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平成２９年余市町議会第２回定例会会議録（第１号）

開 会  午前１０時００分 

延 会  午後 ２時１１分 

〇招 集 年 月 日             

  平成２９年６月２０日（火曜日）      

〇招 集 の 場 所             

  余市町議事堂               

〇開 会             

  平成２９年６月２０日（火曜日）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  髙 橋 伸 明 

  税  務  課  長  堀 内   学 

  民 生 部 長  須 藤 明 彦 

  町 民 福 祉 課 長  上 村 友 成 

  高 齢 者 福 祉 課 長  増 田 豊 実 

  保 健 課 長  濱 川 龍 一 

  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  阿 部 弘 亨 

  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  山 本 金 五 

  農業委員会事務局長  中 村 利 美 

  教 育 委 員 会 教 育 長  佐々木   隆 

  教 育 部 長  小 俣 芳 則 

  学 校 教 育 課 長  羽 生 満 広 
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  社 会 教 育 課 長  松 井 正 光 

  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 

  書         記  細 川 雄 哉 

〇議 事 日 程            

  第 １ 会議録署名議員の指名       

  第 ２ 会期の決定            

      議長の諸般報告          

  第 ３ 平成２８年余市町議会第４回定例会 

      付託 陳情第 １号 家庭生ごみ・ 

      下水道汚泥等のアミノ酸堆肥化に関 

      する陳情書（民生環境常任委員会審 

      査結果報告）           

  第 ４ 一般質問             

開 会 午前１０時００分 

〇議長（中井寿夫君） ただいまから平成29年余

市町議会第２回定例会を開会いたします。 

 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。 

 今期定例会に提出されました案件は、委員会審

査結果報告１件、議案３件、報告４件、他に一般

質問と議長の諸般報告です。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第１、会議録署名議

員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第119条の規定によ

り、議席番号18番、溝口議員、議席番号１番、野

呂議員、議席番号２番、吉田議員、以上のとおり

指名いたします。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第２、会期の決定を

議題といたします。 

 この際、議会運営委員会の委員長からの報告を

求めます。 

〇18番（溝口賢誇君） 平成29年余市町議会第２

回定例会開催に当たり、昨日午前10時より委員会

室におきまして議会運営委員会が開催されました

ので、その審議経過並びに結果につきまして私か

らご報告申し上げます。 

 委員７名の出席のもと、さらに説明員として鍋

谷副町長、前坂総務部長、須貝総務課長の出席が

ありましたことをご報告申し上げます。 

 今期定例会に提出されました案件は、委員会審

査結果報告１件、議案３件、報告４件、一般質問

は11名によります16件、他に議長の諸般報告でご

ざいます。 

 会期につきましては、本日より６月23日までの

４日間と決定しましたことをご報告申し上げま

す。 

 なお、日程の割り振りにつきましては、議員各

位のお手元に日程表が配付されておりますので、

省略させていただきます。 

 さらに、内容につきましてご報告申し上げます。 

 平成28年余市町議会第４回定例会付託にかかわ

る日程第３、陳情第１号 家庭生ごみ・下水道汚

泥等のアミノ酸堆肥化に関する陳情書につきまし

ては、民生環境常任委員会審査結果報告でありま

すので、即決にてご審議いただくことに決しまし

た。 

 日程第４、一般質問は、11名による16件です。 

 日程第５、議案第１号 平成29年度余市町一般

会計補正予算（第１号）につきましては、即決に

てご審議いただくことに決しました。 

 日程第６、議案第２号 平成29年度余市町介護

保険特別会計補正予算（第１号）につきましては、

即決にてご審議いただくことに決しました。 
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 日程第７、議案第３号 余市町乳幼児等医療費

の助成に関する条例の一部を改正する条例案につ

きましては、所管の民生環境常任委員会に閉会中

といえども審査、調査のできることをつけ加え、

付託することに決しました。 

 日程第８、報告第１号 繰越明許費繰越計算書

についてにつきましては、即決にてご審議いただ

くことに決しました。 

 日程第９、報告第２号 株式会社北後志第一清

掃公社の第40期（平成28年度）経営状況の報告に

ついてにつきましては、即決にてご審議いただく

ことに決しました。 

 日程第10、報告第３号 株式会社余市振興公社

の第26期（平成28年度）経営状況の報告について

につきましては、即決にてご審議いただくことに

決しました。 

 日程第11、報告第４号 株式会社まほろば宅地

管理公社の第６期（平成28年度）経営状況の報告

についてにつきましては、即決にてご審議いただ

くことに決しました。 

 なお、追加案件もあると伺っておりますので、

それらの案件が提出されました時点で議会運営委

員会を開催し、その結果をご報告申し上げます。 

 以上を申し上げまして、議会運営委員会の報告

といたします。 

〇議長（中井寿夫君） ただいま委員長から報告

のとおり、今期定例会の会期は本日から23日まで

の４日間といたしたいと思います。これにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、今期定例会の会期は本日から23日まで

の４日間と決定いたしました。 

 なお、会期中の会議予定につきましては、お手

元にご通知いたしました案のとおりでありますの

で、ご了承願います。 

 なお、今期定例会は、地方自治法第121条第１項

の規定により説明員として通知のありました者は

お手元に配付のとおりでありますので、ご了承願

います。 

 次に、傍聴人の定員について申し上げます。 

 傍聴規則第３条の規定により、傍聴人は報道関

係者と他に一般傍聴者38名となっておりますこと

をご報告申し上げます。 

〇議長（中井寿夫君） 次に、諸般の報告をいた

します。 

 ５月24日、北海道新幹線建設促進後志・小樽期

成会並びに北海道横断自動車道黒松内・小樽間建

設促進期成会の総会が開催され、総会終了後、後

志総合開発期成会と合同による要請行動が実施さ

れ、お手元に配付の内容のとおり要請いたしてま

いりましたので、ご報告申し上げます。 

 次に、５月26日、後志総合開発期成会による道

段階、６月１日には中央段階の要請行動が実施さ

れ、お手元に配付の内容のとおり要請いたしてま

いりましたので、ご報告申し上げます。 

 次に、６月13日、札幌市において北海道町村議

会議長会の第68回定期総会が開催され、会務報告

の承認、各地区管内議長会提出案件の採択等を行

った後、お手元に配付の決議並びに特別決議を採

択し、終了したことをご報告申し上げます。さら

に、同日後志町村議会議長会臨時総会が開催され、

平成28年度の事業報告並びに歳入歳出決算認定に

ついてそれぞれ承認をし、終了いたしたことをご

報告申し上げます。 

 なお、それぞれの詳細につきましては、関係書

類を事務局に保管してありますので、必要な場合

ごらんいただきたいと思います。 

 以上で諸般報告を終わります。 

〇議長（中井寿夫君） 次に、平成28年第４回定

例会において付託にかかわる日程第３、陳情第１

号 家庭生ごみ・下水道汚泥等のアミノ酸堆肥化
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に関する陳情書を議題といたします。 

 この際、民生環境常任委員会委員長から審査結

果の報告を求めます。 

〇８番（吉田浩一君） ただいま上程されました

平成28年余市町議会第４回定例会付託、陳情第１

号 家庭生ごみ・下水道汚泥等のアミノ酸堆肥化

に関する陳情書に対する審議経過並びに結果につ

きまして私からご報告いたします。 

 本陳情につきましては、余市郡赤井川村字赤井

川206番、北海道農家消費者連盟、農家代表、田中

龍彦氏並びに札幌市北区新琴似12条８丁目５番

16、北海道農家消費者連盟、消費者代表、高橋由

加里氏により提出され、平成28年11月18日に受理

されたものであります。 

 陳情の趣旨といたしましては、家庭から排出さ

れる家庭生ごみについて資源物と捉え、ごみの減

量化もあわせて、かつ優良なアミノ酸堆肥へと資

源化を行い、地域農業へ導入するため、事前調査

等の関連予算を計上するよう求めるというもので

あります。 

 この陳情は、平成28年12月16日、余市町議会第

４回定例会において提案され、所管する民生環境

常任委員会に付託され、審議されることとなりま

した。付託を受けました民生環境常任委員会とい

たしましては、陳情でありますことから審査の方

法につき委員会でどのように審議を行うかの協議

をいたしました。その結果、委員個々が調査を行

いながら質疑を行っていくということに決めまし

た。また、陳情内容としては、資源化事業導入を

検討するために調査経費等の予算計上を求めるも

のでありましたことから、理事者側に対して現行

での状況等の質疑を行いながら、審査をすること

と取り決めを行い、鋭意慎重に審査を行いました。 

 なお、当該委員会の開催日、出席委員、説明員

等につきましては、お手元に報告書が配付されて

おりますので、報告を省略させていただきます。 

 以下、審査の経過につきましてご報告いたしま

す。この陳情書の中には、旭川ＪＡ、美唄ＪＡの

名前が出ているが、美唄市のほうは道等の交付金

などは出ているのかとの質問に対し、詳しくは承

知していないが、美唄市は生ごみを燃やせるごみ

として収集し、燃やさないで埋め立て処理をして

いたということで、環境省の循環型社会形成推進

交付金を活用し、埋め立て処理をやめて堆肥をつ

くるという事業に平成27年から乗り出したと聞い

ているとの答弁でした。 

 次に、札幌市の場合マンションで実施している

ということで、マンションごとに自治組織があり、

そうした中でそれぞれ取り決めをして実施してい

ると思う。余市町の場合ある程度世帯数がまとま

っているのは町営住宅になると思うが、例えば町

営住宅で実施しようとした場合、こういう組織を

組むことは現実的に可能なのか。また、区会単位

で行うとした場合、各家庭の協力というのが果た

して得られるのかとの質問に対して、札幌市の実

証実験では生ごみの収集に関しては常に管理人が

常駐しており、ごみステーションの管理が確保で

きる大規模集合住宅を抽出して行っている。時間

が来ればバケツを出して、収集後はバケツを片づ

け洗浄、もし生ごみがこぼれていたりした場合は

清掃等も行って、そういうところを選んでやって

いると聞いている。本町では、バケツを誰が出す

のか、バケツは洗っていただけるのか、また収集

後出される生ごみは必ずカラスだとかが来て散乱

し、大変なことになるという懸念があり、きちん

と管理をして後始末もしていただける方がいなけ

ればなかなか難しい事業ではないかと考えている

との答弁でした。 

 次に、仮に分別方法等を含め、これを実施しよ

うとするとなったら、行政側でかなりの部分にか

かわっていかなければならないとなった場合、現

実的に可能なのかとの質問では、行政のほうで分

別を実施するとなるとさらなる委託料が発生する

ということになる。住民みずからの協力で分別を
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していただくということが原則になるとの答弁で

した。 

 次に、これを実際に行おうとした場合、集める

という行為をどういった団体に請け負ってもらう

ことになるのか。現状廃棄物収集は第一清掃公社、

リサイクル関係はリサイクル協同組合が行ってい

るが、この事業を行うと仮定した場合、現在の第

一清掃公社、リサイクル協同組合の現状で見た場

合人員も増員していくことも必要になってくるこ

とが考えられるのではないかとの質問では、仮に

事業をするとした場合生ごみは燃やすごみである

ことから、収集は北後志第一清掃公社に委託する

ことになろうと考える。また、事業に当たっての

人員については、同一のごみステーションで燃や

すごみと生ごみが混在するということから同じ車

には積めないので、生ごみ専用の収集車が必要に

なり、現在燃やすごみについては１日３台走って

いるので、そのぐらいの車両も必要と考えるとの

答弁でした。 

 次に、自前でやるというよりも委託をかけて別

の組織をつくっていくという、あるいは別働隊を

編成しないとできないということで間違いはない

のかと思うが、当然廃棄物関係だと免許や許可が

必要になってくると思うが、町としてはこの関係

の業者の育成について、近い将来こういった部分

の事業はどう考えているのかとの質問では、生ご

みは現在広域により処理しており、平成27年度の

生ごみの焼却経費は１キロ当たり17円50銭で焼却

している。また、焼却の熱による売電収入も順調

であり、極めて安定して処理がされているという

ことから、生ごみの堆肥化については新たな費用

の発生等もあり、今後緊急性があるというふうに

は認識していないとの答弁でした。 

 次に、実際に分別収集をする場合どういう部分

が大きな問題になってくると予想されるのかとの

質問では、家庭生ごみの分別収集については同一

ごみステーションの中で燃やすごみと家庭生ごみ

が混在することを防止するため、専用の折り畳み

ボックスやふたつきの大型ポリバケツの用意、判

別が容易にできる生ごみ専用袋の作成、生ごみ専

用の新たな収集車とその運転手、助手、収集後の

生ごみステーションの洗浄、カラスなどによる生

ごみの散乱、異物排出対策等が考えられるとの答

弁でした。 

 次に、現時点で分別不良もあると思うが、ごみ

を回収した後から分別したり、やむなく焼却処分

をしてしまっているケースは頻繁にあるのかとの

質問では、燃やすごみ、燃やさないごみについて

は有料袋なので、ほとんどないが、プラごみにつ

いてはほぼ毎日二、三件職員が片づけに行ってい

る状況であるとの答弁でした。 

 次に、仮に実際に行おうとした場合、回収のた

めに組織をつくっていくとなれば、実際として概

算でどれぐらいの経費がかかってしまうのかとの

質問では、正式に計算等はしていないが、大きな

話としては現在使われているパッカー車１台購入

して1,600万円程度で、それに運転手等もかけると

かなりの経費になると考えているとの答弁でし

た。 

 次に、ごみの収集分別実績では、生ごみという

カテゴリーで4,600トンと計上されていたと思う

が、いわゆる可燃ごみと生ごみが混在した状態で

4,600トンと解釈してよいのかとの質問では、燃や

すごみの中に生ごみが入っているが、その中に生

ごみがどのくらい入っているという統計はとって

いないと答弁でした。 

 次に、専用のプラントの新たな建設や分別収集

等の仕組みづくりに費用が概算でどれくらいかか

るのかとの質問では、資源化した場合のプラント

整備や仕組みづくりによって発生し得る総体的な

費用は積算していないとの答弁でした。 

 次に、余市町としては広域の関係もあるが、余

市町単独事業としてやるのかとの質問では、現状

そこまでの考えは持ち合わせておらず、費用の試
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算もしていない。桃内にある広域のごみ処理施設、

または６市町村での話し合いもしたことがないと

の答弁でした。 

 次に、余市町によってどうなのかということが

問われていると思うが、今後他の自治体もどうい

う方向に持っていくのかということを見きわめな

がら、もっと研究すべきではないかとの質問では、

全国ではその地域の特性に応じてこういった取り

組みができているところもあるが、生ごみとなる

と特有のにおいもあり、取り組みづらいという性

質があるため、全国、全道での取り組みが進めら

れていった段階でそういった状況を注視していき

たいとの答弁でした。 

 次に、小樽市を含めた北後志の広域連合といっ

た場所でそういう機会を捉えて余市町から逆に提

言ではないが、可能性の一つとして出していくよ

うな考えはないのかとの質問では、広域連合へこ

のアミノ酸堆肥化について話を出す可能性につい

ては、ごみの減量化、資源化については各町村が

それぞれの考えで行うべき事務であることから、

今後各町村の議論の経過を見守りたいと思うが、

年に１回構成町村の課長会議の中で聞いてみたい

との答弁でした。 

 次に、余市町単独でこのアミノ酸堆肥という分

野に関して研究や検討を続けていくという考えは

どうなのかとの質問では、単独で研究するという

積極的な考えは現在持っていないが、国の廃棄物

の政策等を注視していきたい。その理由として、

焼却による売電収入が順調であり、このままいっ

たほうがいろいろな問題もなく一番いいのではな

いかと現時点では考えているとの答弁でした。 

 次に、町民にとっての最大幸福、費用対効果と

いうのは何なのかと考えたとき、判断するにはも

う少し材料をそろえてから判断すべきではないか

と思うが、見解を伺いたいとの質問では、ごみの

処理については極めて順調に推移をして、売電収

入もあるということで、アミノ酸堆肥化の施設の

建設、どこかに委託して生ごみを収集するという

ような新たな経費をかけてまで今すぐにやらなけ

ればならないというふうには思っていない。管内

あるいは全道、国の廃棄物の政策等を十分注視し

ながら研究は続けていきたいと考えている。 

 以上が主たる審査経過であります。 

 ３回にわたり委員会を開催、慎重なる審議を行

い、質疑終結後、採決に付した結果、平成28年第

４回定例会付託にかかわる陳情第１号 家庭生ご

み・下水道汚泥等のアミノ酸堆肥化に関する陳情

書につきましては、賛成者がなく、不採択との結

論を得ました。 

 以上、審査経過並びに結果につきましてご報告

いたしますので、各議員におかれましてはご審議、

ご決定賜りますようよろしくお願い申し上げ、民

生環境常任委員会の審査結果の報告といたしま

す。 

〇議長（中井寿夫君） 委員長の報告が終わりま

した。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより陳情第１号を採決いたします。 

 この採決は起立により行います。 

 本案に対する委員長の報告は不採択であります

ので、陳情第１号について採決いたします。 

 本案は、採択することに賛成の議員の起立を求

めます。 

（賛成者起立） 

 起立なしであります。 

 よって、陳情第１号 家庭ごみ・下水道汚泥等

のアミノ酸堆肥化に関する陳情書は、委員長の報

告のとおり不採択と決しました。 
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〇議長（中井寿夫君） 日程第４、一般質問を行

います。 

 順次発言を許します。 

 発言順位１番、議席番号８番、吉田議員の発言

を許します。 

〇８番（吉田浩一君） 平成29年第２回定例会に

当たり、さきに提出いたしておりました一般質問

２件を行います。町長、教育長におかれましては、

答弁のほうよろしくお願いいたします。 

 １点目であります。余市町史について質問をい

たします。長年執筆が続けられていた余市町史が

平成28年３月に発行されました。今回の書籍は、

余市町史編さん室の編集で、発行者は余市町とな

っております。分類としては、通史編となってお

り、発行は３年間で年２巻ずつの予定となってお

り、昨年２冊、本年２冊、来年２冊の発行予定と

聞いております。本の形式としては、写真や図画

を多用したＡ４判サイズの雑誌形式となってお

り、１巻当たり1,000部が印刷されたと聞き及んで

おり、販売価格としては１冊1,000円となっており

ました。 

 余市町における公的機関が発刊した町の歴史を

記した書籍は、昭和８年に余市町教員会によって

非売品として発行された余市町郷土誌が最初であ

ると認識しており、その後も幾度か発行されてい

るようですが、当時の本の形式としては辞書のよ

うに分厚い書籍となっておりました。余市町が発

行者となったいわゆる町史に分類される書籍とし

ては、今回のシリーズを除いて1985年発行の余市

町史資料編第１巻、1993年の自治発達史、1995年

の商工鉱業発達史、1998年の生活文化発達史があ

ります。このほかに1960年代から1980年代にかけ

て余市町教育研究所がかかわった余市町郷土史関

係が文教、農業、漁業のそれぞれがあり、このほ

かに佐藤利雄氏が編集したものが２冊ほどあるよ

うに見受けられますが、以下の質問をいたします。 

 余市町教育研究所とはいかなる団体であって、

現在の教育委員会と解釈してよいのか。また、余

市町教育研究所並びに佐藤氏がかかわった書籍

は、余市町が認めた公の町史に分類されるのか。 

 今回のシリーズを除いて余市町が町史と分類し

ている書籍は、上記のほかにあるとすればそのタ

イトルと発行年、発行者は誰なのか。 

 今回のシリーズを含めて町史は一般向けに販売

されておりますが、過去における町史も販売した

と聞き及んでおり、当時の価格は幾らだったのか。 

 今回のシリーズを含めて各刊何巻の販売可能な

在庫があるのか。また、おおよそ無料配付した冊

数は何冊ほどあったのか。 

 過去のシリーズの在庫があるとした場合、販売

する考え方はあるのか。販売可能ということであ

れば、今の価格は幾らになっているのか。 

 過去のシリーズを含め、余市町としては今後町

史の販売についてどのように考えているのか。 

 今回のシリーズを含め、内容が違う等の問い合

わせはあるのか。あった場合は、指摘された箇所

についてはどのように対処することになっている

のか。 

 次、２点目であります。中学校における運動系

のクラブ活動についてを質問いたします。過日後

志管内の高校野球の組み合わせを見て驚きました

が、１チームを編成するに当たり４校の合同チー

ムとなっておりました。町村を超えてのチーム編

成は、10年ほど前から見られるようになってきま

したが、以前は隣同士の学校同士の編成だったよ

うに記憶しておりますが、今はかなりの広域化を

しなければチーム編成も、また試合にも出場でき

ないということが顕著となってきたと見てとれま

す。少子化と言われておりますが、高校において

もこのような実態となっていることから、町内３

校の中学校においても生徒数の関係によってチー

ム編成をする競技、これは文化系、運動系を問わ

ず厳しい状況になってきているのではないかと推

測しております。この問題について私は、平成28年
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３月において関連した一般質問をしております

が、再度新しい教育長の考え方と方針を伺います。 

 本年度町内中学校のそれぞれの学校の生徒数は

何名なのか。 

 各中学校に団体競技等の種目であるクラブ数は

幾つあるのか。また、そのクラブの中で単独校と

して団体チームとして公式試合に出場できるクラ

ブは幾つあるのか。 

 単独校としてではなく、中学校をまたいだ編成

で公式に試合に出場しているクラブはあるのか。

ある場合は、クラブの名称とどこの中学校が主た

ることとなっているのか。 

 中学校をまたいでいるクラブがあるとすれば、

通常における移動の手法並びに保護者に対しては

どのように承諾を得ているのか。 

 通常の練習時における移動の場合、学校側で考

える責任の範囲はどの程度と考えているのか。 

 近年教員の時間外労働、いわゆるクラブ活動に

おいてクラブ活動の監督等の拒否があるとも聞き

及んでおりますが、実態としてはどうなのか。 

 教育委員会として、中学校をまたぐ広域のクラ

ブ活動についてどのような認識を持っていて、新

教育長としての方針はどのように考えておられる

のか。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

〇町長（嶋  保君） ８番、吉田議員のご質問

に答弁申し上げます。 

 余市町史に関するご質問の１点目、余市町教育

研究所並びに佐藤利雄氏がかかわった書籍の位置

づけでございますが、町が刊行した町史関係の書

籍につきましては、現在刊行中であります町の歴

史を時代を追って総括的に記載した通史、行政、

産業、教育など分野別の歴史を記載した部門史、

町指定文化財になっております林家文書など貴重

な資料を解読した町史資料に分類しており、いず

れも町史にかかわる公的な書籍と位置づけており

ます。 

 ご質問の教育研究所が編集した余市漁業発達

史、余市農業発達史、余市文教発達史戦前編、余

市文教発達史戦後編の４冊は部門史、佐藤利雄氏

が編集したヨイチ運上家オムシャ取扱・年中行事

記、ヨイチ御場所見回り日記安政五年の２冊は林

家文書を解読した町史資料と位置づけておりま

す。 

 ２点目の今回の通史シリーズを除いた町史関連

の書籍でございますが、ただいま申し上げました

書籍のほか部門史といたしましては、余市自治発

達史が平成５年、余市商工鉱業発達史が平成７年、

余市生活文化発達史が平成10年に刊行されてお

り、いずれも編集は余市町史編さん室、刊行元は

余市自治発達史については余市町総務部、他の２

冊については余市町となっております。また、町

史資料といたしましては、昭和60年に林家文書を

解読した余市町史資料編１を刊行しております。

編集は、余市町総務課余市町史編集室、刊行元は

余市町となっております。以上のほか町史資料と

していずれも町史編さん室編集、余市町を刊行元

として、昭和41年に余市小史、昭和48年にヨイチ

御場所見回り日記安政六年、平成18年にイキシュ

夷人日記留書を刊行しております。 

 ３点目の一般向けの町史の販売状況でございま

す。まず、部門史でございますが、余市漁業発達

史が600円、余市農業発達史が800円、余市文教発

達史戦前編が3,500円、余市文教発達史戦後編が非

売品、余市自治発達史、余市商工鉱業発達史、余

市生活文化発達史がいずれも5,000円となってお

ります。また、町史資料では、余市町史資料編１

が１万500円となっております。なお、現在刊行中

の通史につきましては、各巻1,000円で販売してい

るところでございます。 

 ４点目の販売可能な在庫状況と無料配付の冊数

についてでございます。販売可能な在庫といたし

ましては、６月12日現在で余市自治発達史が

722冊、余市商工鉱業発達史が193冊、余市生活文
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化発達史が327冊、余市町史資料編１が196冊、現

在刊行中の通史につきましては、余市町史１が

296冊、余市町史２が297冊、余市町史３が193冊、

余市町史４が188冊となっております。 

 また、関係機関の無料配付分でございますが、

現在刊行中の余市町史１、２がそれぞれ200冊、余

市町史３、４がそれぞれ239冊となっております。

このほかの書籍につきましては、記録が残ってい

るものとして、余市自治発達史が228冊、余市商工

鉱業発達史が242冊となっております。 

 ５点目の過去のシリーズの在庫販売の考え方で

ございます。まず、部門史であります余市自治発

達史、余市生活文化発達史、余市商工鉱業発達史

につきましては、訂正すべき点などが見られるた

め現在広く一般講読者対象とした販売は行ってお

りませんが、貴重な写真やデータが掲載された部

分もあることから、購入希望者があった際には訂

正点などについての説明の上、販売を行ってまい

ります。 

 次に、余市町史資料編１につきましては、幕末

から明治初期にかけての林家文書を解読した書籍

であることから専門性が高く、現在一般講読者を

想定した販売は行っておりません。しかしながら、

当該書籍につきましては、幕藩体制下のヨイチ場

所、さらには蝦夷地経営を知る上で極めて価値の

高い資料と評価されていることから、今後研究機

関への提供、販売などにより有効活用を図ってま

いりたいと存じます。 

 ご質問の６点目、今後の町史販売の考え方につ

いてでございますが、平成28年度より刊行を開始

した通史であります余市町史シリーズを主体に町

史販売を行ってまいります。町史の販売に当たっ

ては、これまでも町広報やホームページなどによ

り周知を図っており、今後とも本町の歴史につい

て多くの人たちに知っていただけるよう関係機関

や郷土史研究家の方々とも連携しながら、販売の

促進を図ってまいります。 

 ご質問の７点目、内容に関する問い合わせへの

対応についてでございます。過去に刊行された部

門史につきましては、全般にわたって記載内容に

ついてのご指摘や問い合わせが寄せられており、

今後余市町史を執筆するに当たってはそれらのご

指摘等を踏まえ、資料を再調査するなどして正確

さを期したところでございます。一方、現在刊行

中の余市町史につきましては、誤字等のご指摘が

数件寄せられているところでありますが、現時点

では記載内容に対する疑義や問い合わせは寄せら

れておりません。しかしながら、今後新たな資料

の発見などにより、加筆や修正などが必要となる

ことも想定されます。今後問い合わせ等があった

場合には内容等について資料を再調査するなど調

査を行い、訂正が必要な場合には正誤表の挿入な

どにより対応するとともに調査の結果を記録し、

保存、継承してまいりたいと考えております。 

 なお、教育委員会関係につきましては、教育長

より答弁申し上げます。 

〇教育長（佐々木 隆君） ８番、吉田議員の教

育委員会に関するご質問に答弁申し上げます。 

 余市町教育研究所とはいかなる団体であって、

現在の教育委員会と解釈してよいのかについてで

ございますが、余市町教育研究所につきましては

本町教育の実態調査及び資料の収集、教育の理論

と実践に関する研究などの事業を行うため、余市

町教育委員会が任免、または委嘱する教員、また

は教育に関する知識、経験のある者により構成さ

れる団体であります。 

 次に、中学校における運動系のクラブ活動につ

いてのご質問に答弁申し上げます。ご質問の１点

目、町内中学校のそれぞれの学校の生徒数につい

てでございますが、平成29年５月１日現在で東中

学校が201名、西中学校が84名、旭中学校が164名

で、全体で449名という状況でございます。 

 ２点目の各中学校における団体競技の種目であ

るクラブ数についてでございますが、東中学校は
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野球部を初め７部ございますが、全て部活動が単

独校として公式試合に出場可能な状況でございま

す。西中学校はバレー部を初め４部、旭中学校は

野球部を初め５部でございますが、全てが単独校

として公式試合に出場可能な状況となってござい

ます。 

 ３点目の単独校としてではなく中学をまたいで

編成し、公式試合に出場しているクラブにつきま

しては、余市町以外の学校からの要請により現在

中学校をまたいで編成し、公式戦に出場している

クラブは、旭中学校の野球部と東中学校のバレー

部の２部がございます。野球部につきましては、

旭中学校と仁木中学校により合同でチームを編成

しており、名称につきましては余市旭中学校・仁

木中学校として余市旭中学校が主体となり、公式

試合に出場しております。また、男子バレーにつ

きましては、東中学校、岩内第２中学校、真狩中

学校の３校により合同でチームを編成しており、

名称につきましては余市東中学校・岩内第２中学

校・真狩中学校として余市東中学校が主体となり、

公式試合に出場しているところでございます。 

 ４点目の中学校をまたいでいるクラブがある場

合、通常における移動の手段並びに保護者に対し

てはどのように承諾を得ているかでございます

が、中学校をまたいでいるクラブにつきましては、

年度当初に実施している保護者説明会で生徒の移

動手段として顧問の自家用車に同乗できない生徒

の移動を学校側から保護者に対し送迎協力につい

てお願いをし、ご了承の上、ご協力をいただいて

いるところでございます。 

 ５点目の通常の練習時における移動の場合、学

校側で考える責任の範囲はどの程度と考えている

かについてでございますが、合同チームを編成し

ております野球部とバレー部につきましては、双

方とも土曜、日曜日の練習への参加が中心であり、

生徒の移動はそれぞれが顧問、または保護者によ

る送迎を行っており、移動時における事故などに

つきましては、あらかじめ保護者説明会において

車両運転者の責任となることも含めご了承をいた

だいているところでございます。 

 ６点目の近年教員の時間外労働、いわゆるクラ

ブ活動においてクラブ活動の監督等の拒否がある

とも聞き及んでおりますが、実態としてはどうな

のかについてでございます。全国的には少子化や

生徒ニーズの高まりから教員が多忙となり、中学

校運動部活動の負担軽減などが問題となっている

中、本町の各中学校におきましては部活動に関し

て教員による拒否等はないところでございます。 

 ７点目の教育委員会として中学校をまたぐ広域

のクラブ活動化についてでございますが、全国的

には中学校における広域クラブ活動化につきまし

ては、少子化の影響により各中学校において生徒

が減少する中、学校単独でチームを編成し、公式

試合に出場することが困難な状況となってきてお

ります。このような中クラブ活動につきましては、

他校との合同チームを編成することが認められて

おります。教育委員会といたしましては、各部活

動の状況をよく見きわめながら、保護者や中学校

ともしっかりと協議を行った上で、最適な方法で

取り組んでまいりたいと考えておりますので、ご

理解を願います。 

〇８番（吉田浩一君） まず、町史のほうから再

質問をさせていただきます。 

 町長もふだん使わないような言葉で、非常に答

弁もしづらかったのではないかなと思って聞いて

いましたけれども、私実は今回一般質問をするに

当たって、図書館に行って調べてきたのです。そ

の中で、これだけなのかなと思ったら、やっぱり

これ以外に何冊かある。図書館のリストに出てく

るやつのほかにあるのです。それを初めて知りま

した。それがどういう形で出ているのかというの

はちょっとわからないし、逆に図書館のほうにそ

ういうリストがないということであれば、これは

いかがなものなのかなと思うのです。図書館は今
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検索システムあるので、例えば町史というふうに

分類したらある程度のものが出てくるはずなので

す。だから、その辺を整理かけるというのも必要

なことではないかなと思うのですけれども、これ

は図書館ということで教育長になるのかどうかは

ちょっとわからないのですけれども、まずその点

をお尋ねしたいなと思っています。 

 それと、在庫のことを聞きましたけれども、大

きく分けると古いものと、要するに昭和時代に出

したもの、それと平成の10年代ぐらいまでに出し

たもの、それと今のものと大きく分けたら３つぐ

らいに分かれるのでないかなと思うのです。そう

いう中で、今在庫のほうを聞いたのですけれども、

今発売されている町史３、４の在庫が200冊切って

いるという答弁でした。私通告質問の中には

1,000冊印刷したのでないかというふうな記憶で

そういうふうに質問をしたのですけれども、現実

的に何冊ずつ印刷されたのかなというのがまず１

つです。 

 それと、既に在庫が200冊を切っているというこ

とであればどうなのかなと思うのです。中身的に

は古いほうはいろいろと問い合わせが来ていると

答弁でしたけれども、今のやつは誤字脱字はある

けれども、その中身についてどうのこうのという

ことはまだ今のところないよというような答弁だ

ったものですから、今発売されている町史という

のは非常に正確なものなのだろうと思うのです。

であれば、この辺今200冊を切っているということ

であれば、ことし発売されてもう200冊切っている

というのであれば、欲しいというふうに言われた

らどうするのですか。この辺が町史の販売の仕方

としてどうなのかというのがちょっと疑問ですの

で、再度お尋ねしたいと思います。 

 それと、過去のものについては、いろいろと中

身的に問題があるということもあるような答弁を

されていたのですけれども、今のやつは別ですけ

れども、古いやつで在庫があるやつは、なおかつ

いろいろ問題があるということなのでしょうけれ

ども、古いほう、これを売るとしたら幾らで売る

のかというそこを答弁もらっていなかった。そこ

の部分もう一回答弁お願いします。幾らなのか、

幾らで売るのかというふうにお尋ねいたします。 

 それと、教育長のほうから教育研究所というの

は教員等で構成される団体という答弁でした。そ

れはわかりました。ただ、版権というのですか、

書籍を売るというふうになると版権というところ

が問題になってくるものですから、これは版権は

余市町が持っているのですか、それとも教育研究

所が持っているのですか。この辺わからないとい

うのだったらわからないというふうに答弁をお願

いしたいなと思います。 

 それと、古い商工発達史だとか生活発達史です

か、この辺版権の問題というのと、販売したら教

育委員会に入るのですか、それとも余市町に入る

のですか。これもお願いしたいと思います。 

 次に、中学校のほうに行きたいと思います。中

学校のクラブ活動なのですけれども、生徒数と今

クラブ活動の数はわかりました。全部それぞれ単

独でやっているということで、旭中学と東中学だ

けは町外の中学校が来ているということの答弁で

した。 

 ただ、その実態は実態としてわかったのですけ

れども、先日公民館行ったときなのですけれども、

たまたま剣道のクラブということの問い合わせが

入ってきたのです。職員が剣道連盟でやっていま

すよと、体育館の剣道連盟のほうでやっていると

思いますのでということで電話で答えていたので

すけれども、昔は中学校に剣道部があったかどう

かはちょっと記憶定かでないのですけれども、高

校には剣道部だとか柔道部というのはありました

ので、中学校も柔道くらいはあったはずです。そ

れで、そういうクラブをやりたいというふうにな

ったときに、学校になければ当然何とか親として

はそういうのをやらせたいということで、体育館
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でやっている団体だとか、もしくはよその学校に

行くということになるのだろうなというのは思っ

ています。 

 今教育長から東中学校の男子バレー部は、岩内

と真狩から来ているというふうに答弁されていま

したけれども、実は私の経験上でも私の子供が東

中学時代に、男子なのですけれども、バレーボー

ルやっていて、そのとき島牧から通っていた子供

がいたのです。もちろん土日限定ということなの

ですけれども、島牧ですので、片道３時間以上か

かると。島牧から自宅を出て、東中学校に何時に

集合と、何時に出発とかとあります。土日だとそ

こから遠征に行くとかというふうになると、朝７

時出発だよというふうになったら、朝の３時、４

時に起きて向こうを出なければならないというこ

となのです。それで、そういうふうにやっても親

は何とか子供の望むところをやってやりたいなと

いう思いはあるのです。これは特殊な例なのでし

ょうけれども、やっぱりこれから少子化になって

きたらそういうふうになってくるのではないかな

と思うのです。 

 事故に関して言えば、顧問の車や保護者の車で

送迎をお願いしますというような答弁だったので

すけれども、今のところ何もないからなのです。

であれば、例えば誰も事故起こしたくて事故起こ

すわけではないけれども、不可抗力で交通事故に

遭って生徒がけがしただとかというのは、たまた

まテレビでもよくある、報道されるのですけれど

も、この辺の手当てというのは全く保護者だとか

顧問の先生に任せっきりなのですか、そうしたら。

まず、そういうところから見直していかなければ

ならないのではないのかなと思うのだけれども、

先生方の顧問とか断る人いないのですかと聞いた

ら、今のところそれはいないという答弁もあった

のですけれども、中学校のクラブというのは団体

行動だとか、そういうことを学んでいくという一

つの学習の延長線上にあるのではないかなと思う

のです。ですから、いろいろな意見持たれている

方いると思います。そういう社会人の、社会とい

うか、一般的なほうにただ集まって、希望者が集

まってやれという、そういうふうにやらせるべき

ではないかという意見もあるというのはよくわか

っています。ただ、団体生活だとかというのは、

やはりそれぞれの学校だとかで組んでいかなけれ

ばならない。そういう中で学んでいかなければな

らないのでないのかなということを私はそちらの

ほうが優先すべきことだろうと思っていますし、

その中で試合とかに勝っていけばそれが学校の伝

統だとか生徒のやる気だとか、そういうのにつな

がっていくのではないかなと思うのです。だから、

その点教育長はどういうふうに考えているのかと

いうことも再度お尋ねしたいと思います。 

〇町長（嶋  保君） ８番、吉田議員の再度の

ご質問に答弁をさせていただきます。 

 まず、図書館の関係の部分でございます。これ

につきましては、町史全般のお話なのですけれど

も、私も「マッサン」、そして会津若松市との交

流等の部分を深めて、改めて余市の歴史というの

を子供たち、さらには町民にしっかりと伝えてい

かなければならないという部分を再認識したとこ

ろでございます。そういった中では、若干外れま

すけれども、余市でおこったこんな話等の部分、

いろいろな中で子供たちに余市の町の成り立ち等

を伝えているところでございます。そういった中

で、検索システムを含めて気軽に町民がこういっ

た部分の検索等ができるようなシステム、これは

教育委員会、図書館等ともしっかりと連携をして

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。 

 それと、在庫の問題でございます。町史の１、

２、３、４、これは町史１、２は700部の印刷でご

ざいます。そして、３、４につきましては600冊の

印刷でございまして、まだ在庫も296、290、さら

には190と残っているところでございますが、これ
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は増刷もききますので、ＰＲはどんどんして、そ

して増刷するような形になれば私はもっともっと

町内外に余市町の歴史をＰＲできるというふうに

思ってございますので、そういった中では１、２

が700、３、４が600の中で今290冊、さらには３、

４については190冊程度が在庫として残っている

という状況でございます。 

 また、古い在庫の部分につきましては、それぞ

れ昔の漁業発達史であれば600円、さらには農業で

あれば800円、文教発達史であれば3,500円とあり

ますので、その定価で販売になるというふうに思

ってございますが、議員ご指摘のとおり、これら

古い部分につきましては記述等の内容にいろいろ

な問題点もございますので、積極的には販売とい

う形にはならないというふうに思ってございま

す。 

 また、販売収入につきましては、余市町のほう

の収入という形でございますので、ご理解願いた

いと存じます。 

〇教育長（佐々木 隆君） ８番、吉田議員から

の再度のご質問でございます。 

 各中学校クラブ活動におけるさまざまな大会等

移動手段、日々の練習等も含めた中で、公式試合

につきましては教育委員会のほうで移動手段等を

確保するわけではございますけれども、オープン

戦、あるいは日々の練習等の移動につきましては、

それは年度当初学校と保護者等で協議をいただい

た中で責任というものを明らかにしてお願いをし

ているような状況、先ほどの答弁と重なりますけ

れども、そのような状況でございます。こういっ

た状況がよろしいのかという部分ではございます

けれども、現状といたしましては何らかの手だて

というものを考えていきたいと思いますけれど

も、現状そこに頼らざるを得ないのかなというふ

うにも思っておりますけれども、今後そういった

部分は研究もしていきたいなと思っております。 

 また、クラブ活動、団体競技のあり方みたいな

ところでご質問といいますか、見解といいますか、

ございました。基本的には運動クラブの個人競技

もありますでしょうし、団体競技、団体競技とす

れば技術力だとか専門性だとかそういったことを

指導する顧問がいれば、それ以上に例えば協力し

合うことだとか心を一つにするとか、あるいは礼

儀、挨拶だとか、こういった心のありようといい

ますか、こういったことがアマチュアスポーツで

は一番重要な部分だと思っております。そういっ

た中では、教員が顧問としてそういったところを

教育的な見地から指導していただくという部分が

いろいろな座学を通じて心のありようを指導して

いくところが一番重要なのかなと思っておりま

す。ただ、今少子化によって部活動がだんだん成

り立たなくなってきているという状況も踏まえた

中では、いろいろと広域のチームの編成というも

のも今後やむを得ない状況になってくるのかな

と。そういった部分については、各学校同士でお

話し合いをしていただきながら、あるいは教育委

員会としてもご相談あればそういった部分につい

てはいろいろと意を用いてまいりたいというふう

に考えてございます。 

〇８番（吉田浩一君） まず、町史のほうなので

すけれども、さっき答弁いただいていなかったの

で、もう一回聞きます。教育研究所が出した出版

物の版権、これはどこが持っているのですか。余

市町なのですか、教育研究所が持っているのです

か。わからないのだったらわからないで、これか

ら話し合いますというのだったらそれはそれでい

いのですけれども、売れたのは余市町に入るとい

うことです。教育委員会ではなくて余市町に入る

ということで、それはわかりました。そこの部分

だけもう一回お願いしたいなと思います。 

 それと、町長の答弁の中で、「マッサン」だと

か会津との関係があって、余市の歴史を再認識し

ましたという答弁が２回目であったのですけれど

も、町長の答弁としてはわかるのですけれども、
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今回この質問をするに当たって在庫あるのですか

と聞いたときに、当然町長は倉庫まで行って数え

てきたわけではないと思うのです。それはわかり

ます。役場の庁舎にいる担当課は、それちゃんと

数えてきましたか。今特定の職員が１名ないし２

名しかこの町史関係というのはわからないという

のが現状ではないですか。その辺含めて、町長の

答弁と実際の行動というのが何か今一致していな

いのではないかなと思うのです。これは、あらゆ

る面でそういうふうに思います。誰が責任あると

かという問題でないと思います。ただ、全部の職

員とは言いません。だけれども、１名ないし２名

の職員に任せっきりで、あとどこに何あるのだか

わかりませんということではやはり済まされない

と思います。その辺きちんと町長は職員の指導と

いうか、そこいったら問題から外れてしまうので

すけれども、そういう思いがあるということだけ

ちょっとお伝えしておきたいと思います。 

 次、教育長のほうなのですけれども、答弁とし

ては大体わかりましたけれども、余市町の子供の

出生数を見たときに、ここ何年間くらいは大体ト

ータルで200名ちょっとですか、これぐらいで10年

ぐらいは推移していくのだろうと思うのですけれ

ども、ごくごく最近ここ何年間かはぐっと下がっ

てきています。100名切るような、年でとるのか、

年度でとるのかによってちょっと統計変わってく

ると思うのですけれども、どちらにせよここ何年

間は100人を切るような状況になってきていると

思うのです。その子供たちが小学校、中学校に上

がってきたら、当然今のような状況にはならない

と。今全町で200名ちょっといるのでしょうけれど

も、３分の１くらいは減るというのははっきりし

ています、将来的に見て。そういうふうになった

ときに今からしっかりとした体制づくりというの

が必要なのではないのか。だから、そこのところ

で学校自体で単独でやっているし、子供たちの送

迎については保護者や監督等がちゃんとやって、

それの承諾はもらっていますという答弁だったの

だけれども、それは既存のクラブしかないから、

今あるクラブだからそこに入るのです。それ以外

の子供たちってどうするのと。それ以外のクラブ

をやりたいのはどうするのですかというふうにな

ったときにどうするのか。それと、なおかつ子供

がこれからずっと少なくなってきたときに、さあ、

どうするのですかと。だから、外部のスポーツ団

体に任せるのか、それとも余市の中学校は余市町

の全体の中学校としてそういうことを考えていく

のか。逆にそうすることによって、今３校あるの

ですから、３校の中でそれぞれあるクラブ、どう

いうクラブがあるのだかよくわからないですけれ

ども、例えば野球が３校ともあるのだよというこ

とになれば、どこかうまいところに一つに集中さ

せるだとか、いいコーチ、監督だとか指導者がい

るところに一つにまとめてしまうとかという、そ

ういう方式を今から考えておく必要があるのでは

ないかなと思うのですけれども、再度の教育長の

考え方をお尋ねいたします。 

〇町長（嶋  保君） ８番、吉田議員の再度の

ご質問に答弁を申し上げます。 

 教育研究所の版権の問題、これにつきましては

申しわけございません。今答弁を保留させていた

だいて、後日しっかり調査したいというふうに思

ってございます。ここで見る限りでも発行のとこ

ろが余市町がほとんどでございますが、教育研究

所の部分は教育研究所編集委員会、さらには郷土

史編集委員会等の部分ございますので、そこにつ

きましては調査の上、後日ご回答させていただき

たいというふうに思っているところでございま

す。 

 また、町史の専門性の部分、確かにおっしゃら

れるようにこの部分につきましては部署という

か、人に仕事がついて回ったというような部分も

ございます。そしてまた、これはそういった意味

では１つには非常に専門性の強い部分であるとい
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う部分もございまして、一般職の職員が全てがこ

ういった部分まで細部にわたってまでいけるかと

いうのはなかなか難しい部分ございますが、しか

しこれらにつきましては、ある一定水準等の部分

につきましては職員等の養成、学芸員等を含めて、

そのあたりを含めてしっかりと伝承していかなけ

ればならないというふうに思ってございますの

で、これら通史、例えば町史が４巻、６巻で来年

度終わりますけれども、そのあたりその後の体制

はどうしていくかという部分を含めて、私はこの

部分は非常に重要であるというふうに考えてござ

いますので、それらの体制も今後しっかりと検討、

確立させ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。 

〇教育長（佐々木 隆君） ８番、吉田議員から

の再度のご質問にお答えを申し上げます。 

 議員ご指摘のとおり、出生率については今100名

を切ってきている。28年の４月から３月にかけて

は、出生率114名ほどで若干伸びてはいますけれど

も、こういった傾向については今後も続くだろう

という、出生率が少ないという部分については今

後も続いていくだろうなと思っておりますし、そ

ういった中で部活動の存続がなかなか難しいとい

う状況も想定はされるところであります。 

 例えば団体競技、試合が成立する場合にはサッ

カーであれば11名、野球であれば９名だとか、各

中学校で１人、２人それを取り組みたいという、

そういうケースがあった場合には、そこは顧問の

先生がついたとしてもなかなか活動自体が自校で

できるのかどうかという問題も学校ではいろいろ

と判断をしなければならない問題でしょうし、た

だ子供がそういった意欲がある中でスポーツに取

り組みたいという部分というのは、とても尊重し

なければならないのかなと思っております。今後

このような状況になりますと、各学校で団体競技

が成立できるだけの子供がいなくて、３中学校合

同であれば１つのチームが可能な状況等というこ

とも想定はされます。ですが、中体連への参加と

なれば学校が参加するような形になりますので、

どこかの学校に集中をして、そこで日々の練習を

し、大会に出場するというようなことも今後に向

けては検討していかなければならないのかなと、

かように考えているところでございます。 

〇議長（中井寿夫君） 吉田議員の発言が終わり

ました。 

 暫時休憩します。 

休憩 午前１１時１２分 

再開 午前１１時２７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２番、議席番号10番、野崎議員の発言

を許します。 

〇10番（野崎奎一君） 平成29年第２回定例会開

催に当たり、さきに通告しました２問につき答弁

のほどよろしくお願いいたします。 

 １件目、公共施設のトイレの水洗化等について

お伺いいたします。現在区会で使用されている集

会所、会館、老人寿の家等ありますが、トイレの

水洗化が整備されていないところがまだあると思

います。下水道の整備区域内においては、一日も

早い水洗トイレ化の取り組みについてお伺いいた

します。 

 下水道の整備区域外のところについては、合併

浄化槽の整備に取り組んでいただきたいと思いま

すが、高齢の利用者の中には最初に設置されたま

まの和式トイレでは利用しづらいので、集まる機

会があっても参加を遠慮している方がいると聞い

ております。年齢を重ねるにつれて地域の仲間と

話し合える場に一人でも多くの方が参加できるよ

うになるためにも整備についてお伺いいたしま

す。また、簡易式水洗便器の利用についてもお伺

いいたします。 
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 ２件目、農家民宿等について。連続テレビ小説

「マッサン」の放映により、余市に来町される観

光客が大幅に増加しました。今でも人数は減って

いますが、続いていると聞いております。最近は

個人客、グループ客が増加の傾向だと認識してい

ます。中には日帰りではなく、宿泊者もいるので

はないかと思いますが、宿泊者の受け入れ施設と

して農家民宿の整備も必要かと思いますが、利用

者の中には宿泊を機に余市に永住する方も出てく

る可能性があると思います。本町の取り組みにつ

いてお伺いいたします。 

 さらには、近年民泊施設が全国的に増加してい

ますが、現在余市町にあるのかどうかお伺いいた

します。さらに、今後の対応についてもお伺いい

たします。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

〇町長（嶋  保君） 10番、野崎議員の公共施

設のトイレの水洗化等についてのご質問に答弁申

し上げます。 

 現在余市町が管理する主に区会や老人クラブ等

で使用されている公共施設は18施設あり、うち下

水道の供用開始区域内には８施設ございます。 

 ご質問１点目の下水道の供用開始区域内の施設

につきましては、８施設中６施設について下水道

との接続が終了しており、残る２施設につきまし

ては、老朽化等の実態も踏まえながら整備手法に

ついて検討してまいります。 

 ２点目の下水道の供用開始区域外の10施設につ

きましては、３施設に簡易水洗の便器を設置して

おりますが、合併浄化槽を整備している施設はご

ざいません。今後施設の老朽化や利用状況を勘案

しながら、整備手法について検討してまいります。

また、洋式化につきましては、全18施設中１施設

を除き最低１基以上の洋式の便器や便座を設置し

ておりますが、今後も利用される方の利便性を最

優先に、地域の方の声を聞きながら、洋式カバー

の設置等も含め整備に努めてまいります。 

 次に、農家民宿等につきましては、農業を営ん

でいる方がその住居を宿泊施設として提供すると

ともに、宿泊客が農業体験や地元食材を使った食

事の提供を受けるなど、土地の文化や習慣に触れ

ることのできる体験型の施設として近年注目を浴

びていると認識しております。本町におきまして

は、農家民宿を推進するため、平成27年に北海道

チャレンジパートナー推進特区の認定を受け、現

在１件の農業者が規制緩和による農家民宿を営ん

でおり、さらに近年農家民宿は増加傾向にあるこ

とから、これまでに４件の農業者が簡易宿所営業

の許可を受けているところでございます。 

 今後におきましても農家民宿を含めたグリーン

ツーリズムの取り組みとワインツーリズムの取り

組みを充実させることにより、１次産業の振興と

新たな産業の創出につなげていきたいと考えてお

りますので、これらの取り組みを進める生産者と

の連携を図ってまいります。 

 ２点目の民泊施設が余市町にあるかとのご質問

でございますが、旅館業にはその施設の構造設備

によりホテル営業、旅館営業、簡易宿所営業、下

宿営業の４つの種別が定められており、旅館業法

において旅館業を経営する者は都道府県知事の許

可を受けることになっております。また、自宅の

一部や空き別荘、マンションの空き室などを活用

して民泊サービスを提供するいわゆる民泊施設に

つきましては、本町においては確認、把握してい

るものはございません。 

 訪日外国人観光客のニーズや大都市部での宿泊

施設の不足、賃貸住宅の空き室や空き家の問題等

の対策として民泊サービスが注目されており、国

においてはいわゆる民泊新法と言われる住宅宿泊

事業法案が今月９日に可決成立し、施行は来年に

なる予定でございますので、新法施行の動向を注

視してまいります。 

〇10番（野崎奎一君） トイレのほうから先に再

質問させていただきます。 



－75－ 

 大分進んできていると思いますけれども、ちょ

っとまだあると思います。水洗化になっていない

下水道外の10カ所の部分でまだ３カ所が簡易トイ

レを使ってやっていると今答弁いただきました。

この残りの７カ所ですか、中には和式の腰かけ便

器使っているところもあると聞きましたけれど

も、できれば簡易水洗便器に一日も早くやってい

ただきたいなと思うのです。中には長く頑張って

何とかしてもらいたいという意見もあったところ

も聞いておりますので、そういう部分でますます

今後使う機会もふえてくる、高齢の方もだんだん

ふえてきていますので、集まる機会があってもな

かなか出てこれないという方が現実的に結構ふえ

てきています。その中で、一日も早く取り組んで

いただきたいと思います。 

 また、避難所の指定になっているところもある

と思いますので、そういう部分では一日も早い取

り組みをお願いしたいと思います。 

 だんだん地域も高齢化になってくる中で、お互

いにいろいろな話をし合って、またお互いに元気

もらって帰る、集まっては帰るという、そういう

流れが非常にいいのではないかなと思いますの

で、集まるたびにだんだんあの人も足が痛くてト

イレしゃがめないと、そういう方も中には出てき

ておりますので、それでもう来れないという、そ

ういう話も聞きました。今まで見ていた顔が見れ

なくなるというのは、やっぱりちょっと寂しい思

いもありますし、また町民の方も健康で元気でい

るためにもお互いに話し合うというのが非常に大

事な部分があると思いますので、その辺何とか早

い取り組みをお願いしたいと思います。 

 農家民宿については、これはなかなか現実には

農家だからすぐできるのではないかという部分で

はないと思いますので、なかなか難しい問題があ

ると思います。これは、そこら辺があればぜひ実

現のほうに向けて取り組んでいただきたいと思い

ます。 

 それで、今町内も新規就農者の方がかなりの数

が入ってきていると思うのですが、その中で将来

的に農家民宿やりたいという、そういう声が出て

きているのかどうか、その辺ちょっとお聞かせ願

いたいと思います。もし出ていれば、今入ってす

ぐやれるというものではないと思いますけれど

も、大事にしていっていただきたいなと思います。

よろしくお願いします。 

 それと、民泊については、今町長のほうからも

答弁の中でありましたけれども、新しい法律決ま

りまして、法律にのっとって進めていくと。これ

は、私も詳しい話はあれですけれども、中にはや

ってみたいなという声も何件か聞いております。

ただ、今まではいろいろ問題があった部分があり

ますので、法律にのっとって、新しい制度にのっ

とって進めていただきたいと、そういう思いがあ

ります。町長が言いました町内の空き家の利用等

も含めて解決できるのかなという、そういう気も

しますので、その辺再度お願いいたします。 

〇町長（嶋  保君） 10番、野崎議員の再度の

ご質問に答弁をさせていただきます。 

 公共施設のトイレの関係、これは今まで予算委

員会等を含めて町民からのお話等もございまし

て、この前段に、この一般質問とは別に庁舎内全

てのトイレの状況どうなっているということで、

部長会議の中でそのあたり取りまとめをいたしま

して、この取りまとめは今終了したばかりのとこ

ろでございます。 

 そういった中で、まだ下水道の供用開始の中で

は２施設、これにつきましては老朽化等も含めて

新設という部分も考えてございますので、そうい

った中でどうしていくかという部分も考えてござ

います。議員おっしゃられるように、まずこうい

ったお年寄り等の集まる施設につきましては、そ

ういったトイレの部分がやはり一番重要かなとい

うふうに思ってございますし、何といっても私も

いろいろなところで申し上げている部分は、家に
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閉じこもらないでくださいと。カラオケでも体操

でもプールでもいいですから、そういった中でな

るべく出れる方は出てくださいということを申し

上げてございますが、そういった部分の環境を整

えていくことが私どもの責任だというふうにも思

ってございますので、大きくその部分で大々的に

できない部分でも簡易的だとかそういった部分、

便座を変えるのだったら洋式に変えるとか、その

部分はそれほど大きな財源を必要とせずに可能と

なってくる部分もございますので、そういった部

分は早急に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。 

 それと、農家民宿の部分でございます。これは、

農家民宿今４件ございますが、そのうちの３件が

逆に新規就農の方がやっているという部分でござ

いまして、この農家民宿等につきましては新規の

方々が先導役を果たしてくださっているというふ

うに思ってございますので、そういった中での取

り組み、チャレンジパートナー特区、27年に認定

等も受けてやっているところでございます。 

 それと、民泊、これにつきましては、いろいろ

な中で今マスコミ等を含めて問題点も指摘されて

ございます。そういった部分を踏まえて国におい

ては今月の９日に法律が可決されて、来年からの

施行となってくるところでございますので、私ど

ももこれらの動向をしっかり踏まえて取り組んで

いきたいというふうに思っているところでござい

ます。 

〇10番（野崎奎一君） わかりました。トイレの

便器については、なるべく早目に、町長いわく一

人でも多くの方が元気でいつまでもいれるよう

な、そういった意味でもひとつよろしくお願いし

たいと思います。 

 農家民宿については、今４件ですか、４件の方

がいろいろ頑張っております。この中に泊まる方

が余市に住むようになるというのはまだ聞いてい

ませんけれども、今やって今すぐそういう結果が

出るというあれもないと思うのですけれども、あ

る意味広く外に向かって宣伝と言ったら変な言い

方ですけれども、そういう部分でなる部分がある

のではないでしょうか。余市に来て、農家民宿に

泊まったらこういうことあったとか、それが少し

ずつ広まっていけば違った意味でも余市の宣伝に

なると思いますので、その辺はいろいろとまた取

り組んでいただきたいと思います。 

 民泊については、今町長言いました。利用でき

るものはうまく利用、ちょっと言葉は悪いですけ

れども、一人でも町内に泊まっていただいて、町

内の経済的にも少しプラスになるような形で取り

組んでいただき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） 10番、野崎議員の再度の

ご質問に答弁をさせていただきます。 

 トイレの関係、これにつきましてはスピード感

を持って取り組んでいきたいというふうに思って

ございます。 

 それとまた、農家民宿の関係、これも先ほども

申し上げましたが、新規就農者が本当に頑張って、

そういう形でやっていただいているという部分ご

ざいますし、また聞くところによりますと今登に

１件できるレストラン等の部分は、これもそうい

った宿泊の部分も兼ね備えているようなお話も伺

ってございます。そういった中では、醸造用ブド

ウの垣根のブドウの景観等を含めて、非常にこの

地区もすばらしいものになってきているなという

ふうに思ってございますので、そういった農家民

宿等の部分しっかりと取り組んでいきたいと思い

ますし、民泊につきましてはいろいろ問題等も指

摘されてございますので、国の指針にのっとり、

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。 

〇議長（中井寿夫君） 野崎議員の発言が終わり

ました。 

 諸会議の開催、さらに昼食を含め、午後１時30分
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まで休憩します。 

休憩 午前１１時４５分 

再開 午後 １時３０分 

〇議長（中井寿夫君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 一般質問を続行します。 

 発言順位３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29年第２回定例会に

当たりまして、さきに通告をいたしました件につ

きまして答弁方よろしくお願いをいたします。 

 余市消防署における大型梯子車の購入と消防団

員の充実について。余市町において高層建物の建

築が増加しており、人口流出に伴い空き家住宅の

問題と相反する問題があります。余市町において

は、大型はしご車について隣接する小樽市と連携

し、高層建築物の火災に関しましては締結文書が

交わされていると聞き及んでおります。 

 また、毎年行われている消防演習では、消防団

員のすばらしい日ごろの修練、鍛練は目をみはる

ものがあります。東日本大震災において全国の消

防署員が震災復興に尽力され、余市消防署はもと

より全道からも被災地に駆けつけた経緯がありま

す。災害時における後日談として、地元の消防団

員の活躍は目覚ましいとのことが知られておりま

す。以下、質問をいたします。 

 ①、今後大型はしご車を購入する予定はあるの

か。 

 ②、消防団員の募集についてどのように考えて

いるのか。 

 ③、消防団員の出動手当等はあるのか。このこ

とにつきましては、質問内容を取り下げさせてい

ただきますので、答弁のほどよろしくお願いいた

します。 

〇町長（嶋  保君） 12番、庄議員のご質問に

答弁を申し上げます。 

 ご質問の１点目、大型はしご車の購入について

でございます。本町におけるはしご車の配置につ

いては、総務省消防庁が定める消防力の整備指針

で１台配置する基準に該当するものの、小樽市を

含む後志管内災害発生時応援協力覚書により基準

をクリアしている状況にあります。 

 本町におきましては、中高層建築物が増加して

きている状況にあり、はしご車の導入によって高

階層に住まわれる方の安心感は相当に増すものと

思いますが、いざ保有するとなると40メートル級

のはしご車で購入に１億5,000万円から２億円程

度、さらに購入後７年、その後は５年ごとに数千

万円かけてオーバーホールの費用が必要になって

くるとも言われており、さらには隊の設置が必要

となりますので、15人程度の職員の確保が新たに

必要となることが想定されると北後志消防組合か

ら聞き及んでおります。こうしたことなどを考慮

した場合、出動する機会が極めて少ないことが想

定されるにもかかわらず、多額の購入費や維持費、

さらには職員配置などをしなければならないこと

などを考慮すると、老朽化が進んでいる現有車両

の更新や救急隊の充実など、今後優先すべき事項

について北後志消防組合と十分協議してまいりま

す。 

 ２点目の消防団員募集の考え方についてでござ

いますが、北後志消防組合余市消防団の団員につ

きましては、北後志消防組合の条例により定数は

170人となっており、団員の任用については消防団

の区域内に居住し、18歳以上、志操堅固で、かつ

身体強健な者で、管理者の承認を得て団長が任命

することとなっております。本年６月１日現在の

団員数は144名で、現在定員を割っている状況にあ

るものの、毎年若い団員が数名加入している状況

にあると伺っております。町民の生命、財産を守

るため今後も消防団の一層の充実強化を図ってい

ただきたいと考えてはおりますが、消防団員の募

集につきましては北後志消防組合の事務となりま
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すので、余市町長の立場からは余市消防署に対し

団の充実に向け効果的な手法を検討するよう要請

をいたします。 

〇12番（庄 巖龍君） １番につきましてはわか

りました。 

 ２番につきまして、消防団員の募集につきまし

て170名中144名ということでございますけれど

も、本町におきまして若年層、特に若い男性の方

は町外、都市部に行かれているという状況にござ

います。中でも主婦層を中心といたしまして、余

市に結構な女性の方がいらっしゃって、また男女

参画ということで国のほうも施策を出していると

ころでございますので、その辺につきまして消防

団員の補充、募集について女性の活用、あるいは

特に主婦層をターゲットとした募集などを余市消

防署等と連携しながらどのようにお考えになって

いらっしゃるのか、いま一度ご見解をお伺いいた

します。 

〇町長（嶋  保君） 12番、庄議員の再度のご

質問に答弁をさせていただきます。 

 先ほど答弁いたしましたが、170の定員に対しま

して現有の団員数は144名でございます。女性は、

そのうち10名とかなり比率的には低いような状況

になっております。そしてまた、年齢構成にいた

しましても20代が３名、30代が34名、40代が43名、

50代が45名、60歳以上が19名となってございます。

先ほども答弁させていただきましたが、高齢化が

進んでおりますが、毎年若い団員も数名ずつ入団

していただいていると。大変うれしい限りでござ

います。こういった中では常備消防のみならず、

常備消防だけで災害発生時に対応できる部分では

ございませんので、消防団の充実というのは非常

に大事なものだというふうにも思ってございま

す。これら含めまして女性団員の活用等、この比

率を高めるよう私のほうからも余市消防署に対し

てこのような団の充実に向けた対応を要請してま

いりたいというふうに考えてございます。 

〇12番（庄 巖龍君） 今の答弁を聞きまして、

女性の活用ということとあわせまして、こちらの

ほうは最初の質問のほうにも書かせていただきま

したけれども、火事の件数というものの原因の中

に空き巣、要するに放火です、放火だと断定され

るというのが出火原因の１位ということもありま

すので、東日本大震災のことについても書かせて

いただきましたけれども、余市消防署につきまし

ては非常に消防職員の優秀な、また消防団員の演

習等を見ましても非常に優秀な団員がたくさんい

らっしゃいます。今後ぜひ消防署あるいは北後志

消防組合等と連携をしながら、団員の補充並びに

鍛練、修練につきまして進めていただきたいとい

うふうに願って、これは答弁は結構でございます。

私の意見とさせていただきます。 

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４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29年第２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

についてお伺いをいたします。教育長におかれま

しては、答弁のほどよろしくお願いいたします。 

 本町の教育行政について。社会の変化を背景に、

子供たちを取り巻く環境や課題も複雑化、深刻化

しています。学校現場では、子供たちに必要な平

和、人権、環境、共生の教育は十分とは言えず、

教育環境の整備もなかなか進んでいない状況であ

ります。1989年、国連総会で採択された子どもの

権利条約は、翌年発効し、日本は1994年に批准を

いたしました。この柱である生きる権利、守られ

る権利、育つ権利、参加する権利を保障し、環境

や経済状況に左右されることなく、全ての子供が

ひとしく教育を受けることができるよう社会全体

が責任を持ってその体制を整えていかなければな

りません。 

 一方、文科省では、道徳を特別の教科へ格上げ
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することを決定し、来年度から教科書と評価が導

入されることとなります。戦後学校教育で道徳が

教科とされなかったのは、戦前の教育勅語に基づ

く修身科での忠君愛国など、国定教科書を使い道

徳教育を行ったことへの深い反省があったからで

あり、国による教育統制や価値観統制が強まるの

ではと懸念する声もあります。 

 また、首長が教育長の任命権を持つ教育委員会

制度改革など、政治が教育に介入してくる政策が

矢継ぎ早に進められている現状に危惧するところ

です。我が国で教育への政治介入が禁じられてき

たのは、戦前の過ちを繰り返さないためであり、

たとえそれが民意を反映した政治であってもその

時々の社会情勢で教育の方向性が変わるべきでは

なく、そことは切り離して考えるべきであります。

教育の進路や土台が大きく揺らいでいる今、教育

委員会は地方における教育の担い手として重要な

役割を担っており、その根本をどこに据えるのか

が問われます。国の動向も踏まえ、以下質問をい

たします。 

 前述を踏まえ、本町における教育行政の根幹を

どうお考えか。政治と教育の関係は、どうあるべ

きとお考えか見解をお伺いいたします。 

 家庭環境や経済的な問題が子供たちの学力に影

響を及ぼす一因になっていると言われておりま

す。教育格差是正について本町はどう取り組んで

いかれるのか。子供たちを権利の主体として社会

全体で支えるという子どもの権利条約の理念につ

いてどうお考えか見解をお伺いいたします。 

 さまざまな教育課題が山積する中、現場はその

対応に追われ、本来一番大切である子供と向き合

う時間がとれない状況であります。対策として、

独自支援策である学習支援員なども配置してきた

ところではありますが、現場の多忙な状況を改善

するには十分とは言えません。教職員の労働条件

改善とあわせ、子供と向き合う時間を確保してい

くことも喫緊の課題であると考えますが、見解を

お伺いいたします。 

〇教育長（佐々木 隆君） ５番、土屋議員のご

質問に答弁申し上げます。 

 ご質問の１点目、本町における教育行政の根幹

と政治と教育の関係についてでございますが、私

は教育の根幹は人づくりであり、ふるさとへの愛

着と問題解決能力と柔軟な思考力を兼ね備えた人

材の育成こそが重要であると考えております。 

 また、政治と教育の関係につきましては、教育

基本法にありますように、良識ある公民として必

要な政治的教養は教育上尊重されなければならな

いと思っておりますが、特定の政党を支持し、ま

たはこれに反するための政治教育などはあっては

ならないものと考えているところであります。 

 ２点目の教育格差是正についてでございます

が、今日子供たちを取り巻く環境は大きく変化を

しており、議員ご指摘のとおり、家庭環境や経済

的な問題は、子供の人生に大きな影響を与えるも

のがあります。一方、子どもの権利条約では、生

きる権利、育つ権利、守られる権利、参加する権

利、４つの権利が定められております。その中で、

育つ権利として教育を受ける権利がうたわれてお

ります。教育委員会といたしましても、子供たち

の健やかな成長を願い、教育行政の推進に努めて

いるところでありますが、今後におきましても全

ての子供たちの教育機会の均等の確保に向け、必

要な諸施策を講じてまいりたいと考えておりま

す。 

 ３点目の教職員の労働改善と子供と向き合う時

間の確保についてでございますが、さまざまな教

育課題が山積する中、教育には一層の充実が求め

られ、学校業務が多忙化している状況を改善する

ことが課題となっております。本町では学校業務

の改善に向けた取り組みとして、子供と向き合う

時間の確保に向け、校務支援システムの導入など

取り組みを進めておりますが、今後におきまして

も教職員に負担軽減に向け、引き続き多忙化解消
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に向けた取り組みを進めていく必要があると考え

ておりますので、ご理解を願います。 

〇５番（土屋美奈子君） ４年前と同じ質問をさ

せていただきました。質問は同じでも答弁は同じ

とは限らない質問でありまして、芯となる部分、

根幹の部分を伺っておきたかったといった意味で

質問をさせていただきました。 

 最近テレビでは、ニュースもワイドショーも文

科省の問題、毎日毎日目にしております。小学校

の国有地売却問題、あれに関連して浮き上がって

きた教育勅語という問題、戦争が終わってからし

ばらくたちますので、わからない世代がそれが大

半であったのかなと。改めて浮き彫りになってき

た教育勅語という問題がありますけれども、これ

は各方面から、いろいろな学者さんや教育関係者

や評論家さんからもさまざまな見解が述べられて

おりました。テレビで繰り返し流された子供たち

が大きな声で毎日あれを朗唱するという姿、あれ

に異様さ、不自然さ、おかしいのではないかとい

う感じを私は受けました。問題は、マスコミもだ

からこれに食らいついて、おかしいのではないか

ということでテレビで何回も報道したのだと思う

のですけれども、問題と思うのは複数の国会議員

がこれを容認する発言をしたことなのです。そし

て、教育行政のトップまでも発言として教育勅語

に対して至極真っ当なものだと文科省の大臣がお

っしゃったのです。 

 今何が問題であるのか、教育勅語の。これは、

教育勅語というのは主権在君なのです。民主主義

ではないのです。基本となるのは天皇制を中心と

した昔の制度の中でつくられたものであるという

ことであって、今の憲法は主権在民、民に主権が

あるという、その憲法に違反しているとして廃止

されたもの、これを国会議員がいいものだと言う

のです。教育委員会の大臣がいいものだと、至極

真っ当なものだと言うのです。その方たちがどん

どん、どんどん教育の中身を、教育委員会制度も

含め、改革も含め、教育基本法も含め、道徳の教

科化も含め、地方にかかわる問題をどんどん、ど

んどん上からおろしてくる。だから、私は、新教

育長には前の教育長と違って権限も強くなったの

で、そこの芯の部分というものをしっかり持って

いただきたいと思っているのです。いつの間にか

少しずつ、最初は教育基本法を改定して、そして

その後に教育委員会制度を変えて、そして道徳、

人の内面にかかわる問題、生き方やそういったさ

まざまなものにかかわる問題を今度評価するとい

う制度の問題、そういったものにいつもいつも疑

問を持っていただきたいというか、本町の教育行

政を進めるときにしっかりと芯を持っていただき

たいなというふうに思って、今回質問をさせてい

ただいたのです。少しずつじわじわときて、はっ

と気がつくととんでもないところにきているとい

うことがないようにお願いをしたいなと思うので

す。 

 先日子供たちを取り巻くいろいろな問題、これ

について話し合う機会がありまして、これは余市

町内ではなくて、道内のお母さん方を中心にした

女性たちでさまざまな問題を話し合うのですけれ

ども、国の流れを受けてなのかもしれないけれど

も、今のところ本町はそういうことないけれども、

各地の教育委員会、教育の現場のムードが少し変

わったというお話が出ていました。だから、やっ

ぱり芯に持っているところがどこにあるのかとい

うことで、教育長のお考え次第で教育の現場って

随分変わると思っているのです。地方の教育行政

は、国から来る部分もあるし、例えば道徳をやれ

と言ったらやらなければいけないのだろうけれど

も、教科化になるのだろうけれども、そのほかに

も地方の裁量権というのは教育行政というのはと

ても大きいものがあると思っておりますので、上

から来たものを全部すとんと丸のみするのではな

くて、しっかりと時には国の盾だとか、首長は今

大丈夫だと思うけれども、来年選挙だからわから
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ないけれども、そういう考え方が変わったものが

来たときに、首長サイドからかもしれないし、国

からかもしれないけれども、そういうときに盾に

なる役割というか、物を申すというか、そういう

こともしっかりしていただきたいな、そういう思

いがあるのです。だから、再度見解をお伺いした

いなと思っております。 

 教育の根幹は人づくりだとおっしゃっておりま

した。本当にそうだとは思います。人づくり、そ

れにかかわる道徳なのですけれども、道徳という

のは今回１年をかけてというか、来年度に向けて

準備をするのでしょうけれども、人間形成に、本

当に人づくりに、教育長がおっしゃった教育の根

幹に大きくかかわる教科となってくるのです。１

問目に最初に平和だとか人権、環境、共生という

ことを書きました。これは、これがまさに道徳な

のだけれども、例えば身近な人間に対しての心で

あったりだとか、例えばいじめだとかいろいろな

もの、それとそれも含めた環境、地球環境の問題、

人類の問題、地球全体の問題、この初めに書いた

４つというのは世界を超えて、国を超えて、人種

を超えてのテーマ、そういったものを酌み取れる

力、これが本来は道徳であって、これを教えるの

ではなく、教科とは違って、数学や国語と違って

それを育んでいかなければいけないのだけれど

も、今度はこの道徳というのは教科書を使うので

す。教科書は、学習指導要領、これを国が決める

のです。こういう内容のものを道徳でやりますよ

と。そして、それに基づいて今度教科書が各教科

書会社でつくられるのだけれども、この検定をす

るのも国なのです。その国が決めたものを今度は

現場へ、地方へ使わなければいけない義務が発生

して、その検定教科書を使うことになるのです。

嫌とも言えないし、自分たちで選ぶことはできな

い。だから、国が二重三重に内面的な問題に関与

してくる制度であるということをしっかりと踏ま

えて、そして子供たちのためにという視点でよく

よく配慮をしていただきたいし、これについては

細部は聞かないけれども、基本的なそういったし

っかりとした観点を持って準備をしていただきた

いというのと、教科書選定に当たってもそういう

考え方を持ってしていただきたいと思うので、そ

こについての見解をお伺いいたします。 

 子どもの権利条約についてなのですけれども、

子供の貧困、大きな社会問題であるとされていま

す。これまでは、子供の学校以外の部分、これは

家庭が責任を持つべきだという考えが少し前ま

で、二、三十年前までかな、は主力であったけれ

ども、今は違うのです。社会全体で子供たちを支

えるということ、そして子どもの権利条約という

のはこれをしっかりとうたったものであるという

ことなのです。だから、生きる、守られる、育つ、

参加する、これを子供たちが権利を持っている、

その主体なのだということで、これを基本にして

いただいたらどんな政策を打っていっても、例え

ば要保護の政策だとか準要保護だとか、学校のい

ろいろな貧困家庭にする支援策だとか、これはす

るのが当たり前なのですと子どもの権利条約の基

本理念からいけばいいのだと私は思っているので

す。社会全体で支えるという基本。今教育長答弁

いただいたのだけれども、権利条約の内容はお話

ししていただきましたけれども、前回４年前に聞

いたときには、本町もこの子どもの権利条約を基

本として物事を考えるという答弁いただいたので

す。今そこの部分はなかったので、子どもの権利

条約、これは我が国が批准をしたものですから、

本町はどうしていかれるのか。ここを基本にいろ

いろな政策を考えていかれるのか、ここについて

再度答弁をいただきたいというふうに思います。 

 そして、教職員の問題です。これについても細

部はやりませんけれども、本当に先生たち忙しい

のです。そして、学校の現場の要請の部分、こう

してほしいのだ、ああしてほしいのだということ

と教育委員会がやってくれることには、気持ちは
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わかるのだけれども、多少のずれがあるというこ

とを前から聞いたことが何回かあるのです。今新

教育長になられたばかりなので、これから運営と

いうか、進めていくに当たってよくよく現場の声

を聞いてほしいし、そういう話す機会もあると思

いますので、どこがやれるのか。お金がたくさん

あれば何でもやってやりたいだろうけれども、全

部やるわけにいかないかもしれないけれども、優

先順位を持って、学校が求めているもの、現場が

求めているもの、これを最優先に予算をつけてい

ただきたいし、先生たちの話にもよく耳を傾けて

いただきたいと思っているのです。 

 例えば学習支援員の部分、ちょっと耳にしたの

ですけれども、この計算方法というか、報酬の方

法がこま数だというふうに聞いたのです。仮にこ

ま数で計算しているとすれば、ちょっと変えれば

いろいろなものがたくさん改善できると思うのだ

けれども、こま数であれば休憩時間、休み時間に

例えば採点してもらうだとか、そういったものが

できないのですという話を聞いたのです。もしこ

ま数で計算しているのであれば、日給だとか月給

だとか、そういう方法で計算するだとか、例えば

これがこま数ではなくて時給だとか日給で今本町

はやっているのですよというのであれば、現場は

もしかしたら勘違いをしている可能性があるか

ら、ちょっとお話し合いをすればできないと思っ

ているものができるようになるかもしれないし、

その意思疎通がうまくできていないのではないか

というふうに思うのです。だから、そういう細か

いところをちょっとずつちょっとずつ変えていけ

ば、全部あわせれば大分大きな改善になっていく

ように思うので、現場の声にしっかりと耳を傾け

ていただきたいということで再度答弁をお願いい

たします。 

〇教育長（佐々木 隆君） ５番、土屋議員から

の再度の質問に答弁申し上げます。 

 ４点ほど質問がございました。答弁漏れありま

したらご指摘ください。４月に教育長任命いただ

きまして、その中で今、日本国内いろいろな報道

もされております。１つは、教育勅語の問題ござ

いますが、確かに映像等を見ると異様な光景であ

ろうと思っておりますし、既に昭和23年にこの教

育勅語というものは失効になっている部分でござ

いまして、現在はございません。ただ、そこにう

たわれております徳目といいますか、親を大切に

するだとかそういったものは確かに大事な部分で

はあるとは思いますけれども、勅語自体史実とし

て勉強するということは何ら構わないと思います

けれども、それを教材として学校の現場で扱うと

いうことは、これはいかがなものなのかなと。そ

ういった徳目の部分は、言葉をかえて違った言葉

で学ばせることが重要なのかなというふうには考

えてございます。 

 また、道徳の教科が来年度から教科として取り

入れられてきますけれども、教科書の選定等を今

後夏に向けて進められていくと。道徳的なという

部分につきましては、我々の世代といえば日常的

な習慣の中で身についてきた部分というのは結構

あるのかなというふうに思います。それを教科と

して子供たちに学ばせるというのは大変難しいだ

ろうなと、今はそういうふうに思ってはおります。

確かに評価をする部分についてもどのように点

数、記述式で今はするとかという話もしておりま

すけれども、今後その辺は明らかになってくると

思いますけれども、ちょっと注視をしていきたい

なというふうに考えてございます。 

 また、子どもの権利条約でございます。これは

54条から成る部分でございまして、子供の全体の

部分として条立てがなってございまして、教育の

部分についてはその中の２条分あります。この中

で教育を受ける権利といいますか、そういったも

のがうたわれております。これは、一番大事にし

なければならないものであるというふうに認識を

してございます。 
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 そしてまた、最後の教職員の負担軽減の一つに

も学習支援員の取り組みというのは有効な手段だ

とは思っております。今現在私どもでは時給で、

１時間当たりの時給900円で１万2,000時間全体で

持っております。予算額にすれば1,000万円を超え

るぐらいの金額になるのかなと思っておりまし

て、ここの部分につきましては学習支援員、内容

等は議員よくご存じのことだと思いますけれど

も、例えばテストをつくるだとか、あるいは採点

をするだとか、そういったものも学校長の采配の

中でいろいろと活用もできると思っております。 

 ただ、こういった部分については、なり手とい

いますか、学習支援員、うちでは教員を充ててお

りますけれども、教諭の資格を持っている方を充

てておりますけれども、そういった人材の確保と

いう部分もなかなか難しいものもありますので、

そしてまた予算的なものもこれは町長のほうにお

願いしなければならない部分もございますので、

そういった部分を今後いろいろと検討もしていき

たいと考えてございます。 

〇５番（土屋美奈子君） まず、教育勅語の問題、

今教育長の答弁で徳目の部分、大事なことが書か

れているというお言葉がありました。教育勅語の

何がだめで、今のは私がさっき言った大臣やそこ

ら辺のところと同じ答弁でございますから、何が

だめなのかというと、前段には親孝行しなさいだ

とかそういう至極本当に真っ当、その１本１本を

とればです。でも、何が問題かというと、これを

一番最後に書かれているちょっと文章忘れてしま

ったけれども、いざ事あればなのです。このため

に前段に目くらましのようにいろいろな親を大事

にしなさい、友達を大事にしなさい、徳を積みな

さい的なものを書いて、最後にいざ事あれば天皇

のために、国のために頑張りなさい、それのため

につくられた。だから、戦前の天皇制の中でつく

られた道徳をするための指針なのです。だから、

憲法に違反しているとして廃止されたものなので

す。今の民主主義のもとでつくられたものではな

いのです。だから、これが徳目の内容がいいなん

て言ってしまったらだめなのです、教育長。もう

既にこれは使わないものであると日本が一旦決め

たものだから、内容１本１本の吟味ではなくて、

そんなこと言ってしまったらよくわからなくなっ

てしまうから、だからこれはもう今の国では使わ

ないもの。今は主権在民であって、当時の基本、

根幹、モットーが違うのだから、これをつくられ

たときのそれをつくった意図が。だから、それを

しっかりと認識をしていただきたいし、だからあ

んな異様な風景を、使っていいようなことを言っ

てしまうから使ってしまうのです、小学校や中学

校で。だから、けんかするわけではないけれども、

ちょっとどうかなというふうに思ったので、あれ

は憲法違反であるということだから、そこら辺は

よくよく、もし見解があればこれについて再度、

これからいろいろ検討して考えていくというのな

らそれでもいいし、お願いをいたします。 

 子どもの権利条約、教育に関する部分は２本と

言っていましたけれども、全体像としていろいろ

な教育制度の政策を打っていくときに、うちもも

ちろん国連で条約を決めて、そして我が国もそれ

に対して批准をしているのだから柱としていただ

きたいのです。子供は一番弱い立場にあるもので

あって、そこをしっかりと権利があるのですよと、

子供にも、成人前の子供たちも権利の主体なので

すという理念を本町の何を打つときも、そしたら

予算をがっぱりつけたって子供にはその権利があ

るのですからという、その芯でいってくれればい

いのですから、それでしっかりとやっていただき

たいというふうに思います。 

 そして、最後の学習支援員のお話もありました

けれども、問題は、私が言いたいのは時給がどの

くらいとか予算の問題ではなくて、現場とよく話

をしてくださいということなのです。お互い頑張

ってやっているのだけれども、小さな誤解ややり
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とりがちょっとずれて意思疎通ができていないと

ころがあると困るので、そういうものを改善する

だけでも違うのではないですか、現場に耳を傾け

てくださいということで質問しておりますので、

再度見解をお伺いいたします。 

〇教育長（佐々木 隆君） ５番、土屋議員の再

度のご質問に答弁申し上げます。 

 教育勅語の部分でございます。私は、決してそ

れを教材として学校現場に持ち込んではならな

い、教育勅語はもう失効になっている部分でござ

います。ただ、その中でいい表現という先ほどし

たと思いますけれども、徳目として言われている

部分というのは、これは必要であれば言葉をかえ

て、違う言葉で子供たちに指導をすればいい話で

あって、教育勅語そのものを使うことというのは、

もうないものを使うことはあり得ないと考えてご

ざいます。そういった考えでございます。 

 また、子どもの権利条約につきましては、確か

に子供の権利ですから教育にかかわる部分、そし

て行政全般にかかわる部分、医療だとか健康の部

分だとか、そういうさまざまなものがございます。

そういった部分では子供の根幹をなす部分でござ

います。それはしっかりとわきまえていきたいと

いうふうに思っております。 

 また、学校現場との意思の疎通は、議員ご指摘

のとおり、よりよい職場環境に向けていろいろと

お話し合いもさせていただきたいと、そういう認

識を持っておりますので、ご理解いただきたいと

思います。 

〇議長（中井寿夫君） 土屋議員の発言が終わり

ました。 

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21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１１分 
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