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平成２８年余市町議会第４回定例会会議録（第３号）

開 議  午前１０時００分 

延 会  午後 ２時３０分 

〇招 集 年 月 日             

  平成２８年１２月１３日（火曜日）     

〇招 集 の 場 所             

  余市町議事堂               

〇開     議

平成２８年１２月１５日（木曜日）午前１０時

〇出 席 議 員  （１８名）       

  余市町議会議長  ６番 中 井 寿 夫 

  余市町議会副議長 １１番 白 川 栄美子 

  余市町議会議員  １番 野 呂 栄 二 

      〃      ２番 吉 田   豊 

      〃      ３番  井   潤 

      〃      ４番 岸 本 好 且 

      〃      ５番 土 屋 美奈子 

      〃      ７番 近 藤 徹 哉 

      〃      ８番 吉 田 浩 一 

      〃       ９番 佐 藤 一 夫 

      〃     １０番 野 崎 奎 一 

      〃     １２番 庄   巖 龍 

      〃     １３番 安 久 莊一郎 

      〃     １４番 大 物   翔 

      〃     １５番 中 谷 栄 利 

      〃     １６番 藤 野 博 三 

      〃     １７番 茅 根 英 昭 

      〃     １８番 溝 口 賢 誇 

〇欠 席 議 員  （０名）        

 〇出 席 者              

  余 市 町 長  嶋     保 

    副    町    長  鍋 谷 慎 二 

    総  務  部  長  前 坂 伸 也 

  総 務 課 長  須 貝 達 哉 

  企 画 政 策 課 長  滝 上 晃 一 

  地 域 協 働 推 進 課 長  笹 山 浩 一 

  財 政 課 長  山 本 金 五 

  税  務  課  長  堀 内   学 

  民 生 部 長  佐々木   隆 

  町 民 福 祉 課 長  上 村 友 成 

  高 齢 者 福 祉 課 長  濱 川 龍 一 

  保 健 課 長  須 藤 明 彦 

  環 境 対 策 課 長  秋 元 直 人 

  経 済 部 長  小 林 英 二 

  農 林 水 産 課 長  細 山 俊 樹 

  商 工 観 光 課 長  干 場 隆 利 

  建 設 水 道 部 長  久 保   宏 

  建 設 課 長  高 橋 良 治 

  まちづくり計画課長  亀 尾 次 雄 

  下 水 道 課 長  近 藤   勉 

  水 道 課 長  渡 辺 郁 尚 

会計管理者（併）会計課長  飯 野 徹 郎 

  農業委員会事務局長  中 村 利 美 

  教    育    長  中 村 寿 仁 

  学 校 教 育 課 長  小 俣 芳 則 

  社 会 教 育 課 長  松 井 正 光 
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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 

  書         記  阿 部 航 大 

  書         記  細 川 雄 哉 

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４回定例会を再開いたします。 

 ただいまの出席議員は16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、吉田豊議員、吉田浩一議員は通院のため

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７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） 平成28年第４回定例会

に当たって一般質問を行います。教育長には答弁

方お願いいたします。 

 学校図書館について。学校図書館は、学校教育

をより豊かにする上で欠くことのできない基礎的

な設備であり、学校における図書活動の中心とし

て大きな役割を発揮することが期待されていま

す。 

 子供たちにとっての読書は、自己を知り、他者

を知り、深く知る力を与えてくれるものであり、

いじめや不登校、受験でつらい思いを経験した子

供たちが本の世界で安心して憩い、そこで英気を

養い、また頑張れた。どんな困難にも立ち向かう

登場人物の姿に現実を切り開いていく知恵と勇気

を学んだと語っています。しかし、余市町での読

書アンケートによると、教科書、漫画、雑誌以外

で１カ月全く読まなかった子が小学生で10％、中

学生で14％もあります。読まなかった理由でゲー

ムをするからと答えている子が半数に上っていま

す。また、貧困と格差の広がりが影を落としてい

ます。子供に本を買うことのできない家庭がふえ

ています。読み聞かせをしてやりたくても仕事が

大変でできない家庭もあります。ますます学校図

書館の役割が重要になってきております。学校図

書館を図書館として十分に機能させなくてはなり

ません。そこで、以下の質問をいたします。 

 １つ、学校図書館を図書館として十分に機能さ

せるためには、専任の人が配置されることが望ま

れるが、どのような方策をとっているか。 

 ２つ、子供の読書活動にはボランティアの人た

ちが大きな役割を果たしている。ボランティア活

動を広げる取り組みはどのように行われているの

か。 

 ３つ、余市町子ども読書活動推進計画にある支

援を必要とする子供たちへの読書活動への具体的

働きかけは何か。 

 ４つ、各学校の蔵書は、学校図書館図書標準を

満たしていない。古くなった本は取り除き、新し

い本への更新も必要である。図書標準に近づける

ためどのような取り組みがなされているのか。 

 ５つ、地方交付税の基準財政需要額で算定され

ている額より少ない金額で学校図書費が予算措置

されているが、今後学校図書館用図書の予算を増

額すべきではないか。 

 以上です。よろしくお願いします。 

〇教育長（中村寿仁君） 13番、安久議員の学校

図書館についてのご質問に答弁申し上げます。 
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 学校図書館は、図書館資料を児童生徒や教員の

利用に供することにより学校の教育課程の展開に

寄与するとともに、児童生徒の確かな学力や人間

性を育むための重要な施設と考えており、計画的

な整備、充実を図らなければならないものと考え

ております。 

 １点目の学校図書館として十分機能させるため

の方策についてでございますが、学校図書館法で

は12学級以上の学校には司書教諭を配置すること

となっておりまして、本町におきましても該当す

る２小学校には司書教諭が配置されております

が、専任教諭でないことから、教員の多忙化とあ

わせ十分な対応が困難な状況となっております。

また、取り組み義務となっております学校図書館

の職務に従事する学校司書の配置につきましても

平成24年度から地方財政措置が講じられているも

のの、現実的には人材の確保や財源的な対応とし

て困難なことから配置しておりませんが、学校司

書の重要性は十分に認識しておりまして、今後に

おいて配置に向けた検討をしてまいります。 

 本年度におきましては、平成28年１月に策定し

ました余市町子どもの読書活動推進計画に基づ

き、図書館職員と小中学校の担当職員との情報交

換を密にし、学校側の要望に沿った図書の貸し出

しや出前図書館の充実を図っております。 

 ２点目のボランティア活動を広げる取り組みで

すが、現在保護者を含む一般町民で構成されてお

ります学校図書館整理ボランティアグループによ

る図書整理や読み聞かせについて小中学校におい

て支援をいただいているところでございます。ボ

ランティア団体の活動を広げる取り組みにつきま

しては、図書館においてボランティアや一般町民

を対象として講師を招き、紙芝居の楽しさを知っ

てもらうワークショップ等の研修会を実施するこ

とで読書ボランティアや団体の育成支援に努めて

まいりたいと考えております。 

 ３点目の子ども読書推進計画における支援を必

要とする子供たちへの読書活動の働きかけについ

てでございますが、図書館と各学校との情報交換

により、町内小中学校の特別支援学級担当教員の

求めに応じた内容の図書の選定や出前図書館によ

る貸し出しを行っております。 

 ４点目の図書標準に近づける計画についてでご

ざいますが、平成28年度においては余市町の未来

を担う人づくり基金を活用し、図書購入費の増額

をしておりますが、具体的な年次計画での図書標

準に近づける対応は、現時点では困難であると考

えております。 

 ５点目の地方交付税の基準財政需要額に算定さ

れた額への予算措置の増額についてですが、本町

の図書購入に係る予算計上額は、交付税の算定需

要額を下回っておりますが、地方交付税の使途は

地方公共団体の自主的な判断に任されているもの

との認識をしておりまして、現状では算定額どお

りの予算計上については考えておりません。しか

し、学校図書充実の重要性は十分認識しておりま

すので、今後においても図書標準に達するように

予算確保に努め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。 

〇13番（安久莊一郎君） まず、１点目のことで

すけれども、教育長も言われたように子供の読書

活動というのは非常に成長にとっても重要なこと

であります。これは、共通の理解に立っていると

思うのですけれども、つい最近ノーベル文学賞を

受賞したボブ・ディランの発表されたスピーチと

いうのがありまして、彼はこれまで例えばトーマ

ス・マンとかパール・バックとかカミュ、ヘミン

グウェイなどの名前を挙げて、そういう人たちの

本を読んで親しんで、吸収してきたと。こういう

人たちの作品が教室で教えられ、世界中の家の本

棚にあり、常に深い感動を与えてきたと語ってい

ます。やっぱり読書というのは非常に深い取り組

みというのですか、読書ということは非常に大き

な力を与えてくれるものだと思います。今インタ
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ーネットなどでさまざまな情報を得ることができ

ますけれども、やっぱり読書の喜びというのは格

別なものだと思います。それで、私今回のこの質

問取り上げたのですけれども、先ほど教育長が言

われた余市町の計画でも読書の意義を人生をより

深く生きる力を身につけていく上で欠くことので

きないものと位置づけております。ですから、こ

の観点重視して、そのために全力を挙げていただ

きたいということで、まず司書教諭のことを言わ

れましたけれども、２校で余市では配置されてい

ます。しかし、先ほどの答弁にもありましたよう

に、司書教諭としての専門的なそういう活動、仕

事ができていないという状態だと思います。だけ

れども、司書教諭をそうやって12学級以上には配

置しなければならないと決められて配置している

わけですから、司書教諭として配置されているそ

の人の能力というか、資格もちゃんと取って配置

されているわけですから、それだけの配置されて

いる分の仕事ができるようなことを考えていくべ

きだと思います。教員の定数の中に含まれてしま

っていますから、どうしても制限というのか、縛

りがあってできないと思うのですけれども、そこ

は先ほど教育長がこの推進計画のことも言われま

したし、読書の大事さを言われているのですから、

そこはやっぱりいろいろ知恵を働かせて、司書教

諭の方がほかの仕事にどうしても手がとられるこ

とができるだけないようにしてやっていくという

のが教育委員会の努めだと思うのです。 

 それから、もう一つ言われた司書教諭とともに

学校司書という、その配置が言われましたけれど

も、学校司書というのも非常に大きな役割を果た

す人だと思うのです。この学校司書の配置が余市

町ではまだできていないと思うのです。それに努

力したいというのですけれども、やっぱりここは

学校図書館の担当職員ということで、司書教諭よ

りも勤務時間数ももっと短くても済むし、財源的

にもいろいろ考える手があると思うのです。です

から、学校司書が配置されて、司書教諭を助けて、

各地でそういう活動をしている方がいろいろいら

っしゃると思うので、余市町でも学校司書のこと

を非常に重視して取り上げるべきだとまず考えま

す。それがまず第１点目のことです。 

 それから、２点目、ボランティア活動です。聞

くところによりますと、ブックママというサーク

ルが活動されているということで、私もちょっと

そのことについてお聞きしたのですけれども、も

う既に何年も前からやられていて、例えば学校図

書館の教室の飾りつけ、今はクリスマスが近くな

っていますから、その教室に入りますとクリスマ

スのきれいな飾りつけができていまして、それか

ら教室の中の装飾、これもそのブックママという

ボランティアのサークルがやられて、それから読

み聞かせもやられていると。ですから、子供たち

が学校図書館に親しみを持って入って、また本を

読むというためには、このボランティア活動とい

うのは非常に有効だと思うのです。それが私知っ

ているのは１校だけなのですけれども、余市の町

内の学校でそういうボランティア活動はどこまで

進んでいるのかということをお聞きしたいと思い

ます。そして、それに対して具体的に教育委員会

のほうでボランティア活動の推進のためにどうい

う手だてをとられているのか、それを２つ目にお

聞きしたいと思います。 

 それから、３つ目の支援を要する子供たちのこ

とです。そういう子供たちも読書に親しむという

こと、それを進めなくてはならない。その仕事と

いうのは非常に大事なところだと思うのですけれ

ども、支援を必要とする子供たちに対しては、町

の計画でも布絵本だとか仕掛け絵本のおはなし会

とか子ども交流ひろばの開催、それから訪問おは

なし会を計画しているとありますけれども、それ

がどこまで今具体的に進んでいるのかというのを

お聞きしたいと思います。 

 それから、４点目です。学校図書館の蔵書、こ
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れがやっぱり大事だと思うのです。道の第３次計

画でも学校図書館の図書標準における標準冊数の

達成に向けた計画的な整備を求めております。図

書標準というのがあるというのは、子供たちが読

みたい本を見つける、そのためには一定数の本が

なければ自分の読みたいものを探して読むという

ことができないわけですから、やっぱり図書標準

というのは非常に大事になってくるものですか

ら、そこは教育長がそれに近づけるために努力す

るというのですけれども、その財源というのです

か、それをもっとつけていって、図書標準に蔵書

を近づけるということが必要だと思いますので、

そこは強調したいと思います。もう少し具体的に

どういう計画でやられているのかというのがもし

ありましたらお答え願いたいと思います。 

 それから、５点目です。基準財政需要額という

のは地方交付税の積算根拠となっていると思うの

で、学校図書費として一応それをもとにして積算

されていると思うのですけれども、読書の勧めに

取り組むためには図書費が非常に重要だと思いま

す。それで、先ほど言いましたように読み聞かせ

する場合に大型の絵本だとか、いろいろ読み聞か

せするときに工夫された本があるわけです。そう

いうものがある学校にも３冊ぐらいあったのです

けれども、もう大分使って、ちょっと曲がったり

して、もっとどんどん新しい本も購入していくと

いうことが必要だと思いますけれども、そういう

ことだとかで支援を必要とする子供たちには一般

の家庭ではない特別な本というのもありますか

ら、だからそういういろいろなニーズに、子供た

ちの要求に、要望に応えた本をそろえるためには

何といっても学校用図書館の図書費、これを増額

すべきだと考えておりますので、ぜひその辺のこ

とをどういう今努力をなされているかお答え願い

たいと思います。 

〇教育長（中村寿仁君） 安久議員の再度のご質

問に答弁申し上げます。 

 まず、１点目の学校司書の考え方でございます

けれども、学校図書館法には学校図書館の改善及

び向上を図り、児童、または生徒及び教員による

学校図書館の利用の一層の促進に資するため、学

校図書館の職務に従事する職員を置くように努め

なければならないというふうになっておりまし

て、このため国としては地方財政措置として普通

交付税の単位費用に計上をしております。学校司

書につきましては、先生方が多忙だということで、

本来司書もその職務につければいいのですけれど

も、なかなかつけないということで、そういう意

味で私は学校司書という部分も重要性十分に認識

しております。先ほど議員もご指摘のとおり、１

校に１人の配置は財源的にも困難ですけれども、

きょうもちょっとある学校の校長先生と話した

ら、週に１回でも来て、整理だとかそういう調整

をしてくれるだけでも助かるというふうなことも

言っておりました。ですから、各学校兼務するよ

うな手法でも検討しながら、学校司書の配置に向

け検討していきたいというふうに思っています。

ただ、現状におきましては、学校と図書館の連携

を密にして、図書館の職員による対応を少しでも

学校としていきたいというふうに思っておりま

す。 

 それと、２点目のボランティアの関係です。実

は、大川小学校にブックママというボランティア

グループがありまして、これは平成25年に北海道

読書推進運動協議会の優良読書グループの北海道

表彰を受けております。それは、学校に対するボ

ランティアで、朝読みだとかいろいろなことをや

ってくれているという功績の中で表彰されたもの

ございます。学校につきましては、大川小学校だ

けでなく旭中学校、黒川小学校、その他も行って

いるということで、このようなボランティアグル

ープにつきましては自主的にできたものでござい

まして、教育委員会のほうでつくったという部分

ではありませんけれども、やっぱりこういう部分



－96－ 

は育て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、特別の支援を要するいわゆる各学校の

特別支援の児童生徒に対する対応ということかと

思いますけれども、特別支援の先生方が図書館職

員と協議していろいろな本を貸し出す。先ほど言

いました図書館には大型の絵本ですとかいろいろ

な本があります。そういう部分を協議しながら対

応していきたいというふうに思っております。 

 それと、一番肝心な蔵書の増ということで、交

付税の基準財政需要額に満たっていないと。私自

身もかなりの低い額でということは認識しており

ます。ただ、交付税の使途ということで、先ほど

申し上げましたけれども、学校図書の本も重要で

すけれども、ほかの部分にその交付税を回してい

る。きのうもありました準要保護だとか、そうい

う部分で一般財源がとられているという部分も現

実の問題でありまして、そういった意味で全道的

にも低いというのはそこにもあるのかなというふ

うには考えております。 

 ただ、本をまず循環させていく、古い本を排除

して新しい本を、子供たちが要望する、保護者が

要望する本を用意するということは、これは子供

たちのためにも重要なことだと思っています。た

だ、ここ四、五年は、少ない額ですけれども、10万

円程度の額での増額はしていただいております

が、今の現状ではそういう部分を積み重ねていく

しかないのかなと。その対応としては、図書館と

の交流で図書館でその必要な本を求めて、そして

学校に提供すると、そういうようなことで現在は

対応していきたいというふうに考えております。 

〇13番（安久莊一郎君） まず、学校司書の問題

です。司書教諭の方の時間の問題、仕事量、図書

のほうに専念できる時間をできるだけつくってい

くと。そのためには教諭の配置の問題もいろいろ

あると思うのです。だから、そこは実情をよく検

討されて、せっかく司書教諭がいるわけですから、

その司書教諭の方が中心となって学校図書館とい

うのは運営していくというのがそれが一番ベスト

だと思うのです。だから、それをまずやること。

それから、それを補助する形で学校司書という方、

これは非常に大事なところだと思うのです。時間

数、勤務時間の問題でもある程度柔軟に対応でき

ることですし、それから待遇の問題もいろいろあ

りますけれども、学校司書の方をぜひ各学校に置

いて適切に、子供たちが本当に本に親しみを持て

るような、そういう活動に、そういう人がいれば

ぐんと伸びていくと思うのです。それは、ほかの

県の経験でもそういうのが出されていますから、

ぜひそれを考えてもらいたいと思います。 

 それから、ボランティア活動、これも私も大川

小学校でお聞きして、非常にこれは大事な活動だ

なと思いまして、その大川小学校のブックママと

いうのは保護者の中から自発的にやられて、また

その活動がずっと続いているものですから、再度

また新しい方が加わってきてみえるようです。だ

から、この活動を教育委員会のほうでやりなさい

ということで押しつけるものではありませんか

ら、ボランティアですから、自発的にそれが生ま

れていくためには大川小学校のそういう表彰を受

けたような貴重な活動があるのであれば、その体

験を酌み取って、ほかの学校でもそういうことが

どうすればできるかというブックママの方の知恵

とか力もおかりして広げていくということをやれ

ば、余市町で未来を担う子供たちの読書活動が盛

んになっていって、本当に自立して深く考えてい

く子供たちが育っていく大きな役割を果たすもの

です。だから、ぜひそこはやってもらいたいと思

います。 

 それから、何といっても教育長が言われたよう

に学校図書の蔵書数というのがそれがやっぱり大

事だと思います。いろいろな子供たちがいて、個

性も豊かなので、それぞれの子供たちが図書館に

行ってみて、読みたい本というのはまちまちだと
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思うのです。だから、みんなが１つの本、ベスト

セラーの本だとかとあるから、それにもなります

けれども、その子たちの育ちのためにはどういう

本が合っているかというのは、その子が自分でと

ってみて見たり、それから学校司書の方とか先生

方からのアドバイスを受けて本を選んでいく。こ

れが子供だったときのそれぞれみんな私も含めて

そういう本に出会ったことが大きな力になってい

ると思うので、ぜひ財政的な面いろいろ工夫され

て、学校でも暖房の器具が壊れていて、寒い思い

しているだとかいろいろなことがありますけれど

も、図書のほうもそれに劣らず重要視してやって

いってもらいたいと思います。国、道に財源的な

ものは求めていきながら、余市町でも工夫できる

ところは工夫していくと。それが大事な姿勢では

ないかと思いますので、ぜひその点のことをこれ

からどう考えていくかというのも含めてお答え願

いたいと思います。 

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。 

 まず、学校司書の問題です。今現在おられる司

書教諭の先生方も、これも一生懸命やっていただ

いております。忙しい中でやっていただいており

ます。その忙しい部分を何とかそれを取り除くと

いうことも教育委員会で考えなければならないこ

となのかなとは思いますけれども、その対応とし

ての学校司書につきましては、これは北海道教育

委員会からも昨年も担当の者が来まして、何とか

学校司書についてという話もありました。そうい

う意味で私も去年から検討しているということで

ございますが、今後もその学校司書の配置につき

まして町のほうと協議してまいりたいというふう

に思っています。 

 ボランティアの重要性ということで、先ほど大

川小学校のブックママという部分もありましたけ

れども、公民館サークルの中に本のひろばという

部分もございまして、そこのサークルもほかの学

校にも行っていただいているということでござい

ます。ですから、こういう公民館サークルを利用

して、ボランティアを育てていくというようなこ

とも今後検討していきたいと思います。 

 それと、蔵書の件です。予算的にない中で、少

しでも昨年あたりからふやしていただいておりま

す。ただ、なかなかそういう部分がないという中

で、ただ図書館の部分につきましては、学校図書

館ではなくて町立の図書館につきましてはそれな

りの金額をつけていただいておりますので、子供

たちに図書館を利用するということも一つ考え方

があると思います。蔵書も教育委員会として努力

しますが、学校の先生方に申し上げて、図書館を

利用することも子供たちに伝えていきたいという

ふうに考えております。 

〇議長（中井寿夫君） 安久議員の発言が終わり

ました。 

 次に、発言順位８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、今定例会にさきに

通告した１件の質問をしております。理事者にお

いては、要を得た答弁をよろしくお願いいたしま

す。 

 ＪＲ北海道の在来線及び函館本線並行在来線の

存続についてです。ＪＲ北海道は、11月18日、Ｊ

Ｒ単独では維持困難な路線を10路線、13区間

1,237キロとして、廃線を伴うバス転換と自治体な

どが鉄道施設の一部を保有して鉄道会社が運行を

担当する上下分離方式などを軸にして、地元と協

議を行うと発表しました。ＪＲ線は、沿線住民に

とって通勤、通学、通院などかけがえのない住民

の足となっているばかりか、都市間交通を支える

重要な役割を担っています。近年ふえている外国

人観光客による鉄道利用も期待されています。今

回の大幅な事業見直しは、公共交通機関の役割を

投げ捨てるだけでなく、沿線の過疎化を促進し、

北海道のまちづくりと地域経済の振興、地方創生
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とも逆行するもので、容認などできるものではあ

りません。今回の事業見直し路線に函館本線は入

っていませんが、2030年の開業を目指す北海道新

幹線札幌延伸において経営分離の同意を得ている

として、実質事業見直し路線と何ら変わりありま

せん。深川市長や釧路市長のように道が公共交通

の将来像を示していない現段階では協議に応じら

れない、また道庁の主体的考え方を示すべきと道

の役割を強く求める声も出ています。以下、伺い

ます。 

 １、ＪＲ北海道の事業見直しと北海道や国に役

割、公共交通政策の将来像を示せという意見につ

いて町長の見解を伺います。 

 ２、並行在来線については、既に経営分離の同

意を得ているとして、春のダイヤ改悪、合理化を

行う一方、利便性の向上にも消極的な姿勢を示し

ています。余市駅の利用増につながる利便性の向

上、跨線橋の解消、東側改札口、列車の増結、増

便などＪＲとともに進めていくことについて見解

を伺います。 

 ３、ＪＲ北海道は、事業見直しに函館本線を入

れていませんが、住民の足がなくなることでは変

わりありません。在来線あってこそ北海道新幹線

であり、住民生活を支える公共交通、新幹線の２

次交通、泊原発の避難として防災対策交通、貨物

輸送の代替路線など重要な役割があります。並行

在来線の存続について改めて検討すべきではない

かと思います。見解を伺います。 

〇町長（嶋  保君） 15番、中谷議員の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申し上げます。 

 ご質問の１点目、北海道や国の役割、公共交通

政策の将来像を示すべきとの沿線自治体からの意

見についてのご質問でございます。本年11月18日

にＪＲ北海道から単独では維持することが困難な

線区が公表され、対象路線となった沿線自治体等

からは、国や道による積極的な関与を求める多く

の要望が出されております。道においては、この

たびの事業見直し等にかかわるワーキングチーム

を設置するとともに、ＪＲ北海道と沿線自治体に

よる協議へ参画することとしており、また国にお

いても当該協議への参画の意向を示すなど、国や

道の対応についての報道もされております。この

たびのＪＲ北海道による事業見直しについては、

道内における鉄道路線の約半分にも及ぶ広範囲の

区間となっており、地域の将来を大きく左右する

ことはもとより、北海道全体の交通体系にも大き

く影響するものと考えております。こうした道内

全域にわたり影響をもたらす事業見直しについて

は、沿線自治体のみで解決することは困難であり、

国や道におきましては沿線自治体の意見を踏ま

え、それぞれの立場において役割を果たしていく

ことが必要であると考えております。 

 ２点目の余市駅における利便性の向上について

のご質問でございます。住民生活に重要な鉄路を

維持していくためにも利便性の向上による利用者

の増加を図っていくことは、大変重要であると考

えております。これまでもＪＲ北海道に対し余市

駅の利便性向上に向けた要望を行っており、今後

におきましても機会を得て余市駅の利便性向上に

向け、ＪＲ北海道を初め関係機関との協議を行い、

町としてどのような取り組みを進めていくことが

できるか検討してまいりたいと存じます。 

 ３点目の並行在来線の存続に関する質問でござ

います。函館本線につきましては、既に北海道新

幹線札幌延伸に伴い経営分離されることとなって

おり、このたびの事業見直し区間には含まれてお

りません。並行在来線函館小樽間につきましては、

北海道と沿線自治体で構成する北海道新幹線並行

在来線対策協議会において協議がされております

が、本町としてはこれまで同様鉄路存続の立場を

もって会議に臨むとともに、議会とも相談、ご協

議を申し上げながら、地域の重要な交通手段であ

る鉄路の存続を図ってまいりたいと存じます。 
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〇15番（中谷栄利君） 今回のＪＲ北海道の事業

見直しについて、深川市長や釧路市長の意見につ

いて町長の見解を伺うということで問いました

が、公共交通政策としての国と道のあり方につい

てやはり同じように必要と思うというご意見だと

思います。 

 そこで、この事業見直しを行うに当たって、Ｊ

Ｒ北海道や国に対して求めていかなければならな

いことがあるのではないかなと思います。これは、

沿線自治体でなく、鉄道を中心とした北海道が発

達した公共交通体系の中で、全道民が同じような

考え方で、この間新聞の読者の声にも寄せられて

おりますけれども、１つには国鉄の分割民営化が

どうだったのか。その総括すべきとき、その反省

なくしてこの問題について見過ごすことはできな

い、そういう意見もあります。国鉄の分割民営化

は、経営安定基金やその後の補助金、税の免除な

ど投入して、公共性の高い鉄路維持のためが目的

であったにもかかわらず、その運用益の減少など、

台風の災害等があったにせよ、やはり地域で生活

する住民の公共交通の役割を実質この事業見直し

は放棄する何物でもないと思います。国において

もこのＪＲ北海道のほぼ100％とも言って過言で

ない株主でありますから、このことについて国の

役割が必要ではないかなと思っています。 

 北海道は、この間公共交通政策のビジョンなど

をパブリックコメントを求めながら策定していま

すけれども、鉄道の交通体系について、その多く

が特に並行在来線にかかわる問題については、先

ほども町長が述べられていましたように並行在来

線対策協議会の中で検討中であるとして、そこに

ほぼ丸投げしているような状態。公共交通政策に

対して道の姿勢がここでも及び腰になっている状

況が見え隠れしています。ですから、国としての

国鉄分割民営化の総括、反省も含めて、北海道と

しての公共交通体系のあり方、道としても住民生

活、道民生活を守る立場で、そういった位置づけ

をしっかり訴えていくことが必要ではないかと思

います。 

 そこで、私がお伺いしたいのは、経営分離につ

いての考え方です。この間ＪＲ北海道に対して交

渉を行っていく機会が９月にもありましたし、例

年春にも行っておりますが、何かにつけて経営分

離を行っておりますので、同意を得ております、

その一言で沿線住民の要望など聞く構えを示さな

い、こういった姿勢が見てとれます。この経営分

離の問題というのは、同意があった、そのことの

事実にとらわれて、並行在来線とされた函館小樽

間、特に山線、長万部小樽間の沿線自治体がそれ

ぞれ鉄道を中心としたまちづくりを進めようとし

て、今人口減少対策なども進めている地方創生の

取り組みも進めている中でこの問題が問われてい

ます。北海道においても、国においても今定住自

立圏構想があります。交通権の問題もあります。

このことを総括的に捉えたときに、経営分離の問

題が整備新幹線という全国整備新幹線鉄道整備

法、このことに着工条件は何らなく、自公政権時

代の政府与党の合意にすぎないこと、そしてＪＲ

北海道においては並行在来線であるはずの小樽札

幌間の分も収益が上がるとして、並行在来線であ

るにもかかわらず、その部分については握って離

さない、こういうこともあります。 

 今２次交通としての考え方も私示しましたけれ

ども、経営分離の問題を同意したという経過は、

新幹線延伸に当たってＪＲ北海道が鉄路を維持し

ていくためにも、運行していくために非常に困難

であるということが理由で鉄道の経営分離に同意

したという経過があるかと思います。今回の事業

見直しに当たって、その前提根拠が崩壊している

のではないかと思います。経営分離にとらわれて、

各沿線自治体がそれぞれ地域を見直し、鉄路を中

心としたまちづくりを進めていこう。そして、２

次交通の体系として、後志の観光として押し上げ

ていこう。また、１問目で言いましたけれども、
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泊原発の避難防災路線として重要な役割あると思

います。そういう意味でも経営分離の同意はしつ

つも情勢の変化、そして外国からのジャパンレー

ルパスなどの券も発行していますので、経営分離

に同意したということを脇に置いて、横に置いて

鉄路、並行在来線の存続のあり方、そして利用価

値の問題についても大いに検討していく、そうい

ったことが今必要ではないかと思います。まず、

その１点、そこについての基本的な考え方につい

てお尋ねしたいと思います。 

 それから、北海道の公共交通政策の位置づけの

問題なのですが、近年高齢者の自家用車運転によ

る操作誤りでの残念な事故、死亡事故にも至って

おります。こういったような状態、高齢化が進む

この余市町においても将来のことが心配になるこ

と、当然のことだと思います。北海道の公共交通

政策の位置づけとして、自家用車に頼らないまち

づくりどうやってつくっていくのか、このことが

余市町にとっても大変重要な課題だと思います。

ＪＲを軸にして、町の交通体系をどうつくってい

くのか。自家用車に頼らない住民の交通権をどう

いうふうに守って交通体系をつくっていくのかと

いうのが問われてくると思います。各沿線自治体

の中でもこのことを中心に在来線対策協議会の中

でも念頭に置いて議論されていかなければならな

い課題だと思います。そのことについてもお伺い

します。 

 ３点目には、利用されるＪＲについての問題で

す。ＪＲと協議して検討を進めていくという話で

した。特に私どももよくＪＲと交渉するときには

跨線橋の解消問題、それからＪＲ施設の老朽化の

問題、列車の増結、そして冬の時期、この時期で

もいまだに乗りおりする部分が乗降口があきっ放

しのまま雪が吹きすさんでくる、そういった列車

も古い列車のためにあります。そういったことを

考えたときに、列車が利用されるような利便性の

向上、特に必要だと思います。ここで問題なのは、

まず１つはダイヤの問題。ダイヤの改悪によって、

特に小樽長万部間が寸断されたような交通体系、

ダイヤ体系になっています。特に外国のお客さん

でもＪＲ使って行こうと思った場合、１日ほぼ１

本ぐらいしかないのではないでしょうか。長万部

から小樽まですんなりと行ける列車は減ってきま

した。 

 ＪＲ北海道は、2030年の開業、５年前倒しを目

途として今後のあり方について検討するという道

の対策協議会を進めていますけれども、それまで

のＪＲの考え方や調査資料等、非常にこの対策協

議会での貢献は不十分だと思います。むしろダイ

ヤ改悪することによって、2030年に向けて在来線

が疲弊してどうしようもなくなって、経営分離や

むなしというような状況を当然のごとく進めるか

のように見えてなりません。ここにも道の示す交

通体系のビジョンもない中、この問題が非常にネ

ックになっております。そういう意味では、ダイ

ヤの改正を改めて行うとともに、それぞれの駅の

利用の問題が必要ですが、余市駅においては何と

いっても跨線橋の解消が重要な問題となっていま

す。信号機等の問題でなかなか駅の改札口に乗り

おりつけるということが難しいというような話も

いただいておりますけれども、それがあれば東側

改札口、自動改札機などの導入も含めて検討して

いく。町の東部開発の問題について、東側のまち

づくりの面でもその東側改札口の位置づけがどの

ようになっているのか、そこがまず重要ではない

かなと思っています。 

 それと、フルーツシャトーや協会病院、北星余

市高校、そして団地も密集している。町がこれか

ら宅地販売をさらに進めて、まほろばの団地を進

めていく、そういった意味でもこのネックになっ

ているのは大浜中の駅舎の問題だと思います。い

ろいろな協議を経て、なかなか大変困難だという

状況も聞いております。ちょうど列車が加速して

スピードに乗っているから難しいという話もあり



－101－ 

ました。しかし、それよりも利用されるＪＲにす

るために、住民の利便性を図るために必要な駅舎

だと思います。最初からすばらしい駅舎というの

はなかなか財政的に難しければ、段階的な駅舎を

つくり、徐々に増改築などを進めていく、そうい

った考え方もあるのではないかなと思います。大

浜中の駅舎のことも含めて利用されるＪＲ、東側

改札口でバスだとかタクシーの待合も含めて体系

整備も必要な状況だと思います。そのことをこれ

からのまちづくりとして、住民の足を守る、交通

権を守るということでもどのように進めていくの

か、以上お伺いします。 

〇町長（嶋  保君） 15番、中谷議員からの再

度のご質問、非常に質問が多岐に広がってきてご

ざいますので、議員ご指摘の要を得た答弁という

のが若干自信ない部分ございますが、答弁をさせ

ていただきます。 

 １点目の部分、この部分につきましては私は国

鉄民営化、やはりここに根っこが全部あるのかな

と。当初は経営安定化資金等の部分で、こういっ

た分割民営化という中でも北海道の中でやってい

けるという計画でございましたが、運用益の減等

の部分で株式会社としてのＪＲ自体が非常に資金

的な面含めて、安全面の対策等を含めてにっちも

さっちもいかなくなっているというのが現状でな

いのかなというふうに思っています。これは、１

つにはＪＲ北海道の経営なりという部分に対する

思いも私はございますが、根本的な部分としては

分割民営化という部分に尽きるのではないのかな

というふうに思っております。そういった中では、

総体的な答弁になりますけれども、国がこの部分

についてはしっかりとどうするかという部分、財

源的な部分を含めて検討していただきたいと思う

し、それの調整役として全道の中での北海道、北

海道庁という部分の役割があると。おっしゃると

おり、個別的に自治体等の協議会をつくって、個

別の自治体とＪＲでやるというふうにはなってこ

ないと私は思っているところでございます。 

 それと、経営分離の問題、これにつきましては

いろいろな今ご指摘等ございました。私これは苦

渋の選択ではございましたが、経営分離に同意し

ていると、これは事実でございます。そういった

中で、そのときももちろんこの鉄路の存続はしな

ければならないという中で、経営分離の同意とい

う中で苦渋の選択をさせていただいたというのも

事実でございます。おっしゃるとおり、有珠山の

噴火、さらには泊原発等を考えた中での山線の存

在意義という部分は、これは余市のみならず山線

の部分しっかりとこの対策協議会の中で論議をし

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、公共交通の位置づけの自家用車の部分

のお話もございました。これにつきましては、き

のうもこれに関連する質問もございました。この

中でも私はＪＲまで含めてございませんが、これ

はまず協議会をつくって、地域内の部分の公共交

通、地域の中での高齢者、また買い物難民等の足

をどうするかという部分をしっかりやらなければ

ならないという形の中で申し上げさせていただい

ております。その中で、例えば小樽、札幌の通院

等の部分を含めた中で、ＪＲ余市駅を含めた中で

そこからのコミュニティバスやいろいろな交通の

確保という部分の関連は出てくると思っておりま

すが、そういった中では対策協議会という部分は

私は地域内の部分が大もとを占めてくるのかなと

いうふうに思っているところでございます。 

 それと、ＪＲと協議している利便性向上の問題、

これも商工会議所の会頭とも要望させていただき

まして、そしてまたＳＬニセコ号等の部分は倶知

安町長、ニセコ町長、黒松内町長、小樽市長と一

緒になってＪＲのほうに要望活動もさせていただ

いております。そういった中でも、ＪＲは口を開

けば安全性、ここが第一なのですよと。ここに今

資金を投入しなければならないのですよと。ＩＣ
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カードの要望もさせていただきました。そしてま

た、小樽方面へ行くときの駅舎の屋根の部分足り

ないとかなんとかという部分もさせていただきま

した。ほとんどその話には、ＩＣカードの部分は

若干検討の余地があるというようなニュアンスで

ございましたが、今はそういった個々の駅舎等の

部分ではＪＲは資金投入する余裕はないと。まず、

安全を守るためにどうすればいいかと、そこしか

ないのですという話はいただいております。そう

いった中で、話が一番最初に戻りますけれども、

そういった株式会社のＪＲ等の部分、運営等の部

分については思いもありますけれども、大もとの

分割民営化という部分にさかのぼっていくのかな

というふうに思ってございますので、そういった

部分を含めて国のしっかりとした支援、関与をお

願い、そしてまた道庁のその調整役等をお願いす

る、申し上げていくところでございます。 

 それと、札幌延伸2030年、それと東側のまちづ

くりという部分でございます。これにつきまして

は、今いろいろな課題もございますが、これらの

まちづくりにつきましては東側に、全てそちらの

ほうにシフトするというのではなくて、駅前は駅

前として顔として、町の顔でございます。残して

いかなければなりません。しかし、いろいろな中

でのそういった条件、ああいった良好な区画整理

によって一団地をつくって、そういった中で今道

営住宅も配置するという形になってございます

し、30年度の高速道路等の問題もございます。東

側の部分につきましては、しっかりとそれらのす

ばらしい条件を生かした中でのまちづくりをして

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。 

 また、大浜中の駅という部分、久しぶりの提案

というか、お話をお聞きしました。そういった中

で、先ほど申し上げましたが、町が全てやるとい

う中でもそういった安全面、カーブの部分等でか

なり難しいのかなという部分もございます。しか

し、可能性がある部分については、いろいろな中

での対応をしていかなければと思いますが、私は

今のＪＲの対応の中で大浜中の駅等への部分につ

いては非常に難しいというふうに認識していると

ころでございます。 

〇15番（中谷栄利君） 答弁ありがとうございま

す。 

 それで、まず１つには国に対して求めるという

ことは基本的に一致しているので、ここはぜひ推

進していただきたいと。これは、対策協議会にお

いてもこの考え方が中心になってくるのではない

かなと思っています。 

 問題は経営分離の問題なのですが、苦渋の選択

をして同意したということで、この並行在来線、

函館線の山線の問題も考えたときに、何かこのこ

とから経営分離に同意したということにとらわれ

て、もう方向性が決まっているということがこれ

からの地方自治体がどうやってみんなでまちづく

りを進めるのか、函館線というのは後志を縦断し

ている、その背骨を走っている鉄路です。まして

国の、そして道でも進めている定住自立圏構想の

中で都市間を結ぶ役割としても重要な位置づけに

なっている。人がどのまちに移る、そういった移

動権、交通権を保障する基本的なもの、そういっ

たものも制定された中で、この移動権、交通権を

どうやって保障していくのか。車がない人にとっ

ては重要な鉄路ですし、まして病院等が札幌、小

樽等に集中している今日の状況の中で通院に欠か

せない貴重な鉄道になっています。そういった役

割が今日の情勢の中で変化してきている。 

 そして、北海道新幹線がことしの春に来ました

けれども、その２次交通として、経営分離をして

いるということで２次交通のあり方として観光バ

スの導入という、そういう残念な法則を道は先行

してやろうとしておりますけれども、海外から来

るお客さんにしてみれば75％以上がほぼ山の中に

いる鉄道、新幹線の魅力よりも北海道の開拓の歴
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史、その雰囲気が味わえる鉄道の在来線の車窓か

らの景色がかけがえのない観光になると思いま

す。バスの事故による問題等もあります。 

 今日泊原発の避難訓練がリアルに行われまし

た。残念ながらその避難の対象に余市は入ってい

ませんでしたけれども、実際には避難計画の実施

した対象には風向きの影響があって余市町は今回

含まれませんでしたけれども、ただ問題なのは大

量に人を移動させなければならないといったとき

に、その鉄道の役割というのは避難する交通網と

して重要な役割あると思います。再三泊原発の問

題で道に交渉に行ったときにこのことについては

なかなか触れない。前回同様な質問してもおりま

すが、この問題については北海道はタブー視して

いる。２次交通としての在来線の位置づけについ

てもタブー視しています。今日の必要な情勢の変

化等もある中で、経営分離しているという問題の

枠組みから外せない、そういった縛りであると思

います。そこを脇に置いて、経営分離の着工５条

件が法的な根拠があるものなのかどうかも含めて

再度見直しする。ＪＲ北海道にしてみれば経営分

離を表明したけれども、これからのことを考えた

ら経営分離は撤回したい、そういったことも可能

なものにすぎません。それであれば、これからの

地域の交通、地方創生も含めて地域がどうやって

輝いていくかという、そういった状況で今まちづ

くりを進めているときに、この問題を一度脇に置

いて総体的に議論する。そういったことが今見直

ししていくということが必要ではないかと思って

いますので、経営分離についての問題、法的な根

拠も含めて、情勢の変化を捉えて在来線がどうあ

るべきなのか。私は言いましたけれども、在来線

あってこその北海道新幹線だと思っています。そ

の役割はかけがえのないものだと思っていますの

で、そのような話し合いも必要なときではないの

かと。この事業見直しに当たって、そういったこ

とも含めて再度検討し直す、そういった機会では

ないかと思います。 

 分割民営化の問題も指摘されておりましたが、

国においての非常にネックの問題ということでお

話もいただきましたが、まさにこのことでＪＲ北

海道は疲弊している。もう破綻状況になっている。

そういった中で、この経営分離が出てきている。

そのことも一度横に置いて、もとに戻すというこ

とは言いませんけれども、横に置いて改めての議

論というのが必要ではないかと思っています。そ

ういった位置づけで今後の対策協議会、そういっ

たところでも見直しに当たっての検討をどのよう

に進めていくか、これからのまちづくりにとって

必要なことだと思います。自家用車に頼らない地

域の公共交通政策についてのあり方、協議会を進

めてお話しするということでありますが、これか

ら高齢化が進む余市町にとって大変重要な課題だ

と思います。 

 大浜中の駅舎の問題、久しぶりに出たという話

がありましたが、余市町のこれからの発展にとっ

て欠かせない課題だと私は思っています。そうい

ったことで、さまざまな難関を乗り越えてこの問

題に当たっていくという、そういった構想も含め

て、やはり改めてまちづくりの位置づけとして在

来線の役割きちんと国や道に対して物を言う、そ

してＪＲに対しても物を言う。ふびんな状態でこ

のまま疲弊してなくなっていく、そういった在来

線にはさせない。利用増を図れるのであれば、Ｊ

Ｒと町でともに手を携えてその打開策に当たって

いく、そういったことも示し、話し合っていくこ

とが重要ではないかと思っていますので、これを

３問目の質問といたします。 

〇町長（嶋  保君） 15番、中谷議員の再度の

ご質問に答弁を申し上げます。 

 いろいろなご提言等いただきました。私は、国、

道においてはそれぞれの立場でしっかりとした対

応をしていただきたい、そしてまたＪＲとしても

公共交通を守る株式会社でございますが、事業者
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としてしっかりとした対応をしていただきたい。

そして、私どもとしては、住民の足をどう守って

いくか。そしてまた、経営分離の法的根拠の問題、

今ここの部分については私自身判を押しておりま

す。そういった中で、法的根拠がどうだという部

分は私は申し上げませんけれども、そのときはそ

のときで本当に苦渋の決断でありました。そうい

った中で今ここまで進んできておりますが、今後

この鉄路の存続どうしていくかという部分につき

ましては、議会との協議をいただきながら、そし

てまたこれは私どもだけの部分ではございませ

ん。もちろん小樽が例えば塩谷、蘭島までノーと

言ったら、これは物理的にも、そこを全部余市が

買ってしまえばできるかもわかりませんけれど

も、そういった沿線自治体との協議等の部分もご

ざいます。そういった中で、私どももそういった

連携をしっかりととりながら今後とも進めていき

たいというふうに考えております。 

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１０分 

再開 午前１１時２１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９番、議席番号７番、近藤議員の発言

を許します。 

〇７番（近藤徹哉君） 第４回定例会におきまし

て、さきに通告いたしましたことについて質問申

し上げます。 

 介護保険における総合事業について。平成27年

４月から地域における医療及び介護の総合的な確

保の促進に関する法律改正によって、発展的に新

しい総合事業へと見直されることになりました。

高齢者が地域で自立した日常生活が送れることを

目的に、市町村が責任主体となって実施されます。

地域支援事業には、現在介護予防事業として要介

護認定で非該当になった人が対象になっておりま

すが、これが介護予防事業です。それから、包括

的支援事業として地域包括支援センターが行う相

談業務等々があります。それから、今度変わって

くるのは、３つ目として、任意事業として市町村

独自の工夫に基づく事業。そこで、本町は今後ど

のように対策を計画しておりますか、伺います。 

 本町にかかわらず高齢者の人口が増加する傾向

で、予防策が急務と考えますが、どう計画立案し

ておりますか、伺います。 

 予防対策、介護認定を受けない高齢者に対して

どのような考え方をしておりますか、伺います。 

 介護保険を全く利用していない層、町民をふや

す政策がありましたらお知らせください。 

 包括支援センターの方々と年何回くらい打ち合

わせをして、内容をどうしているか伺います、そ

のことについて。 

 今後の将来展望と介護料の低額策を検討してい

るかお伺いします。 

〇町長（嶋  保君） ７番、近藤議員の介護保

険における総合事業に関するご質問に答弁申し上

げます。 

 １点目のご質問でございますが、国立社会保障

・人口問題研究所が平成24年１月に公表した日本

の将来推計人口によりますと、65歳以上の高齢者

人口は今後も増加を続け、団塊の世代の方々が

75歳を迎える平成37年には約3,657万人に達し、平

成54年の約3,878万人をピークとし、その後は緩や

かに減少に転じるとされております。その一方で、

15歳から64歳までの生産年齢人口につきまして

は、既に減少の一途をたどっております。こうし

た状況の中、介護サービスに対する需要は増大す

る一方で、担い手不足等に伴いサービス供給量が

減少するといった需要と供給のミスマッチが懸念

されるところであり、介護人材の絶対数の確保、
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さらには専門性に応じた機能分化等の対策が急務

であるとともに、介護予防のより一層の取り組み

が求められるところでございます。 

 ご案内の総合事業につきましては、要支援者に

相当する比較的軽度な高齢者を対象に、介護予防

に関するサービスや調理、買い物、掃除などの生

活支援サービスを実施するものであり、ＮＰＯ法

人やボランティアなど多様な担い手による地域の

ニーズに対応した多様なサービスの創出も視野に

入れ、現在検討を進めてございます。今後ともま

るごと元気アッププログラムやいきいきふれあい

教室など従来の介護予防事業との連動を図りなが

ら、効率的なサービス提供に努めてまいりたいと

存じます。 

 ２点目の介護認定を受けない高齢者への対応に

ついてでありますが、総合事業につきましては要

介護認定を受けていない方も対象となりますの

で、これら事業を通じ、生活支援施策の充実に努

めます。 

 ３点目の介護保険を利用しない層をふやす政策

についてでありますが、介護予防への参加意欲の

喚起を図るとともに、ニーズの高まりを的確に捉

え、効果的な介護予防施策を展開する中で要介護

認定に至らない元気な高齢者の増加と健康寿命の

延伸に努めます。 

 ４点目の包括支援センターとの打ち合わせにつ

いてでありますが、地域包括支援センターとは月

１回の定例会議の開催のほか、個別事例に応じた

打ち合わせを随時行っております。 

 ５点目の将来展望と保険料の低額策についてで

ありますが、今後とも既存の介護予防事業の拡充

を図るとともに、総合事業なども含めた効果的か

つ効率的なサービスの提供に努めながら、保険料

の抑制につなげてまいりたいと存じますので、ご

理解賜りますようお願い申し上げます。 

〇７番（近藤徹哉君） 今答弁いただいたのです

けれども、総合的にまず簡単なほうから、月１回

の話をしているのですけれども、包括支援センタ

ー、中身わかっている範囲でいいのですけれども、

どういうようなことを話しているのかなと思いま

して、ただ受け付けして、人数が例えばこのくら

いですよとか、例えば２年前から見たら、いろい

ろな相談業務やっているのですけれども、ふえて

いるかどうか、もしわかっていればです。わかっ

ていなかったらいいですから。 

 介護の問題なのですけれども、減額するにはど

うするかと私は質問しているのですけれども、前

にも１回話したことあるのですけれども、人間本

来の姿は何なのかなということに原点いかないと

ならないと思うのです。基本的にはあめとむちし

かないと思うのです。介護どんどんポイントが上

がっていくと、最後は認知症でしょう。寝たきり

でしょう。そういうふうにならないためには、な

っている人はいいのですけれども、ならない人に

対しては行政としてこれから、行政のほうに丸投

げではないのですけれども、要支援１、２とかで

しょう。今町長が話したように、ボランティアと

かそういうのは総合事業の中に入ってくるので

す。その中でいろいろな施策を打って、いろいろ

なことをしても、個々の人間の考え方違いますか

ら。そしたら、どうしたらいいかと、具体的に。

179カ町村の中で介護について、きのうの運転免許

証でないですけれども、５年、10年介護保険を使

わない人に対してはどういう政策打つかというこ

とをしないと、イタチごっこでどんどんふえてい

くのでないですか。根本的に発想の転換していか

ないとならないと思うのです。 

 それで、あるときに私は、余談のこと言います

けれども、札幌に呼ばれてちょっと話をしたので

す。おばさんたちがたくさんいた。その中で、冗

談も言ったのですけれども、一番感動を受けたの

は、おばさんたちに、人と話しする時間が非常に

少ないと。こういう会合を持っていただきたいと

いうことを言われました。それと、海外と日本の
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違いも話ししたのです。そういうふうになってい

るのだと。そういう機会が欲しいというのです。

来たときは、お金かかるのですけれども、500円だ

けいただいて、そして弁当を昼御飯に出すのです。

２時間くらいいるのです。家にばかりいたら、テ

レビ見てそれだけで終わってしまうと。そうする

と、足腰が弱くなる。 

 町もいろいろなことやっています。健康管理で

運動しましょうとかなんとか。これは、ただそう

いう政策を打ち出すというのならどこの町村も同

じ。５年、10年、担当の人わかっていると思うの

ですけれども、介護保険料をいろいろなことで施

設に入ったりどうのこうのしない人に対してどう

いうことを施すかということが必要だと思う。端

的に挙げると、風邪引いたと思いますでしょう、

自分。そしたら、昔でいうと、私は酒飲むから一

杯飲んで早く寝るとか、汗を流すとか、市販の薬

でもって早く寝ると。自分の体は自分で守るとい

うのが基本だと思う。こういう制度があると、ち

ょっとあったらすぐ施設に入るとか、面倒もでき

ないから、歩くのも大儀だとか、そうではないと

思う。人間の自立を促すにはどういう形にしたら

いいかなということだと思うのです。それがない

と、いつまでたっても同じことやるのではないで

すか。今度はあれでしょう。あっちこっち飛びま

すけれども、これ町のほうになったら国も少し下

がるでしょう、負担率が。都道府県と、それから

市町村も。恐らく五、六％上がるのではないです

か、いずれもうすぐ、来年か再来年、介護保険料。

間違いなく上がるのです。支払いが多いからなの

です。国が介護と国保、大体50兆円でしょう。国

家予算の半分ですから。だんだん絞り込んでくる

のです。そうすると、２年、３年前から本町とし

て、これいろいろなことに結びついてくる。移住、

定住にも入ってくるのです。なぜかというと、余

市の場合はいろいろな税金とかサービスめちゃく

ちゃよくないけれども、住むのにいい町ですよと、

こうなると、今後は何かというと税金とかそうい

うのが非常に安いとか、ある程度来た人が自分で

自立もしないとならないのですけれども、その分

だけ還元がありますよとか、そういうことになっ

てくると思うのです。それには目先の所得とって

いる人の負担率を下げていかないとならない。下

げるにはそしたらどうするかと。支出を少しでも

少なくするという政策を打ち出していかないとな

らないと。どこの町村もみんな同じではないです

か。国から言われて上がったらそれが上がる。町

村の独自の計画立案をしていかないと、いつまで

たってもお上から言われたとおりただ上げます。

大変です。それを補助してください。減にしてく

ださい。イタチごっこばかりになっていくのでは

ないですか。だから、私はここでもちょっと考え

聞いたのですけれども、全然使っていない人に対

してどういう政策打つのですかと言ったら答弁な

かったのですけれども、例えば10年使わない人、

平均的に、例えば商店街のプレミアム商品券でな

いけれども、そういうのを発行するとか、立案し

た中でです。計画立案した中で、このくらいの介

護保険料が少なくなるということになると、町の

負担率はないと。それの何％かは、選別してもい

いのですけれども、商店街の商品券に振り向けて

あげるとか、そうすると今そういう65歳以上の人

たちが自分の健康を自分で守ると。余市に住んで

いると、そういう特典をやって、みんな健康で元

気で生活してくださいというような政策を大々的

に打ち出しておりますよと。そういうことを根本

的にやっていかないと、他の町村と全く同じやり

方したのではイタチごっこでどんどん上がってい

くし、そうすると消費も減ってしまうし、まちづ

くりというのはなかなか難しいのですけれども、

どこかでひとつ小さい穴でもあけるとそれがどん

どん大きくなるというか、初めは大変なのですけ

れども、そういう勇気、英断をもっていかないと

ならないと私は思う。 
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 それで、今一番問題なのは介護の問題で、これ

から予想なのですけれども、２年後でこういうふ

うになって、町長さっき答弁していましたけれど

も、人口35％、40％までいかないけれども、三十

何％いったら、大体介護を使う対象人口というか、

ふえていくのではないですか。これをどうしたら

いいかという、それが企画立案だと思うのです。

病院に行って、なったら認定３ですよとか、支援

２から３になりましたから、こういうところ施設

は足りない。入ってください。だって、施設だっ

て働く人がきつくて、嫌だという人が多いのです、

給料も安いし。めちゃくちゃに上げたらやってい

けないでしょう。大体平均で25万円以下ですから。

腰が痛くなるとか。そういうことを勘案した場合

に、小さいことだけれども、一つ一つから余市独

自の条例改正してもいいのではないですか、相談

して。道に相談して、国でもいいのではないです

か。こういうふうに余市はやりますからとか、そ

ういう英断が今求められている時代ではないかな

と思う。 

 住んでいる人がちょっと厳しいけれども、自分

の体力の限界まで挑戦して、保険なんか使わない

と、そういう人がふえたらどうするのですか。前

にもある議員言っていましたけれども、四国の葉

っぱビジネスでないけれども、80代です、みんな

仕事しているの。所得があるから。ずって山に上

がっていくのです。そういうことを考えたら、私

は今現実言ったら、はっきり言って日本の社会な

まくらだと思う。こんなこと言うの私だけだと思

う。何かあったらすぐ病院に行ってどうのこうの

と。それは緊急の場合は仕方ないです。ちょっと

健康診断やって、これも悪いとは言わない。いい

のです。だけれども、最終的には７割は自己管理

をしないと、公共的なものを使うとお金がかかる。

そしたら、みんなに税金としてかぶさってくるの

です。一人一人の意識の高揚をどういう形で具体

的に住んでいる皆さんに理解してもらえるか。そ

ういう政策を、これ介護で総合事業になりました

から、ぜひそういう考えを持っていただきたいし、

そして総合事業の中に市町村と住んでいる人たち

との相互の連携をした中でいろいろな政策打ち出

すというのですけれども、どういうことを打ち出

すのですか。私批判をしているわけではない。人

間としては、人と人と話しして、１時間でも話を

して、きょう楽しかったとかそういう機会を設け

ないとならないと思うのです。それは、いろいろ

な組織あるのですけれども、行政も年に３回でも

４回でもみんな集まってくださいと。今、町はこ

ういうことやって、皆さん協力してくださいと、

余市の町はこういうことになるのですと、そうい

うお願いというような機会を私は設けてほしい。

そうすることによって、飛躍するけれども、今番

外にいる人たち、それから行政マンの人たちが町

民から信頼されて、尊敬される人がどんどんふえ

てくると思うのです。それが公僕だと思っていま

す。住んでいる人たちに笑顔が出る政策をどうす

るかというのが、必ず人間は介護の年になってい

くのです、65歳以上とか。それを少しでも今まで

100あったのが40、50にするにはどうするかとい

う、そういう立案をシミュレーションをした中で

計算して、どうしたら一番いいのだろうか、住ん

でいる人になるべく負担をかけないで、今までの

現状のこういう介護の制度をうまく活用した中

で、少ない予算で住んでいる人が喜んでいただけ

る方法は、負担率も少ないし、どうしたらいいか、

そういう計画を早急に作成するように努力してほ

しい。それを広報なり、中央公民館で説明会を開

いて、ただ広報に載せるだけといったら１割も見

ていないです。そういう最終的にはフェース・ツ

ー・フェースで、面と面で話をして、説明をして、

理解度を高めるというのが必要でないかなと思

う。そういう具体的な数字がみんな今求められて

いるのです、行政に対しても町民は。それについ

てどう対処するのかなと思っているのです。 
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 そして、さっき言った地域支援事業の中で、任

意事業で市町村は工夫に基づいて政策打ち出すと

書いているのですけれども、これどういうふうに

検討しているかどうか。的絞りして、それをちょ

っと。任意事業の中で市町村独自の工夫に基づく

事業を展開しなさいとうたっているのです。こう

いうのも検討していると思うのです。もしあった

ら報告していただきたいと。 

〇町長（嶋  保君） ７番、近藤議員からの再

度のご質問に答弁を申し上げます。 

 多岐にわたってございましたので、答弁漏れ等

をあればご指摘をいただきたいというふうに思い

ます。 

 まず、第１点目の包括支援センターのこの打ち

合わせ、これについては月１回、これはさまざま

な課題等を持ち寄って、それでやっているという

ことで、内容的には私細部までどういう発言があ

った等は把握してございませんので、後ほど担当

者のほうからお知らせをいたしたいと思います。 

 また、後段それ以降の部分、いろいろな議員の

お考え、人間観含めて、人間の本来の姿、あめと

むちというような話から、議員は性悪説という形

の中での立場なのかなというような認識もさせて

いただきました。私は、人間本来あめとむちとい

うふうには、これだけだというふうには思ってご

ざいません。もっともっと知恵を働かせれば、こ

れだけでない部分もあるのかなという、そういう

ふうに思いたいというふうに思っております。 

 それと、１点、介護保険を使わない人という部

分のお話もございました。これは、以前から議員

いろいろな場面で、国保の部分等からもございま

した。これは、あめとむちにまた戻るのでしょう

けれども、何かをやらなかったら、物がもらえる

からという部分ではなくて、もっと突き詰めた中

でこうあるべきだという部分で、甘いと言われれ

ば甘いかもわかりませんが、そういった方向で、

これは前も答弁申し上げましたが、物ではなくて

も例えばそういう形でやった方については、健康

で介護にならなくてよかったねという形で私から

感謝状だとか、そういった中でありがとうござい

ました、もう少し長生きしてくださいねと、直接

言ってそういった部分で私はできる部分があるの

かなというふうに思っております。 

 また、人と話をする時間、これにつきましては

私は議員と同感でございます。私も義理の母は認

知症でございまして、ほとんどテレビを見っ放し

で、テレビを見るというか、ただテレビの前に座

っているという状況でございまして、それも１つ

は引っ越しをして、環境がまるっきり変わってし

まってから友達がいなくて外に出なかったという

部分ございます。いかにして皆さんが外に出て活

動していただくかと。前も申し上げたかもわかり

ませんけれども、公民館協議会の首長の会という

部分で講演を聞いたところ、公民館のいろいろな

サークル、このサークルにただ単に集まってもら

うのではなくて、その人たちとどう連携をしてま

ちづくりの仲間に入っていただくか、そこまでが

重要なのだと。ただ単に何々サークルだとかやれ

ばいい、それだけでも私はもちろん高齢者の方々

がカラオケでもいいし、フォークダンスでもいい

し、いろいろな中で出ていくというのは非常に重

要なことだと思っていますけれども、そこの人た

ちをいかに行政に巻き込んでいくかという部分が

大事だというお話も聞いてきてございます。そう

いった中で、高齢者の方々がそういった活動をで

きる場、これは今までは保健課と教育委員会なり

の連携がおっしゃるとおり余りできていなかった

部分ございますので、私はそういった部分でも教

育委員会の寿大学だとかそういったサークル、公

民館のサークルとこの介護の対策という部分はし

っかりと連携しなければならない分野だというふ

うに思ってございますので、今そういった中で役

場の中ではそういった部分含めて縦割りではなく

て横の連携しっかりやっていただきたいという部
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分は申し上げているところでございます。 

 それと、独自の対策どうなのだという部分ござ

いました。これは、１つには、今一次予防事業と

して介護予防教室のいろいろな部分やってござい

ます。地域まるごと元気アップ事業、これは非常

に好評をいただいているというふうに私は思って

おります。これにつきましても数年前、３年だか

４年前になりますけれども、小樽商大の当時の相

内教授が私のところにふらっと来まして、こうい

った事業をやりたいのだけれどもということで、

まだ道内で１カ所しかやっていないという中で、

そういった中で私もいろいろなお話を聞いて、こ

れはいい事業だなという部分で、当時のもう退職

した民生部長にこれは内部でどうするかを検討す

るのではなくて、やるという方向で検討してくれ

という形の中で、これは後志で一番最初にやった

部分もございます。そういった中で、後志にもか

なり今はふえているというふうにも聞いてござい

ます。そういった中で、議員おっしゃるとおり、

私も介護になってどうするというのではなくて、

ならないために何をするかと、そこに力点を置か

なければならないというのは当然のことだという

ふうに思ってございますので、今地域まるごと元

気アッププログラム運動教室、さらにはプールウ

オーキング、ふまねっと、いきいきふれあい教室、

これらにどんどん、どんどん力を入れて、介護に

陥らないために何をするのかという部分、介護に

なったからどうするという部分ではなくて、なっ

た方にはしっかりとこの事業の中でいろいろなメ

ニューを使っていただかなければならないのです

けれども、ならないために何をするかと、そこを

第一に考えてこれからも進めていきたいというふ

うに思ってございますので、答弁漏れもあると思

いますけれども、３問目でご指摘をいただきたい

というふうに思っております。 

〇７番（近藤徹哉君） いろいろな話をしても平

行線、ＪＲでなくて、並行在来線でないのですけ

れども、ただ基本的に血の通った政策を行政とし

てはしないとならないと思う。 

 ただ、今町長言ったように、まるごとでいろい

ろなことで運動とかやるけれども、担当者とか、

そのトップ誰ですか。副町長とか町長がこれから

運動ちょっとしますといったときに、これからス

タートする、朝の８時にスタートすると仮定しま

すか。みんな元気で半日楽しんでくださいとか一

言言った中で、例えば何百人いたら握手も大変で

すけれども、握手して、肌の触れ合いとかそうい

うことしないと、いずれ今番外にいる人もあと

30年もいないでしょう、退職して。私はいつも言

うのですけれども、退職したときに町民から声か

かるような行政マンになっていただきたいと。行

政やっているとき本当に一生懸命やっていました

ねと。形が出なくても、そういう人間形成という

か、なっていただきたいなと思うのです。与えら

れた時間の中で、町民を本当に、私らもそうです

けれども、行政の皆さんもそうですけれども、愛

していますよとか、そういうのを言葉でなくて態

度で示して、そして町民の皆さんから尊敬、たく

さんの尊敬でなくても、一つでも二つでもいいか

ら、そういうのに意を尽くしてやっていただきた

いと。これは介護もみんなそうなのです。なった

からといって全然知らない人は行かなくてもいい

のだではなくて、入る前に、要支援３とか４にな

った場合に、２から３になったときにどうですか

とか、もし時間があれば。ほとんどないのです、

今、全道でも。それこそただドクターがあれして、

そういう施設に入るだけです。親戚がもし万が一

不幸があったら葬儀に出ると、そんな程度なので

す、見舞いとか。そうではないでしょう。しょっ

ちゅうやりなさいということではないのです。そ

ういう心。心を持っていただきたい。それが伝わ

っていって、今度介護の問題に対しても認識が変

わってくるのではないですか。 

 これから、違いますけれども、国保もそうでし
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ょう、いずれは。どんどん下がるわけでないでし

ょう。だから、介護も恐らく二、三年以内でしょ

う。だから、介護のこれは総合事業について力を

入れていただいて、少しでも予算が少なくなるよ

うに努力していただきたいと。私から見たら番外

の人はみんな優秀ですから、企画立案したらでき

るはず。それを実行するだけですから。必ず共鳴

される町民がふえてくるはずです、こういう町は

ないという。それが全道に散らばっている親戚と

か兄弟とかに余市変わりましたよと。新聞とかい

ろいろなことについて記事が余市はすごく少な

い。何とかそういうような抜本的なことを皆さん

と協議した中で、町長だけではなく協議した中で、

どういうことが介護については、患者さんとかそ

ういう施設もそうですけれども、喜ぶことは何な

のかという。そしたら、抜本的にちょっと我慢し

てもらうけれども、こういうことを行政としてし

ますよと。条例の一部改正しますよと。そうした

場合どうなりますか。やっぱりもうそういう時代

なのです。だから、そういうのに意を尽くして、

町民の皆さんの幸せを願うというのは原理原則で

しょう。そうすると、少ない予算でいろいろなこ

とをしていただける町。ただし、自分も努力する

こと、そういうことを踏まえた中で企画立案をや

っていただきたいと、そう思っております。 

 以上です。答弁あったらとうとうと答弁してよ

ろしいです。 

〇町長（嶋  保君） ７番、近藤議員の質問に

答弁をさせていただきます。 

 いろいろな予防教室等、私も全て出ているとは

申しませんけれども、元気アップ事業は何度も何

度も出ています。そしてまた、ふまねっとも福祉

センター等にふらっと日程入っていないとき行っ

たり、そういった中でできるだけ身近にいろいろ

な方と触れ合いをしている。私自身まだまだ経験

の浅い２期目の町長ですので、できることは何か

なと。そういった中で、いろいろな団体等の皆さ

んと触れ合う部分があると。それがいろいろな中

での信頼関係につながるのかなという思いで、非

常に夜の部分含めて、最大限そういった意味では

町民との触れ合いという部分は、私実力等はない

と思いますが、できることは何かという中では日

程の許す限り、時間の許す限り出ているというふ

うには私感じております。そういった中で、職員

にもことしの４月にも申させていただきました

が、１日の訓辞でも申しましたが、肩書だけでは

ないと。町民の皆さんは、役場の何々部長、何々

課長だからという中で見るけれども、肩書なくて

もきちんと町の中で、地域の中で取り組むような

人間になってくださいと、そういった活動をして

くださいと。給料もらっているから役場の仕事を

するのは当たり前ですが、地域の中で区会のこと

でもいいですし、いろいろなボランティア、野球

の監督でもいいし、そういった中でもう一つ何か

やってくださいと申し上げているところでござい

ます。そういった中で、まだまだ議員から見れば

徹底していないという部分もございますが、これ

からはそういった中での組織づくりしっかりやり

ながら、この介護保険等も含めて、繰り返しの答

弁になりますが、介護にならないためにどうする

のだという中で、しっかり町民と触れ合いながら

進めていきたいというふうに考えてございますの

で、ご理解のほどをお願いいたします。 

〇議長（中井寿夫君） 近藤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５７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。 

 一般質問を続行いたします。 

 発言順位10番、議席番号11番、白川議員の発言
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を許します。 

〇11番（白川栄美子君） 平成28年第４回定例会

に当たり、さきに通告しております２件について

質問いたします。 

 件名１に、発達障害支援の充実の法改正につい

て伺いますが、外見では判断が難しい自閉症やア

スペルガー症候群の人を支える改正発達障害者支

援法が10年ぶりに法改正が成立いたしました。内

容は、一人一人の特性に応じ、学校での個別計画

を作成したり、事業主に雇用の確保を求めたりす

るなど、教育と就労の支援の充実が柱となってお

ります。 

 発達障害は、見た目にはわかりにくいが、他人

とのコミュニケーションが苦手といった特性があ

ります。周囲の理解が不十分なため、日常生活で

困ることが多く、社会的障壁を取り除く必要があ

るとされております。教育面では、発達障害があ

る子供がほかの子供と一緒に教育を受けられるよ

うに配慮する。学校側が目標や取り組みを定めた

個別の計画を作成し、いじめの防止対策や福祉機

関との連携も進めるとされております。また、就

労面では、国、都道府県が働く機会の定着を支援

するように規定されていると言われております。

事業主に対し、働く人の能力を適切に評価し、特

性に応じた雇用管理をするように求めるとされて

おります。ほかにも内容はありますが、本町では

この改正の内容をどう認識されておられるのか伺

います。 

 次に、発達障害早期発見への研修について伺い

ますが、発達障害は生まれつきの脳機能障害が原

因とされ、2012年の文部科学省の調査では通常学

級に通う小中学生の6.5％に可能性があると推計

されていると言われております。早期発見には、

最初に相談を受ける身近なかかりつけ医の対応が

重要だが、診断を得られるまでに時間がかかった

り、医師の理解不足のために通院しづらくなった

りすることがあると言われております。国で進め

ている早期発見への研修とはどのような内容で、

余市町ではどのように対応されておられるのかお

伺いいたします。 

 件名２に、ことばとまなびの教室について伺い

ます。ことばとまなびの教室は、４カ町村で推進

されておりますが、年々教室に通う子供がふえて

いる現状にどのように対応されておられるのか伺

います。 

 １つ目に、現在学年別に何人の子供たちが療育

を受けられているか伺います。 

 ２つ目に、先生は何人で指導されているのか伺

います。 

 最後に、この子供たちがまなびの教室での療育

を卒業された後の行政としてのかかわりについて

お伺いいたします。 

 以上２件、よろしくお願いいたします。 

〇町長（嶋  保君） 11番、白川議員の発達障

害支援の充実の法改正についてのご質問に答弁申

し上げます。 

 発達障害者支援法は、発達障害の早期発見と支

援を目的に平成17年に施行されましたが、一層の

充実を図るため本年６月に一部改正が行われ、施

行されたところでございます。 

 ご質問１点目の本町での改正内容の認識でござ

いますが、本改正により、これまでも行ってまい

りました発達障害の早期発見と支援を切れ目なく

行うため、関係機関のより密接な連携と教育の場

での個別の配慮と対策の推進、さらには普及啓発

活動を通じ発達障害に対する住民の理解を深め、

社会的障壁の除去に努めることが市町村に求めら

れていると考えます。このことから、保健福祉、

教育のこれまで以上の連携に努めるとともに、発

達障害に対する家庭や地域の理解が深まるよう取

り組んでまいります。 

 次に、発達障害早期発見への研修についてでご

ざいますが、厚生労働省は外見では判断が難しい

自閉症やアスペルガー症候群などの発達障害にお
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いて各都道府県と政令指定都市で地域における認

識を底上げし、幼少期での早期発見と支援につな

げるよう発達障害支援の拠点的医療機関等を対象

として研修会を開催しております。医師等の研修

につきましては、国の研究センターを中心に小児

科、小児神経科病院、保健所、発達障害支援セン

ター等に勤務し、発達障害に関心を持つ医師、特

に指導について責任的立場にある者を対象とし

て、発達障害特有の言動などの見分け方、感覚過

敏やコミュニケーションが苦手といった特徴に対

する通常の治療での注意点などの研修を行い、指

導者研修を受けた専門医には地元で一般の医師や

保健師、看護師向けの研修を促しております。 

 北海道におきましては、市町村において乳幼児

健診に携わる保健師並びに道立保健所において子

育て、子育て支援、相談に携わる職員を対象に発

達障害支援における早期発見の方法や支援につい

て研修会が開催され、本町におきましても担当職

員が参加し、母子保健法に規定する乳幼児健診に

おいて発達障害の早期発見等に努めております。 

 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） 11番、白川議員の教育

委員会関係のことばとまなびの教室についてのご

質問に答弁申し上げます。 

 最初に、現在ことばの教室に通う児童数につい

てお答えいたします。平成28年12月９日現在、沢

町小学校に通級している児童は46名です。内訳と

いたしましては、余市町内の小学校から通級して

いる児童は、１年生が４名、２年生が８名、３年

生が２名、４年生が６名、５年生が９名、６年生

が３名の合わせて32名で、仁木町からは１年生が

６名、２年生が２名、３年生が１名、４年生が１

名、５年生が１名の合わせて11名、赤井川村から

１年生が１名、２年生が１名、３年生が１名の合

わせて３名の児童が通級しているところでござい

ます。 

 次に、ことばの教室の指導体制についてお答え

いたします。現在ことばの教室は、２名の教諭に

よる指導体制で行っております。 

 次に、子供たちがまなびの教室を卒業した後の

行政としてのかかわり方についてお答えいたしま

す。現在沢町小学校には、子供たちの学習面や行

動面などの苦手なところを改善、克服するための

指導を行う場として、余市町、仁木町、赤井川村

の小学生を対象としたまなびの教室を開設し、日

々改善、克服に向けた指導を行っております。ご

質問にありますことばとまなびの教室を卒業した

子供たちと行政のかかわり方につきましては、現

在町内の小中学校には教育上特別な支援を必要と

する児童生徒の支援を行うため、学校長からの要

請を受け、学習支援員を配置しておりますので、

まなびの教室卒業後において引き続き支援を要す

る場合には、教育活動上の介助等を学習支援員が

行っているところでありますので、ご理解を賜り

たいと思います。 

〇11番（白川栄美子君） まず、この支援法は、

2005年に議員立法として施行されて、10年ぶりの

改正です。これまで以上に支援を厚くし、適切な

切れ目のない対応を目指すということを言ってお

ります。教育面と就労面とを柱として進めていく

わけですが、教育面では発達障害のある子供がほ

かの子供と一緒に教育を受けられるように配慮す

ることをあえて言われているわけですが、発達障

害は小学校、中学校に行くと特別支援学級が設置

されていて、そこで教育を受けられております。 

 ここで私が質問したいのは、法改正を受けて、

まず町として何を進めていくかと。本当はこれ教

育関係と全部絡んでしまうので、町長にご答弁と

いうことにもならないのですけれども、でも全体

を通して、学校と各家庭のやりとりの中でいろい

ろなことがあった場合、町としても絡む場合もあ

るかと思うのですけれども、そういう場合も含め

た中で町として法改正を受けてまず何から始めて
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いく、この改正のもとで最初にやっていかなけれ

ばならないことは教育関係のほうかなと私は思っ

ているのですけれども、町長としてはどういう方

向で進めていきたいとまず考えておられるか、そ

こを聞いておきたいと思います。 

 それから、早期発見の研修についてなのですけ

れども、余市町では保健師やいろいろな方が研修

を受けているということも言われました。改めて

学べる機会がきっともってあると思うのです、よ

り一層。国のほうでも今やっているのですけれど

も、より一層学べる機会があると思いますし、発

達障害の早期発見ってなかなか難しいということ

も言われますし、また親にとっても自分の子はも

しかしたらこうでないだろうかと言われたとき

に、大丈夫ですよと軽く言われても困るという親

の意見もあれば、うちの子はそうでないという何

か否定したい気持ちもあるという中で判断を加え

る、また保健師さん方もいろいろな苦慮しながら

きっと進めておられるのだろうなと思うのですけ

れども、より一層勉強する機会があればどんどん

発達障害の勉強をしていただいて、専門知識を持

っていただきながら進めていただきたいなと思っ

ております。これは答弁はよろしいです。 

 ことばとまなびの教室について伺います。これ

が本題になるのかなと思うのですけれども、今学

年別の療育されている人数を伺いました。３カ町

村なのですね。間違ってごめんなさい。私も親御

さんとの話しする機会がありまして、当初45名と

聞いていたので、でもそれ以上に46名なのですね、

ふえて。では、待機はいないということなのか。

待機もいるということを伺っていたのですけれど

も、待機はいないということなのか、そこをお伺

いしたいと思います。 

 それと、先生は２名ということでやられている

ということなのですけれども、この２名という体

制というのは十分な体制なのですか。46名に対し

て２名の先生で対応しているわけなのですけれど

も、これは十分に対応されているのかどうなのか

ということを伺いたいと思います。 

 聞くところによると、近年児童数も本当に増加

しており、待機児童もいるというのを伺っており

ましたし、現在の先生の人数はちょっと少ないと

いう、そういう意見も話されていました。私は、

ちょっと簡単に考えたのですけれども、できるも

のなら退職された養護教諭をお願いするだとか、

それに携わって教育してきた人をお願いするだと

かということにはふやす意味でならないのかなと

いうことを感じたのですけれども、そういう部分

はどのように考えておられるのかお伺いいたしま

す。 

 それと、まなびの教室も学校に置いてあるわけ

なのですけれども、一人一人の発達段階に合わせ

た療育というのが本当に必要であり、大切なこと

なのですけれども、先生の配置というのはどうい

うふうになっているのかなと。学校側とのコミュ

ニケーションというのはちゃんととれているのか

なというのと、あと学校に協力体制がないと、な

かなかスムーズにいろいろなものを進めたくても

進めれないという状況もあるかと思うのですけれ

ども、そこの部分は現実はどうなっているのか。

学校との協力体制はちゃんとなっているのかとい

うことを伺いたいと思います。 

 それと最後に、親御さんと面談する機会があっ

たときに、まなびの教室を卒業された後、中学校

にはいろいろな支援があるのですけれども、その

中で町内の中学校のどこかにこのような通級指導

教室を設置していただけないものなのかという、

そういうお話もいただいております。この療育と

いうのは切れ目のない対応が必要であるし、また

専門の方も言われておりましたので、中学校への

設置を考えられないものなのかということも教育

長に見解を伺いたいと思いますので、よろしくお

願いいたします。 

〇町長（嶋  保君） 11番、白川議員の再度の
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ご質問に答弁をいたします。 

 ご指摘のとおり、これは2005年に議員立法とし

て施行され、10年ぶりに全会一致で改正されたと

いうふうに認識をしております。この内容といた

しましては、議員おっしゃるとおり、発達障害者

の支援の一層の充実を図るため、法律全般にわた

って改正されたものでございます。細部について

は答弁を控えさせていただきますが、私は教育、

民生部門、多岐にわたっている改正の部分がある

というふうに認識しておりますので、これはしっ

かり横の連携をとりながら進めていただきたいと

いう部分を担当部課に申し伝えているところでご

ざいます。 

 また、研修の問題のご質問もございました。こ

れにつきましては、おっしゃるとおり、内容的に

デリケートな問題でもありますし、非常に専門的

な分野にもなってくるものでございます。そうい

った意味を含めまして、研修等につきましては積

極的に職員を参加させるようにいたしているとい

うことでございますので、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） 11番、白川委員の再度

のご質問にご答弁申し上げます。 

 ことばとまなびの教室、12月９日現在で46名と

いうことで、今現在待機児童はいないというふう

に私認識しております。ちょっと正確ではありま

せんけれども、認識しております。 

 その46名を今現在２名という教員で対応してい

るわけですが、これが十分かということになりま

すが、私自身十分ではないというふうに認識して

おります。昨年ももう少し少なかったのですけれ

ども、ことし40名を超えるということで、これは

北海道教育委員会からの教員の加配ということで

２名が配置されております。ただ、人数からいっ

て１名少ないということで、３名でお願いしたい

ということを昨年の12月、今ころですが、赤井川

の教育長、それと仁木の教育長、私と沢町小学校

の校長とで後志の教育局に加配についてのお願い

に行きました。ただ、人事の中でそれがかなわな

かったということで、この２人の先生にまたお願

いしているわけですが、来年度もまた若干ふえる

ということで、今年度加配について３教育長集ま

って後志教育局に行きたいというふうに考えてお

ります。 

 先ほど退職者を活用できないのか、これはあく

までも道教委が配置する教員でありまして、これ

を町が雇用してということには今の段階ではなら

ないのかなと。それよりも道教委に対して加配を

要求することが重要なのかなというふうに考えて

おります。 

 それと、学校との協議、それは教員と学校との

ということになるかと思うのですけれども、先生

は沢町小学校の教員という形で対応していただい

ています。ただ、通級ですから、午後から通って

くるものですから、その先生は沢町小学校の先生

ですけれども、ほかの先生とはちょっと違う対応

にはなるのですけれども、本来は一緒だというこ

とで同じような対応をしていただいていますし、

学校側もそういうような対応をしているというふ

うに思っておりますし、教育委員会としても沢町

小学校の教員ということで同じような対応をして

おります。 

 次に、最後に中学校のということで、小学校で

この課題が克服できればいいのですけれども、そ

うでない場合はどうするのかということの中で

は、先ほど言いましたように学習支援員等で対応

しています。ただ、今中学校に通級は後志管内で

は小樽に１校しかないということで、後志管内の

各教育委員会でもこの中学校での通級の必要性も

感じております。私も先日余市地区ことばを育て

る親の会という親御さんからの要請も受けており

ます。今後中学校についても設置については検討

しなければならないかなと思っておりますけれど

も、ただ設置するためには３町村の協議が要りま
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すし、財源的な部分も対応しなければならないと

いうことで、今後３町の教育委員会なり、町部局

との協議もしなければならないということで、要

望を踏まえて検討をしていきたいというふうに考

えております。 

〇11番（白川栄美子君） わかりました。 

 ことばの教室で、卒業の後、特に小学校では支

援学級では教員の適切な配置がされていないとい

う保護者の声も聞くわけなのですけれども、特に

中学校では支援の教諭が保護者と支援の担当の教

諭との懇談会に参加しないという保護者からの苦

情も寄せられているわけなのですけれども、そう

いう部分の実態というのは把握しておられるのか

どうなのか。 

 それとあと、教育委員会では年に１回町内学校

訪問を実施していると思うのですけれども、しか

し先生が支援学級を含めてどのように指導されて

いるかということは、多分１年間でたった１回だ

けなので、学校訪問では把握できないのではない

でしょうかと思うのですけれども、その部分はど

ういうふうにされているのですか。この学校訪問

も回数をふやしていくべきではないのかなと考え

ております。 

 最後になりますけれども、全体通して特別支援

学級においても、まなびの教室においても見えな

い障害を持っている子供はふえているのに教員が

ふえていないと、適切な配置がされていないとい

うことになるのかなと思っております。障害を持

った子供たちが教育の現場から置き去りにされて

いくという、語弊がある言い方かもわかりません

けれども、本当にそういう状況なのかなと感じる

ときもあります。そうであってはならないので、

来年から法改正のもとで教育面も進めていかなけ

ればならないのに、そこで教員の配置でつまずく

と、全部そこから就労面についても結びつけるの

に困難になると思うのです。だから、教育者とは

いえ人間ですから、心にゆとりがなければ本当に

あってはならない言動や行動にまで出てしまうこ

ともあると私は思うのです。深くは語りませんけ

れども、ただやっぱりそういう部分でしっかり教

員をふやしていくということはやっていかなけれ

ばいけないことなのかなと思いますので、現場の

人間が意識を持ってやらなければ何事も進みませ

んし、責任を持ってやらないと行き詰まりが出て

くるのも現実です。そういう部分では、今後の中

で教育長のリーダーシップが必要でないかなと考

えますので、最後に見解をお伺いいたしまして、

質問を終わりたいと思います。 

〇教育長（中村寿仁君） 11番、白川議員の再度

のご質問にご答弁申し上げます。 

 特別支援の中での保護者会に出てこない保護者

がいるということにつきましては、そこの部分に

ついては私は認識はしておりません。保護者会が

どういう形なのかわかりませんので、認識はして

おりません。それとあわせまして、年に１回の訪

問というのは、教育委員を含めた、教育委員長を

含めた全員のということでございまして、私自身

はそれ以上に訪問しております。それとあわせま

して後志教育局の指導主事なり、指導官が年に何

回か来ます。そのときには特別支援も含めた普通

学級の訪問もして、どういう状況かを校長から聞

いて、それに対応していくというふうな部分はし

ております。 

 それと、人員配置という部分でございます。特

別支援学級の人員配置とことばの教室の人員配置

の基準が違うということなのです。新設の場合、

新しくつくる場合はことばの教室10名以上という

ことなのですけれども、１人ということなのです

けれども、継続の場合は対象人数にかかわらず、

１週間におおむね24時間の指導をする学校という

ことで、沢町の場合はそれ以上の対応をしており

ます。 

 本年の８月の朝日新聞に載っていたのですけれ

ども、いろいろなところから通級指導についての
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加配の基準を明確にしてほしいと。児童が10人い

れば１人とか、20人いれば２人とかという、その

人数に応じて自動的に配置される仕組みの法改正

が必要であるということで、文科省としては来年

の通常国会に、義務教育基準法というものがござ

いまして、それを改正して通級においても10人い

れば１名、20人いれば２名というようなことに法

改正に向けて進んでいくのだということはちょっ

と耳にしておりますけれども、それがどうなって

いるかというのは今の段階ではわかりません。北

海道のことばを育てる親の会北海道協議会、要す

るに余市町の協議会の集合体がその部分について

道教委に対しても要望を出しております。やはり

議員がおっしゃるとおりにそこの部分をきちんと

させないと、今後中学校も検討していきたいと思

いますけれども、そこの部分が国として加配の配

置基準を明確にしていただきたいと、私のほうも

道教委にはお願いしているところでございます。

そういった中で、先生方も頑張っていけるのかな

と。２名でも今頑張っていますけれども、ただ１

つとしては来年に向けてまた加配を要求に行きた

いというふうに考えていますし、通級の子供たち

今後どういうふうになるのかという部分も、何年

か前からどんどん、どんどんふえていっています。

その対応は、きちんとしていかなければならない

というふうに考えております。 

〇議長（中井寿夫君） 白川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 ２時３０分 
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