

廃止して、再生可能エネルギーに切りかえるとい

う、そういう政策を政府はもちろん国民も総力を

挙げて取り組んでいるということが新聞報道され

ていましたけれども、現在ドイツは消費電力に占

める再生可能エネルギーの割合が、私はもっとも

っと進んでいるかと思ったのですけれども、28％

ぐらい。これおととしですから、もう２年たって

いますから多分30％ぐらい超えているのかなと。

まだまだ原発に依存しているというのは実態で

す。ただ、再生可能エネルギーにするための方策

だとか法律改正だとか、そういうものが急速に進

んでいるということです。 

 それで、音威子府の村長が視察をしています。

音威子府もこの余市とは環境がちょっと違うと思

うのですけれども、音威子府が視察した目的とし

ましては、やはりドイツに倣って自分たちのまち

で持っている資源を活用して再生可能エネルギー

の率を上げて、自前で産業も含めて、何よりもそ

の奥にあるのは雇用なのです。そういう意味でこ

の電力、新エネルギーというのはただ電気を起こ

すということだけでなくて、その地域の雇用も影

響してくると。ですから、地域の雇用にもつなが

るということで、音威子府村は道内に先駆けて視

察に行っていると聞いております。 

 実は、これも数字的なのですけれども、ドイツ

は30％近くまでいっているのですけれども、そし

たら日本はどうかといいますと10.7％で、10.7％

のうちほとんどが水力なのです。ですから、再生

可能エネルギーはたった2.2％、これ去年の数字み

たいですけれども、そうしますと何十分の１とい

うことで日本はまだまだということなのですけれ

ども、それで音威子府はこの秋にドイツから大学

の専門家を呼んで、実際に村を見てもらって、こ

の村で何が可能なのか、そしてどこが問題点なの

かをじっくり調査をしていただくということで、

この11月ごろに来られるみたいです。 

 それで、町長先ほどの答弁で、確かに最も適し

ている発電形態について私は質問しましたけれど

も、これですということはなかなか出ないのは重

々わかります。そこで、先進地を見てというのも

わかるのですけれども、そういう専門家、これは

北海道内にも研究所が官民合同でつくっているＮ

ＰＯ法人でありますので、費用の面だとかあると

思いますけれども、一応調査をして、本当に余市

で全くだめなものなのか、でもこの分野について

は可能性あるのではないかという部分ぜひ探って

ほしいと思います。そういう調査をぜひ行ってほ

しいと思いますので、再度この辺の調査依頼につ

いてお聞きをいたします。 

 それから、２点目の耕作放棄地の太陽光熱パネ

ルの設置についてということで私は質問しました

けれども、これは日本はもちろんそうですが、道

内も極めて少ない、実際にやっているところが。

農地法だとかいろいろな法律で、大分緩和されて

いますけれども、今町長の答弁の中にもありまし

たようにそういう営農に活用する場合云々という

のありますけれども、まだまだ農地を利用して発

電を起こしているのは、再生可能の中でたった３
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％しかありません。あとは林地が13％、ほとんど

がそういうほかの地目ということで、いろいろ規

制があるので、なかなか進んでいないのが現状な

のですけれども、私は耕作放棄地、さっきの音威

子府の話ではないですけれども、音威子府も耕作

放棄地が非常に多い。それで、そこに再生エネル

ギーに活用できる例えばイタドリなどの野草など

を植えるだとか、そんなものに今回それを取り入

れてはどうかということで調査してもらうという

ことになっているようです。ですから、今高台に

ちょっと上がって余市の平野を見ますと、やっぱ

り荒れている耕作放棄地で何年も何十年もつくっ

ていないと。これも農地法とかいろいろな絡みあ

ると思いますけれども、当然第１次産業の農地を

活用する中ではそういう果樹だとか新規就農だと

か、そういうものが最優先ですけれども、もう少

し再生可能エネルギーにこの耕作放棄地が使えな

いものなのか。所有している人の考え方もありま

すから、一概には言えないと思いますけれども、

町として余市町は果樹生産の一大産地であると同

時にエコに優しい、再生エネルギーに自然を利用

して、そういう町を目指しているのだという、そ

ういう方向に少しでも向くような努力をこれから

すべきでないかと思いますので、この辺でもし見

解があればお聞きしたいと思います。 

 それから、３番目から５番目までですか、非常

に難しいと。それで、調査をするということの答

弁ですけれども、この関係についてもすぐ実施で

きるというものではありませんので、あれですけ

れども、ただ私農業用水利施設の関係だけ町長の

考え方をお聞きしたいのですけれども、降水量の

関係で、午前中土屋議員からもそれは災害のほう

で降水量の話出ましたけれども、実は日本の場合

多いところで4,000ミリ、少ないところで、これ北

見なのです、700。札幌が1,100ミリ、余市はどの

辺に入っているのか、札幌と同じぐらいなのかな

と思うのですけれども、外国から見ると非常に降

水量が多い、要するに雨が多い国ということで、

山間地帯ということで、道内も、余市もそうです

けれども、この狭い中に川が何本も走っていると。

それを農業用水に、かんがい用水にも利用されて、

きめ細かなそういう用排水路ができていると。で

すから、それを利用する価値というのは十分ある

と思うのです。 

 実際町長聞いたことあるかどうかわかりません

けれども、ピコ水力発電という小型の、これは主

に農業用水に使われているのですけれども、小型

水力の発電というのがあるのです。そして、これ

京都の伏見工業のそういう水力の研究グループと

いいますか、高校生が発案して、今改良に企業が

参入してつくっているようです。これは、小さい

ものですから、例えばそれで発電起こした10キロ

未満とかはこれは届け出が必要ありません。それ

で、例えば余市でしたら農業の田んぼだとかハウ

スにも当然利用できますし、もしそれ以上大きく

なりますと届け出るとかいろいろあると思うので

すけれども、この小さい小型水力の発電が今注目

されていると。そんなことで、余市の場合かんが

い溝があります。かんがいからそれぞれ水田に流

していく中に落差を利用して、そしてこのピコ小

型水力というのは水深が３センチとか４センチと

か５センチとか本当に少ないところで、軽いもの

で簡単に発電できるという。そして、当然移動も

できます。10キロは余り少な過ぎるのですけれど

も、もうちょっと大きいものとなりますと何十キ

ロとなるのですけれども、移動が可能だというこ

とで、私イメージ的にどうなのかなと思ったので

すけれども、例えばかんがい用の流れているとこ

ろから落差のある、たくさん用水路引っ張ってい

ますので、そこに設置して発電を起こすというこ

とは、ちょっと経費は別としても、大分この経費

も安くなっているようですけれども、余市町は可

能性としては、これは水路ですから、昔からある

本州あたりでよく見かける水路を改良したものな
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ので、それを新しい形にしたものなので、見た目

も全然違和感もありませんので、そんなことでち

ょっと研究してみてください。そんなことで、私

は最初に質問した何が余市町として適正なのかと

いう中でこの水が一番だと自分自身思っていま

す。風だとかいろいろな方法ありますけれども、

この水を利用するということをもし調査するので

あればここをメーンに調査してもらいたいと思っ

ていますので、この水に関することで町長の考え

方をお聞きしたいと思います。 

 それで、あと熱利用だとかいろいろ質問しまし

たけれども、この関係について温泉法だとかいろ

いろな制約があって、これは時間をかけて、熱利

用も温泉も余市も十分可能性としてはありますけ

れども、そういう意味でこれから検討課題の中の

一つとして入れていただきたいと思います。農業

用施設だとか水産加工だとかそこに利用できるの

です。一般家庭はもちろんそうなのですけれども、

そこに活用できるというのが非常にメリットがあ

ると思いますので、そんなことで調査研究をお願

いしたいと思います。 

 最後に、６番目の農山漁村活性化再生可能エネ

ルギーの総合推進事業、これ町長が言われました

ように支援をしていくということで、実際道内の

中では苫前町だとか壮瞥、幌延、後志管内でもニ

セコ町とか蘭越町が多分これに関心持っていると

聞いています。それで、ぜひ余市町もニセコ町、

蘭越町の、同じ後志管内ですので、総合局との関

係もありますので、それぞれ地域ちょっと違うと

思いますので、また違った角度で取り進めること

できるのではないかなと思いますので、よろしく

お願いしたいと思います。 

〇町長（嶋  保君） ６番、岸本議員からの再

度のご質問に答弁申し上げます。 

 １回目の答弁書の答弁の中で研究いたします

と、調査しますという部分も多い答弁でございま

した。しかし、温泉熱、小水力発電、そしてバイ

オマス等、これは私どもも調査もいたしてござい

まして、また本当の専門家ではございませんが、

そういった分野の調査機関等に依頼等もしてござ

いました。これは、何年前でしたか、小水力につ

いての一般質問もいただいてございます。そのと

きもやはりトータル的に考えて、費用対効果の部

分でなかなか実施に至らなかったという部分ござ

いますが、それから今私改めて資料等見直しまし

たら、そのときの買電価格とかなり違って、３倍

ほどになってきております。そのときは、費用対

効果としては経費をかけて投資するというのは非

常に困難性があったという報告をいただいて、質

問者にもそのような形で答弁してございました

が、しかし今改めて買電価格等、そしてまた国の

こういう支援の施策等を含めましたらやはりかな

り違ってきているなという部分も改めて考えてい

るところでございます。 

 そういった中で、１つにございました音威子府

の例を出されて、海外に行くのは無理としても専

門家に対する調査依頼等の部分、これは必要であ

るなと思ってございますし、ドイツの例も出され

ておりましたが、このエネルギー政策何とかしな

ければならないという部分の中では我々もやはり

しっかり取り組んでいかなければならない部分が

あるなというふうに思ってございますので、その

あたりも含めて、再度この当時とはかなり状況も

国の支援、そしてまた電力のこれは2012年に固定

価格買い取り制度というのも発足してございます

ので、それらを含めて改めてこの買電単価や国の

制度等にあわせながら費用対効果どうなのかとい

う部分は、これは非常に我々行政だけでやるとい

うのはおっしゃるとおり厳しい部分もございます

ので、ＮＰＯとかのいろいろな中での法人、専門

的な分野の知識を有する部分もあろうと思います

ので、国、道の専門家、さらにはそういった分野

の意見をいただきながら、調査する必要はあるな

というふうに思ってございます。 
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 それと、本来的には赤井川のように大手が来て、

ぼんと地熱なりなんなりという形でやってくれれ

ば一番いい部分もあろうというふうには思ってご

ざいますが、そういった企業に対するチャレンジ、

アプローチ等も、耕作放棄地の土地があるという

部分もございますので、そういった企業へのアプ

ローチ等もやはり進めていかなければならない分

野であろうというふうに思ってございます。そう

いった中で、小型水力発電等私どもも存じていな

い部分、どんどん、どんどんそういった中では技

術革新も進んできているという部分もございます

ので、これらにつきましても、先ほど申し上げま

したとおり、これらの改めて調査もする必要もあ

るなというふうに思ってございます。 

 また、最後の６点目の農山漁村活性化再生可能

エネルギー総合推進事業、これらにつきましても

いろいろな意味でエネルギー問題等につきまして

は近所のニセコ町、これは非常にお手本になる取

り進めを多く進めているという部分もございます

ので、私ももちろん出向き、また担当課の職員も

出向いて、これらの状況もきっちりとリサーチし

ながら、これからの再生可能エネルギーの導入に

ついて当たっていきたいというふうに考えてござ

います。 

〇６番（岸本好且君） 私このエネルギー政策、

余市町が道内はもちろん管内で先駆的に今町長か

ら答弁ありましたように近くにニセコ町があると

いうことで、これからいろいろな面で協議も含め

てしていくということで、それは大いに期待して

います。 

 私道内のまち歩いたときに例えば風力があるま

ちだとかもちろん水を利用しているところで、あ

あいう風景を見ますとそのまちの姿勢というのが

何か見えるのです。要は優しいまちづくり、依然

として大企業ベースの今の電力を購入して産業を

続けている、果たしてそれでずっとこのまま続く

のかといったら、私はそうはいかないと思うので

す。ですから、今私たちはいいですけれども、自

分たちの子供、孫が今のままでは間違いなくいか

ないと私は思っていますので、ぜひ先を見て、や

れるところから、多少お金はかかると思いますけ

れども、これは先の投資ですので、ほかのものと

は違うものだと私は思っています。エネルギーと

いうのは、全ての根幹をなすものですので、そう

いう意味では目に見えない本当に大事なものです

ので、町長が言われたとおり、ひとつ一歩進んだ

取り組みをお願いしたいと思います。 

 それで、私最初に言った研究会なのですけれど

も、北海道自然エネルギー研究会といいます。こ

れ聞いたことあると思うのですけれども、多分振

興局の中でもいろいろ入っていると思うのですけ

れども、2002年に北海道大学の理学だとか農学、

室工大、北見工大、そのほかに道立の地質研究所

だとか、あと今企業の話出ましたけれども、再生

エネルギーに大変関心がある企業、そして自治体

ではせたな町とか最初から入っているみたいで

す。それで、北海道の道内の環境における再生エ

ネルギーはどうあるべきかという、そういう基礎

研究をやっていると。応用実験も含めて、今の水

の関係もそうですけれども、そういう研究もして

いるということで、例えばその調査なんかはここ

が、いろいろ調査研究機関はあると思いますけれ

ども、大変いい研究機関だと思いますので、一回

ここに投げかけてみるのもいいかなと思いますの

で、ぜひこれはやっていただきたいと思います。

これも完全に民間団体から格上げになってＮＰＯ

ということで、2005年から活動している団体です

ので、さまざまな角度から直接、間接問わずいろ

いろな提言を行っているということで、相談も行

っているということですので、お願いします。 

 原発事故の教訓からもエネルギーの大規模集中

型から小規模に移っていくと思うのです。いわゆ

る地方重視といいますか、地方にエネルギーを、

自然再生エネルギーを求められていると、そうい
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う傾向がますます進んでいくと思いますので、も

しその対応がおくれると周りにも越されてしまっ

て、せっかくの例えば余市町のそういう自然環境

だとかそういうものが生かし切れないで終わって

しまうと。そして、先ほど言いましたように雇用

の関係も間違いなくついてくると思います。これ

も今先進地から見ますと雇用も生んでいますの

で、そんなことで余市町の雇用問題もありますの

で、ぜひこれに結びつけていく一つのエネルギー

問題というのはエネルギーだけでなくて、そうい

う総合的なものもあると思いますので、取り組み

をお願いしたいと思います。 

 きょうは、原発はいろいろな考え方あって、あ

えて賛成、反対というのはこの場では申しません

けれども、嶋町長は30キロ圏内に位置しているこ

の余市町の町長ですので、エネルギー問題と向き

合っていくというのは、普通の町村の首長と違い

まして、泊に30キロ圏内にある余市町、その首長

であるということで、再生可能エネルギーについ

ては普通の町村より一歩二歩進んだ取り組みを先

手を打つ、そんな姿勢を少しでも２期目中にぜひ

出していただきたい。そのことを要望して質問を

終わります。もし見解があれば聞きたいと思いま

す。 

〇町長（嶋  保君） ６番、岸本議員よりの再

度のご質問に答弁申し上げます。 

 再生可能エネルギーに対する姿勢という部分ご

ざいました。おっしゃるとおり、後志管内お手本

になる部分というのは、寿都の風力、そしてまた

エネルギーの非常に多くの取り組みという中でニ

セコというすばらしいお手本も管内にございま

す。そういった中で、今後これらの町村との連携、

さらにはお教え願う部分等いろいろ出てくると思

いますが、先ほど北海道自然エネルギー研究会で

ございますか、そういった中での専門家等のご意

見等も伺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、この小水力の部分につきま

しては以前にも一般質問いただいておりまして、

これは宿題となっている部分でもございますの

で、改めて先ほども申し上げましたが、買電価格

が今あの当時よりかなり変わっていると、そして

国の施策も交付金事業等を含めいろいろなメニュ

ーができているという部分もございますので、そ

ういった再度検証しなければならないというふう

に思ってございます。 

 また、最後の部分の30キロ圏内の首長としてと

いう部分でございます。私も後志管内の町村会の

中では、この部分の発言等はしっかりとこの30キ

ロ圏内の首長であるという部分も踏まえた中での

発言をしているというふうに思ってございますの

で、今後それらを踏まえて、発言だけではなくて、

こういった再生可能エネルギーへの取り組み等も

含めてしっかりと取り組んでいかなければならな

いというふうに思っております。 

〇議長（中井寿夫君） 岸本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18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０９分 
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