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  選挙管理委員会事務局長  小 林 広 勝 

〇事務局職員出席者            

  事  務  局  長  杉 本 雅 純 

  庶 務 係 長  枝 村   潤 

  書         記  阿 部 航 大 

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27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15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、井議員は身内不幸のため欠席、野呂議

員は所用のため若干遅刻、吉田浩一議員は所用の

ため１時間程度遅刻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５番、議席番号12番、庄議員の発言を

許します。 

〇12番（庄 巖龍君） 平成27年第４回定例会に

おいてさきに通告いたしました１件につきまして

ご質問いたします。答弁のほどをよろしくお願い

申し上げます。 

 栄小学校閉校に伴う来年度以降の児童送迎につ

いて。栄小学校は、明治40年に住民の寄附により

畚部尋常小学校として開校以来108年にわたり

1,335名もの優秀なる人材を輩出し、栄町地域にお

いて重要な学び舎としての役割を果たしてきまし

た。しかしながら、少子化の影響もあり、今年度

をもって閉校することとなりました。現在の在校

生は５名でありますが、１名が卒業されることに

より４名の児童（新４年生１名、新５年生２名、

新６年生１名）が在籍することとなります。栄小

学校の閉校については、栄小学校校区のＰＴＡ及

び区会の要望によりやむなく閉校に至った経緯が

あります。来年度以降につきましては、在籍４名

の児童が大川小学校へ通学することと考えます

が、その通学については栄小学校校区の児童を対

象にバスでの送迎が望ましいと考えます。つきま

しては、以下の点について伺います。 

 １、大川小学校の始業時間（正面玄関開放７時

50分から８時10分まで）に間に合うようきめ細や

かなバス運行についていかに考えているのか。 

 ２、終業時間が学年ごとに違うため、送りのバ

ス運行については二、三便のバス運行が必要と考

えるが、いかに考えているのか。 

 以上、よろしくご答弁のほどお願いを申し上げ

ます。 

〇教育長（中村寿仁君） 12番、庄議員のご質問

についてご答弁申し上げます。 

 教育委員会では、平成28年３月31日の余市町立

栄小学校の廃止に向け、現在準備を進めていると

ころであり、本定例会に余市町立学校設置条例の

一部改正案についてご提案申し上げているところ

でございます。以下、ご質問にお答えいたします。 

 １点目の平成28年４月以降におけるスクールバ

ス運行についてのご質問でございますが、平成

28年３月31日をもって栄小学校が閉校し、４月か

らは大川小学校に統合されることにより、栄小学

校校区から大川小学校に通学する児童につきまし

ては、以前に比べ通学距離も遠くなることから、

栄町区会長、栄小学校ＰＴＡ会長の連名でスクー

ルバス運行に関する要望書が提出されたところで

ございます。教育委員会としましても通学時にお

ける児童の安全対策の一つとしてスクールバスに

よる送迎が必要であると考えており、現在町部局
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と協議を行っているところでございます。また、

スクールバスの運行に当たりましては、保護者や

地域の方々と事前に協議をしてまいりたいと考え

ております。 

 ２点目のスクールバスの運行便数についてのご

質問についてでございますが、議員ご指摘のとお

り、学校における終業時間は学年ごとに異なるこ

とから、実情に合ったバスの運行計画が求められ

るものと考えております。教育委員会といたしま

しては、栄小学校校区へのスクールバスを運行す

る場合には現在豊丘地区で運行しております運行

計画等を参考としながら、可能な限り実情に合っ

た運行計画の策定を検討してまいりたいと考えて

おりますので、ご理解のほどよろしくお願いいた

します。 

〇12番（庄 巖龍君） 大川小学校にスクールバ

スを検討されているということと、また地域住民

の方々から要望があるということでございます

が、大川小学校の登下校に当たりましては、特に

登校時に当たりましては校長先生が学校の正面に

立っております。要するに国道５号線のちょうど

前のところに立っております、学校の。大川小学

校というのは、原則保護者が車を乗り入れること

ができないという状況になっております。しかし

ながら、これはあくまで原則でございまして、お

子さんが例えば突然の発熱だとか緊急を要する場

合につきましては、校庭内に入ることができると

いうふうなこともあります。 

 そのような中で、大川小学校の校舎内に入って

いくというのは、たくさんの生徒が徒歩で行って

いるわけですから、そのような中でバスの停留所

をどこに設けるのかということが非常に大切なこ

とになってくると思うのです。なぜかと申します

と、原則入れないわけですから、保護者の車が入

れないわけですから、その中でバスが中に入って

いく。特にある程度の人数のお子さんを乗せると

なれば、そのバスが校庭内に入っていくときそこ

に子供たちが徒歩で歩いていくわけです。そのよ

うな中で、事故が起きたら困るということがある

ので、停留所の確保、これをひとつお願いしたい

というふうに思っております。 

 それから、今度下校のことに関しまして今検討

というお話がありましたけれども、こちらは豊丘

小学校の例をお話しになりましたけれども、下校

時、これは学年ごとに違うということがあるので

すが、実際のところ夕方、季節によって違います

けれども、冬場になると大体５時ぐらいになって

くると暗くなってきます。そういった中で、子供

たちの夕方の暗い中での送迎についてもひとつ配

慮いただきたい。これにつきまして教育長の答弁

をよろしくお願いいたします。 

〇教育長（中村寿仁君） 12番、庄議員の再度の

ご質問にご答弁申し上げます。 

 まず、１点目のバスの停留所の確保ということ

でございます。栄小学校区から大川小学校へのス

クールバスを運行することになった場合につきま

しては、降車場等につきましては今後学校長との

協議をすることになります。大川小学校につきま

しては、国道５号線上にありまして、特に朝の通

学時車両が混雑するというふうにはお聞きしてお

ります。学校では、議員ご指摘のとおり、登校時

に校長が校門前で児童を迎えるなどの安全面に配

慮しておりますし、通学時、特に朝の段階では保

護者が車両で学校敷地内に入ることは原則的には

できないと。特別な場合、天候ですとか体のぐあ

いが悪い場合には安全に気をつけて入れていると

いうことでございます。スクールバスを運行する

際には、栄町から来て、国道の左側に停車して信

号を渡るのがいいものか、それともバス自体が方

向転換をして、国道の学校側で停車しておろした

ほうがいいのか、あるいはその部分だけ中に入る

のかということもございます。このことにつきま

しては、今後子供たちの安全を最重点に置いて、

学校と協議してまいりたいというふうに考えてお
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ります。 

 次に、２点目の下校時の部分でございますが、

現在も豊丘小学校につきましては下校時は２便か

ら３便ということで、ある程度学校の子供たち学

年ごとに下校時間違いますので、それに合わせた

中で対応していくと。大川小学校につきましても、

ご指摘のとおり、そういう部分もございますので、

１便だけというふうには考えてございません。や

っぱりある程度何便かしていかなければならない

のかなというふうには考えてございます。 

〇12番（庄 巖龍君） こちらのほうに文部科学

省の小中学校における交通安全に関する調査とい

うのがございまして、この中に第８次交通安全基

本計画に基づき作成した文部科学省交通安全業務

計画というのがございます。その中にこのような

文言が書かれておりまして、市区町村の交通安全

計画の策定状況、通学路、スクールゾーンの設定

状況、市区町村教育委員会における通学路の安全

点検の実施状況、交通安全教室の実施状況等、交

通安全に関する各種取り組みの実施状況を把握

し、今後の交通安全に関する施策を検討するとい

うふうに文科省のほうでも第８次の交通安全基本

計画というのを策定されております。これは、教

育長も見られればすぐわかると思いますので、こ

ちらのほうを少し参考にしていただきながら、各

種団体、それから大川小学校の校長先生ともお話

をしていただきたいと思っております。 

 あわせましてこちらのほうは、財団法人交通安

全事故総合分析センターというのがございまし

て、こちらのほうで書かれているのは実は小学校

の事故の発生率というのがございまして、これは

一番事故が多いケースというのは小学校の低学

年、特に歩行中の事故に遭うケースが多いと書か

れております。事故の５割以上が歩行中。起きて

はならないことでございますけれども、死傷者が

４割弱を占めているということで、事故の起きる

確率が５割以上で、亡くなる方が４割弱というこ

とでございます。ご存じのとおり、最近では登校

中の児童生徒のところに、脱法ハーブの問題もあ

りますけれども、そういったことで車が突っ込ん

でいって、不幸にもとうとい将来を担う子供たち

の事故が全国各地で発生しているということがご

ざいます。 

 そのような中で、大川小学校に通う栄小学校の

お子さんたち、まして栄小学校というのは108年と

いう歴史の中で多くの優秀なる人材を輩出し、ま

た経済界、町議、町長を含めましていろいろな本

当にすばらしい人材を輩出している地域でござい

ますので、ぜひ将来ある子供たちの安全確保のた

めに全力を尽くしていただきますようご要望を申

し上げ、また改めて今検討という言葉がございま

したけれども、ぜひこれは実施をするということ

で、その中で大川小学校の校長先生とお話をして

いただいて、やるということについては、検討と

いうといかにもこれからやるか、やらないかどう

かというふうなことに聞こえますので、やること

は決定ですよと。しかしながら、その方法につい

ては、るる検討していきますというふうな答えを

いただければありがたいと思っておりますが、そ

の辺につきまして再度教育長の答弁を求めるもの

でございます。よろしくお願いいたします。 

〇教育長（中村寿仁君） 12番、庄議員の再度の

ご質問にご答弁申し上げます。 

 まず、交通安全に対する教育という部分で、特

に小学校入ってきたばかりの１年生、低学年、そ

ういう部分につきましては、学校で実地も含めた

授業といいますか、そういう部分については現在

もしておりますし、今後とも十分に対応してまい

りたいというふうに考えてございます。事故の発

生率もだんだん多くなっているということなもの

ですから、そういう意味では今現在各学校、それ

と警察でありますとか道路管理者等との交通安全

に対する協議会も設置しております。年に１回程

度会議をした中で、危険な箇所についてはその道
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路設置者に対して要望して、安全対策をしてもら

っているというふうなことも行っております。今

後とも交通事故に関しては十分留意したいという

ふうに思っておりますし、昨年各商店街、大川、

黒川、沢の商店街で安全マップというものもつく

っております。その中にはいろいろな意味での交

通安全の危険な部分も対象として安全マップをつ

くっておりますので、子供たちに十分周知してい

きたいと思います。 

 また、栄小学校スクールバスの運行に関して、

教育委員会としては今現在平成28年度の予算計上

をするという中で考えております。協議している

ということでございますので、よろしくどうぞお

願いいたします。 

〇議長（中井寿夫君） 庄議員の発言が終わりま

した。 

 発言順位６番、議席番号16番、藤野議員の発言

を許します。 

〇16番（藤野博三君） 私は、平成27年第４回定

例会に当たり、さきに通告のとおり、１件につい

て質問いたします。町長におかれましては、明快

なご答弁をお願いいたします。 

 営農基本条例の策定について。平成27年11月

27日、先月の27日であります。農林水産省が発表

した2015年農林センサス、統計の概数値が発表さ

れました。この農林センサスというのは、農業の

国勢調査と言われているものでございます。全道

の総農家戸数、法人等組織経営を含んでおります

が、４万283戸で、前回に比較して13.5％減少しま

した。農業人口は９万5,679人で、前回に比較して

14.1％減少しました。さらに、センサスによると、

道内の世代別の農業人口を見ると１万3,500人と

最も多い60歳から64歳と65歳から69歳も前回調査

を上回りましたが、70歳から74歳は20.6％減と前

回調査を大幅に下回りました。センサスは概数値

で、余市町の数値は公表されておりませんが、余

市町の農業全体としては新規就農やワイナリー等

の起業やワインブドウの作付面積の拡大などプラ

ス要因はあるものの、センサスの概数値と似たよ

うな傾向にあると私は考えております。農林水産

省の統計によると、余市町の畑耕作面積が平成

21年の1,480ヘクタールに比較して、平成26年には

6.8％減少の1,380ヘクタールとなっています。 

 今の余市町の農家は、猫の目農政に翻弄された

体験があるだけに、現状に希望を抱く方、危機感

で絶望視する方、何とかなるであろうと考える方

などいろいろな感情が交差していると思います。

それだけに余市町における農業の発展策や施策も

農家の意向を重視し、それぞれに対応した対策を

明確に打ち出すべきではないでしょうか。 

 また、余市町がリンゴ、サクランボ、ブドウな

どの多種多様な果物やトマトなどの豊富な農産物

を生かした６次産業化の推進や全道一の生産量の

ワインブドウを活用したワイン特区の取得など、

農業の活性化に取り組んできたことも十分に評価

できます。 

 今後の余市町の農業振興策として、優秀な後継

者の育成や規模拡大に意欲を燃やす方への遊休農

地のあっせんなど、地域の活性化を含めて新規就

農者、後継者対策を今以上に真剣に研究、討議す

る瀬戸際にあると思います。また、今後の状況に

よってはと方針の固まっていない農家への対策と

して、収益性の高い作目の導入を図り、施設等の

リースをして農家の投資負担を軽減しながら、生

産を拡大することを考えなければならないと思い

ます。さらに、これからふえていくと予想される

遊休農地の再生をどうするのか。余市町を離れた

若者にＵターンを呼びかけることや大学の農学部

の学生にＩターンを呼びかける運動を展開するこ

とも一策ではないでしょうか。 

 これらの対策のためには、今日地方分権時代を

迎え、従来のように国、道の指示、指導によって

施策を行うのではなく、余市町独自の農業政策を

策定し、これを国、道の施策に組み入れる下意上
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達の農業政策に発想の転換を図るべきではないで

しょうか。これは、今日国が盛んに推し進めてい

る地方創生の考え方に合致するものと思います。

平成11年７月には旧農業基本法が廃止され、新農

業基本法と言われる食料・農業・農村基本法が施

行され、食料自給率の目標や農業、農村の多面的

機能発揮や多様な担い手の確保など、食料、農業、

農村全体の方向性を示しています。しかし、それ

はそれとして法を尊重しつつ、余市町には余市町

の独自性と特色を持ったもっときめ細かな我が町

の営農基本条例を策定するべきと考えます。そし

て、それを土台として農業振興５カ年計画を策定

する。立派な内容であっても財源の伴わない内容

は空文化する傾向があるので、年次別財源を明示

すべきと思います。 

 基本条例の内容は、既に各界から提唱されてい

るところでありますが、さらに皆さんで知恵を出

し合い、次の対策を盛り込みたいものであります。

１、新しい経営感覚を備えた農業者の後継者を育

成して、どのように自立した農家を育てるか。２、

基幹作物を中心とした生産の組織化と育成を図

り、経営の実態に応じた複合経営で生産性をどう

高めるか。３、農地の有効利用を図るための農地

の流動化を図り、農業機械の集約化で生産性をど

う高めるか。４、農作物の付加価値を高め、販路

拡大を図るためどのように農家経済の活性化を図

るのか。５、特産品の開発、まちづくり観光産業、

都市との交流で経済活性化をどう進めるのか。６、

地域社会の連帯意識を高揚して、いかにやる気を

起こさせるか。７、離町した若者を呼び戻し、農

学部の学生などに新規就農を呼びかけ、遊休地を

いかに活用するか。８、健康と野菜づくりを結び

つけるため市民農園の活用を促進するなどであり

ます。 

 ６次産業化やワイン特区を推し進めてこられた

町長には、それらの施策を具現化するため、ぜひ

余市町営農基本条例を策定していただきたいと思

います。町長の考えをお尋ねいたします。 

〇町長（嶋  保君） 16番、藤野議員のご質問

に答弁申し上げます。 

 本年11月に５年に１度実施される農林業センサ

スの概数値が公表され、農家戸数、農業人口とも

減少に歯どめがかかっておらず、農業の置かれて

いる厳しい現状が改めて明らかになったところで

ございます。市町村単位の数値はいまだ公表にな

っておりませんが、本町も減少傾向にあると推測

できるところでございます。 

 本町農業は、先人の努力と英知により、北海道

で類いまれな果物の産地として発展し、さらには

本町の地勢と消費者ニーズをいち早く取り入れた

施設野菜の導入など、生産者や関係機関の努力に

より今日の経営形態が確立されてきたところでご

ざいますが、高齢化や後継者不足に伴い、農業者

数の減少が続いているものと考えております。そ

うした中、関係機関の協力をいただき、新規就農

者の受け入れの取り組みや農業経営の多角化を図

るためのワイン特区制度の導入、さらには都市と

農村の交流促進などに農業者が取り組みやすい環

境づくりを進めてきたところでございます。また、

食の安心、安全が問われる今日の消費者ニーズを

受け、クリーン農業の推進を図る等の取り組みも

進めてきているところでございます。 

 議員ご指摘のとおり、今後の農業振興といたし

ましては、新規就農者対策や後継者の育成等の人

的対策とあわせて、本町の特性を生かした生産性

の高い作物の栽培、さらには販売体制の確立など、

多岐にわたる取り組みを進めていくことが求めら

れているところであり、長期的な計画や目標を設

定することは重要なことであると認識をしてござ

います。 

 現在農業振興関連の計画といたしましては、長

期にわたって農業振興を図る地域等を定めた余市

町農業振興地域整備計画と農業経営の目標を定め

た農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構
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想、さらには本町の果樹振興の方向性を定めた余

市町果樹産地構造改革計画等があり、これらの計

画に沿って農業施策を進めているところでござい

ます。 

 ご質問の営農基本条例の策定と条例を土台とし

た本町農業の方向性を示す総合的な農業振興計画

の作成につきましては、現在余市町農業振興地域

整備計画の見直し作業が実施中であるとともに、

既存の計画との整合性や基礎となる資料の整理等

には時間と費用を要することから、他の自治体で

の制定状況等も調査研究しながら、今後において

総合的な検討をしてまいりたいと考えておりま

す。 

〇16番（藤野博三君） 再質問させていただきま

す。 

 まず、１つ、一番先に町長にお尋ねしたいので

すけれども、町長も私も余市の多分議会の方も聞

かれれば余市町の基幹産業は農業、漁業だという

ような発言をされます。きょうは農業のことだけ

質問しているので、漁業のことは省きますが、た

だ町長は基幹産業ということをどのように考えて

いるのか。また、基幹産業とはどういう形態なの

か、これは定義というものはないようであります

から、町長の考えをぜひ聞かせていただきたいと

思います。 

 それと、その町長の答弁にもよるかもしれない

けれども、余市町の農業を本来的に基幹産業とす

るため、今町長がいろいろな施策、こういうもの

をやっていますよと話はされました。ただ、実際

にそれを統括するような条例、これは早急につく

るべきでないのかなと。今ここに営農基本条例と

たまたま私が勝手に名前をつけて、きょう一般質

問させていただいたのですけれども、これと同じ

ような条例はもう農業地域の市町村にはたくさん

あります。旧農業基本法によって農業基本条例を

つくっているまちもたくさんあります。そして、

新農業基本法、食料・農業・農村基本法、これに

のっとって、名前はさまざまでありますが、それ

こそ農業基本条例というものを策定しているまち

もたくさんあります。北海道にもたくさんありま

す。きょうここで一つ一つ述べている時間はあり

ませんけれども。各施策を一括一つにまとめる本

筋となる条例というのはぜひ必要だと思います。

特に余市町は、農業、漁業が基盤産業だと言われ

る割には農業に対するそういう大きな施策という

のがこれは私は少ないように思います。ただ、１

問目で言ったように町長が推し進められてきたワ

イン特区とか６次産業化の推進とか、それから農

業のさまざまな施策は、これは何も否定するもの

ではありません。町長も一生懸命されているなと

私も理解して解釈するから、それであればその本

筋である営農基本条例というか、農業基本条例、

名前はさまざまありますけれども、やはりそれは

早目に策定して、余市町の農業が将来どうあるべ

きか。そのために１問目に農業、今ここで私は営

農と言っていますけれども、推進計画、５年計画、

これ10カ年だと長いのです。４年か５年をスパン

として、条例に含まれたさまざまな施策を具現化

していかないと、余市町の基幹産業たる農業が将

来的にどうなるか。 

 たまたまと言ったら大変失礼ですけれども、昔

からワインブドウを生産された方々のおかげで、

今余市はワインの町として脚光を浴びています。

ただ、実際問題として、町長、こんなことを町長

に聞くのも釈迦に説法かもしれないけれども、基

幹産業であるべき余市の農産物の出荷高という

か、出荷額というのは非常に小さいのです。43億

8,000万円です。これ平成18年かそのくらいの国の

統計なのですけれども。ここの町の域内生産、私

も前も一般質問しましたけれども、要するに付加

価値、これは500億円くらいあるのです。その中で、

もしこの43億8,000万円の半分が付加価値であっ

たとしたって、22億円かそのくらいの付加価値な

のです。あとのその500億円、これは付加価値のう
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ちのです、どこからその付加価値がきているのか。

もちろんブドウを加工したり、販売したりする２

次産業もあるでしょう。２次産業に付随した商工

業、これもある。でも、全て含めればまだまだ農

業自体の域内総生産に貢献する基幹産業たるべ

き、私は農業、基幹産業、これは大いに進めてい

くべきだと思います。この町の形をつくったのは

農業であり、昔は漁業もありましたけれども、今

も漁業あるけれども、昔はニシン、今はリンゴ、

ブドウなどの果樹を中心とした農業です。そうい

うものを推し進めていくためには、何度も何度も

言うけれども、やはり基本となる条例。 

 余市町というのは、農業施策に対する条例とい

うのは一つもないです。漁業も同じなのかもしれ

ないけれども。細かい施策はあると思います、個

別のやつ、今町長も言われたとおり。ただ、さっ

きも言ったけれども、それを統括するような条例

というものは私はあるべきだと思うのです。だか

らといってこの条例を議会議員だけで議決して、

町長やりなさいと、これはいかないです。という

のは予算も絡むことだから。予算編成権は、我々

になくて町長のほうにありますから、これは私は

ぜひ町長にも漁業も含めてこの条例制定を何とか

推し進めてもらいたいというふうに考えているの

です。その辺について町長の考え、特に基幹産業

の町長の考え方について、ぜひそれも含めてご答

弁お願いしたいと思います。 

〇町長（嶋  保君） 16番、藤野議員よりの再

度のご質問に答弁をさせていただきます。 

 まず、基幹産業の部分のご質問ございました。

常々第１次産業、農業、漁業が余市町の基幹産業

だと申し上げているところでございますが、議員

もおっしゃっておりますが、私は余市町の町の成

り立ち、やはりリンゴであり、ニシンでありと、

そういった部分の町の成り立ちだというふうに思

ってございますので、そういった意味からも農業、

漁業でここまで大きくなってきた町だと。それは、

先人のいろいろなご苦労があった中でのことでご

ざいますが、そういった中でも農業、漁業という

のは町の成り立ちとして切っても切り離せないも

のだと思ってございますし、これもいつも申し上

げてございますが、やはり１次産業、農業、漁業

が元気になってこそ商店街からいろいろな部分の

活力が出てくるというふうに思ってございます

し、そこが私は第一だというふうに思っていると

ころでございます。 

 それと、営農基本条例の部分でございます。答

弁がかみ合わない部分もあると思いますが、私は

将来的な農業の振興等の部分、これは先ほど申し

上げました農業振興地域整備計画、さらには基本

構想、果樹産地構造計画等の計画もございます。

しかし、これらは行政主導で、関係機関等の中で

農協等ももちろん入っている中でございますが、

そういった中での策定された計画等もございま

す。しかし、今までも答弁等で申し上げましたが、

今ここにある農業振興協議会、ここでしっかりと

協議する。こんな言い方はあれですけれども、文

章的に条例をつくるというのは、議員もおっしゃ

いましたけれども、魂入らなくても別ですけれど

も、条例をつくるというのは簡単でございますけ

れども、その前段、私はそこの前段が今まで欠け

ていた部分があるのかなというふうに思っており

ます。計画等この３つも主要な部分できちんとし

た計画でございます。しかし、その前段でもっと

もっと10年後の農業をどうするのだという農業者

の生の声がしっかりとそこに入ってきたかという

部分、入っていないとは言いませんけれども、も

っともっとそれを、今農業形態も変わってきてお

ります。今までの市場に出して、これは語弊もあ

るかもわかりませんけれども、農協に出荷すれば

いいというだけのものでもないというふうに思っ

てきています。いろいろな多様な取り組み、そこ

に付加価値をつけて、自分で付加価値をつけると

いう方もいるし、直売の方もいますし、そしてま
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た農協に出すという方、業者の方に出すという方、

いろいろな取り組みがあるというふうに思ってお

ります。今までは、ただ単に農協出荷100％という

だけの大前提の部分でございましたが、そういっ

た中ではやはり農業の形態というのも非常に多様

化してきている部分があるなというふうに思って

きております。 

 そういった中で、私どもは、もちろん条例等で

規制する、きちんとなるというのは最終形として

は非常に重要な部分だと思いますが、私今の余市

の農業振興についてはその前段の部分で、いかに

来年どうするだとか来年度予算どうするというの

はもちろん大切でございますが、10年後、20年後

の余市農業をどうするのだと、そこの議論をしっ

かりする場が今まで少し欠けていたのかなという

部分ございますので、最終形としては、議員おっ

しゃるとおり、そういった条例等の規制も必要で

ございますが、今やらなければならない部分は、

そういった中では余市の農業をこれからどうして

いくのだという部分を本音の中で話し合っていく

部分が必要であるのかなというふうに思っている

ところでございます。 

 それと、農業施策に対する部分少ないという形

のご指摘ございました。私最近は、私になる前も

そうですが、私決して予算的にはこの余市町の予

算の配分の中で農業に対する比率が少ないとは思

ってございませんでした。逆に私になってから、

そういった意味では基盤整備等がないですから、

私はソフト事業なり、そういった中でのほうにも

今いろいろな中では持っていく部分ございます

が、昔は農業予算、基盤整備含めてもっともっと

大きな部分ございました。そういった中では、私

どもも農業に対する施策、今の予算配分の中で漁

業、農業、商工業等を含めて決してそこに投入し

ている予算が少ないと思ってございません。しか

し、そういった中では、先ほども申し上げました

が、農業のニーズが変わってきてございますので、

その予算の配分の仕方という部分は現場の声を聞

きながら、しっかりと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。 

 繰り返しになりますが、条例等の部分の重要性

等も認識はしてございますが、やはり私は今余市

町の農業をどうするという中では、その前段の議

論をどうして喚起していくかという部分に全力を

傾注していきたいというふうに考えておるところ

でございます。 

〇16番（藤野博三君） 再度質問させていただき

ます。 

 ３問より質問できないので、大変時間が少なく

てあれなのですけれども、１つは町長に町の基幹

産業とはどういう意味合いで捉えているかと。町

長なりの考えは述べていただいたのかなと。でも、

これ簡単です。基幹産業って言いかえれば基礎産

業ということです。辞書を見ると、さまざまな辞

書にはこれは同じものだというような説明も加え

られている。基礎産業って何かと考えれば、例え

ば農家なら農家で、その農家の生産高がこの余市

町の総生産の５割も６割も抱えているから基礎産

業、基幹産業ではないのです。町長も先ほど触れ

ましたけれども、その農業に対していろいろな付

随した、その農業者、また農家に対する衣食住、

または農家の資材を提供するためのさまざまな業

者がそこに、業者というのか、営業者がくっつい

ているのです。基幹産業というのはそういうこと

なのです。だから、建築業が日本の基幹産業だと

言われるのはそこなのです。さまざまな事業者が

そこに物資を提供したり、そこの従業員に衣食住

を提供するから、そして本体の規模はそうでもな

くても、それに付随したさまざまな経済活動がく

っついてくるから、だから建築業は日本の基幹産

業だと言われるのです。 

 私は、余市町の農業もそうあるべきではないの

かなと。私は、決してこの四十数億円の生産高が

多くはないと思うけれども、これをいかにもう少
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し大きくして、それにいろいろなものを提供して

いる、要するに衣食住、資材を提供している余市

の町のほかの業者が売り上げを上げていくことで

本当の意味での基幹産業になるのです、農業が。

私もいつも言っているとおり、農業、漁業、ここ

の町の歴史とともに歩んできたこれをやっぱり余

市の基幹産業に据えていくべきだと。私は否定す

るものではありません。農業が全体の生産高が少

ないから、農業ではないだろうということは一切

言いません。だって、この町は農業、漁業が基幹

産業なのです。特に農業の割合が大きいのです。

これをだからまず育てていく。これに付随してい

る商業、工業を営んでいる人たちも潤うようなも

のをつくっていかなければだめだと思うのです。

基幹産業ってこの余市において経済活性化の基

礎、基盤になるものでしょう。だから、今言った

とおりのことなのです。 

 いつかの一般質問でも言ったけれども、私たち

は付加価値で生活しているのです。これだけは何

回も言うけれども、ちゃんと理解してもらいたい

のです。商売している人も１万円の売り上げで１

万円の仕入れだったら、そこから生活の基盤とす

るお金というのは一銭も出てこない。付加価値を

つけて物を売るから、そこに生活の基礎となるお

金が出てくるのです。それが基幹産業なのです。 

 町長は、先ほど確かに10年、20年かけてと言っ

たけれども、そういうふうに悠長に言っている場

合ではないのです。見る見るうちに人口減ってい

ますから。農業人口です。耕作面積も５年で100ヘ

クタールぐらい減っているでしょう、実際問題と

して。ただ、今新規就農のワインブドウの農家と

か遊休農地を新たにワインブドウの畑にしてくれ

ているから、これでとまっているのかなと。ワイ

ンブドウといったって余市町全てがワインブドウ

つくれるわけではないから。立地条件というのが

あるから。だから、私が言うのはそれに対する条

例というのは、こういうものをつくるといったっ

て１日、２日でできるわけではないから。ただ、

農業生産の基盤となる条例というのは、私は農業

がこの町の基幹産業であるというのであれば、名

前は別にしてそういう柱となる条例は、これは早

目に制定すべきだと思うのです。 

 だって、町長、この町の果樹生産って本当に北

海道では特殊だと思いませんか。だって、北海道

の果樹って全国の１％にも満たないのです。この

北海道においても果樹生産額というのは全生産額

の0.6から0.7％くらいなのですけれども、その

0.6から0.7％の北海道で占めるうち余市町が、統

計の年度はちょっと古いのですけれども、37.6％

を占めているのです。仁木も入れると６割がここ

で果樹生産されているのです、北海道の。ですか

ら、そういう町に農業施策の根本になるものがな

いというのは私は違うのかなと。余市町の面積の

うちの８割くらいは、果樹生産のための畑です。

私は統計いろいろ引っ張ってきているので、役場

のほうの統計とは若干違うかもしれないけれど

も、多分これは合っていますよね。これは平成22年

の農業センサスで発表されている数字だから、こ

の約８割というのは間違いないと思います。400戸

くらいある農家のうち、300戸以上は果樹に携わっ

ているのです。でも、１戸当たりの農家収入とい

うのは低いのです。１戸当たり、年の生産です、

年収ではないです。1,000万円くらいでしょう。果

樹に限っては1,000万円もないでしょう。これをい

かにして収入をふやしていくのか。これはやっぱ

り農業者だけの問題でないと思います。余市町と

農協と生産者と協力しながらやっていかなければ

ならないことだと思うのです。そのためには、大

くくりで農業を振興していくような条例というの

は私非常に大事だと思います。また、その条例に

付随した基本計画。余市町総合計画があるように、

農業にも総合計画とは言わないけれども、農業に

対する総合計画、基盤計画というのがあったほう

がいいのではないかと思うのです。基盤計画とい
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うか、振興計画ですか。 

 余市の農家の方は非常に頑張っていると思いま

す。余市町の営農面積って、畑の面積って2.5ヘク

タールが平均なのです。これは、北海道全体から

見ると10分の１くらいなのです。北海道は22.5ヘ

クタールもあるから、北海道の平均が。でも、こ

の2.5ヘクタール、日本の平均が2.1ヘクタールだ

から。そう考えれば農業の集約というのか、１戸

当たりの生産高を上げていくような方策、施策、

これはやっぱり農業の、確かにいろいろな町長や

っていることは私も認めます。応援もしたいと思

います。でも、それのもとになるものがなければ、

私は農業を本当の意味での町の基幹産業に育てる

ことができるのかなと。それなりの１戸当たりの

収入、１人当たりの所得でもいいのですけれども、

上がれば多分新たに農業を始める人も、また一度

農家の息子、娘が余市町を離れたけれども、また

跡継ごうと思って帰ってきてくれるかもしれな

い。黙っていたって帰ってきません。そのために

は一番最初の質問で言ったとおり働きかけという

のが大事です。特にＵターンもそうだけれども、

一番最初も言ったけれども、農業系の大学の学生

たち、この人たちは多分やる気に燃えている人た

ちが多いのです。そういう人たちを町長みずから

行って引っ張ってくるぐらいの町長の覚悟があっ

てもいいと私は思うのです。うちの会派の会長も

時々そういうこと言われるけれども、それは全く

私も一緒。ただここ座っていても誰も何もしてく

れないのです。たまには棚からぼた餅でくること

もあるかもしれない。でも、それは一過性のもの

で、一時的なもので、やはり首長たる町長を初め

役場職員、私たち議員もそうなのかもしれないけ

れども、ここの町の農業者を減らさないように、

なかなか人口問題と一緒でふやすことは難しいか

もしれないけれども、できたらふやすような施策

をやってもらいたいと思います。私は、そのため

に一番基盤となる最低限の、だから基本条例なの

です。そのための基本条例だから、いろいろな施

策ができる。自治基本条例があるから、それに対

していろいろな施策ができる。本来は、さっき町

長言ったようにある程度の施策をまとめ上げて、

基本条例をつくるという方法もあります。でも、

今の余市町はそういうふうに言っている場合では

ないのかなと私は考えるのです。 

 余り話長くなっても非常にあれですから、ただ

私はそういう面ではぜひ町として本当にここの町

が農業を基幹とするのであれば、やはりそれのも

とになる、名前は私は営農と言ったけれども、名

前はいろいろあるかもしれない。その辺も含めて

ぜひ町長に再度のご答弁よろしくお願いいたしま

す。 

〇町長（嶋  保君） 16番、藤野議員の再度の

ご質問に答弁をさせていただきます。 

 そんなに議員と私のお話というのはかみ合って

いないわけでないと思いますけれども、藤野議員

は条例をつくりなさいと。私は、その前段でいろ

いろな中での農業関係の皆さん、現場と話し合っ

て、どういうふうにこれからやっていくのか。こ

れからの農業10年、それは私申し上げさせてもら

いますけれども、10年、20年悠長にと。私はそう

いった意味での10年、20年と言ったわけではござ

いません。これは、短期的な来年どうする、再来

年どうするという部分と、そしてまた長期的な部

分、10年後、20年後の部分どうする。今までは、

今までもありましたとおり、来年、再来年どうす

るのだと、予算でどうしていくのだというだけの

余り長期的なビジョン、今後の10年後、20年後の

農業をどうするのだという議論がなされてきてご

ざいませんでしたので、そういった部分も必要だ

という意味での10年後、20年後。悠長に10年たっ

たら考えますよと言ったわけでもございませんの

で、そこはご理解いただきたいというふうに思っ

ております。 

 ですから、一番最初に戻りますけれども、この
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基幹産業という意識の部分、そして農業、漁業が

余市町の経済に及ぼすいろいろな中での基幹産業

的な部分もございますので、しっかりと取り組ん

でいかなければならないというのは同じような認

識でございますが、それを最初に私は、くどいよ

うでございますが、今いろいろな計画もございま

す。ですけれども、今多様化してきている農業の

現場に100％合っているのかなという疑問の部分

もございますので、まずそこで私は今後の農業ど

うしていくかという部分しっかりと現場、農業サ

イドと行政が話し合って、そこには農業サイドだ

けではなくて、こういった多様化になってきてい

る部分については流通の部門だとか加工の関係だ

とかいろいろな中でのお話も出てくると思いま

す。そういった中でのお話をしっかり持って、今

後どうしていくのか。そしてまた、その中で最終

形として条例も必要だということになるかもわか

りません。そういった中ではそういった整備も必

要になってくるかと思いますが、今最初にここで

私と議員との間で条例が要る、要らないで、そし

たら条例つくりますかといった中でぽんと農業者

のほうにおろしていくというのは、私は最善の策

ではないと私の思いとしては思ってございますの

で、これは農業者としっかり農業の現場、そして

また流通、加工等、多様化する農業をどうするか

という部分を話し合いながら、必要とあらばそう

いった部分の検討も当然しなければならないとい

うふうに思ってございますので、ご理解のほどを

お願い申し上げるところでございます。 

〇議長（中井寿夫君） 藤野議員の発言が終わり

ました。 

 暫時休憩します。 

休憩 午前１１時０１分 

再開 午前１１時１６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７番、議席番号５番、土屋議員の発言

を許します。 

〇５番（土屋美奈子君） 平成27年第４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

１件につきまして質問いたします。答弁のほどよ

ろしくお願いいたします。 

 予防接種事業について。ことし５月、化学及血

清療法研究所、以下化血研の内部告発により、血

液製剤の不正製造問題が発覚をし、またこの事実

を40年以上にわたって組織ぐるみで隠蔽していた

ことも明らかとなりました。これを受けて、厚労

省ではことし６月、化血研に対し12種類全ての血

液製剤を出荷停止、９月にはインフルエンザなど

のワクチン10種と抗毒素７種などの出荷自粛を要

請いたしました。これにより流行期を迎えたイン

フルエンザワクチン（占有率29％）や四種混合ワ

クチン（占有率64％）などの供給不足が問題とな

り、対策として安全性を確認した上で出荷を再開

しておりますが、Ａ型肝炎（占有率100％）やＢ型

肝炎（占有率80％）などは出荷停止のままであり

ます。 

 また、北海道では予防接種を行う必要がないと

されてきた日本脳炎について平成28年４月１日か

ら定期接種となる予定であります。この必要性に

ついては、北海道での発症例がないこと、媒介す

るコガタアカイエカが生息しないことなどから任

意の予防接種でよいのではないのかなどと問題視

する声もあり、これまで行われてこなかった北海

道では全体的に知識不足もあるかと考えます。こ

ういった背景を踏まえ、以下質問いたします。 

 本町の予防接種事業で化血研のワクチンが使用

されているものはあるのか。あるとすればどの程

度使用されているのかお伺いいたします。 

 自治体によっては、ワクチンを一括購入し、医

療機関に納品している場合もあるようですが、本

町ではどのようになっているのかお伺いいたしま
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す。 

 本格的なインフルエンザ流行を前に事業に支障

はないのか。また、他の予防接種事業に支障はな

いのか。任意の予防接種について町内の医療機関

の状況を把握しておられるのかお伺いいたしま

す。 

 日本脳炎の定期接種化について準備の状況、実

施方法をお聞かせください。 

 予防接種についての必要性と安全性について見

解をお伺いいたします。また、日本脳炎の定期接

種化についても前段の問題も含め、あわせて見解

をお伺いいたします。よろしくお願いいたします。 

〇町長（嶋  保君） ５番、土屋議員のご質問

に答弁申し上げます。 

 １点目の予防接種事業における化血研のワクチ

ンの使用についてでございますが、四種混合ワク

チンのほか、中学生以下及び高齢者のインフルエ

ンザワクチンで使用されております。平成26年度

の実績で申し上げますと、四種混合ワクチンでは

接種全体の45.6％、中学生以下インフルエンザワ

クチンでは接種全体の11.8％、高齢者インフルエ

ンザワクチンでは接種全体の38％となってござい

ます。 

 ２点目の予防接種事業におけるワクチンの購入

方法でございますが、本町では予防接種事業を余

市医師会に委託しており、各医療機関においてワ

クチンを購入する方法をとっております。 

 ３点目の予防接種事業への支障についてでござ

いますが、インフルエンザワクチンは例年10月よ

り接種が開始され、11月から12月が接種のピーク

となるところでありますが、現時点では予防接種

事業への支障等について医療機関からの報告はな

く、四種混合の予防接種につきましてもインフル

エンザ同様支障等の報告はないところでございま

す。 

 また、任意の予防接種において化血研のワクチ

ンと関連性がありますのは、中学生以下インフル

エンザ及びＡ型、Ｂ型の肝炎でありますが、中学

生以下インフルエンザにつきましては町で助成し

ていることから接種状況を把握できるところでご

ざいますが、Ａ型、Ｂ型の肝炎につきましては予

防接種法に基づかない任意接種でありますことか

ら、接種状況につきましては把握しておりません

ので、ご理解をお願い申し上げます。 

 ４点目の日本脳炎の定期予防接種化に伴う準備

状況等についてでございますが、道が示す接種を

優先すべき対象者についての考え方に基づき、対

象とする年齢及び接種予定数の絞り込み、周知方

法等の検討を進めているところでございます。ま

た、実施方法については、他の予防接種同様余市

医師会に委託し、個別接種方式により実施したい

と考えております。 

 ５点目の予防接種の必要性と安全性についてで

ございますが、予防接種の必要性については、個

人の感染予防、重症化の防止とともに、多くの人

が接種を受けることにより感染症の蔓延を防止す

るという社会的な意義を持っております。 

 ワクチンの安全性につきましては、接種した後

の副反応ですが、副反応は何もない方や接種した

場所が赤く腫れたり、少しの熱が出る程度の軽い

反応がほとんどと言われております。いずれにい

たしましても、ワクチン接種はＷＨＯを中心に国

の専門機関での国家検定を受け、安全性が確認さ

れていると認識しております。 

 また、日本脳炎は、予防接種法に基づくＡ類疾

病に位置づけられ、予防接種の対象者は予防接種

を受けるよう努めなければならないとされており

ますが、事前に予防接種の効用や副反応等につい

て十分説明を聞いた上で、受けるか、受けないか

は最終的に本人、または保護者が決定することが

基本となっております。 

 北海道は、平成27年度まで日本脳炎の予防接種

を行う必要がない区域として指定されておりまし

たが、道内においてもわずかではありますが、感
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染の可能性があることや住民の方々が道外や海外

に行き来する機会がふえていることから、日本脳

炎に感染する可能性はこれまでに比べ高まってき

ていると言われております。日本脳炎の予防接種

は、かつて積極的勧奨差し控えの時期がございま

したが、その後新たなワクチン開発により重い副

反応が起こりにくくなってはおりますが、新たに

実施する日本脳炎予防接種につきましては、町民

が十分理解した上で接種が受けられるよう配慮し

てまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜

りたいと存じます。 

〇５番（土屋美奈子君） 再質問をさせていただ

きます。 

 予防接種の制度というのは、ワクチンの開発、

そして普及によってさまざまな感染症の防御、そ

して制圧に成果を上げてきたということがござい

ます。しかし、その効果の裏にはワクチンによる

副反応だとか有害事象といった歴史もあるという

ことも事実であります。最近でも2005年、今町長

の答弁にもありましたけれども、日本脳炎、これ

で副反応の事例があったと。死亡例もございます。

そして、2011年、記憶に新しいところですけれど

も、小児用の肺炎球菌ワクチンとヒブワクチンの

同時接種によって死亡例があったと。そして、

2013年にはヒトパピローマウイルス、子宮頸がん

の慢性疼痛、体中が痛いとかいろいろな症状が出

た。それがとても数多く出てしまったということ

で、これも記憶に新しいところでございます。 

 2011年から2012年にかけてインフルエンザのワ

クチン接種、これによってアナフィラキシーショ

ック、重度のアレルギー、これが急増いたしてお

ります。これも最近の話でございますけれども、

このとき何があったのかというと、これまでの効

果の高いと言われていたワクチン、これまで使用

していたワクチンから効果は多少落ちるけれど

も、安全性は高いのだよというものにこのときに

ワクチンをかえております。そして、その後ワク

チンの接種量、これまで日本は少なかったのだけ

れども、海外と同量ということで同一としたので

す。そのときに結果として３歳から５歳までの子

供たち、この子供たちの層でワクチンの量が倍以

上ということになりました。そして、このときア

ナフィラキシーショックが急増、どっと出たので

すけれども、これが全て化血研のワクチンに限っ

たものだったということです。１問目の質問で書

いたように化血研のワクチンというのは３割程度

ですから、あとの７割の会社のつくったワクチン

ではそういうことがなかったのです。そして、国

はこのときに調査をいたしております。なぜ化血

研のワクチンだけがそういう状況が起きたのかと

いうことを調査したのですけれども、原因がつか

めませんでした。そして、結局シェアが高い、占

有率が高いからだという結論をつけて、そのまま

使用を続けたということなのです。今化血研のワ

クチン、これには国が承認した方法でつくらなか

ったという事実はまだ出ておりません、ワクチン

に関しては。血液製剤は出て、そして家畜とかに

使う薬とかもちょっと違ったということが徐々に

発覚はしてきているけれども、ワクチンの部分は

まだなのですけれども、少しずついろいろな問題

が出てきている会社であるということは確かなの

です。専門家の中には、国は安全性を重視するの

であれば、このとき一旦化血研のワクチンは回収

するべきだったと言うお医者さんもその当時はい

たのです。ただ、そのまま使用してきたというこ

とがあります。 

 こういうときに、こういった状況を国が把握を

して問題があるのではないかといったときに、こ

ういうのは末端まで情報は来るのでしょうか。お

聞きしておきたかったのは、ワクチンの購入方法

を聞いたのだけれども、自治体の判断で購入先を

決定できるのであれば、うちの町は医療機関に一

括しているということでしたけれども、会社を選

べるということですよね。そしたら、こういう情
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報が来ているのであれば、しっかりとそういった

ところも気をつけていかなければいけないし、ま

たこんなことが起きるなんて思ってもいない事態

だと思うのです。でも、こういうことがあったら、

やはりこれからはより安全の確保ということでは

気を配らなければいけないところではないのかな

というふうに思うのです。ですから、被接種者、

ワクチンを受ける側に会社を選択しろといっても

無理なことだと思うので、国とのそういった情報

のやりとり、そして医療機関にはこういうことは

来ているのだろうか。これは把握していないかも

しれないけれども、そこについての考え方をお聞

きしたいと思います。 

 それと、今インフルエンザのワクチン、そして

四種混合についても支障はないようでございます

けれども、とりあえずしっかりとした調査が終わ

ったわけではないです。まだこれは進んでいる中

で、ワクチンがなくなったら困るからということ

で、とりあえず安全性を確保した上で出荷の再開

というけれども、その大前提には供給不足を防が

なければいけないというのが見え隠れするという

か、本当に大丈夫なのだろうかというふうに思っ

てしまうのです。私は、供給不足を防ぐという理

由は成り立たないというふうに思っているのです

けれども、もし余市町のインフルエンザ、中学生

以下が11.8％化血研を使っていると。そして、高

齢者のほうでは38％ということでしたけれども、

これはかえることは可能でしょうか。まだちょっ

と心配があるのではないのかなと思うのですけれ

ども、そこについて見解を伺っておきたいと思い

ます。 

 それと、90年代の初めころ、歴史ですけれども、

ワクチンの後遺症で苦しむ患者さん、団体、そう

いった人たちが国を相手取って1990年代の初めこ

ろに訴訟を起こしております。結果として、国は

相次いで敗訴をしたと。そして、このワクチンの

接種についての損害賠償の問題が問われることと

なります。そして、こういった状況を受けて、

1994年、予防接種法が改正されました。そして、

予防接種というのはそれまでの義務規定、打たな

ければいけないということから勧奨規定に変わっ

た。努力義務になったのです。私たち子供のとき

は、学校で集団で予防接種をした記憶があります。

ただ、そういう状況では一人一人の子供たちの体

調だとか、今余市町の子供たちはアレルギーを持

っている子供たちがすごく多いのだけれども、他

町村より比率的に高いのです。こういう子たちに

一人一人対応するのは、学校で集団でやるという

ことはこれは難しいということで、個別接種へと

このとき、1994年移行となっております。ここを

どう捉えているのか。これまでの過去の歴史、そ

して集団で学校で何かをするということの危険性

というものもあったのだろうと私は思うのです。

だから、アナフィラキシーなんていうのはどの子

に起きるかわからない問題であるから、一人一人

時間をとって今の形にしたのだと思うのです、体

調とかその子の状態を聞きながら。そこについて

の見解がありましたらお聞きしたいなと思いま

す。 

 この化血研に関しては、薬害エイズ問題もあっ

て、そしてその際に会社の責任というものを認め

ております。そして、文書によって今後の会社の

方針というのを出しました。その文書というのが

安全な医薬品を消費者に供給する義務があること

を深く自覚し、悲惨な被害を再び発生させること

がないよう最大最善の努力を重ねるというもので

す。ニュースで再三報道されたので、町長もご承

知だと思いますけれども、この間この文書を出し

たときも、そして40年以上にわたって二度と起こ

さない努力をすると言いながら不正を隠してきた

という会社なので、余りにひどいなと私は思うの

です。そして、人間の体に打つものだから、特に

予防接種というのは亡くなることもあるのです。

アナフィラキシーとか、日本脳炎の例のときも予



－76－ 

防接種を打って亡くなったのは24時間以内です、

アナフィラキシーショックで。だから、そういう

大きな命にかかわる問題であるというこの会社に

対して本当に信頼性はどうなのかなというふうに

心配だなと私は思うのです。余市町使っていると

いうことだから。だから、ここを何とかできない

のかなと思うのですけれども、今のところ先ほど

も聞きましたインフルエンザの部分と四種混合の

部分、これは何とかならないものなのかなという

ふうに考えます。検討したほうがいいのではない

のかなと思いますので、お願いいたします。 

 それと、Ａ型、Ｂ型肝炎の部分は、これはわか

りませんということでしたけれども、Ａ型、Ｂ型

肝炎はきっと町内で打てないのではないのかなと

思います。薬の在庫あれば別だけれども、でも

100％なので、この会社のものしかないということ

ですので、Ａ型肝炎に関しては。だから、こうい

ったところも町内の健康に関することだから、し

っかり把握と調査をしておいたほうがいいのでは

ないのかなというふうに私は思うのですけれど

も、２類疾病ですので、把握していればお聞きし

たいと思います。 

 それと、アナフィラキシーショックの町内の対

応です。町の事業の部分でもいいです。予防接種

をした後のアナフィラキシーが出た場合、そうい

った対応は考えておられるのでしょうか、町の事

業の中で。病院では全部きちんと対応できていま

すか。ここは確認をとっておりますか。もしわか

ればお願いいたします。 

 それと、日本脳炎をお聞きしたいと思います。

日本脳炎ちょっと漠然とした答弁でわからなかっ

た。まだ準備中で、年齢の絞り込みとかをしてい

る状況だということだったのですけれども、これ

年齢は何歳くらいですか。多分３歳、４歳くらい

で全国的にはやっているのかなと思うのだけれど

も、これは接種は多分３回くらいしなければいけ

ないと思うのです。これから生まれた子と今の対

象年齢までの子たちは公費負担ですか。そして、

これまで打ってこなかった町内の子供というの

は、定期接種と同じ扱いになるのでしょうか。そ

こら辺はどういうふうに進めようとお考えでしょ

うか。今までやってこなかったので、この上の子

たちの部分がわからないのです。今対象年齢を決

めたときに、そこの今まで打ってこなかった子た

ちです。これは公費でなりますか。そこのところ

をどうお考えになっているかお聞きしておきたい

と思います。お願いいたします。 

〇町長（嶋  保君） ５番、土屋議員の再度の

ご質問に答弁をさせていただきますが、内容が多

岐にわたって、かなり深い質問ございますので、

私のほうから答える部分と担当課長から答える部

分あるという形でご理解をいただきたいというふ

うに思っております。 

 まずもってこの予防接種ワクチン、何といって

もやはり安全でなければならないというのは当然

のことでございまして、子宮頸がん等を含めてい

ろいろな副反応が出ているというのもまた事実で

ございます。そういった中で、私どもも一つ一つ

の化血研のワクチン等を含めてこの分析状況、さ

らには副反応等の危険性等を含めて、それだけの

私自身そういった知識を持っていればここでこの

部分はやめてくださいとか、このほうにかえます

よという部分になりますが、本来的にはその知識

を持っていなければならないのでしょうけれど

も、そういった部分もございませんので、やはり

国の基準、さらには今こういった形で委託してい

る余市医師会等の意見等が、アドバイスが非常に

大きな部分を占めてくるというふうに思ってござ

いますので、それら含めて委託しております薬剤

の納入等を含め医師会のほうにこういう状況があ

る中で、全てを委託してございますので、そうい

った中で医師会さんのほうでこれらのメーカーを

含め、これらの状況の中で予防接種しているとい

う状況でございます。これらにつきましては、ご
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心配の部分、確かに進めている中でも先ほど申し

上げましたように子宮頸がんのように非常に多く

の症例も出ている部分もございますので、そうい

った心配はゼロではないというのは確かにござい

ます。そういった中で我々もいろいろな情報を集

めながら、そしてまた国等に要望する部分は厳格

性等を含めて要望するところは要望してございま

すが、これら実施に当たっては専門家の、また国

や、そして地元の医師会等の意見等をしっかり聞

きながら進めているところでございますので、ご

理解をいただきたいというふうに思っているとこ

ろでございます。 

 細部につきましては、担当課長より答弁を申し

上げます。 

〇保健課長（須藤明彦君） ５番、土屋議員の予

防接種に関連する部門で私のほうから答弁いたし

たいと思います。町長の答弁と若干重複する部分

もございます。ご了解願いたいと思います。 

 まず、医療機関への情報につきましては、今回

の化血研の一連のものに関しましては、厚生労働

省の感染部会のほうから通知が来ておりますの

で、それ等を医師会のほうに情報としてまず提供

してございます。 

 それから、かえることは可能かというような内

容でしたけれども、答弁でもいたしております。

町としましては医師会のほうに一応委託しており

まして、医師会のほうが国のほうの安全性という

ものを重視した中で事業を実施しているというこ

とを町としましてもそこを尊重しなければいけな

いというものがございますので、ご理解を賜りた

いと思います。 

 それから、副反応の見解の部分でございますけ

れども、まず予防接種に関しまして余市医師会と

契約してございます。その中で、賠償責任とかの

部分の副反応に関する部分に関しましては、町は

接種に関して被接種者の生命、または身体に損害

が生じたときはその損害が接種を担当した医療機

関等の故意、または過失による場合にも賠償責任

を負うものとすると。町が接種に関して被接種者

に対し賠償責任を負うこととなった場合において

医療機関等に故意、または重大な過失があったと

きは、町は医療機関に対して求償することができ

るというまず契約上のことがあります。そして、

法律のほうの部分に関しましては、まず予防接種

の事故の報告につきましては、例えば誤った用法

等でワクチンを接種したとか期限切れとか、そう

いったものに関しましては、町は都道府県を経由

して厚生労働省のほうにまず速やかに報告すると

いう義務が課されております。それから、副反応、

先ほどのアナフィラキシーショック、ああいう部

分に関しましては、市町村はあらかじめ医療機関

のほうに用紙を配付してございます。その用紙で

もって医療機関が速やかに厚生労働省のほうに報

告しなければならないという形で、今新しく改正

後の副反応に対してはそういうような流れになっ

てございます。 

 Ａ型肝炎、またはＢ型肝炎につきまして、実際

のところ任意のものですから、具体的に医療機関

もしくは医師会のほうに調査はかけておりません

けれども、私どもの考える範囲におきましては、

Ａ型肝炎は町内ではほとんど今はないというよう

な形で捉えております。また、Ｂ型肝炎につきま

しては、お母さんがもしＢ型肝炎であれば、おな

かの子供さんに影響を及ぼすので、そういう場合

には医療機関におきましては予防接種を任意であ

ってもするというような形で進めていると聞いて

ございますので、ご理解願いたいと思います。 

 それから、日本脳炎の部分なのですけれども、

対象者なのですけれども、３歳から20歳で一定の

条件に合致する者ということで、日本脳炎は定期

接種のＡ類に該当するものですから、日本全体法

律上では定期接種なのですけれども、たまたま北

海道の知事がそれをすることは必要ないという形

の中で今まできておりました。それがさまざまな
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理由から来年の４月から定期接種化を開始すると

いう形で方向性を決めたわけでございます。その

中で、標準におきましては３歳から４歳にかけて

まず３回接種すると。それから、９歳に１回をや

って、計４回するという形が標準の接種回数なの

ですけれども、今回の国からの方針におきまして

は、予防接種の効用や副反応等について十分説明

を聞いた上で、受けるか、受けないかは最終的に

本人、または保護者が決定するという形で、保険

者も十分注意をするようにという形で指導が来て

ございます。 

 それから、今まで打ってこなかった方に対する

対象はなるのかというものに関しましては、対象

となると認識しております。 

 また、費用負担なのですけれども、もともと法

律上では定期接種ですので、交付税等の中に費用

は含まれていると想定いたします。 

〇５番（土屋美奈子君） 再々質問をさせていた

だきます。 

 まず、インフルエンザワクチンの化血研のワク

チンでたくさん、たくさんアナフィラキシーが出

たという状況とか、そういったものが情報は来て

いるのですかというふうに私はさっき聞いたと思

うのですけれども、アナフィラキシーの報告をし

なければいけないという、対応としてはそういう

ことだったけれども、そうではなくて、こういう

何か問題が起きたときの情報というのは国から下

まで来ているのでしょうか。心配なのは、結局町

長言うように国の基準を満たしている、そして専

門家のアドバイス、私たちはわからないというの

はそれはそうだと思います。私もわからない。だ

から、医師会にも任せているけれども、こういっ

た国からそこの会社だけが何かおかしな状況出た

ということが自治体におりてきているのであれ

ば、その情報の連携というのはしっかりとってい

かなければいけないのかなというふうに思うので

す。 

 そして、この化血研の騒動に関しては、桁違い

というのか、とんでもない話だとは思うのだけれ

ども、みんな思っていると思うけれども、国が見

つけられなかったのです。内部告発です、これ明

るみに出たのは。今まで国の基準を満たしている

と思って、日本中の子供たちがみんな使ってきた

わけだけれども、その基準自体が隠蔽されていた

わけ。基準を満たしていますという報告書をつく

っていて、そしてうちの町でも予防接種として子

供たちに打ってきている。だから、問題は、こう

いったことなんて起こらないと思っていたけれど

も、起こるのだという危機感というか、今まで神

経を使ってこなかったところだけれども、より安

全性に気を使わなければいけないというふうに私

は思うのです。ここは今答弁ではほとんど医師会

に任せているし、国の基準と言ったけれども、そ

ういった情報には、やっぱりワクチンの接種事業

というのは自治体の事業だから、予算をつけてや

っていることだから、そこについてうちの町も責

任を持たなければいけないし、そういう情報にア

ンテナを張っておかなければいけないと私は思う

のです。だから、今後、こんなことは今までなか

ったので、気をつけてこなかったところだと私は

思うのですけれども、こういったところも情報を、

連携を密にしていただきたいなというふうに思う

のです。医師会のほうは医師会のほうで、そっち

のほうが専門的な情報行っているかもしれないけ

れども、できるだけというか、どれだけ気をつけ

ていても結局予防接種というのはリスクがあるこ

とは重々承知なので、それを承知の上で予防接種

をするわけだけれども、できるだけの対策は打た

なければいけないのかなというふうに思います。 

 それと、１点私がさっき聞いた中で、集団で何

かをするということの危険性ということを聞いた

のです。これを今ずっと変えてきたのです。個別

に一人一人見なければいけないというふうに私は

思うのだけれども、集団で１つのものを国や町が
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するというその危険性ということ、今何かしよう

としているかもしれないけれども、そういった危

険性というものあるのだということ、それについ

て町長の見解を伺っておきたいのです。それぞれ

子供たちみんなばらばらだから。特にうちの町内

の子供たちは、アレルギーを持った子がとても多

いので、ほかの町村より比率が高いので、だから

そういった一人一人に合った医療というものをき

ちんと進めていただきたいというか、そういう方

向できたのだけれども、ここについて再度見解を

伺っておきたいなというふうに思うのです。 

 それと、日本脳炎はわかりました。わからなか

ったのは、20歳まで対象とするということだから、

多分３歳、４歳で始めていくのだろうと思って、

それ以前の子供たちがどうするのかがわからなか

った。定期接種の対象になるということだから、

公費負担。ただ、この日本脳炎については、これ

もきっとだけれども、化血研のワクチンが入る可

能性は大きいと思うのです。36％くらいです、シ

ェア。だから、４割弱、３割以上がこの会社のも

のを使っているわけだから、もう何カ月もないけ

れども、日本脳炎の定期接種スタートするけれど

も、慌ててやる必要はないというふうに思う、私

は。やらなければいけない、事業としては。町と

してどんどん、どんどん進めるということはちょ

っと待ってというか、状況を見て、ワクチンの状

況、これから国から出てくる状況を見て、ワクチ

ンの調査もきっちり終わって結果が出てきたくら

いで、今北海道に住んでいて、北海道から出ない

限りはほぼかからない日本脳炎だから、そこら辺

も打つというお母さんたちにもしっかり説明をし

ていただきたいなというふうに思います。 

 何せ命にかかわる問題ということなので、被接

種者が副反応があるということ、リスクがあると

いうこと、そういったことを理解をして、そして

選択をするということを頭に置いて事業に当たっ

ていただきたいなと思うのですけれども、再度見

解をお伺いいたします。 

〇町長（嶋  保君） ５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、１点目の部分でございます。３点のご質

問でございますが、安全性、これは確保しなけれ

ばならないというのは当然のこれが大前提でござ

います。 

 また、そういった中で医師会等の部分のご質問、

最初の部分でございます。確かに医師会の判断と

いうか、そういった中での委託した中で医師会に

お願いしているというところでございますが、最

終的には先ほど担当課長も申し上げましたように

賠償責任は町でございますので、その医師会の判

断を、そしてそのまま委託した私の部分の町の責

任という形になってくるというふうに考えてござ

いますので、それらにつきましては情報の共有、

さらにはきちんとした危機感を持って安全性に配

慮して、そしてまた委託する医師会等とも十分お

話し合いをしながら、情報の連携をしっかりとり

ながら、そういった中で実施をしてまいりたいと

いうふうに思っているところでございます。 

 また、集団での危険性、これらにつきましては、

昔は僕らが小さいころというのは使い回しの注射

器で、どんどん、どんどんという形の中で集団で

という形ございました。しかし、最近は、アレル

ギー等も昔は余りなかったのですけれども、いろ

いろな中で食生活なのか、生活習慣なのかあれな

のですけれども、特殊なアレルギー等もございま

すので、そういった中ではそれら一人一人に対す

るきめ細かな配慮は、だんだん、だんだん必要に

なってきているというふうに思っているところで

ございます。 

 また、日本脳炎の部分、これらおっしゃられる

とおり十分な説明、これは私どもも行政をつかさ

どる立場の中で道の方針という、そういった中で

は粛々と従わなければならない部分というのもご

ざいますので、しかしそういった中ではいろいろ
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な、私は安全だとは思ってございますが、子宮頸

がん等も含めてそういった症例も出てきていると

いうのも事実でございますので、それら含めてし

っかりと説明等もしていかなければならないとい

うふうに考えているところでございます。 

〇議長（中井寿夫君） 土屋議員の発言が終わり

ました。 

 各会派代表者会議、議会運営委員会の開催、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５６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。 

 なお、近藤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８番、議席番号13番、安久議員の発言

を許します。 

〇13番（安久莊一郎君） 第４回定例会に当たり、

一般質問を行います。ご答弁を求めます。 

 ２件あります。１件目、栄町大浜中海岸の侵食

防止について。登川河口から小樽寄り200メーター

にわたっては、砂浜が侵食され、高波が海岸に押

し寄せています。10月初旬の暴風雨や台風23号に

よる高波、さらに11月にも高波が押し寄せ、波返

しを乗り越え、流木が護岸から５メーター先まで

運ばれていました。栄町の海岸に一番近い民家の

方は、海の荒れている日は恐ろしいとも述べてお

られます。冬の日本海は、これからますます荒れ、

高波も頻繁に押し寄せてきます。民家の敷地の境

界まで波が近づくこともあります。近所に住む方

は、高波が押し寄せる回数がふえている。ぜひ対

策をとってほしいと訴えております。 

 2004年の台風18号による神恵内での被害は、私

の記憶にも残っております。大森大橋が落下し、

赤石、川白、珊内で民家が大被害を受けました。

台風による高波と満潮がぶつかった場合の波のエ

ネルギーは想像を絶します。余市の海岸にも押し

寄せる可能性はあります。また、地震による津波

も考えておかなければなりません。そこで、次の

点について伺います。 

 １つ、問題の海岸の管轄は国交省ですが、住民

の命と安全を守るための対策はどのように考えて

おられるのか。 

 ２つ、栄町海岸にはほかにも海岸侵食で危険な

場所が存在します。現状を把握され、対策を立て

られておられるのか。 

 ２件目、余市町の小中学校におけるフッ化物洗

口実施についてです。９月開催の第３回定例会に

おいて教育長は、フッ化物洗口は虫歯予防手段と

して有効であるが、薬剤を使用することについて

保護者や教職員等に安全性への懸念があり、これ

まで小中学校での実施を見合わせていると答弁さ

れております。しかし、後志教育局、倶知安保健

所等の専門員から安全性を確認し、町立保育所に

おいて実施しているので、小中学校でも継続する

ことが虫歯予防の効果が高まるので、実施に向け

作業を進めると表明されております。依然として

賛否両論があるこの事業について以下何点かお尋

ねします。 

 １つ、保護者や教職員等の安全性についての懸

念はなくなったのですか。 

 ２つ、現在実施されている町立保育所において

賛否両論を説明し、保護者に希望をとっておられ

るのかどうか。 

 ３つ、虫歯予防は、フッ化物洗口だけが効果が

あると考えておられるのか。 

 ４つ、フッ化物洗口は、医療用薬品を用いて行

われているので、医療行為と位置づけられます。

現在小中学校で行われている医療行為は何があり

ますか。 

 ５つ、劇薬と指定された医薬品を使用するので、

事故は想定しなければなりません。実施責任者は
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誰を想定されているのですか。 

 以上です。ご答弁をお願いします。 

〇町長（嶋  保君） 13番、安久議員の栄町大

浜中海岸の侵食についてのご質問に答弁申し上げ

ます。 

 余市町大川町から栄町までの海岸につきまして

は、国土交通省と農林水産省が所管しており、登

川河口から約200メートル小樽寄りが国土交通省

所管の海岸、そこから栄町のフゴッペ川までが農

林水産省所管の海岸、フゴッペ川からフゴッペ岬

までが国土交通省所管の海岸となっております。

このような中、地球温暖化現象に伴い、異常気象

とも言える台風や発達した低気圧による大雨や暴

風雨により被害が全国各地で発生し、甚大な被害

をもたらしております。本町におきましても10月

８日からの台風23号や発達した低気圧により、樹

木の倒木等の発生や波浪により余市港船揚げ場の

南斜路部分のコンクリートブロックが剥がれるな

どの被害が発生している状況であります。 

 ご質問の住民の命と安全を守るための対策につ

いてでございますが、登川河口付近の海岸につき

ましては、離岸堤が設置されていないため砂の侵

食や高波による越波が想定されることから、現地

確認の上、町民の安全、安心のため海岸を管理し

ている北海道に対して整備要望をしてまいりたい

と考えております。 

 続きまして、海岸侵食で危険な場所が存在し、

現状把握と対策についてでございますが、フゴッ

ペ川からフゴッペトンネルにかけての海岸の砂が

侵食され、国道まで迫ってきている状況かと思わ

れます。この箇所につきましては、国道５号フゴ

ッペトンネル交通安全対策事業により新たにトン

ネルができ、海側に道路拡幅等整備される計画と

なっていることから、町としても安全対策を図ら

れるよう要望してまいります。 

 続きまして、余市町の小中学校におけるフッ化

物洗口に関します質問のうち、町立保育所の実施

に係るご質問につきまして答弁を申し上げます。

町立保育所の実施につきましては、フッ化物洗口

のパンフレットにより保護者の方に説明等を行

い、保護者からのフッ化物洗口申込書により希望

の有無の確認を行い、取り進めておりますので、

ご理解をお願いいたします。 

 なお、教育委員会関係につきましては、教育長

より答弁を申し上げます。 

〇教育長（中村寿仁君） 13番、安久議員の余市

町の小中学校におけるフッ化物洗口実施について

のご質問にご答弁申し上げます。 

 １点目の保護者や教職員等の安全性についての

懸念はなくなったのかのご質問についてですが、

フッ化物洗口の実施についてはさまざまな考え方

がありますが、安全性につきましては後志教育局

及び倶知安保健所の専門員等からこれまでの実例

として、日本国内でフッ化物洗口が行われるよう

になってから40年以上経過している中で健康被害

が報告されていないことや後志管内の実施状況等

を示され、問題がないことを確認したところでご

ざいます。今後実施に向けて、保護者や教職員へ

の説明会を開催し、理解を求めてまいりたいと考

えております。 

 ３点目の虫歯予防はフッ化物洗口だけが効果が

あると考えられているのかのご質問につきまして

ご答弁申し上げます。フッ化物洗口のほか歯磨き

の励行、甘味の制限等が虫歯予防に有効な方法で

あると認識しております。現在町立保育所等にお

いてフッ化物洗口を実施しておりますが、その後

小中学校において継続して行うことが虫歯予防の

効果が高まるとの指導、助言をいただいておりま

す。 

 ４点目の現在小中学校で行われている医療行為

は何かのご質問につきましてご答弁申し上げま

す。現在町内小中学校において医療行為を行って

いる事例はないものと認識しております。学校内

での医療行為を行える場所として、例外的に特別
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な支援を要する児童生徒に対しては、一定の研修

を受けた者が一定の条件のもとにたんの吸引等の

医療的ケアができることとされております。学校

におけるフッ化物洗口は、学校保健法に規定する

学校安全計画に位置づけられ、学校における保健

管理の一環として実施されるものという政府見解

が示されており、医療行為であるとの認識はして

おりません。 

 ５点目のフッ化物洗口の実施責任者は誰を想定

されているかの質問につきましてご答弁申し上げ

ます。フッ化物洗口を定められた実施手順に従っ

て実施した場合は、事故は想定されないと考えて

おりますが、本町における実施責任者は余市町教

育委員会であるとの認識をいたしております。ま

た、北海道教育委員会からは、仮に事故が起こっ

た場合、国、道、実施主体である市町村等のそれ

ぞれの立場に応じた責任で対応することとなると

の見解が示されておりますので、ご理解のほどよ

ろしくお願いいたします。 

〇13番（安久莊一郎君） まず、栄町大浜中海岸

の侵食のことについてです。今町長からも説明が

ありましたように、ここの登川海岸右岸からフゴ

ッペ川までの管轄は国交省、それから農水省とな

っていると。先ほど離岸堤のことが言われました

けれども、この離岸堤ができたのが1989年から

2001年度にかけて沖合100メートル、それから１基

100メートル、30メートル間隔で６基離岸堤が投入

されてきました。現在その離岸堤のところを見ま

すと、離岸堤の背後地は砂浜がずっと離岸堤まで

延びて、海岸が保全されております。しかし、６

基の離岸堤が投入されたのですが、もともとは

11基の投入が計画されておりました。それがなぜ

か６基で中止されております。この中止の理由は、

会計検査院からの指摘があって６基でとまったと

いう話も聞いておりますけれども、現在の離岸堤

の様子を見ますと、やはり海岸線を保全するには

今離岸堤がないところ、そこも含めて離岸堤を設

置してもらうのが一番いいのかなと考えておりま

す。先ほど町長のほうで道のほうに要望するとい

うことで、ぜひ現地を見ていただいて確認してい

ただいて、要望を出していただきたいと思ってお

ります。 

 本当に海岸の今私が指摘している場所に住まわ

れている方は、これから冬でどんどん高波が押し

寄せてきますし、それからその近所に住む方も毎

年特に冬になると来るし、それからこの間のよう

な10月のような暴風、それから台風の影響、これ

は非常に恐ろしいということを言っておりますの

で、ぜひ実現させていただきたいと思います。 

 それから、もう一つ、フゴッペ川の右岸、小樽

寄りのところは、もう護岸堤まで波が来ているの

ですけれども、今おっしゃっているように国道の

複線化ということで工事を進められております。

ですから、それも兼ねて国道に水がかぶらないと

いうこともまず大事ですし、その背後にも民家が

ありますので、そっちのほうもよろしく考えてい

ただきたいと、要望を出していただきたいという

ことを重ねてお願いいたします。 

 それから、小中学校のフッ化物洗口の問題です。

前の答弁と同じように倶知安保健所とかそういう

ところから安全性ということで言われているとい

うことで、それを教職員や保護者のほうに説明を

していきたいということを言われておりますけれ

ども、私余市町の先生方からお話を聞く機会があ

りました。教職員の声として紹介されたのは、虫

歯を持つ子供たちは年々減少しているのに、わざ

わざ薬物を使うフッ素は必要なのか。余市町歯科

健診での12歳の齲歯なし者、つまり虫歯がない人、

そういう子供は1993年度3.4％、非常にわずかしか

虫歯がない子供はいなかったのです。それが

2013年度には26.1％まで高くなっていると。町内

の歯科医によると、ここ数年保護者の意識が高ま

って、口腔の状態がよくなり、齲歯なし、虫歯が

ない児童生徒が増加する一方で、１人で10本以上
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の齲歯を有する児童生徒もおり、保護者の意識の

二極化が問題視されていると。この現象は全国的

な状況でもあると、こう話されているのをお聞き

しました。子供の貧困化、家庭の貧困化が非常に

重大な問題となっておりますけれども、これがこ

の虫歯のところにもあらわれていると思うのです

けれども、全体から見ればこうやって虫歯がなく

なっていると。ですから、わざわざ薬物、後から

もお話ししたいと思ったのですけれども、フッ化

ナトリウムというのですか、これは劇薬として指

定されている試薬なのです。それが主成分の、医

療用で洗口剤として出ているのもこのフッ化ナト

リウムが主成分なのです。ですから、こういうこ

とがあるという。それから、フッ素洗口は本当に

有効なのか、その根拠はあるのかとの声もありま

す。 

 それから、アレルギーを持つ子供たちが今ふえ

ている。前の今回の質問の中でも出ておりました

けれども、非常にアレルギーに対して過敏な子供

たちがフッ素を使うことについて本当に安全なの

かと。学校での事故は起きていないのかと。先ほ

ど40年間これについては事故がなくて安全だとい

う話もありましたけれども、本当にそうなのかと

いう心配もあります。今学校の保健室では、子供

のアレルギー対策として薬品を置かず、それから

内服薬も置いていないということなのです。だか

ら、アレルギー症の子供がふえていますから、む

やみに薬品を使うということも避けているという

ことを言われております。ですから、この意味か

らもフッ素を使うということについて非常に心配

があるということです。 

 それから、予算のことも言われている人がいま

す。予算はどうなっているのか。余市町は財政は

厳しいと言われているけれども、このための予算

というのはどうなっているのかということです。 

 それから、事故のことも言われております。事

故については、先ほど教育長がお答えになったよ

うに教育委員会がきちんと責任をとるということ

なのですから、それをしっかりもしやる場合は貫

いてほしいと思います。 

 それから、薬物の説明書、フッ化ナトリウムの

洗口用の薬の説明書に飲み込むおそれがある幼児

とか小児には使用しないでとあります。だけれど

も、幼児、小児、小学校の低学年なんかは誤飲が

ある場合が非常に考えられます。それはどうなの

かと。 

 それから、もしこれ実施するとなったら、先生

方はこう言っておられました。朝の時間で忙しい

中、煩雑であると。だから、実施する子としない

子が混在して、これはどうなのかと。これは、後

志管内の４つの学校でそういう実施されている中

でこういう声があります。それから、朝の時間に

できなくて、放課後、クラブの後に教室に集めて

やっておられるところもあります。だから、そう

いうところは放課後、クラブの後に教室に集める

ということで非常に混乱があると。それから、学

級活動への影響もあると。これは２つの地域から

言われております。 

 それから、安全性の不安、職員の負担が大きく

なると、こういうことはまた２つの地域からも出

されております。 

 ですから、これだけいろいろな声がもう既に実

施されている地域の学校でありますから、やはり

懸念を払拭するということは非常に大事なことだ

と思うのです。そうしなければ皆さん不安を持ち

ながらやっていく。本当にこれが十分な手だてで

きるのかどうかというところですから、そこは慎

重にしなければならないのではないのかと思いま

す。 

 それから、保育所のところで、パンフレットで

説明すると言っておられますけれども、そのパン

フレットというのはどんなパンフレットなのかが

問題だと思うのです。推進しようということで国

とか道のほうでつくられているパンフレットは、
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そのためのパンフレットになっていると思うので

す。きちんと心配、賛否両論の否のほう、それを

説明しているパンフレットになっているかどう

か、そのことをまずお聞きしたいと思います。 

 それから、実際に後志の小中学校で保護者説明

会、このフッ化物洗口についての説明会を開いて

いるところで、２つの地域ではほとんど参加して

いると、保護者が説明会に。だけれども、それは

いわゆる父母参観日というのですか、学校に親御

さん皆さんがたくさん見えるときにやるからほと

んど参加になっているのですけれども、余り参加

がないというところが４つの地域で言われており

ます。それから、まるきり参加者がゼロで中止し

てしまったところもあるのです。ですから、本当

に保護者に説明する、これは保護者が納得できる

ようにしなければならないと思うのですけれど

も、こういう問題点がありますので、そこのとこ

ろもきちんとしなければならないのではないかと

思います。 

 それから、この余市町で就学時、または中学校

の進学時に齲歯の本数、虫歯の本数をゼロにしま

しょうという呼びかけがなされておると。具体的

にどういうことかといいますと、丈夫な歯をつく

ることは親の責任であるという自覚を持ち、正し

い歯磨きの仕方を身につけさせ、食べたら磨く習

慣化を図りましょう。幼児期や小学校中学年ぐら

いまでは、親が仕上げ磨きをしましょうと。親が

最後の歯磨きの仕上げをしてあげましょうと。定

期的に歯科医の健診や治療を受けさせましょう

と。好きなものを好きなだけいつでも食べている

状態をなくしましょうと。それから、栄養バラン

スのとれた食事を工夫しましょうと。これが

2014年の３月に余市町の教育委員会、それから校

長会、ＰＴＡ連合会連名で出されたこういう文書

があるのです。ですから、フッ化物洗口だけでな

く、このようなことをやっていけば虫歯は減って

いくということがはっきりしているのではないか

と思います。ですから、前からこれをやろうとい

うことで出されてきたのですけれども、それが実

際にまだ依然としてこれに賛成できないという声

が根強くあるのです。ですから、そこは注意して、

そういうのを無理やりやることは少し待たなけれ

ばいけないのではないかと思います。 

 それから、やっぱり集団的フッ化物洗口という

のは医療行為だと思うのです。なぜかといいます

と、劇薬と言われているフッ化ナトリウムが入っ

ている、そういう薬物を使います。それを薄めて

使うということで安全だということだと思うので

すけれども、だけれども完全にそういう薬物を使

っていますから、これは医療行為で、先ほど答弁

していただきましたように現在行われている医療

行為というのはないのです。ですけれども、この

フッ化物洗口をやれば新たにこれが加わってくる

ということで、もしそうなればフッ化物洗口を受

ける人、これは医療を受ける人となります。医療

を受けるときには、自分の生き方や健康について

自分で考えて、自分で決定する権利、いわゆる自

己決定権が保障されております。強制があっては

なりません。よく言われていますインフォームド

・コンセント、これがこの問題に絡んできます。

だから、子供たちの場合も親がその医療について

の意思決定権を持ちますけれども、子供たちも個

人として尊重されなければなりません。その能力

が許す限り自己決定権が保障され、説明を受け、

同意の機会が保障されなければなりません。です

から、先ほど町長が他の同僚議員の方に言われて

いましたけれども、集団の危険性、これがこの集

団でフッ化物洗口を行うときにも出てくると思い

ます。ですから、ここのところは慎重に考えられ

て、本当に保護者や、それから教職員の納得、懸

念が払拭されるまで、これを急いでやるというこ

とはやめたほうがいいのではないかと、そう思い

ます。まず、そのことについてお答え願いたいと

思います。 
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〇町長（嶋  保君） 13番、安久議員からの再

度のご質問に答弁を申し上げます。 

 まず、１点目の海岸の侵食防止の関係でござい

ます。ご質問にもございました登川の河口から

200メートル小樽寄りの部分、ここにつきましては

国交省の所管でございます。おっしゃるとおり、

農水のほうの部分につきましては、そこから６基

の離岸堤が整備されて、そこの部分については砂

浜もかなり広くなってきているという部分でござ

いますが、この部分につきましてはそのような離

岸堤もございませんで、かなり砂浜侵食されてき

ているという部分は私どもも十分認識していると

ころでございます。 

 そういった中で、所管としては国交省でござい

ますが、管理は北海道でございますので、このあ

たりの部分は道のほうに整備の要望を上げてまい

りたいというふうに考えてございます。 

 それと、２点目ですか、後段の部分、フゴッペ

のほうでございます。私もこの地区につきまして

は非常に昔から知っているところでございまし

て、昔は結構フゴッペ川からトンネルまでかなり

まだ砂浜もあったのですが、今はほとんどないよ

うな状況でございまして、10月の大荒れの天気の

中でも向かいの住宅のほうに波がという形の中で

の、今までそこまではなかったのですけれども、

そういった部分のお話も聞いてございます。 

 先ほど１問目でも答弁申し上げましたが、今ト

ンネルの部分工事しておりまして、あそこに中央

分離帯で２車線になっていくという部分でござい

ます。海側のほうに道路が出ていくような状況に

なっていきますので、その中でもいろいろな中で

要望も今しているところでございます。そういっ

た部分でまたトンネルと別事業として、このフゴ

ッペ川のあたりについては越波対策もしていただ

きたいという形で国交省の小樽開建のほうにも要

望しておりますので、それらこれからも強力に要

望してまいりたいというふうに考えているところ

でございます。 

 また、フッ化物洗口のパンフレット等の部分、

私の保育所に係る部分、これにつきましては道の

推進的立場からのパンフレットでございます。し

かし、これはいろいろな中で保護者からの質問等

もあった場合は口頭にて説明しているというよう

な状況でございますので、ご理解を願いたいとい

うふうに存じます。 

〇教育長（中村寿仁君） 安久議員の再度のご質

問にご答弁申し上げます。何件かありました。も

し漏れているようであればご指摘をお願いしたい

と思います。 

 まず、虫歯の状況ということで減っているとい

うこと、それはどういう調べかちょっとわからな

いのですけれども、まず平成26年度児童生徒の健

康状態に関する調査という中では、小学校１年生

の１人平均虫歯の本数につきましては北海道が

0.10本で、余市町につきましては0.27本と２倍以

上になっております。平成23年度から26年度を見

て、若干ふえているというような調べもございま

す。 

 続きまして、フッ化物が劇薬であるという部分

でございますけれども、道教委のいろいろな資料

の中で、虫歯予防のために調整されたフッ化物洗

口液は劇薬ではないというふうな認識をしており

ます。 

 次に、アレルギーを起こす人がいますかという

ことのこれ道教委のＱアンドＡに載っていますけ

れども、フッ化物そのものがアレルギーの原因と

なることはないというふうに書いております。市

販の歯磨き剤の９割以上がフッ化物配合歯磨き剤

でありまして、これまでにアレルギー反応が生じ

たという信頼に足る報告はないということでござ

います。 

 次に、予算の関係で先生方がご心配されている

ということなのですけれども、予算につきまして

は一応今の段階では平成28年度中に実施したい
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と。保護者や先生方に説明した後実施したいとい

うことでございますので、財政厳しい中ではござ

いますが、保育所から続けてやるということが一

番効果があるということで町の部局にお願いし

て、来年度中に補正計上をしたいというふうな考

え方でございます。 

 医療行為という考え方でございますけれども、

先ほど冒頭で申し上げましたように学校保健法第

14条では、学校においては前条の健康診断結果に

基づき疾病の予防処置を行い、または治療を指示

し、並びに運動、作業を軽減する等適切な措置を

とらなければならないとなっておりまして、これ

は保健管理という部分に位置づけられているとい

うことで、医療行為ではないというふうな認識を

してございます。 

 飲み込むおそれがあるということで、低学年等

はそういうことがあるかもわかりませんが、１回

飲み込んでも安全であるというようなことでござ

いますし、もし飲み込んだとした場合には医師と

の連携で対応していくというようなことも考えて

ございます。 

 それと、先生方とお話ししたということで、先

生方の今忙しい中で煩雑になるというような、仕

事が忙しくなるというようなことだと思いますけ

れども、できるだけ先生方の手を煩わさないよう

なことも考えていかなければならないというふう

には考えてございます。 

 それと、先ほど親の責任で歯磨きをするという

ようなことは、それにつきましては本町で昨年の

３月、教育委員会で行ったゼロキャンペーンとい

うことで、虫歯をゼロにしようというような考え

方でやったものでございます。その当時は、フッ

化物に対してはまだ実施するような考え方ではご

ざいませんでしたが、先ほど言いましたように歯

磨きとあわせてフッ化物洗口をすることが虫歯を

予防する最善の方法だということなものですか

ら、来年度以降に実施していこうということでご

ざいまして、急いでやるべきではないということ

でございました。これは、私も前の教育長からそ

ういうようなことを言われて、今の段階でほかの

町村等の状況を見て、来年度以降実施すべきとい

う判断をしたものでございます。やるに当たりま

しては、保護者に希望の有無を文書等で確認しま

すし、保護者への説明会、先生方への説明会も十

分行いたいと思っております。 

〇13番（安久莊一郎君） まず、海岸の侵食の問

題については、ぜひ国交省の関係であれば小樽の

建設管理部のほうに要望書を提出していただきた

いと、そうしていただけるということを確認して、

その点は了解いたしました。 

 それから、フッ化物の問題です。もし実施され

るのであれば、保護者、それから教職員の方とき

ちんと話して、十分な合意ができなければ実施で

きないと思います。 

 それで、先ほども言われましたように、私も紹

介したようにもし学校に導入にするとすれば、今

先生方が非常に多忙な中で、子供たちのそういう

フッ化物洗口の時間をどこに入れるかというの

で、実際に私も例を見せていただいたのですけれ

ども、本当にどこに入れるかというのは非常に大

変なことなのです。だから、そこら辺も踏まえて、

きちんとできるということがなければ実施しない

でもらいたいと。 

 それと、先ほど歯磨きなんかにもこのフッ化ナ

トリウムというのは添加されているのです。です

から、そういうところでちゃんと実際に歯磨きで

使って、フッ化物洗口のかわりというのか、そう

いう似た行為が行われているのですから、わざわ

ざ集団的に学校でやると。これは、歯科医に子供

さんをお母さんたちが連れていってやってもら

う、希望者がやるというのは、これは誰もとめる

ことはできないわけですから、それは自由にやる

べき問題ですけれども、今私がちょっと懸念して

いるのは集団的に、そういう学校という集団の中
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でフッ化物洗口をやるということなのです。もし

希望しないお母さんがいても、みんながやったと。

だけれども、おまえはやらないのだなということ

で言われて、いわゆるいじめまがいのことになっ

て、帰ってきてからお母さんに何で断るのかとい

うことを言いかねない問題でもあるのです。やっ

ぱり強制力が働いては、これはいけないと思いま

す。 

 それで、医療行為、やはりこれ幾ら薄めたから

といっても劇薬を使っている、フッ化ナトリウム

というのはそういうものです。フッ素というのは、

非常にいろいろなものと結合しやすい物質なので

す。ですから、そういうものを使っているという

ことは、やっぱり医療行為と考えて慎重にしなく

てはいけないと思うのです。ですから、そこをま

ずぜひ考えてもらいたいと。 

 それから、なぜ私がそういうことを言うかとい

いますと、1996年に厚生省の健康政策局総務課監

修の「元気が出るインフォームド・コンセント」

という本が出ているのです。そこでは、健康診断

における検査や予防接種など保健分野においても

十分な説明が必要であると。だから、やっぱりこ

のフッ化物洗口も十分説明しなければならない。

それから、2005年、日本学校歯科医会では「学校

における学校歯科医のためのフッ化物応用ガイド

ブック」というのが出されておりますけれども、

そこでもインフォームド・コンセント、これは保

健活動や予防処置の場合も成立していることが必

要で、学校長及び教職員、保護者、さらに児童生

徒まで含めるように配慮していかなければならな

いと指摘しております。ですから、このところは

間違いないようにぜひ余市町の教育現場で行って

もらいたいということをお願いいたしまして、私

の質問といたします。 

〇教育長（中村寿仁君） 13番、安久議員の再度

のご質問にご答弁申し上げます。 

 教職員なり、保護者の方に説明して合意を得る

べきだという部分だと思いますけれども、まず教

職員の組合の方と10月にお会いしました。実施し

たいという旨をお伝えして、先生方から要望書が

提出されました。先生方は、危険があるというこ

とで反対していますということはお聞きしまし

た。あわせまして実施するに当たっては、10項目

ほどのことに留意してやってくださいというお話

も聞いております。９月の定例会でも申し上げま

した。ご指摘もありました。まず、十分に説明す

るということは今後していかなければならないも

のと思っておりますし、先生方の仕事の部分も含

めて、他町村もこういうことやっておりますので、

どれが一番いいのかという部分も含めて対応して

いきたいと思います。 

 それと、集団的にやることでやりたくない保護

者、子供もやらなければならないような雰囲気に

なるということでしたけれども、先ほども言いま

したようにこれは強制ではございません。やらな

い保護者の方、子供さんもいていいかと思います。

そのためにいじめに遭わないような対応として、

例えばやっている間にどこか違うところであれす

るとか、水でぶくぶくするとか、そういうような

方法しているところもありますので、当然これも

いじめの温床とならないような部分で対応してい

きたいと思っております。 

 フッ化物については、基本的には今のいろいろ

な状況の中では安全だという認識はしております

が、いろいろな意味で先ほどからお話ありました

けれども、危機意識を持っていく、絶対という部

分がないということで危機意識を持った中で実施

していかなければならないという部分は十分認識

しております。今後教員、保護者に対して十分な

説明をして、来年度中の実施をしていきたいとい

うふうに考えてございます。 

〇議長（中井寿夫君） 安久議員の発言が終わり

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、明16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１４分 
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