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  税  務  課  長  堀 内   学 
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  選挙管理委員会事務局長  小 林 広 勝 

  監 査 委 員 事 務 局 長  澤 辺 成 徳 

〇事務局職員出席者            

  事  務  局  長  杉 本 雅 純 

  議 事 係 長  枝 村   潤 
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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28年余

市町議会第２回定例会を再開いたします。 

 ただいまの出席議員は18名です。 

 よって、定足数に達しましたので、会議は成立

いたしました。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第１、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４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） 今回の定例会に当たっ

て、私は泊原発の再稼働問題、エネルギー政策に

ついて１件質問いたします。 

 泊原発の存在は、余市町にとって町民の命を守

り、安心して暮らせるまちづくりに重大な課題を

突きつけています。原発事故の恐ろしさは、福島

原発事故が十分教えてくれています。５年余が経

過している現在でも溶け落ちた核燃料の状態もわ

からず、事故原因も不明です。放射能汚染水は毎

日550トンもふえ続け、その対策も確立していませ

ん。福島県では、今なお９万2,000人が避難生活を

余儀なくされていて、ふるさとを奪われています。

30年前のチェルノブイリ事故は、今でも収束、廃

炉の見通しが立っておらず、30キロ圏は基本的に

立入禁止となっています。このように人類と原発

との共存は、不可能な状況にあります。 

 昨年の定例会での中谷議員の泊原発再稼働につ

いての質問に町長は、福島第一原発事故の原因の

究明、事故後の対応、そしてまた今人類が原子力

をコントロールでき得ているのかどうかという部

分も含めてまだそのような状況にないと考えてい

るので、再稼働には慎重であるべきだと考えてい

ると答弁されました。30キロ圏内の私たち町民に

とって、福島県民がこうむっている被害の状況は

他人事ではありません。約２年間の稼働原発ゼロ

を経験した我が国は、原発ゼロでも十分にやって

いけることが証明されました。原子力を人間が完

全にコントロールすることはできません。核のご

みと言われる使用済み核燃料は、再稼働すればわ

ずか６年で全ての使用済み核燃料貯蔵プールが満

杯になると言われています。再処理をすれば年間

８トンのプルトニウムがつくられ、既に保有して

いる47.5トンにさらに上積みされます。核拡散防

止の観点から利用目的のないプルトニウムは保有

できません。この面でも原発固執政策は破綻して

います。直ちに全ての原子炉を廃棄しなければな

りません。 

 次の問題は、原子炉を廃棄した後のエネルギー

政策です。北海道では、再生可能エネルギーの潜

在能力は泊原発３基分の二百数十倍あると言わ

れ、これを生かすなら北海道が日本のエネルギー

供給基地になると言われています。しかし、北海

道全体に占める比率は４％前後で、全国でも下位

グループです。再生可能エネルギーの活用が北海

道に求められているのと同様に、余市町でも早急

な取り組みが求められています。 

 さらに、泊原発を考えるとき、住民にとっては

事故が発生したとき我が身や家族の命、安全を守

ることが一番大切なことです。被曝が通常五感で

感じられない、被曝の程度がみずから判断できな
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い放射性物質が相手です。しかも、影響が広範囲

で、避難に大きな混乱が生じることは福島の経験

で明らかです。それらを踏まえて、余市町の原子

力災害防災計画がつくられています。 

 そこで、この計画どおりに避難できるかが次の

課題です。このことも昨年の定例会で中谷議員が

実働性、実効性について質問しました。町長は、

国道５号線の部分や津波があった場合の問題点を

含んで取り組んでいる。また、事故の危険性は稼

働していなくても同じとの認識で取り組んでいる

と答弁されています。以下、伺います。 

 １、余市町として北海道電力、国、道に廃炉を

決断するように伝えるべきではありませんか。 

 ２、道内の自治体において再生エネルギーで電

力を賄っている自治体は幾つあるのか。余市町で

の取り組みはどこまで進んでいますか。 

 ３、避難計画を実行するに当たっての問題点は

ないのか。また、計画どおりに避難できたとして

も放射性物質による被曝は避けることができるの

か。計画の実効性を高めるための住民説明会や懇

談会の計画はあるのか。 

〇町長（嶋  保君） 13番、安久議員のご質問

に答弁申し上げます。 

 １点目の余市町として北海道電力、国、道に廃

炉を決断するように伝えるべきではないかとのご

質問でございますが、福島原発事故から５年を過

ぎた現在においても、いまだに多くの方々が避難

生活を余儀なくされています。現在泊原発３号基

は、再稼働に向け原子力規制委員会において基準

地震動に関する審査を了したものの、現在も規制

基準に基づく厳正な審査が継続中であります。 

 国は、エネルギー基本計画において原発の再稼

働については国が前面に立ち、国民理解が得られ

るよう丁寧に説明を尽くすとともに、万が一災害

になるような事態が生じた場合には国民の生命、

身体や財産を守ることは政府の重大な責務として

責任を持って対処することとしておりますが、福

島原発事故の原因究明も進んでいない状況におい

て再稼働については慎重に対応すべきであると考

えています。 

 ２点目の再生可能エネルギーについてでござい

ますが、太陽光、風力、バイオマス、地熱などの

再生可能エネルギーを活用して道内の自治体で電

力を賄っている自治体に関する把握はしておりま

せんが、風力発電施設を設置して公共施設等に供

給し、余剰分を売電している取り組みを寿都町や

苫前町など７市町が行っていると認識していると

ころでございます。 

 本町における取り組みの状況でございますが、

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、情報収集や意見交換を行うとともに、関係部

署で構成する再生可能エネルギー検討庁内連絡会

議を設置し、研究、検討しているところであり、

これまでに北海道経済産業局や北海道庁の担当者

を招き、再生可能エネルギーの利用実態と導入に

当たっての助成制度や小水力発電について勉強会

を開催したところでございます。 

 ３点目の避難計画にかかわるご質問についてで

ございますが、万が一事故が発生した場合の対応

として、住民の万全な避難対策を講ずることは大

変重要であると認識しているところでございま

す。本町においては、北海道地域防災計画及び余

市町地域防災計画に基づく避難計画を作成してお

り、緊急時モニタリングや避難退域時検査の実施

などを行うこととしておりますが、避難時におけ

る避難道路の渋滞緩和や冬期の除排雪体制、さら

には複合災害による避難経路の確保などの課題も

あると承知しております。 

 今後におきましても避難計画の実効性を高める

ため各関係機関と連携しながら、さまざまな事態

を想定した実践的な防災訓練の実施、さらには各

区会等と相談申し上げながら、住民に対する避難

計画に関する周知や原子力防災に関する勉強会、
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防災講演会の開催等の取り組みを進めてまいりた

いと考えております。 

〇13番（安久莊一郎君） それではまず、１点目

から再質問いたします。 

 この原発の存在、これは首長、町長の態度が大

事だと思います。国や道、北電に与える影響は、

首長の態度が大きく影響すると思うのですけれど

も、町長にはやっぱり廃炉への決断をぜひ迫って

いただきたいと思います。 

 そこで、昨日毎日新聞の社説がありました。今

度の参議院選挙に向けて原発政策の行方というこ

とで書いているのですけれども、やはりここでも

幾ら規制を強化しても原発事故のリスクをゼロに

することはできないと。原発を動かすとふえ続け

る核のごみ処分は解決のめどは立たず、核燃料サ

イクル政策も行き詰まっていると。世界に目を向

ければ、再生エネルギー導入が拡大していると。

発電コストが低下を続けており、普及はさらに進

むだろうと。全世界の風力発電の設備容量が原発

を上回ったというというぐあいの社説も出ており

ます。 

 そして、私が特に注目したのがこの後志管内の

20市町村のアンケート結果が５月３日の道新の朝

刊に載っておりました。ここでは再稼働の賛否一

覧ということで、再稼働にマル、オーケーを出し

た態度をしている人が３人です。それから、それ

はだめであると、バッテンと答えている方が４人

です。あと残りの13人は三角をつけられています。

バッテンのその理由を述べておられるのはもちろ

んですけれども、三角と書かれている方も絶対に

安全とは言えないと、この原発。不安を感ずると

述べております。それから、立地４町村、ここは

マルとつけられた方が１人です。残り３人は三角

です。ここで言われているのは、新規制基準での

審査を見守ると、こういう意見を述べられており

ます。 

 そこで、この新規制基準についてちょっと考え

なくてはいけないと思うのです。裁判所の判断も

これについては出ております。ご承知だと思うの

ですけれども、大津地裁で３月９日に決定が出て

おりますけれども、福島のあの事故は原発の危険

性が具体化した問題であると。原因究明は不十分

であると、こう述べられております。この点に意

を払わない、ここは高浜原発ですので、関西電力

ですけれども、関西電力については、意を払わな

い関電、そして原子力規制委員会の姿勢であると

すれば、新規制基準に向かう姿勢に非常に不安を

覚えると、こう述べております。続けて十二分の

余裕を持った基準とすることをこの決定では求め

ております。ですから、こういう裁判所の判断も

出ていますし、先ほど言ったように後志の20市町

村長のアンケート結果にもありますように、この

原発に対する不安、そして危険性を感じておられ

ると。絶対安全とは言えないと。これはやっぱり

皆さん方も共通の認識になっているのではないか

と思うので、ぜひ町長には廃炉の決断を迫ってい

ただきたいと思います。 

 それから、２点目の再生可能エネルギー問題で

す。危険な原発に頼らないためにはエネルギー政

策が必要になってきます。それで、再生可能エネ

ルギーが今各地で出ております。ドイツでは世界

的に進んだ取り組みになっていますけれども、私

のほうで調べたところによりますと後志管内で電

力の自給を再生可能エネルギーで100％以上賄っ

ているというところが蘭越、ニセコ、島牧とある

と、そういう調査があるのです。だから、こうい

うところでどういうふうにしてやっていられるの

か、これを余市町としても検討されているのかど

うか、それをお聞きしたいと思います。 

 それから、余市の再生可能エネルギーについて

の電力自給率は幾らなのか、それもお答え願いた

いと思います。 

 それから、３点目です。私は、避難計画、これ

が非常に大きな問題だと思います。一たび事故が
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起これば、福島の例でありますように、非常に重

大な我々に対する命、そして被害が出てくるのは

明らかなものですから、計画がつくられていて、

その計画の実効性が問われると思うのです。これ

まで訓練が行われていると思うのですけれども、

これまで行われた訓練で余市町での参加者数は幾

らなのか。そして、ことしまたその訓練が行われ

ると思うのですけれども、その規模、これはどう

いうふうになっているか、それを教えていただき

たいと思うのです。避難先の確保だとか交通手段

の確保、交通渋滞の箇所の予測、こういう対策は

十分とられているのかどうかということが１つで

す。 

 それから、泊原発で異常事態が発生したときに

状況によって警戒態勢、それから屋内退避準備、

屋内退避と指示が出てきます。そして、その後に

退避ということで最悪の場合が出てきますけれど

も、被曝はこの状態の中で避けることはできない

と。被曝を避けるためには、放射性物質の拡散に

応じてどの地域についていつまでに避難を完了す

るかと。いつまでに住民の被曝防止のための対策

を完了するのかといった点、そういうのはきちん

と決められているのかどうかということです。 

 それから、３つ目に、福島原発事故は事故発生

時に影響の及ぶ範囲が非常に広範囲であること、

避難の際に大きな混乱が起こったことはもうご承

知のとおりです。その経験は、余市町の避難計画

にどのように生かされているのか。余市でそうい

う計画をつくるときに、こういう非常事態のとき

に混乱が起こらないように非常に苦労されている

と思うのですけれども、一番そこで苦労して考え

られたことは何かということです。 

 それから、４点目に、安定ヨウ素剤のことがあ

ります。安定ヨウ素剤の服用は、適切な時期に行

う必要があると言われております。余市町では、

この安定ヨウ素剤の服用、これを避難計画のどの

時点で服用するのかということです。 

 それから、５点目、自治会による住民の避難対

応、これが非常に大事だと思うのですけれども自

治会との連携、これはどうなっているか。 

 最後に、余市町でも避難マニュアルというのが

あります。原子力防災のしおりというのが出され

ておりますけれども、中を見させていただきまし

たけれども、余市町の本当の住民の避難マニュア

ルまでにまだなっていないと思うのです。だから、

これを住民が見て、すぐ避難の体制がわかる、そ

ういうマニュアルとして作成して配るべきではな

いかと思いますけれども、それについての意見。 

 以上、伺います。 

〇町長（嶋  保君） 13番、安久議員の再度の

ご質問に答弁をさせていただきます。 

 町長の見解というか、態度という部分でござい

ます。これは、先ほども１問目でも答弁させてい

ただいております。福島原発の原因究明等も進ん

でいない状況で、再稼働については慎重であるべ

きだという私の思いでございます。 

 また、アンケート等の部分のお話もございまし

た。このアンケートも三択という中で、新聞各社

から今の時点でマル、バツ、三角という中での部

分ございます。これは、単純にマルだとかバツだ

とかつけられないような設問等も新聞各社によっ

てはございますので、そういった中でまだ新基準

の中で泊原発どうのこうのという部分の見解も示

されていない中で、今私の当初の答弁のとおり再

稼働については慎重であるべきだという思いの中

で三角という形の回答、マル、バツ、三角の中で

はそういう形でさせていただいているところでご

ざいます。 

 また、蘭越等の100％という部分、私勉強不足で

100％何を賄っているのか、反問権ありませんから

あれですけれども、そのあたり私ども勉強不足で、

先ほど申し上げましたように風力の売電等の部分

では寿都や苫前町という形の中でございました

が、その100％という部分につきましては、申しわ
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けありませんが、勉強不足でそういう認識をして

ございませんでしたので、後ほど勉強もさせてい

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。 

 また、訓練等の参加者の部分、後ほどその部分

につきましてはお知らせもさせていただきたいと

いうふうに思ってございますし、また福島の事故、

これはどこを捉えてこういった計画という部分で

なくて全体という中で、この部分だけが重要で、

この部分は重要でないでなくて、こういった大事

故、今まで日本が経験したことのないような大き

な事故でございました。そういった中で一つ一つ

これらを検証しながら、この計画等の策定に当た

っているところでございまして、まだそういった

中では私どももこの部分につきましては国や道に

申し上げたいこともございますので、機会あるご

とに私どもの地域の声というものも上げていきた

いというふうに思っているところでございます。

細部につきましては、申しわけございませんが、

担当課長から答弁させていただきたいというふう

に思っております。 

 また、議員おっしゃられました区会等の連携、

これはおっしゃられるとおり非常に重要な部分だ

というふうに思ってございます。この原子力防災

のしおりにつきましてもご指摘もいただきまし

た。2014年に作成してございますが、これにつき

まして今現在来年度またつくりかえたいというふ

うな計画もしてございますので、これらいろいろ

な細部についても網羅しながら、新たにつくって

まいりたいと思っていますし、これが机上の計画

だけでなくて、いかに実効性を持った中で区会等

と連携を持たせるかという部分が非常にご指摘の

とおり重要だというふうに考えてございます。要

援護者名簿等とのリンク、さらには民生委員、区

会とのリンク等もしっかり意を用いながら、この

原子力防災計画を策定していきたいというふうに

思っております。 

〇地域協働推進課長（笹山浩一君） 13番、安久

議員からご質問ございました安定ヨウ素剤の関係

につきまして私のほうからご答弁申し上げます。 

 安定ヨウ素剤の配付につきましては、現在北海

道のほうで避難退域時検査場所ということで、本

町で３カ所設置候補地を挙げてございますが、災

害になりました時点で北海道、国の指示に基づき

まして避難退域時検査場所をそれぞれ開設の指示

に伴いましてそれぞれ安定ヨウ素剤の配付につき

ましては避難退域時検査場所、こちらのほうでの

配付ということの方向性がなされているところで

ございますので、ご理解を賜りたいと存じます。 

〇13番（安久莊一郎君） まず、町長言われた新

聞社のアンケートについては、私もそのとおりだ

と思うのです。ですから、個々の首長さんのマル、

バツ、三角、それは余りこだわらないで、ただ言

いたいのは全体として原発の危険性とか住民に対

する安全性の問題、それを危惧されているという

ことを述べたわけです。 

 それから、再生可能エネルギーの問題ですけれ

ども、これは再生可能エネルギーでその町村でエ

ネルギーを賄っているその割合、これが私が聞い

たところによりますと、蘭越が300％以上といいま

すから必要な電力の３倍以上のエネルギー、電力

を再生可能エネルギーで賄っていると、そういう

意味です。ですから、風力だとかそういったもの

でそれぞれの地域によってどういうエネルギーを

使っているかというのはまちまちだと思いますの

で、だけれどもそうやって努力して、再生可能エ

ネルギーで賄っていくということを努力している

ということ、そのことを言いたかったのです。で

すから、それもぜひ研究されてやっていってもら

いたいと思っております。 

 それから、避難計画の問題、住民にとって一番

関心があり、本当にその計画で我々が事故起きた

ときに避難できるのかという問題が一番大きいと

思いますので、各自治体に避難計画は、言っては
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悪いのですけれども、丸投げのような状態で、本

当は国だとか北電がきちんと、原発の恐ろしさだ

とか立地のことについては詳しくわかっているの

です。だから、避難計画もちゃんとつくって、も

し事故起きたときに全道民が安全に避難できると

いうところを責任を持った計画も含めて原発を動

かすと、これが基本だと思うのです。それが今な

されていない。国、道の指示で町もいろいろつく

られていく。その大変さは本当にわかるのです。

だから、そういうことも考えながら、道、国、北

電に物を申しながら、それと住民にとって個々ケ

ースいろいろあるので、区会とかそういうところ

との協議を進めていって実態に合うものをつくっ

ていく、これが避難計画では大事な根本だと思う

のです。だから、そういったところをぜひ進めて

いっていただきたいと思っております。 

 私としては、担当の課とかが非常に苦労されて

避難計画については考えられていると思います

が、町民にとっては自分の住んでいる場所から避

難する場合にどちらの方向に避難していくのが一

番いいのか、それから交通渋滞はどうなるかとい

うのを具体的に住民の方も身近にわかっています

から、そういうことも話し合いをしていって、机

上の計画にならないように進めていってもらいた

いなと、そう強く願うものです。 

 以上で私の再々質問を終わります。 

〇町長（嶋  保君） 13番、安久議員の再度の

ご質問に答弁をさせていただきます。 

 安全性の部分でございます。繰り返しになりま

すが、まだ福島の事故の原因究明も済んでおりま

せん。こういった中で、再稼働については慎重に

対応すべきであるという考えでございます。 

 また、再生可能エネルギー、蘭越等の部分勉強

もさせていただきます。そういった中で、将来的

には原発に頼らないという部分につきましては、

私もそのように考えてございますので、そうした

ら今の時点で我々としても何ができるのかと。こ

のエネルギー問題しっかりと取り組んでいかなけ

ればならないという中で庁内の検討会議等も設け

まして、26年度、27年度と、そしてまた今年度も

庁内で新たな講師等も呼びながら、庁舎内でその

機運を醸成していきたいというふうに考えている

ところでございます。 

 また、最後にご指摘ございました避難計画、ご

指摘のとおり、私どもも避難するときのバスの問

題、自家用車の問題、そしてまたそのチェックを

どうするのかという問題、さらには予測される５

号線の渋滞の問題等、非常に大きな課題を抱えて

いるというふうに思ってございますので、先ほど

申し上げましたが、このしおりにつきましては今

の予定としては平成29年度にも改定をしていきた

いというふうに考えてございます。そういう中で、

ただその計画をつくるだけではなくて、実効性を

高めるためには区会や各施設等の連携、これが非

常に重要である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） 安久議員の発言が終わり

ました。 

 発言順位５番、議席番号15番、中谷議員の発言

を許します。 

〇15番（中谷栄利君） 私は、今定例会に当たり

２件の質問をしております。理事者においては、

要を得た答弁をお願いいたします。 

 １件目、ＴＰＰについて。政府は、国民の強い

懸念を無視し、重要農産物は除外するとした国会

決議にも反するＴＰＰ協定を署名しました。重要

農産物でも30％で関税を撤廃し、関税を残した品

目も特別輸入枠を導入したり、関税を大幅に削減

するなど、全ての生産品について関税率や制度面

でも何らかの変更は加えられていることが明らか

になりました。野菜や果物、農林水産物ではほと

んどの関税が撤廃され、農林水産物全体の８割で

関税が撤廃されます。それだけでなく、締約国は

順次関税を撤廃すると明記されており、日本は今
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回撤廃しなかった品目も７年後には再協議するな

ど約束をされています。関税全廃へのレールを敷

くのが今回のＴＰＰ協定です。さらに、非関税率

障壁の撤廃で輸入食品検査の緩和や保険市場の開

放、医薬品価格へのアメリカ企業の介入、他国籍

企業の利益を日本の法律に優先させるＩＳＤ条項

など国民の安全、安心や国の経済主権をアメリカ

を中心とする他国籍企業に売り渡すものです。以

下、質問します。 

 １、北海道の農産物だけでも1,300億円を超える

甚大な影響が予想されますが、余市町の農産物の

影響試算はどのようになっているのか問います。 

 ２、政府の支援策については、どのように検討

されているのか問います。 

 ３、国会決議違反とまともな資料公開もなく、

不十分な国会質疑しか行えない北海道と日本農業

に甚大な損失を与えるＴＰＰ承認案関連法案は廃

案にし、ＴＰＰから直ちに撤退すべきと考えます

が、町長の見解を伺います。 

 ２件目、ＪＲ北海道の在来線及び函館本線並行

在来線の存続について。2016年３月26日、ＪＲ北

海道は北海道新幹線の営業運転を開始するととも

に、函館本線の鷲ノ巣駅など８駅に廃止、有人駅

から無人駅への転換７駅、道内各路線のダイヤ改

定にあわせた８路線、79本の減便を実施しました。

また、４月８日にはＪＲ留萌線、留萌増毛間を廃

止するＪＲ北海道の提案を増毛町が同意したこ

と、12日には札幌稚内間特急「サロベツ」、札幌

網走間の特急「オホーツク」の運行の見直し、減

便などが公表されました。新幹線開業祝賀ムード

の報道の一方で、札幌延伸するときにはＪＲ北海

道から経営分離をされる並行在来線沿線の住民の

不安の声や在来線も大事との地元紙の論説が報じ

られています。ＪＲ北海道は、減便列車の復活を

求める切実な沿線住民の要望に安全、安定運行の

ため現行案のとおりさせていただきたいとゼロ回

答を寄せました。以下、質問します。 

 １、地域の安心、幸福確保や地域資源の活用と

地域振興、地域産業の振興のために鉄道はどうし

ても必要なものです。函館本線の鉄路を将来にわ

たって存続させるために、財源の補助を含めて国

や北海道が努力するのみならず、北海道経済界や

民間の英知の結集が不可欠であり、北海道の鉄路

を守るためにオール北海道の力を結集することが

どうしても必要と考えますが、町長の見解を伺い

ます。 

 ２、住民の足、産業の基礎としての鉄路の役割

を再評価し、利便性を高めることについて伺いま

す。 

 ３、函館本線山線の災害時の代替路線、物流ネ

ットワーク機能の再評価について伺います。 

〇町長（嶋  保君） 15番、中谷議員のご質問

に答弁申し上げます。 

 初めに、ＴＰＰについてでございますが、昨年

10月に大筋合意に達し、ことし２月には協定の署

名が行われ、加盟各国における国内手続が終えれ

ば発効することとなっているところでございま

す。ＴＰＰは、国内的には輸出の拡大や輸入品の

値下げなどにより恩恵が期待できる一方、安い農

産品が大量に入ってくれば国内の農畜産業には痛

手となる可能性があると考えられています。 

 ご質問１点目の余市町の農産物への影響試算に

ついてでございますが、北海道は国が公表した

19品目の試算対象品目のうち、本道での生産額が

１億円以上の農産物13品目について影響試算を行

っており、本町に関係する品目であるリンゴにお

いては生産減少額を400万円から800万円と試算し

ています。国や道の説明では、本町主要作物のほ

ぼ全てで影響は限定的と見込まれるとしながら、

長期的には価格の下落も懸念されるとされていま

す。影響試算につきましては、国や道におきまし

てもその影響が大きいと思われる品目についての

み試算をしているため、これらに該当しない品目

を多く栽培している本町の影響額を試算すること
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は難しいと考えておりますので、ご理解願いたい

と存じます。 

 ご質問の２点目の支援策の検討についてでござ

いますが、国は総合的なＴＰＰ関連政策大綱実現

に向けた施策として、平成27年度補正予算で

4,875億円、平成28年度当初予算で約1,582億円の

予算が計上されております。そのうち農林水産業

では、攻めの農林水産業への転換を目指し、農業

の体質強化のための金融支援の拡充や生産者の設

備投資を支援する産地パワーアップ事業の創設な

どが行われているところであり、これらの事業を

有効的に活用するため、現在関係機関と協議調整

を行っているところでございます。 

 ご質問３点目のＴＰＰに対する私の考え方につ

いてでございますが、現在、承認案並びに関連法

案は継続審議となっているところでありますが、

今なお生産者の方々は大きな不安を抱いておりま

す。生産者が将来に希望と意欲を持って取り組め

るよう、国や道に対し万全な対策を講じられるこ

とを強く求めてまいります。 

 続いて、ＪＲ北海道の在来線及び函館本線並行

在来線の存続についてのご質問に答弁を申し上げ

ます。ご質問の１点目、将来にわたって鉄路を存

続するため、オール北海道の力を結集することに

ついてでございます。ご質問にもありますとおり、

地域住民の日常生活や地域産業の振興に向けて鉄

路は重要な役割を果たしており、これを将来にわ

たって存続するためには、鉄道事業者はもとより

国や道、さらには関係自治体や経済界、地域住民

等がそれぞれの立場において鉄路存続に向けた取

り組みを進めることが必要と考えております。 

 ご質問の２点目、鉄道の役割の再評価と利便性

の向上についてのご質問でございます。安心して

暮らせる元気な地域社会をつくっていく上で、公

共交通の確保は大変重要な課題であると考えてお

ります。中でも鉄道は、大量輸送と定時運行とい

うすぐれた特性があり、高齢化社会が進展し、公

共交通の必要性が増していく中で鉄路の役割は高

まっていくものと考えております。一方で、余市

駅については、施設のバリアフリー化などの課題

もあることから、今後とも機会を得てＪＲ北海道

を初め関係機関に対し、利便性の向上について要

望を行ってまいりたいと存じます。 

 ご質問の３点目、災害時における函館本線山線

の役割と再評価についてでございます。ご案内の

とおり、平成12年に有珠山が噴火した際、函館札

幌間室蘭本線回りの通称海線が２カ月にわたり不

通となりました。この際に人と貨物を運ぶ大動脈

となったのが函館本線小樽回り、通称山線でござ

います。全国各地で大きな災害が発生している今

日、大量輸送手段である鉄路の代替路線確保は、

被害を最小限にとどめるためにも必要なことであ

ると考えます。特に有珠山については、定期的に

噴火を繰り返している現状にあります。貨物輸送

が途絶えた場合その影響は全道に及ぶことから、

代替路線の確保に向けては北海道全体での取り組

みが必要であると考えております。今後とも災害

時における山線の機能について北海道新幹線並行

在来線対策協議会などの広域的な会議の場を通し

て議論を提起してまいりたいと存じます。 

〇15番（中谷栄利君） １件目のまずＴＰＰにつ

いてなのですけれども、本町の主要な作物のリン

ゴについて、特に「マッサン」のテレビの中でも

余市のリンゴとして再度アピールされて、注目さ

れているところです。そのリンゴは、昨年の台風、

続いての強風などにより甚大な被害をこうむり、

せっかく人手をかりて生産したリンゴも見込んだ

収益にもならず、大変な目に遭う、そういう状況

下の中でも余市のリンゴを何としても守りたいと

いう形で農家の皆さん頑張っている。本当に夜徹

して被害遭ったリンゴについて１個１個点検しな

がら作業されていた様子が今も浮かびます。そう

いった状況下、余市のリンゴを守っていくという

ことは、またそしてそれにかかわるＴＰＰの品目
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が北海道の影響試算でも明らかにされていない野

菜など農産物をどのように守っていくかというの

が一番大切なことではないかなと思っています。 

 私は、常日ごろよく言っているのが１次産業を

中心とした余市町のまちづくり、いつもそれをど

のようにしたらこの余市の町が発展していくのか

ということを考えております。嶋町長もさまざま

な会議の中でも１次産業を基幹としたまちづくり

という言葉を述べられておりますが、今回のこの

ＴＰＰの問題については、まず１つは地域を守り

ながら農業を続けるそういった家族経営の農家を

しっかり支えていくための必要な取り組みを国、

北海道に対しても申し上げる中で守っていくとと

もに、１次産業を基幹としたまちづくりというこ

とをどのように具体化して、これから頑張ってい

く農家の皆さんにその姿を示していくのか、その

ことがまず問われると思います。さまざまな施策

をやっておりますが、本当にこれからも希望を持

って働ける、そういった方向性が必要だと思いま

す。そのためにも今回のＴＰＰについては、国会

の決議違反であり、国会での討議の資料の中でも

ほとんどが黒塗りの中で、国民が目を塞ぐような

ものばかり。そして、よく調べていけば自然と関

税が撤廃されていく。まさに他国籍企業の市場確

保のために日本の一生懸命頑張っている農水産業

を犠牲にするその姿そのものではないかと思って

います。そういったＴＰＰをこれからの参議院選

挙後の国会の中で安倍首相は国会での批准のため

に努力していこうとしているわけですから、この

余市のリンゴ、そして農水産物を守っていくため

に、町長としてもこの批准に対して断固抗議する

ということできちんと声明を明らかにしていくこ

とが大切だと思います。 

 まず、その１点目について、ＴＰＰについての

抗議、国会で批准することを行わず、撤回せよと

の声明を出すことについての考え方について伺い

たいと思います。そして、基幹産業としての１次

産業、農水産業のその姿のビジョン、その具体的

な方向性について今現在どのように検討されてお

られるのか、そこをお伺いしたいと思います。 

 それから、具体的に政府の支援策について検討

されているようなお話も担当課から聞いておりま

すけれども、国から出ている政策についてなかな

か実効性が合わないのではないか、そんなことで

検討もされていて、なおかつこの問題について検

討していかなければならないという話があったよ

うに伺ってもおります。そういった中で、政府の

支援策についてどのような今現在での評価されて

いるのか、そこをお伺いしたいと思います。 

 ＴＰＰについては以上。 

 次、ＪＲ北海道についてです。ＪＲ北海道の並

行在来線並びに函館本線並行在来線の存続という

ことなのですが、今この問題についてはＪＲ北海

道の公共交通の姿をないがしろにしながら、利益

優先させる鉄路という形で経営方針を変えてい

く、そういったやり方にまず抗議しなければなら

ないと思います。この函館線山線、今並行在来線

の協議会で道がリードしながらやっておりますけ

れども、まずＪＲ北海道には公共交通としての役

割を果たしてほしい。そして、北海道に対しては、

地域の交通政策としてこの鉄路が必要なことであ

る、そのことに対して明確な政策をきちんと位置

づける、そういった姿勢に立つべきだということ

を明らかにさせなければならないと思います。そ

のためにも北海道だけではなく、国ともこの問題

についてきちんと協議をさせるような、そういっ

たことまで姿を見せなければ、方向性を示してい

かなければならない課題だと思っています。 

 今このことで一番苦慮しているのは、何よりも

鉄道を利用しての通院されている方や通学されて

いる方、そして１時間以内で何としても通勤して

家族の団らんを支えたいという形で頑張っている

方たち、そういった人たちの鉄道の利用に対して

その願いを踏みにじるものであって、今回のダイ
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ヤ改正に当たってこの場をかりて抗議をします

が、２月４日に函館本線の３つの住民の会と一緒

になって、倶知安の振興局に倶知安の振興局とし

てＪＲ北海道並びに本庁にダイヤ改正をもとに戻

して、きちんと鉄道を守ってもらいたい、それを

発言してほしいということを言いに行きました。

しかし、倶知安振興局は、このことを道に上げて、

道からＪＲ北海道にさせる、そういった姿勢で終

わりました。後志住民の願いの代弁者として振興

局があると私は思います。その姿を示してほしい

と願ったのですが、残念ながらの結論でした。 

 また、嶋町長は、並行在来線の対策協議会、そ

ういった公の機関でこの問題について協議をして

いきたいということですが、それぞれ年に１回の

協議会で、その間に幹事会等も行われているよう

ですが、北海道の問題の一つの考えとして鉄道の

公共交通機関、地方交通の貴重な路線であるとい

うことの位置づけが私は極めて弱いと思います。

それは、函館までの新幹線の開業に当たって、２

次交通としての扱いについても在来線を差しおい

てバスを２次交通として位置づけるその考え方に

ついてもいかがなものかと思っています。多くの

海外からの利用者も鉄道を利用した窓からの風

景、そして沿線住民の皆さんとの触れ合い、そう

いったことも一つの楽しみにしているわけですか

ら、そういう意味で安全、安心、バスは最近事故

がふえておりますが、鉄道に対しては比較的安全、

安心の運行になると思いますので、そういった意

味での貴重な２次交通としての役割があると思い

ます。 

 また、先ほど安久議員も原発の問題で避難対策

として話をされておりましたが、私もかねてから

この鉄道が地震災害でもし鉄路が残っているので

あれば、大量に人を輸送するための貴重な避難対

策として重要な位置づけがあると言っておりまし

た。しかし、そのことについても北海道がその位

置づけとして明確な姿を示していないのも残念な

限りです。ぜひこの原発に対しての避難対策とし

ての鉄道の役割、そして有珠山の噴火、またこの

間大量の雨で土砂災害等も非常に懸念されている

ニュースが飛び交っていますけれども、白老や登

別、あの辺でも同様の災害が出ている中で、函館

線山線の頑丈な歴史がある鉄道の役割というの

は、今後もかなり期待されるところではないかと

思います。 

 そういったことも含めて私は町長に提案したい

と思いますが、やっぱりこの余市町、並行在来線

を抱えているこの地域がきちんと声を上げて、鉄

路存続のためにさまざまな学者や民間からの知

恵、力、そういったものの提言をいろいろ協議し

ていくような場所、アイデアだとかそういったも

のをお互いに持ち寄って検討していくような場が

必要ではないでしょうか。年に１回の会議では、

北海道の姿勢も曖昧な中で、期待された結論の議

論はできないと思います。それはそれとして行い

ながらも、この鉄路存続のための並行在来線の余

市町として声を上げて、オール北海道の知恵を結

集する、その姿を示していくことが今大変重要な

ときではないかなと思います。 

 地元紙として紹介しましたけれども、北海道新

聞ですが、そういった中でも在来線、新幹線でに

ぎわっていながらもこの在来線の果たす役割は見

捨てられないと。在来線もどうしても必要だ、そ

ういう意味で論説で警鐘を鳴らされておりまし

た。並行在来線の余市にいる私としても非常に励

まされたところです。 

 また、北海道全体でこのように悩んでいる地方

の方たちが結集していく、今そういうときだと思

っておりますので、嶋町長のオール北海道の結集

をさせる、そういう意味でも呼びかけをする、そ

ういった考え方について再度伺うものです。 

〇町長（嶋  保君） 15番、中谷議員の再度の

ご質問に答弁をさせていただきます。 

 まず、ＴＰＰの関係でございます。ＴＰＰにか
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かわってリンゴという部分、ご指摘のとおり、余

市町というのはリンゴという部分で町の成り立

ち、歴史から考えても、そしてまた産業としても

この部分はしっかり取り組んでいかなければなら

ないというふうに考えてございます。そういった

中では、リンゴにつきましては栽培面積がどんど

ん、どんどん減って、加工用の部分も原料が足り

なくなっているという状況もございましたので、

今年度につきましてはハックナイン等の導入の補

助という部分もさせていただいているところでご

ざいます。 

 議員おっしゃるとおり、私はこの余市町は１次

産業、農業、漁業、ここが元気にならなければ町

自体が元気になっていかないというふうに考えて

ございますので、この１次産業の振興という部分

に力を入れているところでございますが、これら

含めてＴＰＰの部分につきましては、生産者の皆

さんも大きな不安を抱いているというふうに考え

てございます。これら生産者の皆さんが将来に希

望と意欲を持って取り組めるように国や道にしっ

かりと対応していかねばならないというふうに思

ってございます。 

 また、声明の部分、これは私がここで声明を発

してもそれほど大きな力にならないというふうに

思ってございますが、私は後志の総合開発期成会

農林部会でもございますので、そういった中で中

央等に向かってはいろいろな要望事項等、道段階

要望等の中では北海道農政部にもいろいろな部分

の申し入れをしたところでございます。 

 そしてまた、ご指摘ございました支援策、パワ

ーアップ事業のことだというふうに思ってござい

ますが、国のこのパワーアップ事業も提示をされ

ましたが、当初かなり使い勝手が悪かったという

のはご指摘のとおりでございます。そういった中

で、今いろいろな中での使い勝手がよくなるよう

な形の中でそれらの要望もしてございます。かな

り目標設定等も高くなかったら採択にならないと

いう部分ございましたので、そういった中できる

だけ地域にとって使い勝手がよいような制度にな

るよう、これはしっかりと要望しているところで

ございまして、これからもそれらに含めて農業者

が将来に希望と意欲を持って取り組めるように

国、道に対して強く求めていきたいというふうに

思っているところでございます。 

 それと、ＪＲ北海道のご質問でございます。私

もＳＬニセコ号、さらには電子カード、スイカ、

キタカですか、キタカの余市までの延伸、さらに

は余市駅の利便性向上等を含めてここ一、二年で

数度ＪＲ北海道にも出向いております。そのとき

の会談の中でも、利益優先というより今ＪＲ北海

道は安全、そこだけの話です。安全対策だけでも

お金ないのですよという、そこに今はいかなけれ

ばならないのですよという、副社長等経営陣とも

お話しさせていただいておりますが、ここに対す

る部分です。ＳＬニセコ号にしても今の鉄路自体

がＳＬの線路ではないのですよ、脱線したらどう

するのですかと、事故あったらどうするのですか

という話になったら話がそこから進んでいかない

ような状況もございまして、しかしキタカ等の部

分は、「マッサン」等の部分の認識もあるようで

ございまして、いきなり門前払いの絶対だめです

よという部分でもございませんで、研究もさせて

いただきたいという部分でございました。 

 そういった中で、並行在来線の鉄路存続という

中では、ＪＲ北海道にも協議をしているところで

ございまして、また道庁のほうにもお話もさせて

いただきまして、その折に道議会のほうにも行っ

て、地元選出の道会議員、後志選出の道会議員の

ほうにもお話をさせていただいているところでご

ざいます。おっしゃいますとおり、山線、海線の

有珠山の噴火等の問題もございます。そういった

中では、山線の活用というか、重要性というのも

非常に大きく認識をされているところでございま

すが、そういった中で札幌延伸という中ではＪＲ
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北海道もいろいろな中での思惑もあるようでござ

います。おっしゃられますとおり、並行在来線の

対策協議会、これは私当初設立のときにも申し上

げました。年に１回だとかそういうのではなくて、

しっかりとこれは開催回数含めて内容、今道から

提出される案件もほとんどが新幹線の部分、函館

の部分でございます。旬のお話でございますから、

それはそれでいいのですけれども、私は会議で申

し上げさせてもらったのは新幹線の話だけではな

くて並行在来線をどうするかと、その部分をきっ

ちり議題に上げてくださいという発言もさせてい

ただきました。それと、ご指摘の函館までの延伸

の中での２次交通、これも道のほうでほとんどが

バスの部分でございます。そのときの倶知安です

か、倶知安町長か、小樽市長からも話も出ました。

函館までの観光客をどう札幌までやるというの

は、バスではなくて並行在来線もしっかり使わな

ければならないのではないですかというお話もご

ざいました。私もそのとおりだというふうに思っ

てございます。何といってもＪＲ北海道も採算と

いう部分ございますので、私どももそのあたり含

めていかに利便性を上げていただいて、利用する

かという部分も我々の課せられた使命といいます

か、そういった中での一方の責任等もあるという

ふうに思ってございますので、それらを含めて後

志の中でも、これはまた町村長もこの並行在来線

に対する思いも温度差かなりあります。ある町村

長はバスの代替と口にされた方もおりますし、私

どもは何としても残していただきたいという部分

ございますので、それらを含めて後志の中でも発

信をしていきたいというふうに考えているところ

でございます。 

〇15番（中谷栄利君） まず、ＴＰＰの問題で本

町の１次産業を中心としたまちづくり、それをど

うやってビジョン化していくのかというのは、非

常に期待されている部分が本当に高いと思いま

す。このＴＰＰに対抗する本当に未来に希望を持

てるそういった姿、ビジョンはどうしても今必要

なときではないかと思いますので、その方向の明

確性について１次産業に携わっている、また２次、

３次とその農水産業にかかわるいろいろな就業さ

れている皆さんの中の本当に声に応える本町のこ

れからの未来の姿というのを一刻も早く示しても

らいたいと思います。そのためにも、嶋町長は謙

遜されていましたけれども、「マッサン」で有名

になった余市、そういった中でこの余市の首長な

わけですから、今注目されている中で１次産業を

守る、そういった姿勢を明確に示すという中でも

その声明というのは非常に光り輝くものではない

かと私は考えています。国の取り組むことに対し

て地方として異を唱える声が今必要なときだと思

っていますので、その姿を示してもらいたいなと

思っています。１次産業に対しての明確なビジョ

ンを一刻も早く示して、町民を勇気づけするよう

にしていただきたいということとその声明につい

て再度お伺いしたいと思います。 

 ＪＲ北海道の問題について、後半のほうでバス

転換の発言された首長さんという話がありまし

た。しかし、そのバス転換の発言されていた首長

も、地元の中で鉄道がその町にとって何よりも大

切なまちづくりの一つなのだ。皆さんが署名一つ

一つに応えて、そうやっていく中でその町でも住

民の会ができました。その中でその首長も出席さ

れて、バス転換という話をしていたけれども、住

民の皆さんが本当に鉄道を大切にし、守っていき

たい、そういう声があるのであればそれに応えて、

その方策検討し、考えていきたい、そのようにこ

れまでの発言を撤回しながら、これからの鉄路存

続についてともに考えていく姿勢を示されておる

ことを私は報告を受けております。 

 このように並行在来線、鉄路存続についてこの

間非常に大きくさま変わりしてきていると思いま

す。そういった中で、鉄道の存続について新幹線

開業で非常ににぎやかにやっておりますが、その
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片隅の中で苦しい思いをしていましたけれども、

同じように地方沿線で生活する皆さんがダイヤ改

正や駅の廃止、無人化、そういった中で鉄道が町

にとって大切な存在なのだということに声を上げ

ていく、そういうのが広がっていると私は言いま

したけれども、そういった声をどこかで結集させ

ていく姿が今私は大切なときだと思っています。

そのためにもこのＪＲ北海道の並行在来線として

経営分離されて非常に大きな打撃でしたけれど

も、それにも屈せず頑張ってきているこの余市町

から、その町長として鉄路存続についての考え方

についてオール北海道、皆さんの意見を求めて、

学者やいろいろな有識者、研究家などを集めてい

く、そういった展開をして、並行在来線対策協議

会とはまた別な角度からそのものを検討してい

く、そういったことを旗上げしていくことも非常

に大切な取り組みだと思います。まず、そのビジ

ョン、方向性についてどのように思うかというこ

とと、それから何よりも利用される鉄道にしなけ

ればならないということで、跨線橋の改修を含め

て高齢者が本当に安心して鉄道を利用できる、そ

ういう対策を一刻も早く進めて、鉄道をこの余市

になくてはならない存在に引き上げていく。原発

問題に対しても鉄道が最大の輸送機能だと思って

いますので、北海道の原発の問題についての検討

会の中でもそのことを強く発言していただきたい

と思いますが、３問目のさまざま述べましたけれ

ども、町長の最後の見解を伺いたいと思います。 

〇町長（嶋  保君） 15番、中谷議員の再度の

ご質問に答弁をさせていただきます。 

 まず、ＴＰＰの関係でございます。これにつき

ましては、先ほど来申し上げましたが、後志総合

開発期成会、これの農林部会でもございます。そ

してまた、このＴＰＰの関係につきましては、後

志町村会のほうでも国に対する要望事項等も上げ

てございます。これら後志町村会、そしてまた北

海道町村会、全国町村会等の中でもＴＰＰに対す

る部分というのは決議されてございますので、そ

ういった場を通して私どももしっかりと訴えてい

きたいというふうに考えているところでございま

す。 

 また、２点目の鉄路の部分の存続についてのご

質問でございます。これらさまざまな取り組み等

も先ほど来申し上げました並行在来線対策協議会

等の中で議論もされてございますが、こういった

取り組み、私どもも独自の対策としては高齢者に

対する部分、さらには磁気カードの部分の要望等

もさせていただいております。これらさまざまな

機会を捉えて、利便性向上、さらにはこの充実強

化の部分等を含めて、国、さらにはＪＲ北海道、

さらには北海道等にも今後議会等ともご相談を申

し上げながらいろいろな活動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） 中谷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１３分 

再開 午前１１時２４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６番、議席番号12番、庄議員の発言を

許します。 

〇12番（庄 巖龍君） 平成28年第２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、答弁のほうよろしくお願いを申し上げます。 

 大川小学校及び周辺２公共施設利用者の交通安

全対策について。国道５号線に面する大川小学校

及び周辺の余市温水プール及び勤労青少年ホーム

に出入りする道路は、余市町所有の公衆道路と位

置づけられております。現在交通安全灯が３カ所

に設置されておりますが、平成26年新規に大川小

学校体育館上り口角にＬＥＤ交通安全灯が設置さ
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れました。また、職員室前方には同じく交通安全

灯、さらには勤労青少年ホーム前にも設置されて

おります。しかしながら、大川小学校前に住宅が

あることから、公衆道路と位置づけられておりま

すが、３公共施設を利用する町民は主に車両での

出入りが多く、また駐車する方も多く見受けられ

ます。特に余市温水プールの利用者は、保護者が

お子さんの水泳教室の送り迎えに車両を利用し、

また夜間には大川小学校２階運動場を利用しての

さまざまなスポーツ開放が行われております。現

状では、勤労青少年ホームに設置されている交通

安全灯が赤色の安全灯であり、非常に暗く、利用

者の安全を確保できるだけの明るさを保っており

ません。本年度４月より栄町小学校の児童生徒の

送迎が始まり、バスは校舎に横づけをし、放課後

の送りバス最終便が午後５時ということから、今

後秋から冬にかけて日没時間が早くなることを考

慮したとき、職員室前方並びに勤労青少年ホーム

前の児童安全対策を拡充することが望ましいと考

えますが、ご見解をお伺いします。 

 早期により明るいＬＥＤ交通安全灯の設置が未

然に車両の出入りが多い余市町所有の公衆道路の

事故防止につながるものと考えます。交通安全灯

や街路灯のＬＥＤ化は、余市町全体を考慮したと

き多くの場所で必要と考えますが、児童生徒や保

護者、また公共の３施設が集中する大川小学校の

公衆道路の交通安全灯の設置は、より優先的に設

置すべきと考えますが、ご見解をお伺いいたしま

す。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

〇町長（嶋  保君） 12番、庄議員のご質問に

答弁申し上げます。 

 初めに、交通安全灯の設置についてご答弁申し

上げます。交通安全灯やカーブミラーなどの交通

安全施設については、毎年200万円程度の予算を計

上し、更新や新設を行っており、そのうち交通安

全灯につきましては、交通事故防止を目的に現在

町内に439基を設置しております。その更新、新設

に当たっては、公平性を保ちながら緊急度合いも

勘案して対応すべく、全ての区会から要望を伺っ

た上で余市町交通安全推進協議会の専門部が現地

確認を行い、緊急度、優先度について検討を行い、

その報告を受けて事業箇所の決定を行っていると

ころでございます。 

 ご質問の大川小学校前の交通安全灯につきまし

ては、３カ所設置してございますが、そのうち１

カ所は老朽化により点灯しない状態となったこと

から、平成26年度にＬＥＤ照明へと更新を行って

ございます。 

 今後におきましてもこれまで同様全町的な視点

で、区会からの要望を踏まえて対応してまいりま

すが、当該箇所につきましては、ご指摘のとおり、

スクールバスが新たに出入りする関係もございま

すので、交通事故防止の観点から区会やＰＴＡの

意向も伺い、それらの意向も踏まえた上で交通安

全推進協議会の専門部の中で優先度についての検

討をしてまいります。 

 なお、教育関係の質問につきましては、教育長

から答弁申し上げます。 

〇教育長（中村寿仁君） 12番、庄議員の教育委

員会関係の大川小学校送迎バスの交通安全対策に

ついてのご質問に答弁申し上げます。 

 栄地区のスクールバスにつきましては、本年４

月より運行を開始し、下校時の最終運行時間は午

後５時の運行となっております。４月から夏にか

けては、午後５時の運行時においては明るい状況

での中でバスの乗降ができるものと考えておりま

すが、議員ご指摘のとおり、秋から冬においては

日没が早くなり、周りの状況は確認しづらくなる

ことから、安全性に対する懸念も予想されるとこ

ろでございます。また、大川小学校におけるスク

ールバスの運行は、本年が初めての経験であり、

冬期間の降雪による道路状況を勘案した場合にも

さらなる安全意識の高揚が必要であると考えてお
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ります。このため教育委員会の立場としましては、

バス運行事業者に対しこれまで以上の注意喚起を

促すとともに、スクールバス利用児童、さらには

他の児童を含めて学校全体での安全対策について

万全を期するよう指導を徹底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。 

〇12番（庄 巖龍君） ことし初めてスクールバ

スの乗り入れということで、校舎内のほうに入っ

ていくということでございますが、さきに教育長

が答弁されたように11月から12月、１月、２月に

かけては、日没の時間が大体16時５分が一番日没

で早い。大体２月10日前後までが16時台というこ

とになります。そういうことになりますと、下校

時にお子さんを乗り入れする、特に１月におきま

しては、さっきの答弁にあったとおり、雪がある

ということもございます。また、そのときに乗り

入れをするという業者との話し合いということも

ありますが、実際のところ日没時にスポーツ少年

団とかそういった方々が利用している。また、先

ほども申し上げましたとおり、プールを利用して

いる方もいらっしゃいます。特にカーブのところ

なんか非常に危ないということもございます。Ｌ

ＥＤ、26年度に設置をされたということでござい

ますが、そちらのほうがちょうどグラウンド側の

ほうに向いているのです。ちょっと角度を変えて

やると、ちょうど角のところに向いた形になりま

すので、位置をずらしていただくだけでも安全性

は確保できる、新設のＬＥＤにつきましては。そ

れとあわせまして日没の時間に合わせて学校、あ

るいは利用されている今の送迎の保護者の方々と

協議をして、より安全な対策を時間変更も含めた

上で考えていらっしゃるのか。６月時点では今の

ところ14時30分が下校の最初、２番バスが16時、

３番が17時ということでございますので、その

17時が日没ということでございますので、今後

17時前に、日没前にバスの運行がされるのかどう

か。６月時点ではこうなっておりますけれども、

どうなっていくのかということについて再度ご質

問いたします。 

〇教育長（中村寿仁君） 12番、庄議員の再度ご

質問にご答弁申し上げます。 

 ご指摘のとおり、大川小学校の前には勤労青少

年ホームもあります。また、温水プールもありま

して、その時間帯子供たちや一般の方々があそこ

を訪れるということでかなり混雑するということ

は認識しております。そういった中で、スクール

バスが入り込んでいくということでございます。

今までは、明るいということで交通事故ないよう

にという注意を促してきましたが、これから議員

ご指摘のとおり暗くなる、なおかつ人がふえると

いうことなものですから、今後注意は十分させて

いきたいと思いますけれども、時間の変更につき

ましては、あくまでも学校の下校だとかそういう

部分で都合しています。ですから、早めるだとか

遅めるということは、子供たちを待たせたり、急

がせたりということにもなりますので、現時点で

は運行時間を変えるという考え方はございませ

ん。あくまでも安全を徹底していきたいというふ

うに考えておりますので、ご理解を賜りたいと存

じます。 

〇議長（中井寿夫君） 庄議員の発言が終わりま

した。 

 各会派代表者会議並びに諸会議の開催、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３７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、佐藤議員は通院のため退席の旨届け出が

ありましたことをご報告申し上げます。 

 一般質問を続行します。 

 発言順位７番、議席番号４番、岸本議員の発言

を許します。 
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〇４番（岸本好且君） 平成28年余市町議会第２

回定例会に当たり、さきに通告いたしました２件

について質問をいたします。町長並びに教育長に

おかれましては、答弁方よろしくお願いをいたし

ます。 

 １点目、エネルギーの地産地消の取り組みにつ

いて。エネルギーの政策については、脱原発、原

発推進の二項対立の議論を行うよりも、総合的、

合理的なデータに基づく冷静な議論のもとで安

全、安心、エネルギーの安定供給、さらにコスト、

経済性、環境の視点からも短期、中期的に分けた

検討を行う必要があります。このことから、原発

にかわるエネルギーの確保、再生可能エネルギー

の積極的推進が求められています。今後全国的な

省エネを含めた取り組みにより、原子力エネルギ

ーに対する依存度を低減していき、最終的には原

子力エネルギーに依存しない社会を目指していく

必要があります。その実現には国、電力会社はも

とより、各自治体の役割が重要視されています。 

 地域で取り組むエネルギー政策の一つとして、

分散型エネルギーによるエネルギーの地産地消が

あります。現在多くの自治体が核となって、エネ

ルギー化するための条件をつくり出そうと努力を

しています。道内においても芦別市、小平町、音

威子府村など地域性を生かして挑戦しています。

この取り組みの牽引者となるのが地域のエネルギ

ーの基本的な需要者であり、かつエネルギーの供

給者としての自治体であると考えます。特に道内

は、どの地域にも豊富なバイオマス、地域資源が

あります。その資源をエネルギーとして使用する

ことで地域が豊かになる可能性が開かれていま

す。しかし、地方にはエネルギー化するための条

件、人、物、金が不足しているのが実態です。今

後それらを克服する道筋をつけるのがやはり自治

体であると思います。地域資源である自然エネル

ギーを利活用することが地域づくりと雇用創出に

も最も効果的であると専門家が唱えており、多く

の人々が理解を示しています。余市町においても

本町が有する豊富な地域資源や産業構造を生か

し、エネルギーの地産地消の先進地として十分そ

の可能性があると思いますが、町長の見解をお聞

きいたします。 

 ２点目、児童生徒の登下校時の安全対策につい

て。近年児童生徒の登下校時における安全対策が

重要視されています。小中学生が登下校中や外出

したときに危ない、怖いと感じたことが時々ある、

また車がぶつかりそうになった場合や知らない人

に声をかけられたなど少なからずあるのが実態で

す。さらに、文科省、国交省、警察庁が平成24年

に調査した通学路における緊急合同点検では、対

策必要箇所が全国に約７万4,000カ所あることが

判明しています。通学路の安全確保を初め、児童

生徒が犯罪に巻き込まれない対策が何より重要で

す。以下、本町における児童生徒の登下校時の安

全対策について質問をいたします。 

 １、児童生徒の防犯ブザーの所持の実態につい

て。 

 ２、子ども110番の家の設置状況について。 

 ３、集団登下校や警察による防犯教室等の実施

状況について。 

 ４、通学路の点検並びに危険箇所の安全確保に

ついて。 

 ５、地域での見守り活動の実態について。 

 以上、答弁方よろしくお願いをいたします。 

〇町長（嶋  保君） ４番、岸本議員のご質問

に答弁申し上げます。 

 初めに、エネルギーの地産地消の取り組みにつ

いてのご質問でございますが、国は住宅などに設

置する太陽光、風力発電、小河川や農業用水を活

用した水力発電、温泉を利用した地熱発電、木質

を初めとしたバイオマスなど再生可能エネルギー

を用いた分散型エネルギーシステムの構築を進め

ているところであります。これは、エネルギーの

地産地消の取り組みであることはもとより、緊急
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時に大規模電源などからの供給に困難が生じた場

合でも地域において一定のエネルギー供給の確保

が可能になるとともに、地域に新たな産業が生ま

れ、地域の活性化につながる可能性があるものと

認識しております。本町においては、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、情報収集

や意見交換を行うとともに、庁内関係部署で構成

する再生可能エネルギー検討庁内連絡会議を設置

し、研究、検討を進めているところであり、今後

において再生可能エネルギーを用いた分散型エネ

ルギーシステムについても調査研究してまいりた

いと考えておりますので、ご理解をお願いいたし

ます。 

 なお、教育関係の質問につきましては、教育長

から答弁を申し上げます。 

〇教育長（中村寿仁君） ４番、岸本議員の教育

委員会関係の児童生徒の登下校時の安全対策につ

いてのご質問に答弁申し上げます。 

 １点目の児童生徒の防犯ブザーの所持の実態に

ついてですが、平成17年から毎年小学校新１年生

全員に対し公益社団法人余市地方法人会より防犯

ブザーの寄贈をしていただいており、不審者等か

らの犯罪を防ぐために身につけて活用しておりま

す。 

 ２点目の子ども110番の家の設置状況ですが、平

成13年から学校や地域の実態に応じた緊急対応や

連絡網を整備、拡充し、学校内外の安全を確保す

るため子供が緊急時に安心して飛び込める子ども

110番の家を設置し、取り組みを進め、町内におい

て多いときには400名を超える登録者がなされた

ところでございます。しかし、15年を経過した現

状において空き家の増加や世代交代などを含めた

居住者の変遷などに対応した登録者の更新、さら

には新規登録についての募集をしておらず、現時

点では当初段階での名簿による設置状況となって

おります。 

 ３点目の集団登下校や警察による防犯教室など

の実施状況ですが、集団登下校につきましては大

部分の小学校において不審者や暴風雪を想定した

集団下校訓練を年一、二回行っております。また、

防犯教室につきましては、警察等の協力をいただ

き、交通安全と危機管理、不審者対策、携帯電話

の正しい使い方等をテーマとして防犯教室を開催

し、児童生徒の安全確保のための授業を行ってい

るところでございます 

 ４点目の通学路の点検、危険箇所の安全確保に

つきましては、平成26年２月に通学路の交通安全

の継続的な取り組みを推進する目的で、北海道開

発局小樽建設部、小樽建設管理部、警察署、小学

校、小学校ＰＴＡ、余市町、余市町教育委員会で

構成する余市町通学路安全推進会議を設置してお

り、その中で危険箇所の把握、合同点検を行い、

対策が必要な場合については関係機関と調整を図

りながら対応しているところでございます。また、

平成26年度に町内３商店会の協力を得て、校区内

における交通事情による危険箇所、不審者等さま

ざまな情報を盛り込み、学校、保護者、地域住民

が共通した認識のもと児童がみずから危険箇所に

おいて危険を予知する能力を身につけ、通学時等

における安全を確保するために小学校区の地域防

災マップの作成をしております。 

 ５点目の地域での見守り活動の実態ですが、現

時点においては区会や団体等における組織的な見

回り活動は行われておりませんが、一部ではござ

いますが、地域の方々やＰＴＡのボランティアに

よる見守り活動が行われているところでございま

す。近年は不審者による想像を超える犯罪などが

多発していることから、地域全体での子供の見守

りによる安全対策が重要な課題であり、引き続き

関係機関等と連携して登下校を含めた児童生徒の

安全、安心の確保を目指し、さらなる取り組みの

検討を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。 
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〇４番（岸本好且君） 再質問させていただきま

す。 

 最初のエネルギーの地産地消の取り組みについ

て町長から答弁がありました。町長言われるよう

に、分散型エネルギーの開発、普及については、

現在国においても積極的に推進をするということ

で方針も出されていますし、それを受けて各自治

体で、先進地は相当進んでいるように聞いていま

す。この背景には東日本大震災の原発事故が起き

る前も縷々運動はあったのですけれども、やはり

事故があった以降急速にこの取り組みが進んでい

るというふうに思っています。大規模な電源、電

力会社の供給の部分と再生エネルギー、または自

家発電といったこういう分散型のエネルギーが相

互に補完し合うという役割を今後果たしていくの

が求められていると思っています。そういう新し

い電力供給の体制というのが今後ますます進んで

いかなければならないと思っています。 

 その分散型電源にもいろいろあります。風力と

か水力だとか農業用水だとか、余市の町にもたく

さんあります。しかし、この利点というのは、も

し小規模な発電所ができた場合その発電所と、そ

れから実際に供給を受ける過程、余市においては

例えば水産加工場、それから公共施設等に送電す

るコストが抑えられる、近いということで、そう

いう利点があるということ、また分散型だと蓄熱

することで熱エネルギーといいますか、それが地

域に合ったものに有効活用できると。例えば余市

の場合でしたら農業用ハウスの熱だとか、そうい

うものには利用できると思います。それから、平

時でなくて非常時においても最小限の電力が自前

で確保することができるということで利便性があ

ります。 

 それで、確かに現在は太陽光だとか風力だとか

地熱だとかそれが主流なのですけれども、しかし

未利用といいますか、まだまだ使われていないエ

ネルギーというのがたくさん存在しています。そ

れで、特に余市町は農業地帯ということもあって

河川、農業用水、これも以前私も質問したことが

あるのですけれども、そのほかに余市は海岸線で

すので、海水の熱利用もこれは大分研究されてい

るようです。ほかにもこれはまだ研究段階ですけ

れども、生活用水だとか下水の熱、加工場の廃熱

もあります。そこで、余市町はその可能性が私は

あると思いますので、ただ、今はいろいろ検討会

議だとか後志振興局と連携してそういう調査をし

ている現状だと思うのですけれども、町長にお聞

きしますけれども、余市町は何に一番適して、余

市町の中で可能性が何があるのか。確かに調査研

究するのもいいのですけれども、今まで調査研究

してきた現時点での調査の結果、そのことを現時

点の調査結果についてお聞きをいたします。 

 それから、２点目の児童生徒の登下校中の対策

について教育長から答弁ありました。それで、最

初の防犯ブザーの関係なのですけれども、新１年

生が全生徒に寄贈されて、大変いいことだと思い

ます。これは、小学６年生までそれを持っていた

だいて、常に使うということで理解しているので

すけれども、中学校行った場合はどのようになる

のでしょうか。私は小中学生、低学年でなくても

中学校もやはりこういう危険に巻き込まれる、特

に犯罪とかそういう可能性が十分考えられますの

で、中学生の実態というのがどのようになってい

るかお聞きします。 

 それから、子ども110番の家の設置状況、当初

400件ぐらいの協力者があったということですけ

れども、今教育長が言われましたように、私も実

際町を歩いて、確かに看板はあるのですけれども、

例えばそれがお店を閉めて、実際はもうあかない

とか、それから高齢になってなかなか対応できな

い、そういうところが多く見受けられます。 

 それと、ちょっと気になったのは、この子ども

110番の家というのが統一されていなくて、調べま

したら例えば小中学校のＰＴＡ、教育委員会、そ
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れから余市警察署でつくっているものと、もう一

つは防犯協会と余市警察署がつくっているもの、

もう一つはこれは協力者の家なのですけれども、

つくっているところが書いていないので、わから

ないのですけれども、いろいろな団体が子供のた

めに110番の家を見守るという意味でつくってい

るのはそれはすごく結構なのですけれども、その

３つがばらばらなのです。ですから、これも経費

かかることだし、いろいろな団体の思いもあるの

で、一概に統一したほうがいいというのはなかな

か言いづらい部分もあるのですけれども、せめて

目立つ色といいますか、青もあるのです。それか

ら、白塗りに黒で、大きさも全部違うということ

で、子供、特に低学年、例えば黄色に赤に書いて

いるよとなれば、どんな形であろうがそこに駆け

込めば安心ということで、そういうような意味で

はせめて色の統一なんかがいいかなと思うのです

けれども、その辺はどうなのでしょうか。その辺

をお聞きします。 

 それから、防犯教室されているということで、

これは今は交通安全よりも犯罪とか不審者だと

か、大変全国的に起きています。それは都市であ

ろうが、地方であろうが関係ありません。そんな

ことでもっと防犯の教室のほうを数多く開催、こ

れも学校側と協議しなければならない部分ありま

すけれども、これは先ほど実施しているというこ

とですけれども、その実施する頻度というのはど

ういうふうになっているでしょうか。お聞きしま

す。 

 それから、今回私の質問の中で一番は４番目な

のです。通学路の危険箇所なのです。これも以前

に質問いたしました。それで、全国でかなりの危

険箇所があるということで判明しています。余市

町内にはどうなのでしょうか。あるということで、

それで関係機関と協力しながら点検をしていると

いうことなのですけれども、これは実際親の見る

目と子供が見る目と感じる目って多少違うような

気がするのです。ですから、実際小学生であれば、

低学年は無理としても高学年については学校側で

学校の内部で共通認識を持つことが大事だと思い

ます。確かにＰＴＡ、警察も含めていろいろな団

体で危険箇所を見ていただくことはいいのですけ

れども、一番肝心な子供たちの目でどうなのかと

いう、その辺の仕組みというか、そういうものを

つくっていく必要あるのではないかと思いますけ

れども、その辺のところをお聞きします。 

 見守りの関係についてはわかりました、いろい

ろな区会だとか商店会だとか。ただ、お祭りだと

かそういうのは結構見受けられるけれども、夏休

みも結構あれですので、なかなか人員配置するの

大変だと思うのですけれども、学校の登下校より

も、今回登下校で質問していますけれども、夏休

み外出したときの安全対策というのも非常に必要

になりますし、そのためには地域の人方の協力が

必要なので、もっとそういう時期に実態に合った

見守りというのが必要かなと思いますので、もし

見解あればお聞きしたいと思います。よろしくお

願いします。 

〇町長（嶋  保君） ４番、岸本議員の再度の

ご質問に答弁をさせていただきます。 

 ご指摘のとおり、今電力がなくなった場合、暖

房から何からほとんど我々の生活電気に頼ってい

ると。信号等も含めそういった中では、そういっ

た意味でも緊急時の大規模電源の喪失に備える意

味でも分散型のエネルギーシステム、これらにし

っかりと取り組んでいかなければならないという

ふうに思っているところでございます。ご提言あ

りましたとおり、さまざまな未利用エネルギーと

いうのはまだまだあるというふうに考えてござい

ますし、これらエネルギーをつくるという部分だ

けでなくて、地域に新たな産業という派生効果も

あるというふうに認識しているところでございま

す。 

 それと、今調査結果はどうだったのだという質
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問もございました。まだこれだという部分は出て

おりませんが、私どもいろいろな中での後志の検

討会、そしてさらには庁舎内の検討会等のお話を

聞いている中では小水力、水力の部分が有望なの

かなというふうな認識しているところでございま

して、平成27年度におきましてもそれらの専門家

を講師で招いて勉強会を開いたところでございま

す。やはりいつまでもただ調査でなくて、ある程

度これだという部分もそろそろ示していかなけれ

ばならないという部分もございますので、それら

28年度におきましても引き続きしっかりと取り組

んでいきたいというふうに思っているところでご

ざいます。 

〇教育長（中村寿仁君） ４番、岸本議員の再度

のご質問に答弁申し上げます。 

 まず、１点目の防犯ブザーの件でございますが、

先ほどご答弁申し上げましたように平成17年度か

ら毎年いただいているということで、今の小中学

生は基本的には持っていると思います。ただ、そ

れを中学生が所持しているかどうかという部分に

関してはちょっとしていませんが、ただ低学年は

自分で声出すことできませんので、やっぱりこう

いう部分は有効なのかなと。低学年の部分につい

ては持っている部分が多いのかなというふうには

感じております。 

 ２点目の110番の家ということで、先ほど答弁申

し上げましたが、15年経過したということで、そ

の更新は行っておりません。それで、教育委員会

が行った110番の家ということで、それは小中学校

のＰＴＡ、教育委員会、警察署で連携してつくっ

たということで、そちらのほうとの連携は私は認

識してございません。ただ、子供たちは町内全体

で見るという意味では、やはり連携も必要なのか

なというふうには考えてございます。 

 それと、子供の通学路の部分ですが、平成26年

に設置しました。これは、開発建設部、いわゆる

小樽土現ですか、警察署ということで、道路管理

者、警察、そして我々ということで、そういった

部分では年に１回危険箇所を当たっています。こ

としは、14カ所が今は小学校を通じて親のほうか

ら来ております。それに対応することを今検討し

ておりますけれども、ただこれについて道路管理

者がいるということはすごくスムーズな対応がで

きるということで、これは有意義な会議だという

ふうには認識しております。これを有効に活用し

て、危険箇所の対応をしてまいりたいというふう

に考えてございます。 

 それと、夏休みのパトロールということで、実

はしていないという部分でございます。夏休みの

パトロール、どの時間でどうするのかという部分

もありますけれども、青少年対策等と協議検討し

ていきたいというふうに考えてございます。 

〇４番（岸本好且君） 最初のエネルギーの地産

地消の関係です。町長の答弁ありましたように、

いつまでもでなくて、水力という今答弁ありまし

たので、余市に合った一つの再生エネルギーとし

ての活用は余市もやり方によってはできるかなと

思っています。ぜひそれをもう一歩進めていただ

ければと思います。 

 ただ、余市に限らず地域にはさまざまな自然環

境だとか、そういう再生エネルギーに変わるもの

というのは存在しますけれども、実際はそれをつ

くり出すための財源だとか、あと人といいますか、

知識だとかそういうものが不足しているというこ

とで、それがなかなかネックになって、もう一歩

進めないというのが現状です。確かに今先進地で

ある道内でもそういう箇所ありますけれども、そ

れは産業として木材なら木材、そういうものを生

かして、地場産業として再生エネルギーも併用し

てやるということで、これは大きな形になってあ

らわれていますけれども、余市は産業は果樹地帯

であり、水産関係ですので、再生エネルギーのそ

ちらのほうだけ力を入れるというのは現実的には

なかなか難しいというのはわかります。ただ、こ
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れは今電力が供給されているからいいということ

でなく、我々の子供、孫が電気というものは無限

にあるものではないという、やっぱり自治体とい

うか、町がみずから小規模でも実際に余市町で電

気をつくって、そして学校の電気はそういうもの

でついているのだと。トイレの水もそういうの含

めてそれを全部動力として動いているのはこの

町、余市町で子供たちの目に映ったときに意識が

全然変わってくると思うのです。電気は送電線か

ら送られて、それは料金で払って、それを使うと

いう、それはそれで当面は仕方ないにしても、そ

ういう教育的なことも含めてあるような気がしま

す。 

 それと、今全国あらゆるところで再生エネルギ

ーを模索しているのが現実です。そういう意味で

特に北海道はさまざまな環境がそういう利点とい

いますか、そういうものを持っていますので、余

市もその中に入っていると思います。そんなこと

で、特にお金のものについてはこんなこともどう

なのでしょう。例えばこれは余市の町民が再生エ

ネルギー必要だと、みずから余市で電気を起こし

て、そして使っているという、そういう町民の理

解というのが必要なのだと思います。それに関心

ある人だけでなくて、そういうことで例えば財源

の問題であればそれを出資してもらうだとか、そ

してそこに参画してもらって、将来的に利益が還

元できる、そんな仕組みもつくっていく。そして、

小規模から中規模になったときには雇用も確かに

生まれてくると思いますので、そんな意味でもう

一歩、もう二歩、そして庁舎内につくっていると

いうことをお聞きしましたけれども、庁舎内では

どのような意見が、意見といいますか、どういう

形になって現段階あるのかどうか、今現在の状況

だけでも結構ですので、その点をお聞きします。 

 それから、２点目の児童生徒の安全対策につい

て、大変いろいろ努力されているということ重々

わかります。防犯ブザーの関係、平成17年からで

すから。 

 それで、あるところで、今中学生の話出て、実

際はどうなのかというのあるのですけれども、中

学校まで義務化といいますか、やっている箇所も

あるのです。そして、今教育長の答弁の中では持

っているかどうかはわからないという部分、これ

は高学年であろうが、中学生、確かに声出せるか

らいいと。だけれども、実際はもし不審者に襲わ

れたときに声出せない状況もありますので、ぜひ

これは学校でそういう防犯ブザーが与えられてい

るのであれば、登下校には必ず注意するような、

そんな指導も必要でないかなと思います。せっか

くそういうふうに貸与されたものですので、有効

的に使われたらいいかなと思います。 

 それから、もう一点、道路の点検の関係です。

数カ所あるということですけれども、これは前に

も私質問したのですけれども、踏切、これはＪＲ

の関係なので、道路管理者とまた関係ないので、

この関係についてはどうも気になる箇所が数カ所

あります。特に冬期間、それも朝ですので、交通

が非常に多いときに狭い踏切を渡るにも渡れない

ような状況が見受けられます。道路のほうは道路

管理者もしっかりやっていただいていることなの

ですけれども、踏切のＪＲの関係、その関係どの

ようになっているのか、その点をお聞きします。 

〇町長（嶋  保君） ４番、岸本議員からの再

度のご質問に答弁をさせていただきます。 

 今おっしゃられているように未利用エネルギ

ー、かなりまたいろいろな種類のものがあります

し、またその資金の問題等の手法もご提言のとお

り多様な手法があるというふうに認識してござい

ます。そして、庁内の検討会議でございますが、

これは商工観光課、企画政策課、環境対策課、水

道課、農林水産課等の職員が勉強会という形の中

でやってございまして、先ほど申し上げましたが、

平成27年度は小水力の部分の勉強という形で、そ

してまた平成26年度は経済産業局から職員を派遣
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していただいて、補助制度等の勉強をさせていた

だいております。そういった中で、今後も平成28年

度もこれもしっかり取り組んでいくという部分

で、まだ講師等は決まってございませんが、それ

ら今回のいろいろなご提言等も踏まえながら勉強

会を開催して、意識の高揚、さらには以前もご提

言いただいた部分ございましたが、そのときはま

だ売電単価が非常に安くてコストが変わらなかっ

たという部分ございますので、最近はまたいろい

ろな条件違ってきている部分もございますので、

そういった部分もう一回勉強し直しの部分もある

な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ます。 

〇教育長（中村寿仁君） 岸本議員の再度のご質

問にご答弁申し上げます。 

 防犯ブザーの件ですが、10年前の１年生から渡

っているということは、今の義務教育の生徒は基

本的には渡っているというふうに認識はしてい

る。ただ、10年たってそれを持っているかどうか、

壊れていないかどうかという部分については承知

しておりませんので、小学校、中学校を含めて不

審者は１週間に何回か各町村、例えば仁木町であ

った場合にも後志教育局通じて私たちのほうに来

ますし、余市町内であった場合にも後志教育局を

通じて各町村に周知します。その都度学校には注

意喚起をしておりますが、頻度が多くなっており

ます。そういう意味では、議員ご指摘のとおり、

ブザーというのも一つの方法なのかなと思いま

す。今後小中学校にどれだけ持っているのか確認

し、持っている部分に関しては持ち歩くような奨

励をしていきたいというふうには考えてございま

す。 

 それと、道路の件ですけれども、先ほど今14カ

所出てきているということで、そのうち２カ所が

道幅が狭い、踏切の横断が危険ということ出てお

ります。黒川方面、旧農協のあたりだとかそうい

う部分、農協の整備工場のあたりです、そういう

ところになっております。そういう部分は保護者

もそういう認識をしていると思います。この中で

またどういうふうに対応するか検討していきたい

というふうに考えてございます。 

〇議長（中井寿夫君） 岸本議員の発言が終わり

ました。 

 これをもって一般質問を終結いたします。 

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22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３９分 



－104－ 

    上記会議録は、枝村書記・細川書記の記載したものであるが、

   その内容が正確であることを証する為、ここに署名する。

       余市町議会議長    ６番  中  井  寿  夫

       余市町議会議員    ９番  佐  藤  一  夫

       余市町議会議員   １０番  野  崎  奎  一

       余市町議会議員   １２番  庄     巖  龍


