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平成２６年余市町議会第２回定例会会議録（第２号）

開 議  午前１０時００分 

延 会  午後 ３時５１分 
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  民 生 部 長  澤 谷 栄 治 

  町 民 福 祉 課 長  上 村 友 成 

  高 齢 者 福 祉 課 長  川 村   真 

  保 健 課 長  須 藤 明 彦 

  環 境 対 策 課 長  前 坂 伸 也 

  経 済 部 長  飯 野 徹 郎 

  農 林 水 産 課 長  堀 内   学 

  商 工 観 光 課 長  小 林 英 二 

  経 済 部 参 事  細 山 俊 樹 

  建 設 水 道 部 長  柳 田 義 孝 

  建 設 課 長  亀 尾 次 雄 

  まちづくり計画課長  滝 上 晃 一 

  下 水 道 課 長  近 藤   勉 
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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 

  庶 務 係 長  枝 村   潤 

  書         記  阿 部 航 大 

〇議 事 日 程            

  第 １ 議案第 １号 平成２６年度余市町 

      一般会計補正予算（第２号）    

  第 ２ 一般質問             

開 議 午前１０時００分 

〇議長（中井寿夫君） ただいまから平成26年余

市町議会第２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、佐藤議員は通院のため午前中欠席の旨届

け出がありましたことをご報告申し上げます。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第１、議案第１号 平

成26年度余市町一般会計補正予算（第２号）を議

題といたします。 

 昨日に引き続き議案第１号に対する質疑を行い

ます。 

〇３番（井 潤君） ４款の衛生費で昨日吉田

議員のほうからいろいろな質疑された問題につい

て私も理事者の考え方お聞きしたいなというふう

に考えております。 

 まず、昨日のご答弁の中で、今回の補正が467万

4,000円、これを補正にした原因というのが電気代

や燃料費等の高騰、そして当初設計した金額での

入札額不調に終わって価格を見直した結果、補正

でこういうふうに上げたというお話でした。そこ

でまず、お聞きしたいのは、積算に当たってどの

ような積算をされていたのかということなので

す。普通ある程度の予算を考える場合においては、

類団、人口規模の似通った都市で、町でどういう

ような形をしているのかとか、あるいは道の単価

がどうなっているのかとか、それとか全道的に平

均でどのぐらい処理料がかかっているのかとか、

そういった形をいろいろ調べた中で積算していく

のが通常のやり方だというふうに私は考えている

のですけれども、何か今回の補正の金額を見ます

と、当初の設計の価格の倍だというようなことか

ら考えますと、余市町のこの処理に当たっての業

者がそれぞれかわったにしろ当初予算を組んだ金

額で２年間無事業務を滞りなくおさめてくれたと

いう、そういったことから、今の石油の高騰だと

か電気代の値上げだとか、それとか人件費の高く

なったというようなことを若干の加味はしている

のでしょうけれども、そういった中で積算したも

のであって、それが実態価格と全然違っていたと

いうことが今回のこういった原因になったのだと

いうふうに思うのですけれども、まさしく前年当

初の予算をそのまま組み込んだその結果として入

札が不成立になってしまった、私はそういうふう

に考えているのですけれども、その辺の見解が違

うのか、違わないのか、まずお聞きしたい。 

 それと、昨日新規参入の形の中でいろいろな議

論がありましたけれども、新規参入、入札に新し

い業者が応札してくるその前段でやはりきちんと

した相手側の業者の実績、あるいは会社の内容だ

とかそういうものは事前に調べておくべきだとい

うふうに思うのです。それは、もちろん余市町で

すから、そういったことも全てやった上で応札さ

せているというふうには考えておりますけれど

も、私は入札自体は別に悪いことではない、普通

に経済性を考えた場合の単純な行為だというふう

に思っていますけれども、ただ何年か前にも下水

処理場の入札で今まで随契で契約していたやつを
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入札に変えて、新規業者が落札したと、安い金額

で。これも経済性なのですけれども、その結果と

して、落札した業者の業務がスムーズにいかなか

ったということが問題になったこともあったよう

に記憶しているのです。ですから、新規参入でと

にかく安い金額で落札してくれれば、それはもう

１年間きちんとした業務の遂行をしてくれれば余

市町としては経済性を考えた場合には全く問題の

ないことなのですけれども、しかしそういった何

か事故なり、そういうものが起きたときに、これ

は効率性の問題だとか効果の問題だとかというの

が問われる事態になってしまう。ですから、そこ

ら辺はきちんとした調査に基づいた中での入札に

対する考え方を持った上で募集するとか、そうい

った行為を確実にする必要があるというふうに思

います。ですから、その辺の見解もお聞きしたい。 

 それから、私一番問題にしたいのは、26年度の

予算、これが当初予算が否決された。そして、特

別委員会の中で附帯意見、行財政改革のより一層

の推進を図り、効率的な行政運営に努めるととも

に財政基盤の確立に図られたい、この附帯意見を

町長どのように考えて今回の補正に反映させてい

るのか。なぜ否決になったのか。そして、たかだ

か二、三カ月の補正予算がこれだけの問題になる

その重みをどのように町長考えられているのか、

まずそこを１回目としてお聞きします。 

〇町長（嶋  保君） ３番、井議員からのご

質問に答弁申し上げます。 

 平成26年度当初予算否決という形で、暫定予算

を組まざるを得なかったということでございまし

た。これは、非常に私どもの予算の提出、そして

またその説明等の中で、提案、内容、そしてまた

説明、答弁等を含めて不備があったという形の中

での否決という形でございまして、そういった中

で１カ月暫定予算を組ませていただいて、新たに

また附帯意見という形の中で行財政に取り組むと

いう形の中で本予算を可決していただいたという

こと、これはやはり暫定予算を組まざるを得なか

ったというのは非常に大きいことだと思って、重

く受けとめているところでございます。 

 しかし、今回の補正につきましては、前段の部

分の答弁等はまた担当課長のほうからあると思い

ますけれども、今回の26年度のこの部分の予算に

つきましては、事前に見積もりを業者からとって

いる中で、ただ単に前年の額だから、そのままそ

れを持ってきて26年度予算に組んだというのでは

なくて、11月の段階で業者からは事前見積もりと

いう形の中でいただいております。それに基づい

て今までの実績等も勘案しながら、今回の予算を

提案させていただいたと。それが６カ月くらいの

中で大幅に変わったと。私どもも電気料金、人件

費等という事業者の説明もございますが、やはり

それらを加味してもちょっと異常な応札の結果で

はなかったのかなというふうに考えてございま

す。そういった中では、私ども今回の補正予算含

めて、この予算はもちろん新年度予算の附帯意見

等をふまえた中で、最大の効果を上げるべく効率

的な予算を提案させていただいたというふうに考

えてございます。今後とも附帯意見にしっかり応

えながら、予算執行に当たっていきたいというふ

うに考えてございます。 

〇環境対策課長（前坂伸也君） ３番、井議員

の予算策定時におきます積算についてのご質問に

ご答弁を申し上げます。 

 予算策定時の積算につきましては、昨日来ご答

弁を申し上げておりますが、本町の受託実績のあ

る業者から参考見積もり等をとり、例年の実績等

も勘案し、１キログラム当たりの処理単価に１年

間の処理の予定量を乗じて積算しております。こ

のたび本町の予定価格と業者の入札金額に差があ

り、入札が不調となりましたが、業者の積算と本

町の予算に隔たりがあったということにつきまし

ては、結果として議員のご指摘のとおり所管課の

予算策定時の積算に見通しの甘さがあったものと
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認識をしているところでございます。 

〇財政課長（山本金五君） ３番、井議員から

新規参入に関する部分につきまして私のほうから

ご答弁申し上げます。 

 まず、１点目に新規参入につきましても本年度

に関しますと指名願というのをまず最初に出して

もらう必要がございます。これにつきましては、

25年度、26年度、その前の年であれば23年度、24年

度を有効とする指名願を提出してもらう必要がご

ざいます。この指名願の中で資格要件というもの

を定めてございます。この中では、一定期間営業

しているものと同時に必要な許可、資格、登録、

これらのものを添付すべきものは全て添付させた

中で、まずその資格を有するかどうかの確認作業

をしてございます。これらの資格をまず確認した

後、４月１日以降の業者選考の参考としていると

ころでございます。 

 実際の当該業務選定に当たりましては、これら

の指名願をもとに当該業務に必要な資格登録を有

しているか、それから技術者等の人員がちゃんと

確保されているかのその業務を執行するに当たっ

て必要なことについて確認作業は進めているとこ

ろでございますが、ご指摘のあった新規参入につ

きましてはより慎重な取り扱いをもって、確実な

履行がされるよう今後とも事務を進めてまいりた

いというふうに考えてございますので、ご理解の

ほどよろしくお願い申し上げます。 

〇３番（井 潤君） 今それぞれ答弁いただき

まして、町長のご答弁の中にも事前見積もりとっ

たのだけれども、それがこんなに、いわば倍近い

ような金額になるとは思いもしなかったという考

えが述べられたわけですけれども、確かに電気代

も上がったり、ガソリン代も燃料代も上がってい

ます。そして、今の労務賃金というのも上がって

いるとは思います。ですけれども、この金額が倍

になるぐらいのこんな金額の差が起きるというこ

と自体が、先ほど担当課長のほうからも積算の甘

さがあったというご答弁ですから、そこは私とし

ては責めるとかなんとかという気持ちは余りあり

ませんけれども、ただほかの町村ではそうしてい

るのかというと、私余り調べていませんからわか

りませんが、恐らく本町くらいでないのかなと。

今回みたいな状況というのは、本町ぐらいでない

のかなというような気がするのです。ですから、

そこら辺は、先ほどお話ししたとおり、いろいろ

な類団だとか全道の状況だとか、それとか道単価

だとかいろいろなものを組み合わせた中で上段、

下段決めて、最初からの入札を、札入れてもらっ

ていればです、極端に前年が幾らだったのが次の

年に半額になってしまったとか、そういうような

ことという異常なことが起きないはずなのです。

ですから、もうそこら辺でいろいろな疑惑を持た

れたりすることも出てくるのかなと思うので、慎

重に今後とも積算については今以上に本当に慎重

な対応を望みたいということでお願いしたい。 

 ただ、ちょっと心配なのは、きのうの答弁の中

で聞いておりましたら、４月以降の処理について

これは一月ごとに随契で前年度の業者に支払いし

ているというお話でしたけれども、この金額は前

年度の金額で支払っているわけですよね。そこら

辺お聞きしたい。そうすると、業者にしてみれば

やればやるだけ赤字になっているという、今回新

たに見積もり出したよりもずっと安い金額で去年

は落札しているわけです、半額で。そうすると、

ただ単純に去年の金額で一月ごとの処理のお願い

をすればするほど業者泣かせになってしまうとい

う、ここら辺はどういうことをお考えなのか。 

 それと、先ほど町長も述べられたとおり、当初

予算の議会としての否決というもののそういうも

のを本当に重視して考えていただけるとすれば、

これからの補正予算についてもまず経済性と効率

性、そしてその効果、こういうものをただ業者に

任せてしまったから、入札で本年度の事業として

はスタートしたからいいというものでなく、やっ
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ぱりずっとそれに目配りをしながら、本当に効率

性はどうなのか、いろいろな事業に全てに今の経

済性だけで、金額が安かったから落札してしまっ

て、しかしその後の追跡調査ということは確実に

原課の皆さんがやってこそ初めてその効果あらわ

れるというふうに考えていますので、お願いした

らややもすればこれでいいのだと、自分たちの仕

事は終わったではなくて、発注したもののその最

終的な効果をきちんと見きわめてもらってこそ初

めて町民の皆さんがそれぞれの事業に対して本当

にいい仕事をしてくれたなという感覚になるとい

うことだけはきちんと皆さんわきまえていただい

て、事業の執行に当たっていただきたいなという

思いですので、その辺で何かございましたらご答

弁よろしくお願いします。 

〇町長（嶋  保君） ３番、井議員からの再

度のご質問に答弁申し上げます。 

 ご指摘のとおり、私事前見積もりと申しました

が、参考見積もりでございまして、その時点、11月

の時点と応札の時点、おっしゃるとおり私もこの

差というのは、一般的に電気代、いろいろなもの

は上がっていますが、それより大きいのかなとい

うような認識もしているところでございます。そ

ういった中では、今後も当初予算の部分、おっし

ゃるとおり業者の見積もりだけでもなくて、やは

り類似団体等の部分もしっかり調べて、それらも

勘案しながらやっていかなければならないという

ふうにも思っております。 

 また、経済性、効率性等の部分のご質問もござ

いました。第一義的に私はこういった部分本来的

には競争原理が働くというのは、市場原理が働い

て、そこで財政的な支出が少なくなるというのは、

やはりその部分は優先して考えるべきだと思って

います。しかし、それぞれの業務の特殊性や安定

性と、その部分も考えて、ただ単に経済、もちろ

ん経済性、効率性というのが第一でございますが、

その部分のみならず、昨日も申し上げましたが、

設立の経過や、そしてまた業務の特殊性、安定性

と、それらもやはり考えなければならない。そし

て、ご指摘もございましたように確かにこの２年

間安かったという形で、24、25という中では財政

出動も少なくて済んだという形でございました

が、結果的に26年こういう形で補正という形にな

った中ではやはりそのときの経済性だけではなく

て、長期的に見た場合どうなのかというその部分

もおっしゃるとおりきちんと目配りをしながら、

検証もしなければならない。ただ安ければいいと

いうだけではないという部分、安定的にやってい

く場合にどうなのかと、その部分もやはりしっか

りと検証していかなければならないというふうに

考えてございます。 

〇財政課長（山本金五君） ３番、井議員から

の４月以降の契約金額の部分について私のほうか

らご答弁申し上げます。 

 まず、４月分につきましては、これは消費税が

前年５％が４月１日以降８％という形になってご

ざいますので、相手方との話し合いの中で26年度

の契約の業務に一定期間がかかるということも踏

まえた中で、１カ月間だけ随意契約してございま

す。これにつきましては、消費税を加味した中で

前年度の金額をもとに契約してございます。そう

いった中で、暫定予算であったり、今後の執行の

関係もあり、５月分については期間を変更する形

で設計変更してございます。この設計変更に当た

りましては、５月等につきましては休日が連休等

もあったり、それから先ほどからご答弁申し上げ

ましたとおり労務単価ですとか資材の高騰等を踏

まえた中で相手方のほうからは前年度の金額では

ちょっと難しいといった中で、その見合う分につ

きましては相手方と協議した中で金額を上げて設

計変更してございますので、ご理解のほど願いた

いと思います。 

〇３番（井 潤君） 今の問題ちょっと山本課

長にお聞きしたいのだけれども、不成立になった
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から、だから前年の業者に、この仕事というのは

一日も切らすわけにいかないから継続で、とにか

く毎日毎日発生するものですから、それはそのと

おりしないとならないというのは事実だけれど

も、それを今話し合いの中でそうやって若干の値

上げでやってもらったそこのところというのは法

的にどうなのですか。入札が不成立で、今回こう

いう形になった。今の前年度の業者がそのまま継

続してやれるのであれば、そういった形というの

もいいのだろうけれども、それがまだ業者が入札

前で決まっていない。それをそういった話し合い

だけで、例えば１カ月なら１カ月、２カ月なら２

カ月の延長だとかなんとかの中での話し合いでそ

うしていると今おっしゃいましたけれども、それ

自体は成立するものなのですか。まだ落札金額決

まっていませんよね。他の業者がもうちょっと安

く入れたら、それがその金額になるわけでしょう。

数量掛けて云々というけれども、そこら辺もう一

度よくわからないので、詳しくお願いします。 

〇財政課長（山本金五君） ３番、井議員から

４月の入札のあり方につきまして改めてご説明申

し上げます。 

 ご指摘ありましたとおり、廃プラですとかこれ

らのごみ処理というのは、４月１日から町民生活

に大きな影響を与えるということで一日も欠くこ

とができない業務であるといった観点の中から、

ことしで申し上げますと26年度の入札の執行まで

には一定に期間を要すると。そういった中でもそ

の業務は執行していかなければならないといった

中で、１カ月間のまずは随意契約を相手方と結び

ます。随意契約であっても、これにつきましても

あくまでも予定価格というものを算出していま

す。そういった中で、予定価格の範疇の中で履行

が可能なものを契約の相手方として実施するとこ

ろでございます。その予定価格につきましても担

当課におきまして必要となる資料をもとに積算し

た中で、４月分についてのみの予定価格を算出し

て、次の26年度、５月以降になりますけれども、

ここの分についてはまた改めて26年度執行分とい

う形で予定価格を設定して入札を行うと。これに

つきましては、本年度に限らず前年度、前々年度

につきましても同様な形で、まず前年度の受託業

者を安全確実に履行してもらえるといった中で前

年度の業者を随契相手として１カ月間の随意契約

をしているといったことでございますので、ご理

解のほど願いたいと思います。 

（何事か声あり） 

 済みません。４月以降につきましては、そうい

う形で整理してございます。 

 続きまして、５月以降の部分のことに関しまし

ても、これにつきましても確実に業務を履行しな

ければならないといった中で、１カ月分、５月分

につきましては前年度並びに４月分の受注業者を

相手として随意契約で町民生活に支障を来さない

よう、円滑に業務を進めるようにするといった中

で、これにつきましても設計変更という形で４月

の履行をもとに、それから市場価格等を調査した

後にまた新たに予定価格というものを設定しま

す。この予定価格内の範囲で相手方が応じていた

だいた場合について契約を結ぶという形になって

ございます。昨日もご答弁申し上げましたが、５

月26日に26年度分につきまして入札を行ったとこ

ろでございますが、これが不調に終わったため、

６月以降につきましても１カ月間これは随意契約

を結んだ中で、またその部分につきましても４月、

５月までの市場価格、実勢価格等を踏まえた中で、

またその時点で設計変更、新たに予定価格を設定

し、その予定価格の中で達したものを随契相手と

して契約を結んだと。その業務に従事していると

いうことでございますので、ご理解願いたいと思

います。 

 契約の手法としましては、これにつきましては

随契相手とするというのは、安全確実な履行をす

るといったことにつきましては問題ないというふ
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うに考えてございますので、これにつきましては

町の要綱、規則等にのっとった形で整理してござ

いますので、ご理解願いたいと存じます。 

（「議事進行」の声あり） 

〇３番（井 潤君） 今答弁いただきましたけ

れども、予定価格を変更して、そして前年度の業

者に、業務としては一日も欠かすことできないか

ら、だから払っているのだと。それは、調査して

払っている。それも話し合いのもとでやっている。

そこまではわかるのだけれども、そうすると４月

分は幾ら幾ら、恐らく昨年よりも高い金額で払っ

ているわけですよね。そして、この事業というの

は、これから補正が通ると再入札するのだよね。

そしたら、そこで今払っていただいている前年度

の業者というのは有利になったりしないのです

か。これだけの予定で支払ってくれているから、

これの金額で応札すればいいのかなとか、その辺

は入札の中で不正が発生しないものなのかどうな

のかというのを教えていただきたいなと。私もう

３回目終わっていますから。一方の相手業者にも

その支払いしている価格というのはまだ入札に参

加していないから知らせるわけにはいかない。去

年の業者にだけそういう形で支払いしているわけ

です。そうすると、その支払いしていただいた金

額で例えば年間の数量とかそういうものを掛け

て、そして何回か１年にわたる業務やっているわ

けだから、だから応札する相手側に不利にならな

いのかどうかという、今の随契が。そこがまたお

かしなことになってくると、また大きな問題にな

ってしまうので、いわれもないそういった嫌疑を

かけられることにもなるわけだから、だからそこ

ら辺の今後の対応というのは慎重にやらざるを得

ない、やるべきだというふうに思うので、そこら

辺はどういうふうにお考えになっているのか、そ

こをお聞きしたい。 

〇財政課長（山本金五君） ３番、井議員から

の最後のご質問に対して私の説明が不足であった

ということで、改めて補充的に説明させていただ

きます。 

 まず、予定価格、業者が知り得るのではないか

と、そうすることによって既に受注している業者

が有利になるのではないかというようなご質問か

と存じますが、まず予定価格に関しましては相手

方に示しません。これは、あくまでもうちが１カ

月間、この期間やったらどれぐらいの金額になり

ますかという見積書を提出してもらったものが現

在うちが持っている予定価格に達しているか、達

していないかでございますので、それが達してい

た場合について契約を結ぶということになります

ので、特定の業者が予定価格を知っているという

ことではございませんので、この補正予算を可決

していただければ今後の入札の仕方、それから契

約の方針についてはまた指名委員会等でどのよう

な形になるかについては検討はしますけれども、

特定の業者が有利になるものではないというふう

に認識してございますので、ご理解願いたいと存

じます。 

〇18番（吉田浩一君） 何点か質問をいたします。 

 まず、区会連合会の補助金160万円について質問

をいたします。区会にＡＥＤということなのです

けれども、何区会ぐらいにまず出すのですか。単

価１つ幾らで、何台分とかというふうになればそ

の数がわかるのだけれども、これは区会にやって、

区会のどこに置くのですか。今ＡＥＤを置いてい

るところはたくさんあるのだけれども、現実的に

ＡＥＤを使える人というのは限られると思うので

す。当然その辺の指導、使い方の指導というので

すか、訓練というのですか、そういうのをやった

後に、設置した後にしなければならないのでない

のかなと思うのだけれども、その点はどういうふ

うになっているのか考え方をお尋ねいたします。 

 次です。ＰＣＢの廃棄物のことなのだけれども、

2,382万円とかなり高額なのですけれども、どこに

あるＰＣＢなのですか。これをどういうふうに処
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理するというのか、どこかに恐らく運ぶのでしょ

うけれども、なぜこんなに金額が高いのか、その

辺もちょっとお願いいたします。 

 それと、一連のきのうからの質疑を聞いていて、

山本課長の答弁の中で、特に新規の場合は許可証

だとかを出してもらって、それを調べますと。当

然それが指名委員会でもまれるのでしょうけれど

も、その調べるというのはどういうふうに調べる

のですか。例えばさっき井議員の発言の中で、

下水道のとき入札やって安く落ちたけれども、や

っぱり業務に支障あったのでないかとかという、

そういう発言あって、特に新規で参入する場合は

その辺全然わからないということですよね。であ

れば、町側が調べるといったって限界があるし、

その会社が大きい会社だったら、名前が通ってい

る会社だったら必ずしもそれがいいというふうに

は限らないですよね。だから、具体的に何をもっ

て調べるのか。例えばよくあります〇〇データバ

ンクだとか、そういうところから資料を取り寄せ

て具体的に見るだとかというふうにならなかった

ら、やっぱりちょっとわからないのではないかな

と思うのだけれども、その点はどういうふうに調

べているのか、その辺ちょっと答弁お願いしたい

なと思います。 

〇企画政策課長（盛 昭史君） 18番、吉田議員

からのコミュニティの補助に関するご質問にご答

弁申し上げます。 

 まず、ＡＥＤの購入台数でございますが、これ

は５台となっております。そして、これをどこに

配置するのかということでございますが、基本的

にはこの事業の実施主体が区会連合会という実施

主体で申請をしておりますので、区会連合会の事

務局を持っております私どものほうで保管する、

あるいは要望があった場合にはブロック単位で貸

し出すことも可能であるというふうに考えており

ます。申請の際に、申請の趣旨といたしまして各

区会等で開催されるコミュニティ活動に貸し出

し、イベントやコミュニティ活動中の緊急時にお

ける救命体制を整備すると、こういう形で申請を

いたしまして、これが認められるところとなって

助成が決定したものでございますので、この趣旨

に沿って各イベント等での活用等広く活用してま

いりたいと考えております。 

 さらに、使用方法でございますが、これは区会

連合会の役員会等でもお諮りしたときにも各区会

の役員の方からもせっかく購入したものであるか

ら使用方法の講義を受けたいと、そういう声が随

分出ておりました。これは、購入後に余市消防署

とも連携をとりながら、各区会の集まりですとか

そういった機会でその使用方法の説明会、こうい

ったものを企画してまいりたいと。そして、設置

したものが有効に活用されるよう考えてまいりた

いというふうに考えています。 

〇総務課長（須貝達哉君） 18番、吉田議員から

ご質問ございましたＰＣＢの関係につきまして私

のほうからご説明をさせていただきたいと存じま

す。 

 まず、このＰＣＢでございますけれども、この

多くはトランス変圧器、さらにはコンデンサー、

これは蓄電器でございます。さらには、安定器と

いった中に絶縁油として使われているものが多く

ございまして、余市町におきましては現在役場に

おきます平成13年に蛍光灯などを取りかえてござ

いますけれども、その段階で発生した蛍光灯につ

いていた安定器ですとか、さらには過去使われて

いた変圧器、コンデンサーなどを所持してござい

ます。大型のコンデンサーにつきましては、政府、

さらには道の方針によりまして平成22年に高濃度

の大型コンデンサーにつきましては余市町も処理

を１台させていただいたところでございますけれ

ども、その後の計画によりまして平成39年度まで

にＰＣＢにつきましては処理をしなければいけな

いという法律になってございます。余市町におき

ましては、26年度、さらには27年度におきまして
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先ほどの蛍光灯から外した安定器でございますけ

れども、これの処分をしたいというふうに考えて

ございます。 

 さらに、トランスといいますか、変圧器でござ

いますけれども、これは低濃度のＰＣＢというこ

とで、またその先の処理、これにつきましては処

理業者、北海道では１カ所になりますけれども、

室蘭市にありますＪＥＳＣＯといいます日本環境

安全事業株式会社、これは平成16年に政府100％出

資でつくられた事業所でございまして、北海道で

はここだけが処理できる機関となっております。

こちらで処理をしたいというふうに考えておりま

す。余市町も先ほど申し上げましたトランスです

とか安定器、これにつきましては豊丘町850番地の

余市町クリーンセンターにございますＰＣＢ廃棄

物保管庫におきまして保管をしてございます。 

 さらに、３点目のなぜこんなに金額が高いのか

ということでございますけれども、これにつきま

してはキロ当たり２万9,400円という処理料金が

かかるということで、安定器につきましてはトー

タルで1,500キロほど所持してございます。本年度

につきましては、600キロほどの処理を考えてござ

いまして、そういった料金になるということでご

ざいますので、ご理解をいただきたいと存じます。 

〇財政課長（山本金五君） 18番、吉田議員から

資格の調査方法、新規参入も含めてということで

のご質問につきまして私のほうからご答弁申し上

げます。 

 まず、調査方法と申しますか、先ほどご説明さ

せていただきましたけれども、指名競争入札に当

たりましては参加資格申請書、指名願です、これ

につきましては競争入札参加資格申請書というも

のをまず提出してもらうことになります。この中

で、希望する職種を各業者のほうから記入しても

らうことになります。この希望する職種に必要な

許可ですとか登録、認可が必要な場合にはその写

しを添付することとなってございます。したがい

まして、申請時におきまして、希望する職種に必

要なものが添付されていない場合につきましては

相手方に確認すると。また、紛らわしい部分につ

きましては、業者のほうに再度改めて個々の部分

についての許可登録の関係について再度確認した

中で指名願を受け付けると。実際の指名する段に

おきましてもこれらの許可条件等を確認した中で

指名しますので、第三者機関に照会をかけるとい

う方法ではなく、現在提出されている書類の中で

判断できるものという中で確認してございますの

で、ご理解願いたいと思います。 

〇18番（吉田浩一君） 入札の資格のことはちょ

っと議題から外れるのかなとも思うのだけれど

も、山本課長が答弁したのはそれはもう当たり前

の話のことであって、だからそれ以外のところで

どうなのだということをやっぱり調べたほうがい

いのではないのですかと、私はそう思うので、そ

れはそういう意見があるということだけで答弁は

いいですから。 

 それで、須貝課長の処理料だとかその量はわか

ったのだけれども、大体蛍光灯を取りかえたよと

いうときは一般的に業者に全部引き取ってもらう

というやり方をしていないのですか、余市町とし

ては。大体民間とかがやるのであれば全部持って

いってよというのが一般的でないかなと思うので

す。そこの部分だけなぜとっていたのか、それが

ちょっとわからないのです。だから、蛍光灯を取

りかえたときにそういう契約でやったのか、その

辺がちょっとわからないので、再度説明願います。 

 ＡＥＤのほうは、あくまでも固定のところでな

いということですね。では、それはどこか何かイ

ベントとかあるときには各区会から申請しなけれ

ばならないということで、そういう判断でよろし

いのですね。その辺も再度確認をお願いします。 

〇総務課長（須貝達哉君） ただいま18番、吉田

議員からの再度のご質問でございます。 

 蛍光灯等を回収した場合引き取りを業者に任せ



－86－ 

ないのかということでございますけれども、これ

は法律で決まっておりまして、昭和49年から製造、

さらには新たな使用が禁止されたＰＣＢというこ

とで、その平成13年にかえる以前は余市町はＰＣ

Ｂの入った蛍光灯を使用していたわけであります

けれども、当然昭和49年以降に製造されたものは

入っていないということで、通常でありますとそ

ういった物質の入っていないものにつきましては

業者に料金を払って引き取っていただいていると

ころでございますけれども、ＰＣＢの入っている

ものにつきましてはそれらを使用していた事業所

が保管することというふうになってございますの

で、それらにつきましてはＰＣＢの部分だけ、安

定器の部分だけ取り外して余市町が保管している

という状況になってございます。 

〇企画政策課長（盛 昭史君） 18番、吉田議員

の再度のご質問にご答弁申し上げます。 

 まず、今回購入を予定しておりますＡＥＤにつ

きましては、持ち運びのできるもの、固定式では

なくて可搬式といいますか、持ち運びのできるも

のを予定しております。 

 また、この使用でございますが、当然各区会の

さまざまな事業はもとより、いわゆるコミュニテ

ィ活動に資するもの全般に使うということで申請

をしておりますので、区会のみならずさまざまな

団体におけるコミュニティ活動につきましてもこ

れは申請をいただければ事業実施主体者である区

会のほうとも協議をしながら、そういった形でい

ろいろな意味でコミュニティ活動の中で活用して

いただければ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。 

〇16番（安宅俊威君） きのうから平成26年度補

正予算審議されている最中でございますけれど

も、きのうも吉田豊議員も質問されまして、さら

に井議員も今しましたけれども、入札のあり方、

非常にこの入札のあり方とか随契のあり方は最近

特に疑問を持つのだ。いろいろなところからいろ

いろな話耳に入ります。それをここで話をすれば

失礼とは思いますけれども、その辺もう少ししっ

かり批判されないようにやってもらいたいと、そ

れをまず念願するところがあります。 

 それで、ちょっと関連なのですけれども、今定

例会に平成26年度の建設工事の請負一覧表、きょ

う見ました。そうすると、落札率が全部99％だの

95％、これどういうことなのですか。ここちょっ

と疑問を持つのです。それと、過去にこういうも

のの資料にしても２番札、３番札とちゃんと丁寧

に資料よこしたでしょう、入札の結果。これ見た

ら何も書いていないのだ。それで、参加された業

者、何社なのですか、４つの工事あるのですけれ

ども。そうでしょう。今まで資料もらっていて、

必ず２番札、３番札と書いてきたでしょう。書い

ていないのです、今回。それから、特に一番最後

の99.75％、３超随意というのですか、何というの

ですか、これ。どういうことなのですか、これ。

業者がいないのですか。その辺わからない。疑問

を持つ。よく昔は本命が決まっていて、ただ参加

して、そういうふうにその人が落とすという経緯

もあった。今余市に業者がいないのですか。その

辺教えてください。工事４つあるから、１つずつ、

何業者参加したの。こんな予定価格のとおりやる

なら随契でやればいいのでしょう。何も入札する

ことないのでしょう。例えば疑うわけではないけ

れども、この金額漏れていないのではないですか、

99も何ぼいくといったら。どうなのですか。そう

いうふうに疑わされるのだ。だから、きのうから

も入札のあり方、指名委員会のあり方質問されて

いるでしょう。たまたまこの資料出てきたから今

わかっている。99.75、99だ。昔なら80台ばかり多

かったでしょう、競争して競争して。これは何も

競争入札でないのだ。それちゃんと説明してくだ

さい、この問題に絡んで、入札のあり方、随契の

あり方、指名のあり方。書いてよこさないのだも

の。ちゃんと何業者参加して、２番札が何ぼと書
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いてあるのならまだわかる。ほかにも業者いるの

でしょう。教えてください、ちゃんとわかるよう

に。大事な問題だから。だめだ、こんなの。こん

な資料出すな。 

〇財政課長（山本金五君） 16番、安宅議員から

今般提出させていただいてございます工事請負契

約の状況の一覧につきまして私のほうからご説明

申し上げます。 

 今般提出させていただいている表につきまして

は、まず契約状況の一覧でございます。ですから、

この表につきましては、500万円以上の契約につき

まして行ったものを表にまとめたものでございま

す。したがいまして、実際の契約したもののみを

記載してございます。 

 それと、２点目の３超随意、これはちょっと略

して申しわけございませんけれども、これにつき

ましては入札に当たりましては３回行います。同

一日で１度入札かけて不落だったものについては

引き続き２回目、３回目ということを心得の中で

業者に伝えた中で、同じ日のうちに３回まで入札

を行います。その入札を行った結果まだ不落札で

あった場合には、その中で最低価格を記載したも

のとの随意契約に移行することになります。した

がいまして、今回につきましては、ここの梅川地

区増圧ポンプ築造工事につきましては３回入札を

行いましたが、不落札であったため最低入札価格

の記載者の赤石建設株式会社との随意契約となっ

たところでございます。そういった中で、相手方、

今回ですと赤石建設さんとの随意契約、協議した

中で今回につきましては1,301万4,000円で落札決

定してもらったということでございまして、この

３超随意というのは３回入札を行ったけれども、

落札ができなくて随意契約になったものというふ

うに考えてございますので、ご理解を願いたいと

思います。 

 次に、３点目の落札率が従前に比べて高くなっ

てきているのではないかというようなご質問かと

存じます。これにつきましても、こういう状況は

昨年夏以降特に顕著に建設工事については見られ

る状況でございます。これにつきましては、震災

復興の関係もあろうかと思いますけれども、労働

者不足、それから機械設備、これらの手配がなか

なか北海道内でも難しくなってきている中で、町

内業者におきましてもこれらのものを手配してい

く中でどうしてもこういう高い金額での入札にな

ったのかということが、これはあくまでも推測で

はございますけれども、これにつきましては新聞

紙上におきましても落札率が高くなっている、場

合によっては落札業者がいない、応募者がいない

といったような状況が本町においても見られるの

かなというふうに考えてございますので、ご理解

を願いたいと存じます。 

（何事か声あり） 

〇議長（中井寿夫君） 答弁調整のため暫時休憩

いたします。 

休憩 午前１１時００分 

再開 午前１１時０６分 

〇議長（中井寿夫君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 16番、安宅議員への答弁を求めます。 

〇財政課長（山本金五君） 答弁調整のため貴重

なお時間をいただきまして、ありがとうございま

した。16番、安宅議員からのご質問のありました

参加業者数につきましてご説明申し上げます。 

 まず、１点目の平成26年度沢町百姓沢線排水整

備工事につきましては７社でございます。これに

つきましては、全社とも町内業者でございます。 

 次に、平成26年度町道舗装工事その１につきま

しては、指名を行ったものは７社、このうち１社

が辞退してございます。したがいまして、６社で

の入札となってございます。これにつきましては、

全社町外の業者でございます。 

 次に、平成26年度町道側溝布設工事その１につ
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きましては全７社でございます。この全７社につ

きましては、全て町内業者でございます。 

 次に、梅川地区増圧ポンプ築造工事につきまし

ては、全８社を指名してございますが、このうち

入札に参加したものは６社となってございます。

この６社、８社につきましては、全て町内業者で

ございます。 

〇16番（安宅俊威君） ちゃんとこうやって説明

してくれれば何も質問しないのだ。なぜ疑問を持

ったというのは、落札率が100％近いでしょう。こ

ういうことがあり得るのかというのです。私も長

い間議員やっているのだから、いつもこの辺はち

ゃんとなるほどなと理解する。今回は余りにも落

札率が高いから、だから疑問を持った。だから、

ちゃんとこういうふうになって、こうなったのな

ら理解はする。理解はするけれども、疑問も持つ

のだ。そうでしょう。予定価格と同じような金額

になったら、何もこんなの競争入札することもな

いのだ。随契でやればいいのでしょう。その方法

だってあるのではないですか、金額にもよります

けれども。そうでしょう。500万円以下ならほとん

ど随契でやっている工事もいっぱいあるでしょ

う。やっぱり一つの指名競争入札やっているのだ

から。だから、どこの町村でもこういうことあっ

たら問題出てくるでしょう。疑惑が出てくるでし

ょう。漏れているのでないかと、誰がやったのだ

と、そういうこと新聞にちょこちょこ出ているで

しょう。やっぱり町側にすれば町民のお金を使っ

てやるのだから。そうでしょう。少しでも安くな

ったら財政が助かるでしょう。わかるでしょう。

それと同じなのだ。過去にも一般質問でこの問題

を質問した人もいる。だから、余りにも、99.75％

というのは何なのだという理論にならないかい。

そうでしょう。だから、あなた方は、予定価格は

一切漏らしていないよね。そういう理論になって

いるよね。そうでしょう。だけれども、こうなれ

ば疑わされるでしょう。漏らしているのでないの、

誰か。そういうふうに思わさる。町長、どうです

か。やっぱり今仕事もない時期だし、みんな仕事

欲しいのだ。昔はそうでなかったでしょう。平均

といったら大体７割から８割ぐらいで競争して、

大体そんな金額出てくる、今までの経過を見ると。

だけれども、99.75といったらおかしい。だから、

漏れたのでないかと聞いている。そういう職員い

ないとも限らないと疑わされるのだ。ここが何で

も行政の一番何かあったときに出てくる問題なの

だ。証拠がないのだから。余りにもちょっとひど

過ぎるのでないかということなのだ。業者が悪い

と言っているのではないのだ。ただ落札率が余り

にも、これなら競争入札ではない。俺らも町の中

いろいろ歩きますから、いろいろいいことも悪い

こともみんな耳に入ってくるのいっぱいあるの

だ。だけれども、証拠のないもの言えないから。

町長、その辺どうですか、今後の入札のあり方、

随契のあり方、きのうも質問あったでしょう。こ

ういう厳しい時代に入っているのだから。昔の時

代と違うのだ。本当にいろいろな人から言われる。

疑わされるのだ、どう考えても。業者が云々でな

いですから。業者がどうなんていう質問していな

いから。だから、ちゃんと工事なら、１番札、２

番札とちゃんと今までは丁寧にこういう資料出て

きたのに何で今回出さなかったのだと。何で出さ

なかったのですか。今までずっとそうやってきた

のだから。そうでしょう。資料はちゃんと必ず参

考資料出して。随契のは別だ。こういう正規の入

札したやつはきちんと報告してくれた。考え方示

してください。 

〇財政課長（山本金五君） 16番、安宅議員から

の入札経過のわかるものが従前添付されていたの

ではないかというような部分につきまして私のほ

うからご答弁申し上げます。 

 まず、先ほどもご答弁申し上げましたけれども、

定例会に提出しているものにつきましては500万

円以上の工事請負契約のあったものについてのみ
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記載してございます。ただ、工事請負の中で議決

の必要なもの、それから動産の取得等で入札等を

含めての分につきましては、これにつきましては

入札経過書というものを参考資料として議案の末

尾に添付して議会のほうにお知らせしているとい

うところでございますので、この一覧表につきま

してはそのような入札経過のものは添付していな

かったということでご理解願いたいと存じます。 

（何事か声あり） 

〇議長（中井寿夫君） 安宅議員に申し上げます。

ただいま平成26年度余市町一般会計補正予算（第

２号）について審議をしておりますので、その範

囲内での質問をお願いをいたします。 

〇16番（安宅俊威君） だから、関連があるから

この入札問題できのうからやっているでしょう。

だから、資料だってちゃんと議会あるたびに、４

回あるうちに出してしているでしょう。出してい

ないってかい。大きい工事なら２番札、そうか、

ここの業者落としたのかと、そうやって見ていた

でしょう。今回も定例会だから出してよこしたの

でしょう。何を言っているのだ。そうでしょう。

何も俺悪い質問しているかい。きのうからの一連

の随契のあり方、指名委員会のあり方やってきて

いるから、常に議会始まればやっぱりみんな質問

したい議員もたくさんいるでしょう。だから、基

本的には何社が参加したのですかということを聞

いているのだから。それを書いてよこさないから

何やっているのだと。いいですよ。何も総務委員

会からありますから、まだやります。やっぱり競

争入札というのは少しでも競争してもらって、そ

れが町民が助かることなのだから。商売と同じな

のだから。それだけ一応指摘をしておきます。台

帳には何年前のことちゃんと載っているから。み

んな丁寧に報告しているでしょう。隠し事するな

ら隠し事しなさい。隠し事しているのだから、あ

なた方、町民に対して。 

〇議長（中井寿夫君） 安宅議員に申し上げます。

先ほど申し上げましたとおり、補正予算について

ただいま審議しておりますので、その範囲内でお

願いをいたします。 

〇16番（安宅俊威君） いいのです。これ出した

らやっぱりみんな関心して見るのだから。評価額

とかそういうのだから。総務だけで見ればいいと

いうものでない。疑問持ったのだ。99.7、100％近

くの入札自体あり得るかというの。いいです。持

たさるのだ、疑惑、どうしても、こういうことは。 

 終わります。答弁あればしてください。 

〇７番（近藤徹哉君） ちょっと簡単なことなの

ですけれども、７款の観光費でおもてなし案内人

育成事業委託料なのですけれども、この業務内容

をお知らせいただきたいなと思っているのです。

恐らく道か何かで「マッサン」の放映のこともあ

ったから来たのかなと、わからないですけれども、

それは推測ですけれども、これは後から答弁いた

だいたらまたちょっと考え方を述べたいと思って

いるのですけれども、この件についてどういうよ

うな形で案内人の育成、おもてなしだから、例え

ば人数なのか何だかわからないのですけれども、

この中身知っている範囲で結構ですけれども、そ

の件についてお知らせいただきたいなと。そして、

これが予算が通った場合にいつごろから実行に移

すのかどうかわかりませんけれども、その辺も踏

まえて内容をご説明申し上げていただきたい。 

〇商工観光課長（小林英二君） ７番、近藤議員

のご質問にご答弁申し上げます。 

 今回補正予算といたして計上いたしました事業

につきましては、平成26年度の緊急雇用創出推進

事業、地域人づくり事業として北海道に対しまし

て要望申請しておりました余市町おもてなし案内

人育成事業というものがこのたび採択されること

となりました。この事業の内容といたしましては、

あくまでも町が事業主体ということで事業を企画

いたしまして、これを委託事業として実施するも

のでございます。 



－90－ 

 内容といたしましては、議員おっしゃいました

とおり、連続テレビ小説「マッサン」の放送を契

機に今後余市町に多くの観光客が来るだろうと。

そういった急増する観光客の受け入れ態勢の整

備、そういったものが必要で、観光客に直接対応

し、余市町のよさを発信できる観光案内人の育成

が急務と考えたところでございます。そういった

ことから、この事業を活用いたしまして失業者を

雇用し、業務といたしましては観光ガイド業務に

従事させ、町の観光に関する基礎知識やスキルを

身につける実務研修、これは事業の採択要件とい

たしましては実務研修、実務をさせながら人づく

りをするというものと職場外で講義等の研修、セ

ミナーといった座学を受けさせて知識等を身につ

けさせるといったことの両方の事業を実施すると

いうことが要件となっておりますので、そういっ

た事業を内容として受託先で実施をしていただい

て、余市町のおもてなしに必要な知識や技術を習

得させ、将来にわたって余市町の観光の核となる

人材を育成するものとして事業を行うものでござ

います。 

 計画しております失業者の採用人数でございま

すが、一応２名ということで事業を計画して要望

をしてございます。 

 また、事業の実施時期でございますが、本予算

可決成立いたした後に契約等の諸手続を踏んだ

後、早い時期に契約をして、事業を進めさせてい

ただきたいというふうに考えてございますので、

ご理解を賜りたいと存じます。 

〇７番（近藤徹哉君） 今説明いただきまして、

よくわかりました。その中で、おもてなしという

のは、非常に日本人は得手不得手、判断がすごく

多いのですけれども、基本的に町が主導というこ

とになったものですから、やはりその辺きちんと

やっていただきたいのは、１つは人を好きになら

ないとおもてなしはできない。物を与えたって、

そういうことではないと思うのだ、私は、私の持

論は。人を好きになって初めて、来たお客さんを

好きになって初めてそれで和を保つということ

で、それで２人というのですけれども、570万円、

これは１年間だけか。これもわからないのですけ

れども、もしマニュアルみたいのあったら、詳し

いことは、議会ですから、詳しいことを、委員会

と違うものですから、指示書みたいのあったら後

からいただければ、あと細かいことは質問しませ

んし、答弁も要らないですから。ただこの人材の

選定とか、それから２人ならちょっとどうなのか

なと思うのですけれども、その辺も決まったら仕

方ないですけれども、もうちょっとやはり１年間

とか、「マッサン」は約160回でしょう。９月29日

から。だから、その期間がいいのかどうかはわか

りませんけれども、どういうような計画を練って、

補助事業のやつお金いただいたものですから、継

続がやはり必要だと思うのです。これ終わったら

終わりとかでないでしょう。だから、そういうこ

とを長期ビジョンの中でそういうようなプランニ

ングを練っているのかどうか、その辺も踏まえた

中で、今答弁できる範囲でいいですけれども、あ

とは資料か何か後から手渡していただければ質問

は省略しますので、詳しいことは質問しませんか

ら、ひとつその辺も踏まえた中で、答弁できる範

囲で結構ですけれども、よろしく答弁お願いしま

す。 

〇商工観光課長（小林英二君） ７番、近藤議員

の再度のご質問にご答弁申し上げます。 

 ２点ほどのご質問というふうに承ります。まず、

事業の期間でございます。委託事業といたしまし

ては、契約後年度内の27年の３月31日までという

ことで考えております。また、雇用期間におきま

してもこれは要綱等に規定がございまして、年度

内の３月31日までということで、その後の次年度

の道としての緊急雇用の事業が同じような事業が

あるかどうかというのはまだこの時点ではわかり

ませんが、一応今回予定する２人が採用になって、
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この事業においてそういった習得をされた暁には

受託者である、一応想定としては観光協会という

ことで今事業を計画してございますが、引き続き

そういったところで雇用等を検討していただい

て、長くその人材を活用していきたいというふう

に考えての事業の企画でございます。 

 また、２人の人数についてどうかということで

ございますが、これは全体の緊急雇用としての道

の配分予算等の関係もございました関係上、また

受託する団体における受託体制等々の観点から、

今回は２名ということで企画をさせて、実施をす

る予定で考えてございます。 

〇７番（近藤徹哉君） 今説明いただきましてわ

かりました。その中で、条件で２名ということで

すけれども、予算のことあるからよくわかるので

す。だけれども、これから余市の町がまちづくり

の中でどうするかということになった場合におも

てなしということは非常に大切なことで、だから

例えば最低でも２足す３で５、１年でこれ終わり

で、またこの次補助事業がなかったらできないと

かでなくて、継続することに意味があるから、そ

れはどこの予算を削るかどうかそれは執行者にお

任せしますけれども、そういう継続して初めて実

を結ぶということですから、その辺も考慮に入れ

て、今後の運営とか、それを委託する場合にそう

いう申し伝えをして、ちゃんと血の通った、ただ

お金をぼんとやることはないと思いますけれど

も、そういうことをコミュニケーションを深めた

中で、余市の発展ということを念頭に置いた中で

そういうような委託業務に使っていただきたいと

思うものですから、行政としてはそういうことに

意を尽くして、努力していただきたいなと。 

〇商工観光課長（小林英二君） ７番、近藤議員

の再度のご質問にご答弁申し上げます。 

 ご指摘いただきました観光案内人、今回の「マ

ッサン」を契機に、放送としては来年の３月まで

になりますが、それ以降の観光客の入り込みとい

うのがやはり想定されるものがございます。そう

いった意味では、まだまだこの２名のおもてなし

人材というものは決して足りるものではないとい

うふうに考えております。そういった意味では、

実践的な部分では観光協会が今後余市町の観光を

牽引していただくところになるわけでございます

が、町といたしましてもそういったことについて

できるだけ配慮をして、人材の確保に努めていた

だきたいというふうに指導してまいりたいという

ふうに考えていますし、また今「マッサン」協議

会を通じまして、町民講座を通して町民が今後観

光ボランティアという形で参加できるような知識

なり、そういったものを身につけるべく町民講座

をこの間数度開いて、これからもまた実施してい

く予定でございます。そういった意味では、今回

の事業に限らず、町民がこの機に町民観光ボラン

ティアという形で多くの方が参画していただける

ような組織づくりなり、仕組みづくりをつくって

まいりたいというふうに考えておりますので、ご

理解を賜りたいというふうに思っております。 

〇議長（中井寿夫君） 他に質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 これにて質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。本案につきましては、会議

規則第38条第３項の規定により委員会の付託を省

略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、議案第１号については委員会の付託を

省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第１号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議あり

ませんか。 
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（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第１号 平成26年度余市町一般会

計補正予算（第２号）は、原案のとおり可決され

ました。 

 各会派代表者会議、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３１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。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第２、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18番、吉田議員の発言

を許します。 

〇18番（吉田浩一君） 平成26年第２回定例会開

催に当たり、さきに通告の一般質問を行います。

町長、教育長には答弁よろしくお願いいたします。 

 まず、１点目であります。給食費の未納につい

てを質問いたします。余市町の給食費については、

各学校で管理されており、集金についても各学校

で行っております。近年新聞でも取り上げられて

いるように未収金対策ではどの学校でも頭を痛め

ているようで、結果として集金できた金額によっ

て、その金額に見合う給食を出さざるを得なく、

結果として量が少なくなる等のしわ寄せが現児童

生徒に寄せられ、またそのツケは将来の児童生徒

に及ぶと考えております。以下、質問いたします。 

 小学校、中学校別で平成25年度では総額幾らが

未納なのか。 

 この中で、要保護、準要保護の児童生徒の分は

あるのか。 

 その中で、おのおの24年度以前、つまり年度を

越えての未納はそれぞれ幾らあるのか。 

 最も古い未納は何年のものがあるのか。 

 給食費の未納について各学校ではどのように対

応しているのか。 

 未納について余市町と余市町教育委員会として

は、この実態をどう捉え、どう考えているのか。 

 次、２点目であります。余市フィッシャリーナ、

マリーナについてであります。余市フィッシャリ

ーナは、余市橋麓の余市河口の改修に伴い、マリ

ノベーション拠点交流促進総合整備計画のもと北

海道の事業として総事業費93億6,000万円余りで

平成13年４月に完成しております。施設全体とし

ては、海浜レク空間、触れ合い史跡空間、憩いの

空間、釣り空間、漁港機能空間、漁港利用調整空

間から成り、漁港利用調整空間では冬期間もボー

トが駐艇できる施設となっております。供用以後

さまざまな遍歴があり、現在に至っておりますが、

利用する側として懸念されることは、マリーナ使

用時において砂がボートの底につくようになり、

マリーナ内で座礁する可能性があるということだ

そうです。さらに、供用開始当時にあった浮き桟

橋も冬期間に陸に揚げなかったことにより破損し

て以後浮き桟橋が使用できなくなってしまったと

聞き及んでおります。図面上では、浮き桟橋と係

留岸壁で14隻が係留できることとなっていました

が、浮き桟橋側は岸壁にフェンスがあることから、

ボートが係留できないこと、さらには砂の蓄積に

よって係留岸壁そのものに近寄れない。結果とし

てボートを海におろしても漁港のほうに回し、荷

物の搬入をしていれば漁民より苦情が来るという

ぐあいに極めて使い勝手の悪い状況となっている

と聞き及んでおります。さらには、他の施設と比

較して駐艇料金にボートの上げおろしの料金が１

回5,000円ということで、海に出るためには１万円

がかかるということもあり、これにより年々駐艇

される方、施設を利用される方も減ってきている

ように思われます。 

 本年に入り、マリーナ内の砂がしゅんせつされ、
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現在夏場に臨時駐車場にされる場所に一時堆積さ

れていますが、マリーナ内の全ての砂が撤去され

たわけでもなく、また海ヘの出入り口と防波堤の

位置関係でマリーナ内に入った砂は自然に出るこ

とはなく、たまる一方であると考えており、以下

質問をいたします。 

 マリーナ内の水深は何メートルと設計されてい

るのか。 

 マリーナ内で現時点で最も深い水深は何メート

ルで、また最も浅いところは何センチなのか。 

 マリーナ内に一度入った砂は、自然に排出され

ると考えているのか。 

 ボートの係留については、現状どのようになっ

ており、隣の漁港、つまり漁船とボートの関係は

どのようになっているのか。 

 ボートの駐艇については、過去において最高は

何隻が駐艇されており、本年は何隻となっている

のか。 

 駐艇が減っているとすれば、何が原因と考えて

いるのか。 

 現行では、海の出入りは昇降機によって行われ

ていますが、斜路の考え方はどうなのか。 

 料金体制について、これは駐艇並びに昇降機の

料金について他施設と比較してどうなのか。 

 使用、利用料金の収入としては、余市町に入る

のか。 

 以上２点、よろしくお願いいたします。 

〇町長（嶋  保君） 18番、吉田議員のご質問

の余市フィッシャリーナについてご答弁申し上げ

ます。 

 余市フィッシャリーナにつきましては、都市住

民との交流を促進する拠点形成を目指したマリノ

ベーション拠点交流促進総合整備計画の策定を受

け、余市河口漁港の整備とあわせて行われて以来

現在に至っております。 

 １点目のご質問のフィッシャリーナ前湾内の水

深設計ですが、２メートル50センチに設計をされ

ております。 

 次に、現時点での水深ですが、５月24日にフィ

ッシャリーナ職員が測定したところ最も浅いとこ

ろで1.1メートル、最も深いところで２メートル

50センチとなっておりますが、潮流の関係及びし

け等により絶えず変化しております。 

 次に、フィッシャリーナ前湾内に流入した砂が

自然と排出されると考えているのかというご質問

ですが、外海に出港する際の出口部分では余市川

と日本海の流れがぶつかり、結果砂が湾内に流入

し、堆積して水深を浅くすることから、昨年から

後志総合振興局小樽建設管理部余市出張所におい

てしゅんせつ工事により砂の除去をお願いしてい

るところであり、流入した砂の多くは湾内にとど

まるものと考えております。 

 次に、ボートの係留と現状、漁船とボートの関

係ですが、まずボートの係留と現状ですが、北海

道漁港管理条例に基づき策定している余市河口漁

港維持運営計画により東防波堤及び南防波堤、内

南防波堤の一部に限りフィッシャリーナに寄港し

たボート及びヨットの一時的な係留利用のほか、

しけ等緊急時の係留に使用できるよう規定されて

おります。また、漁船とボートの関係ですが、余

市河口漁港は主に漁船、遊漁船が利用する漁港機

能空間とプレジャーボート等が主に利用する漁港

利用調整空間に分離されておりまして、それぞれ

の利用に支障が出ないよう運営計画に基づき指導

しております。 

 なお、フィッシャリーナ利用者には利用申請を

受け付ける際にフィッシャリーナの使用に関する

遵守事項を記載した誓約書の提出をいただき、定

められた場所に係留することで漁船との安全な航

行に努めていただいております。 

 次に、ボートの駐艇についてですが、駐艇期間

が一定ではないため、駐艇申請件数でお答えいた

しますが、最高が平成21年度で98件、最低が平成

25年度で61件となっており、今年度におきまして
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は５月末時点で39件となっております。 

 駐艇件数が減少した理由としては、所有者の高

齢化による利用率の低下並びに経済状況の悪化に

より船を処分したことなどが原因と考えられま

す。 

 次に、斜路の考え方ですが、斜路を利用し、出

港できるボートは公道が走行可能なボートトレー

ラーで移動できるボートで、トレーラーごと斜路

から湾内に着水し、出港いたしますが、それ以外

のボートはクレーンを利用しております。 

 次に、駐艇場使用料としての料金体制について

ですが、道内で同様の設備がある施設との比較で

お答えしますが、15フィート以下の船で余市町は

年間利用料で15万円、最も高い施設で26万

2,500円、最も安い施設で13万6,500円となってお

ります。また、クレーン使用料は、余市町は上げ

下げで6,000円となっておりますが、回数券で使用

させる施設や回数制限のない施設もあることから

一概に比較できませんが、おおむね同額と判断さ

れます。 

 次に、使用、利用料の収入先でございますが、

斜路の使用料は北海道の収入となり、駐艇料、ク

レーン使用料、水道使用料は余市町の収入になり

ますので、ご理解を願いたいと存じます。 

 なお、給食費の未納につきましては、教育長よ

り答弁を申し上げます。 

〇教育長（中村寿仁君） 18番、吉田議員ご質問

の給食費未納についてご答弁申し上げます。 

 １点目の平成25年度中における小学校、中学校

の未納額につきましては、小学校16世帯、中学校

10世帯、合わせて26世帯、児童生徒数は小学校

23名、中学校11名で合わせて34名、未納額は小学

校50万円、中学校37万円で小中学校合わせて87万

円となっております。 

 ２点目の要保護、準要保護の児童生徒の滞納分

でありますが、給食費については学校長への振り

込み委任制度が導入されたことから、要保護、準

要保護世帯につきましては現在保護費、援助費の

中から直接学校に納付されておりますので、未納

はありません。 

 ３点目の平成24年度以前、年度を越えての未納

はそれぞれ幾らあるかとのご質問ですが、各学校

の対応が統一されていないところであり、全校分

として平成23年度以降の内訳について答弁申し上

げます。平成23年度分について未納となっており

ます世帯は、小学校７世帯、中学校９世帯、合わ

せて16世帯、児童生徒数は小学校９名、中学校９

名で合わせて18名、未納額は小学校32万円、中学

校39万円、小中学校合わせて71万円となっており

ます。平成24年度分について未納となっておりま

す世帯は、小学校13世帯、中学校９世帯で合わせ

て22世帯、児童生徒数は小学校16名、中学校９名

で合わせて25名、未納額は小学校44万円、中学校

33万円、小中学校合わせて77万円となっておりま

す。平成25年度末における平成23年度から３年間

の未納額合計は、小学校36世帯、中学校28世帯で

合わせて64世帯、児童生徒数は小学校が48名、中

学校が29名で合わせて77名、未納額は小学校が

126万円、中学校が109万円で、23年度以降の合計

額は235万円となっております。 

 ４点目の最も古い滞納分についてでございます

が、各学校の対応が統一されていない中である学

校では平成15年度の滞納分となっております。 

 ５点目の給食費の未納を各学校どう対応してい

るかでありますが、校長、教頭、町費事務職員等

が文書による督促、電話による督促、家庭訪問等

を行い、未納解消に努めているところでございま

す。 

 ６点目の余市町と余市町教育委員会としては、

この実態をどう捉えているのかとのご質問につい

てですが、現在小中学校においては児童生徒が食

事の大切さを知り、食に関する正しい知識と望ま

しい食習慣を身につけることができるよう給食指

導を中心として学校教育の中で食育を推進してお
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りますが、安定した給食を継続するためには給食

費の確保が極めて大切なことと考えております。

学校給食費の未納が発生することにより、学校給

食食材の購入経費を下げざるを得なくなるなど、

児童生徒にとって好ましいことではなく、深刻な

事態と受けとめております。今後におきましても

各学校の未納状況を随時把握しながら、相互に話

し合いをする機会を設けるなど、連携をとりなが

ら未納解消に向け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。

〇18番（吉田浩一君） まず、フィッシャリーナ

のほうから再質問いたします。 

 この質問は、私が町を回っているときにここを

利用されている方からそういうふうな状況を聞い

たと。これを提出してから彫谷議員からも実は俺

も同じ話を聞いているのだということでした。自

分が聞いた方と彫谷議員が聞いた方は、別々な方

のようですから、複数の方が同じ意見を持ってい

るということです。 

 それで、５月24日の時点では浅くて1.1メート

ル、深いところは2.5ということだったのですけれ

ども、私が聞いた範囲では、通告のところに一回

砂が上げられたというふうに書いてあるのですけ

れども、それはたまたまあそこら近辺走っていて、

これどこの砂というふうに聞いたら、そこから引

き上げたと、しゅんせつした砂だということだっ

たのですけれども、その前は80センチしかなかっ

たということです。80センチで、現実的に湾内で

座礁したと。乗り上げたと、砂に。実際にそうい

うことがあったそうです。たまたまその乗り上げ

方が単純に船底が砂についたということだけで、

後進をかけたら何とか出れたということなのです

けれども、水深の問題、湾内の水深はやっぱりこ

れ明確に管理者、だから余市町にその責任がある

のか、北海道に責任があるのかそれはわかりませ

んけれども、さっきの答弁ではしゅんせつを道の

ほうにお願いしているということだったのですけ

れども、それで砂に乗り上げて船に穴あいたよと

かといったら、これは賠償責任になってくると思

うのです。これは、保険入っていますから何とも

ないとかと、やっぱりそういう問題ではないと思

うのです。駐艇料を取っているということは、駐

艇料はもらっている、なおかつそれが余市町で収

入になっているというのであれば、これはやはり

ちゃんと水深というのは、私ボートを利用しない

からわからないのだけれども、ちゃんと管理して

おかなければまずいのでないかなと思うのです。

もちろんそれはそのときの海というか、潮の流れ

によって変わってくると思いますし、ただ先ほど

の答弁では海から来るのと川から流れてくるのと

ぶつかって湾内に入ってしまうよと、それはもう

恐らく出ないでしょうという答弁でした。あの近

辺にあるものとしては、流雪溝ですか、流雪溝の

ところも毎年それこそ掘らなければならないと。

そういうような状況で、恐らく何ぼ掘ってもそれ

こそすぐ砂がたまるのだろうなというふうに思う

のだけれども、そういうところにつくってしまっ

たとしても、そういうところにつくってしまった

のだからこそ定期的に砂を上げるだとかという、

そういう作業をしなかったらやっぱりまずいので

ないかなと思うのです。 

 利用の数値を聞いたら、平成21年が一番多くて

98件、ことしの５月現在で39件と半分以下になっ

てしまったということです。その理由としては、

高齢化だとか経済的な問題とかと町長そういうふ

うに答弁したのでしょうけれども、私はそういう

ふうには聞いていないです。それは自分が話を聞

いた人が言っていたのですけれども、高いお金取

っていて、ちゃんと管理できないのでないかと。

湾内で座礁するようなところに置いていけない

と。なおかつ船を持っている人は、そこに船を置

いている人は、極端な話毎週毎週出るのだよと。

そういう状況でクレーンの利用料は、上げおろし

で１回6,000円だよと、それが回数券があるからあ
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れだよということだったのだけれども、そういう

状況で湾内のほうの状況もちゃんと管理されてい

ない。船とめるところも浮き桟橋もなくなった。

最初に通告しているとおり、漁港のほうに回した

らやっぱり苦情来ると。そういうことで、利用勝

手が非常に悪いということでほかのところに移動

していると。それが実態だと思います。せっかく

つくったところが、なおかつそれが余市町で入っ

てくる財源、財源になるのかどうかはわからない

けれども、余市町の収入になるのであれば、やは

りきちんと稼働させるような体制をとらなければ

ならないのではないかなというふうに私は思って

います。だから、稼働率を上げるために何が必要

なのかといったら、まずはきちんと水深を確保し

なければならない、それが一番だと思うのだけれ

ども、その辺の考え方というのを再度お尋ねいた

します。 

 斜路の考え方なのですけれども、確かにあそこ

のところには斜路があるのです。だけれども、一

般の斜路は入れない、一般の人方が入れるのか、

入れないのかその辺ちょっとわからないのだけれ

ども、海に出ようとする人は何とか安く海に出た

い。余市町にはニッカの裏に消防用の給水施設と

いうか、水とる場所があります。あそこのところ

は斜路になっている。前に何かのときに一回質問

したら、あそこのところは道の施設だし、利用制

限がかけられないという話だったのです。結局そ

このところにいろいろなトレーラーで船を持って

きて、そこから出入りしている人が毎週のように

いる。それは、ボートだけでなくてジェットスキ

ーだとかというのもあるのですけれども、またそ

のジェットスキーの騒音というか、それが非常に

うるさいのです。私のところはちょっと離れてい

ますからあれですけれども、本当にあそこの堤防

近辺の家の人といったら、朝から晩までがんがん、

がんがんエンジン回されたらとってもうるさくて

やっていられないと思います。それは、逆に余市

のフィッシャリーナからちゃんとおりれるよとい

うふうになれば、川から入ってくる人がマナーが

悪いというのは一概には言えないのですけれど

も、そういう問題も解決するのではないかなと思

うのです。それにはやはり利用しやすい、もちろ

ん水深という問題もあるのだけれども、きちんと

利用しやすいような手法でなければ利用されない

のではないかなと思うのです。 

 ですから、仮に現在あるフィッシャリーナの例

えば斜路なり、昇降機を使うのは、さっきの話で

はそこを利用する人は契約があって、要するに隣

との漁港との関係があるので、その誓約書の提出

求められるというふうな答弁でしたから、恐らく

急にぽんと来て、そこから入りましょうというふ

うにはならないのではないかなと思うのです。だ

けれども、その辺をやはり変えていかなければな

らないのでないかなと思いますので、再度町長の

考え方、その辺をお尋ねいたします。 

 次、給食費のほうです。金額を聞いて、大体年

に70万円から80万円ぐらい毎年ということなので

す。それが大体ずっと残ってしまうということで、

教育委員会としては何とか回収したいということ

で校長や教頭やそういう専門の人が文書や電話し

たり、訪問して払ってくださいと言っていますと

いうような答弁だったのですけれども、これだけ

金額があれば、ぱっと金額を聞いたらやっぱりか

なり大きいです。ただ、これが１人当たりという

ふうになると、また１食当たりというふうになる

とちょっと微妙な金額になると思うのだけれど

も、やはりこれだけ金額があるということであれ

ば何とかしなければならないのではないのか。特

に払っている子と払っていない子の差がある。ま

して給食費は、集まった金額でその給食を提供す

るということであれば、払っていない子は要する

に丸もうけだということです。古いのは平成15年

のがあるということなのだけれども、恐らく結局

それで最終的に回収できなかった分というのもあ
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るのでないかなと思うのです、各学校で対応まち

まちだといいますから。であるのであれば、これ

は私よく保育所の保育料も言うのだけれども、や

っぱり逃げ得は絶対許されないと思うのです。で

あれば、これ各学校でなおかつ対応がばらばらだ

というのであれば、給食費なのだけれども、教育

委員会のほうで一括でまとめて、役場のほうで集

金、集金というか、回収というか、それができな

いものなのかどうか。 

 これは毎年繰り返されることなのでしょうか

ら、そういうふうにしなければならないのではな

いかなと思うのです。特に学校の場合は、校長、

教頭、俗に言う管理職の方も含めてみんな転勤し

ていく人方ばかりなのですから。早いときであれ

ば、１年ごとに転勤ということはないのでしょう

けれども、早かったら大体２年で転勤してしまい

ます。そしたら、結局次の人に何ぼ引き継ぎます

よといったって引き継ぎ完全にできているわけで

はないし、であれば継続してきちんと請求できる

というような考え方に立つのであれば学校でなく

て、一時的なものは学校でいいのでしょうけれど

も、最終的に滞納になった場合は、その年度を越

えて滞納になったような場合は役所のほうでそれ

を引き継ぐだとか一括管理するだとかという方式

をとるべきではないかなと思うのだけれども、そ

の点どういうふうに教育長は考えておられるのか

再度答弁をお聞きしたいと思います。 

〇町長（嶋  保君） 18番、吉田議員の再度の

ご質問に答弁申し上げます。 

 フィッシャリーナの関係でございますが、この

管理の部分、クレーンの水の前の部分まではこれ

は町の管理でございまして、そこの水の部分、し

ゅんせつしなければならない等は道の管理でござ

います。ですから、私どもが道のほうにしゅんせ

つをお願いしてやっていただくという形になって

ございますが、おっしゃられるようにかなり私も

先日も見てまいりましたが、浅いところもござい

ます。そしてまた、潮流の関係、またしけの関係

等で刻々と状況も変わっております。道職員が毎

日そこに来て見ているわけでもございません。町

のそこのフィッシャリーナの職員が定期的にそこ

は確かにおっしゃるとおり随時道のほうに連絡を

入れ、そしてしゅんせつなりを素早くやっていた

だく、また危険がある場合はそこで出港を見合わ

せてもらうとか、便宜的な、本格的なしゅんせつ

でなくても、先日もやっていただいたクレーンで

やったという部分もございますので、そういった

安全性の部分、道の管理であるから町は関係ない

ですとはもちろんなりませんので、駐艇等も含め

て余市の施設に駐艇してございますので、それら

今後なお一層の連携をとりながら進めていかなけ

ればならないというふうに思っております。 

 また、上げおろしの部分、これは長期の場合は

3,000円、3,000円の6,000円でございます。それと、

継続利用されていない方、この方については

5,000円、5,000円の１万円かかることになります。

おっしゃるとおり斜路を利用する場合、これが斜

路を利用すれば756円で利用できるわけでござい

ます。しかし、規則に長期継続でない方は１カ月

前までに斜路なり、クレーンの使用許可申請を提

出しなければならないという部分ございます。確

かに、私も最近知った部分でございますが、使い

勝手がよくないという形はございます。例えば来

週出たいなと思っても１カ月前までという形で、

長期的な日程が決まっている方のほうが少ないと

いう部分もございますので、このあたりの１カ月

前までという規則の部分、これらの改正等を検討

しながら、この利用率を高めていけばまた余市川

の部分よりもまたこちらに戻ってくるのかなとい

うふうに考えてございます。 

 いずれにいたしましても、いろいろな状況、高

齢化や経済動向と申し上げましたが、議員ご指摘

のように休憩所がないとかそういう形の中での不

満もあるようでございますので、利用率が上がる
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ようにサービスの向上、さらには北海道との連携

強化に努めながら、事故のないような形でやって

いかなければならないというふうに思っておりま

す。 

〇教育長（中村寿仁君） 18番、吉田議員の再度

のご質問でございます。 

 まず、給食費の未納ということでございます。

先ほどもご答弁申し上げましたが、各学校におき

ましては給食費の未納者に対しての保護者に対し

まして校長先生、教頭先生、町教委の学校事務職

員が文書、電話、家庭訪問をするなどして督促に

より対応しているところでございます。その回数

等については、各学校において統一はされており

ません。また、中学校卒業した後も住所変わらな

い限りは一応請求しているということで努力はし

ていただいております。学校卒業して３年後です

とか４年後であっても、少しずつ入っている場合

もございます。 

 それで、教育委員会のほうで滞納した部分につ

いての納入を請求するべきではないかということ

でございますが、この給食につきましては私会計

でやっております。北海道内では公会計、いわゆ

る役場なり、教育委員会なりが徴収しているとい

うところもございます。大体北海道では２割近く

が公会計で、残りの８割が私会計ということでし

ております。公会計とした場合、徴収事務を行う

ための体制整備も必要でございます。また、さら

に学校を通さないということで、逆に役場が請求

したことでもう払わなくてもいいというふうな認

識をされる場合もあると思います。現時点では、

本町としては他町村の状況などを勘案しまして、

慎重に検討していきたいというふうには考えてご

ざいます。 

〇18番（吉田浩一君） 給食費って何に基づいて

払うのですか。つまり誓約書みたいのはとってい

るのですか。要するにこういう給食を提供します

から、一月何ぼか金額わからないけれども、これ

だけ払いますという、払いますか、いただきます

かはわからないけれども、そういう誓約書という

のはとっているのですか、まず。それがなかった

らうまくないのでないかなと思うのです。 

 教育長の答弁では、役場から請求したら役場だ

から払わなくて、では役場から来たら払わないの

だと。学校から行っても払わないのに役場から行

って払うという保証もないでしょう、逆に。その

辺がどうなのか。私は、最終的にはきちんといた

だくものはいただかないと、ましてそれは食べて

いる、消費しているのだから。やっぱりどういう

形であっても、何年たっても払ってもらうべきも

のは払ってもらうよと。これ小学生に言ってもし

ようがない話かもしれないけれども、逆に誓約書

をもらうというのであれば年度末、要するに卒業

までに未納だった場合は学校卒業時に生徒に請求

しますとかと、そういう誓約書でももらえばいい

のではないのですか。逆に通っている、給食を食

べている子供は、給食費を未納かどうかというの

がわからないと、そういう場合もあるのでないか

なと思うのです。だから、そのスタートのときを

どういうふうにしているのか。そこから変えて、

もちろん数の中ですからいろいろなことがあって

どうしても払えないという子もいると思います。

逆に聞く話では、そういう文書が学校から行って、

本人がたまたま目についたと。本人は、要するに

給食を食べていた子供は親払っていなかったとい

うのを知らなくて、大変申しわけないということ

で古いのをちょっとずつでも持ってきているとい

う話も聞きます。その辺は微妙なところなのでし

ょうけれども、やはりきちんと最初に誓約書でも

とって、なおかつ最終的に卒業時までに払わなか

ったらその子に請求するよぐらい書けなかったら

うまくないのでないのかなと思うのだけれども、

公会計か私会計かそれはよくわからないのだけれ

ども、やはり厳しい態度で臨むべきだと私は思い

ますので、再度の教育長の答弁をいただきたいと
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思います。 

 次、フィッシャリーナのほうです。利用する側

にとっては、その管理が道なのか、町なのか、そ

れは関係ない話です。なおかつ陸は余市町で、海

は北海道ですといったって、それは役所の都合で

あって、利用するほうは関係ない話です。あそこ

施設一体として見るのですから。町長も答弁とし

ては、使い勝手が余りよくないというふうに感じ

るところもあるということで、それで利用率が上

がるようにしたいということ、そういうふうな答

弁だったですけれども、これが事実かどうかはわ

からないですけれども、いろいろな話を聞くので

す。特に去年だかおととし、２年かな、３年か前

に一回つり下げているときに落としたと。落ちた

と。落としたのだか落ちたのだかよくわからない

けれども、それから非常にそこの上げおろしに関

してうるさくなった。例えばいろいろなボートの

改装だとかするときにそこにいる管理人が、管理

人というのは町の管理人ですよね。町の管理人が

いるときと役場の職員が来ているときとその指導

が違うという問題もあるみたいです。だから、あ

る程度のことは現場の管理している人は大目に見

てくれるのだけれども、町の担当課が来たら、こ

れやったらだめだ、あれやったらだめだというふ

うになるようです。その辺はわからないのだけれ

ども、とにかくそういうのがあって、どんどん、

どんどん利用率が下がってくるというのが現状で

はないかなと思うのです。 

 だから、やはり利用する側の立場に立って施設

を運営していかなければならないのではないの

か。無論何でも相手の言うことを聞くばかりが行

政ではないでしょうけれども、ボートというのは

それを持てるだけの経済力と余暇がある、余暇、

時間があるのかどうかはわからないけれども、と

にかくそういう人でなかったらそんなボート持っ

て海釣りに行きましょうということにはならない

と思います。だから、そういう人がちゃんと余市

町にそこを利用してお金を落としてもらえるとい

うような方式をとらなければならないのではない

かなと思っています。そのためには、もちろん施

設のしゅんせつだとかいろいろな問題というのも

あるのでしょうけれども、開業してもう10年もた

ったのですから、もう一回その辺見直して、その

辺が見直すのが町条例なのか、規則なのか、要綱

なのかはわかりませんけれども、利用しやすいよ

うなものにつくりかえるべきだと思うのですけれ

ども、変えるという考え方は町長あるのかどうか、

その辺だけ最後お尋ねいたします。 

〇町長（嶋  保君） 18番、吉田議員からの再

度のご質問に答弁いたします。 

 まず、道管理、町管理、この部分はおっしゃる

とおり、私もそういったつもりで答弁した覚えは

ございませんが、ここは道管理だから道なのです

よと。例えばしゅんせつするのは道ですよという

ことですけれども、利用者は一体として施設とし

て使っているものでありますから、その連携、道

職員は常駐しておりませんので、町の担当者なり、

町職員は常駐しておりますので、そことの連携を

いかにとっていけるかというのが利用者に対する

サービスにつながっていくものというふうに思っ

てございますし、事故の部分も含め、安全性の確

保にもつながっていくというふうに思っておりま

すので、なお一層の道との連携はとっていかなけ

ればならないというふうに思っております。 

 それと、私ども聞いている範囲では定期的に利

用者と懇談の席は設けているというふうにも伺っ

てございまして、その中でいろいろな意見もいた

だいているというふうに伺っておりましたが、そ

の中では出づらい意見もやはりあるのかなという

ふうに今思ってございます。そういった中で、サ

ービスの提供ということでございますので、それ

ぞれ町の管理する者と、また役場職員の対応等が

違うというのはあってはならないことだと思って

ございますし、そのあたりのサービスの水準のし
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っかりとした徹底はしていかなければならないふ

うに思っております。 

 おっしゃいますとおり、かなり施設の建設して

から年月もたっております。クレーン等も更新も

されておりまして、点検等も定期的に行ってござ

います。そういった中で、他の施設等から比べて

トイレの問題や休憩室の問題等のお話も伺ってご

ざいます。そういった中では、今当初の新しい施

設の時代からかなり年月がたった中で、このサー

ビス水準、さらには料金体系、そしてまた許可要

件等を含めて検証していかなければならないのは

当然のことだというふうに思っております。 

〇教育長（中村寿仁君） 18番、吉田議員の再度

のご質問にご答弁申し上げます。 

 まず、学校給食法におきましては、学校給食の

実施に必要な施設や整備に要する経費は、義務教

育、小学校の設置者の負担ということになってお

ります。それ以外の経費、いわゆる学校給食につ

きましては保護者の負担ということで法律で定め

られております。では、入学時に学校のほうから

給食費についてはこういうことでということで説

明しているということでございます。 

 また、未納者への請求に関して１つ注意しなけ

ればならない部分もあるのかなというふうに考え

てございます。在学中の児童生徒であれば請求も

しやすい反面注意しなければならない部分といい

ますか、友人など他の子供に知られて、いじめに

つながったり、未納の子供が給食を食べないこと

にならないような配慮は一つ必要なのかなという

ふうには考えてございます。ただ、学校給食も教

育の一環だというふうには認識してございます。

そのため大切な部分であるということで、給食費

の確保も大切であるというふうに考えております

し、子供たちへの教育としても公平、公正が重要

であるということを教えるためには、それも必要

なのかなというふうには考えております。このた

め、町内の学校での統一した未納問題のマニュア

ルですとか対策もありません。そういうこともあ

りますので、教育委員会としましても今後とも各

学校とも連携をとりまして、一定の統一した考え

方、先ほど議員おっしゃられた誓約書をとるとか、

そういうようなマニュアルの作成などをして未納

解消に向けた努力、やはり取るのだということは

考えなければならないというふうには考えており

ます。その対応を今後統一した中でしていきたい

というふうには考えてございます。 

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 午後 ２時４７分 

再開 午後 ２時５９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１番、野呂議員の発言

を許します。 

〇１番（野呂栄二君） 平成26年第２回定例会に

当たりまして、さきに通告しております質問に対

し、適切なご答弁よろしくお願いいたします。 

 件名、ふじ公園でのサッカー競技の利用につい

て伺います。近年のサッカー人気によりサッカー

をする少年少女がふえ、数年前より町内でも少年

団が結成され、地区ごとに分かれ練習をするよう

になりました。また、サッカー競技は、日本サッ

カー協会の傘下で試合などが行われることから、

試合は町外を含む広域的な地域で行われていま

す。町内では、数年前からふじ公園や陸上競技場

ほか数カ所で開催されていますが、一昔前は石こ

ろが転がる土のグラウンドでの試合だったのです

が、今は芝生の上で行われるのが主流となってい

ます。ですが、現実的には芝生の上でのサッカー

は専用グラウンドがなく、また競技に当たっては

各種施設を利用していることから利用者による整
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備も求められています。そのような中で、ふじ公

園は町と近隣住民の方々の理解のもとサッカー場

として利用されていますが、本年は雪が多かった

ことにより公園内に除雪された雪山が残り、こと

し５月15日時点でも公園内に残雪となっていまし

た。町としても春先に重機で雪山を崩してくれた

ようですが、除雪の雪ということで異物も多く、

雪解け後はごみ拾いをしなくては使用できない状

況であったと聞き及んでおります。これは、サッ

カーをする、しないにかかわらず、公園の利用か

らも課題と考えますが、町として公園内に除雪し

た雪の投入や処理についてどのように考えておら

れるかお聞きいたします。 

 また、町として現在サッカー競技が行われてい

る施設の整備を今後どのようにしていこうと考え

ているのかお聞きいたします。 

 次に、サッカーの広域的な試合となれば他町村

からの方々も来られることから、一番の問題は駐

車場ということになります。ふじ公園は、運動公

園施設ではないことから既存の駐車場がなく、現

状では近隣施設の空き地を利用しての駐車となっ

ています。また、専用駐車場がないために初めて

来られる方はそうしたことがわからずに路上駐車

となり、結果として近隣住民の方々に迷惑をおか

けする場合もあるように聞き及んでおります。サ

ッカーをする、しないにかかわらず、公園である

以上駐車場は必要不可欠な施設だと考えますが、

町として駐車場の設置についてどう考えておられ

るのかお聞きいたします。 

〇町長（嶋  保君） １番、野呂議員のふじ公

園でのサッカー競技の利用についてのご質問に答

弁申し上げます。 

 １点目の公園内に除雪した雪の投入や処理につ

いてのご質問でございますが、近年の大雪による

地域対策として排雪作業の効率化を図るべく冬期

間使用していない町所有の空き地や公園等を直営

で排雪を行ったときの臨時的な雪捨て場として活

用しており、雪捨て場に使用した箇所につきまし

ては春先には必要に応じて雪割り等を行い、また

融雪後にはごみ拾い等を実施しているところでご

ざいます。 

 議員ご指摘のふじ公園につきましては、昨年度

の降雪量が多かったことや排雪作業の効率性を考

慮した中で周辺地域の生活道路の通行確保のため

活用を図ったところでございますが、想定より堆

積した雪の量が多くなったことから雪割り作業等

に時間を有し、結果として春先の融雪のおくれや

ごみ等が残り、公園利用に支障が出たところでご

ざいます。今後は、一時的な雪捨て場として活用

する場合であっても公園内での堆積場所等を十分

検討し、都市公園としての機能を損なわないよう

対応してまいりますので、ご理解を願いたいと思

います。 

 次に、サッカー競技が行われている施設の整備

についてでございますが、これまで都市公園予定

地内の土のグラウンドである多目的広場で利用さ

れていますが、近年の芝生部分での競技使用の要

望等により数年前から余市運動公園内の陸上競技

場フィールドやふじ公園内の芝生広場での利用が

されており、それぞれ芝生の養生や本来の公園設

置の趣旨や目的を妨げない範囲で使用されている

ところでございます。今後につきましても引き続

き既存施設の有効な利活用を図る観点から、利用

者等の協力を得ながら、芝生を含めた施設の維持

管理に努めてまいります。 

 次に、駐車場の設置についてでございますが、

ふじ公園につきましては近隣居住者の利用に供す

ることを目的として設置された公園であり、都市

公園の設置や日常の利用状況を勘案した中で現状

として新たな駐車場等の整備計画はございません

が、サッカー競技等におけるふじ公園の利用状況

を見た中で近隣地域の支障とならないよう関係者

と十分協議し、公共空き地等の利活用や大会等の

参加者に対する周知の徹底をお願いしてまいりた
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いと思いますので、ご理解を願いたいと存じます。 

〇１番（野呂栄二君） 再質問させてもらいます。 

 ことしの冬は雪が多かったのは事実であり、ま

た空き地が多かったのが徐々に空き地も少なくな

ってきていることから、どうしても公園用地に雪

を捨てざるを得ないということも理解はできま

す。先ほど申し上げましたが、サッカークラブが

使用するから石やごみ拾いが行われるのであっ

て、これがなければ本来の公園としては利用がで

きないこととなるのではないでしょうか。現状で

はサッカー少年団が清掃をしていますが、これが

ない場合は町で行うという考えでよいのか、再度

町の考え方を質問いたします。 

 さらに、この場所は町が芝生を植えたと思いま

すが、除雪の雪には塩カルがまじっているため、

塩がまじることによって芝生が育たなくなる可能

性があるのではないでしょうか。また、雪が解け

た後を見れば大量のスギナが発生しており、捨て

られる雪の中にスギナの種が入っている可能性も

あり、結果としてはスギナによって芝生がだめに

なる可能性があると考えますが、町はこの実態を

確認しているのか質問いたします。 

 次に、駐車場の問題ですが、ふじ公園は黒川17丁

目となっていますが、道路を挟んで向かい側は黒

川18丁目となっています。この18丁目の一部、

262平方メーターが国有財産となっています。これ

を町が借り受ける、または町で買い取りをして専

用駐車場とする手法もあるのではないかと考えま

すが、町としてはこの場所の所在と国有管理地を

どう考えているのかということでまず質問いたし

ます。 

〇町長（嶋  保君） １番、野呂議員の再度の

ご質問に答弁申し上げます。 

 まず、１点目の清掃の関係でございます。これ

は、今回少年団関係者の皆さんがボランティアと

して清掃をやっていただきまして、もしこれがサ

ッカー場として使われない場合は町がやるのかと

いうご質問でございますが、これはやはり町が当

然清掃等もしなければならないというふうに考え

てございます。 

 また、塩カルの部分でございますが、ここの排

雪につきましては近隣の道路の雪だけを排雪して

いるものでございまして、その付近には町として

は塩カルはまいてございませんので、塩カルの心

配はないというふうに考えてございます。 

 また、スギナの質問もございました。この雪の

中にスギナの種があるとはちょっと考えにくいと

いうふうに思ってございます。スギナにつきまし

ては、庭にも畑にも出てきて厄介なものでござい

ますが、やはり排雪の部分とは因果関係はないと

私は思ってございますが、この公園のスギナの除

草という部分につきましては、これは今後も対策

をしていかなければならないというふうに考えて

ございます。 

 それと最後に、駐車場の国有地の関係のご質問

もございました。確かに議員ご指摘のとおり、公

園の南側ですか、これは換地を国が取得して管理

している部分ございます。これらにつきましては、

臨時的に利用が可能かどうか、これは国のほうと、

財務局のほうと協議をいたし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申し

上げます。 

〇１番（野呂栄二君） ただいまの町長の答弁あ

る程度理解できました。最後質問させてもらいた

いと思います。 

 この地域は、地域全体として余市町にとって今

後も開発がされ続ける地域だと考えます。公社所

有のいわゆる保留地が売れているのかどうかは別

問題として、それなりの住宅建設が進んでいる地

域であって、今後も宅地はふえることはまず確実

だと思っております。当然人もそれによってふえ

てくると思います。そんな中で、ふじ公園は余市

町としてどう利用させたいのかということもよく

わからない中で、そして駐車場もないとするなら
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ば何のために公園を設置しているのかもよくわか

らないのではないかと考えています。本来公園が

サッカー場となることがよいことなのかどうかは

別として、余市町がしっかりとした考え方を持っ

ていなければ将来的にもやはりトラブルの要因に

なるかと考えておりますが、再度明確なお考えが

あればお聞きいたします。 

〇町長（嶋  保君） １番、野呂議員の再度の

ご質問に答弁申し上げます。 

 まず、ふじ公園の位置づけでございますが、ふ

じ公園は近隣の居住する方々の利用、これは誘致

距離500メートルでございますが、これを目的とし

て設置されて、近隣地域住民の豊かな生活環境の

向上を目指した近隣公園として位置づけられてお

ります。そして、その後平成13年、防災公園とし

て事業認可を受け、平成13年から平成18年度でト

イレや備蓄庫を整備してございまして、18年度に

供用開始されております。このふじ公園につきま

しては、基本的には運動公園ではございませんの

で、この地域が発展して、例えばどんどん、どん

どん住宅が張りついてくるというふうになってく

れば、本来の公園の利用目的という部分にならざ

るを得なく、競技の使用も将来的には長いスパン

で考えれば難しくなるのではないかというふうに

も考えられる部分もございます。しかし、今はま

だそういった形で芝生という絶好の環境の中でサ

ッカー等に使えるという部分ございますので、有

効利用するためにも近隣の駐車場等の部分なり、

新たに土地を取得して整備というふうにはなりま

せんが、既存のいろいろな先ほど議員もご提言あ

りましたような国の土地や、さらには空き地等を

利用しながら、そういった通行の支障にならない

ような対策をとっていきたい、そのように考えて

ございますので、ご理解を賜りたいと存じます。 

〇議長（中井寿夫君） 野呂議員の発言が終わり

ました。 

 発言順位３番、議席番号６番、岸本議員の発言

を許します。 

〇６番（岸本好且君） 平成26年余市町議会第２

回定例会に当たり、さきに通告いたしました質問

２件について質問いたします。教育長におかれま

しては、明快なご答弁をよろしくお願いをいたし

ます。 

 件名１、児童生徒の就学援助について。経済的

理由により児童生徒の教育が妨げられることのな

いよう給食費や学用品代、修学旅行費など負担が

困難な世帯に援助する就学援助制度が昨年８月の

生活保護法改正により認定基準が厳しくなる自治

体がふえる傾向にあります。現在就学援助を受け

ている児童生徒が全国で約160万人、公立校に通っ

ている児童生徒の６人に１人と言われておりま

す。日本の貧困率は16％と言われ、そのうちの10分

の１に当たる1.6％が生活保護を受けている現状

です。先進国の中では平均より高く、格差の大き

い国の一つです。特にひとり親世帯の子供の貧困

率は58％と最も高いデータがあり、深刻な問題で

す。 

 貧富の差が子供の学力や健康の差につながるこ

とが心配されます。子供の貧困が健康や学習に影

響を与えると一生その影響が及び、また貧困が１

世代でなく世代を超えて連鎖していくようなこと

になれば社会を不安定化させる原因にもなりま

す。子供の貧困によってチャンスや可能性がなく

なっていく社会は絶対に避けなければなりませ

ん。本町における就学援助は、現在影響はないも

のと認識しておりますが、地方財政が厳しさを増

す中、今後の制度の基準の厳格化が予想されます。

このことから、将来を見据えた本町独自の就学援

助策の充実といったことも必要かと考えますが、

見解をお伺いします。 

 件名２、子供の読書活動の推進について。読書

を通じた教育の効果は、将来の子供たちに大きな

影響を与えると言われています。平成13年12月、

子どもの読書活動の推進に関する法律が施行さ
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れ、翌年の平成14年度から新学習指導要領のもと

総合的な学習時間において多様な教育活動を展開

していくため学校図書館の充実が求められまし

た。義務教育の公立学校にあっては、学校図書館

の図書購入のため地方財政措置がされておりま

す。これに関連して、以下５点について質問いた

します。 

 （１）、地方交付税として措置された図書整備

費は、町内各学校にどのように配分されているの

かお伺いします。 

 （２）、学校図書館法で義務づけられている司

書教諭等の配置状況について伺います。 

 （３）、子ども読書活動推進計画の作成はどの

ように行っているかお伺いします。 

 （４）、各学校の蔵書冊数は、文科省が設定し

た学校図書標準と比較して現在どの程度の充足状

況になっているのか伺います。 

 （５）、幼児のころから絵本を読んでもらった

子は、そうでない子より読書の習慣を持ち、考え

る力がすぐれていると言われ、全国的に絵本をプ

レゼントする活動が注目されておりますが、本町

のブックスタートの現状についてお伺いいたしま

す。 

〇教育長（中村寿仁君） ６番、岸本議員のご質

問の児童生徒の就学援助についてご答弁申し上げ

ます。 

 就学援助制度につきましては、経済的理由によ

って就学が困難な児童生徒の保護者に対して、生

活保護を受けている要保護世帯と市町村が認定す

る準要保護世帯を対象に就学に必要な援助を行う

制度でございます。要保護者への援助は国の補助

事業で、２分の１が国庫負担であり、残り２分の

１が市町村の一般財源となっておりますが、準要

保護者への援助は全て市町村の一般財源で行われ

ていることから認定基準は各市町村が定めること

となっております。本町の認定基準は、原則生活

保護基準の1.1倍を基準として認定を行っており

ます。 

 ご質問の将来を見据えた本町独自の就学援助策

の充実が必要ではないかについてでございます

が、平成25年度の生活保護基準見直しに伴う対応

として、全ての児童生徒が義務教育を円滑に受け

ることができるように配慮すべきとの文部科学省

の方針に基づき、本町におきましては見直しによ

る影響が及ばないよう国の財源措置がない中で一

般財源により賄うこととして平成26年度当初より

認定要綱を改正したところであり、結果として生

活保護基準の1.1倍を超えた措置をしているとこ

ろでございます。 

 また、平成17年度から準要保護者に対しての援

助費の国の補助が廃止され、税源移譲等の財源措

置がなされたものの、実際には一般財源による持

ち出しが大幅に増加している状況にあってもこれ

まで同様の認定基準を維持しているところでござ

います。 

 今後予定されております年次的な生活保護基準

の引き下げに伴い、現状を維持するためにはこれ

まで以上の一般財源の増加が考えられ、現在の認

定基準、支給品目等の維持が可能かどうかも懸念

されるところであり、町村独自の新たな就学援助

策の実施については、現時点では困難な状況であ

ると考えておりますので、ご理解を賜りたいと存

じます。 

 次に、子供の読書活動の推進についてご答弁申

し上げます。１点目の図書整備費は各学校にどの

ように配分されているのかとのご質問ですが、備

品購入費の学校図書館図書に係る総体の予算額に

配分調整率を乗じて各学校に配分しております。

配分方法につきましては、学校均等割25％、学級

数割50％、児童生徒数割25％の割合となっており

ます。 

 ２点目の学校図書館法で義務づけられている司

書教諭等の配置状況ですが、配置基準は普通学級

と特別支援学級の合計が12以上ある場合学校図書
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館司書教諭を置かなければならないこととなって

おり、町内小中学校においては黒川小学校、大川

小学校の２校に法令どおり配置しております。 

 ３点目のご質問の子ども読書活動推進計画の策

定についてでございますが、子どもの読書活動の

推進に関する法律が平成13年12月に施行され、第

９条第２項において市町村は子ども読書活動推進

基本計画及び都道府県子ども読書活動推進計画を

基本とするとともに、当該市町村における子供の

読書活動の推進の状況等を踏まえ、当該市町村に

おける子供の読書活動の推進に関する施策につい

ての市町村子ども読書活動推進計画を策定するよ

う努めることとなっております。本町におきまし

ては、子ども読書活動推進計画は策定しておりま

せんが、昨年度に策定いたしました第５次余市町

社会教育中期計画において平成26年度から平成

30年度までの５カ年の間に子育て支援、家庭教育、

青少年教育分野を中心に子供に対する読書活動の

計画を策定しております。さらに、振興方策に沿

った単年度ごとの社会教育推進計画の中でお楽し

み会やおはなし会、一日司書体験、読書体験、読

書感想文コンクール、ブックスタート事業などの

具体的な事業を計画するとともに、学校や関係団

体と連携しながら、余市町の子供読書活動の推進

を図っているところでございます。 

 なお、町独自の子ども読書活動推進計画につき

ましては、今後他の自治体の状況把握と余市町の

読書活動推進状況を勘案しながら、計画の策定に

ついて検討していきたいと考えておりますので、

ご理解を願います。 

 ４点目の各小学校の蔵書冊数が文部科学省が策

定した学校図書標準と比較してどの程度の充足状

況となっているかのご質問ですか、平成25年度３

月末現在での充足率ですが、黒川小学校71.1％、

沢町小学校59.9％、大川小学校62.6％、登小学校

116.1％、栄小学校72.2％となっており、小学校全

体では充足率70.7％となっております。 

 次に、５点目のブックスタートについてですが、

ブックスタート事業は親が子供と触れ合いなが

ら、絵本の読み聞かせを行うことで親子の触れ合

いの大切さを知ってもらうとともに、この事業を

通して子供が豊かな言葉や心が育つ環境づくりを

目的とした子育て支援及び読書普及活動でござい

ます。本町のブックスタート事業につきましては、

平成15年度から乳児の10カ月健診時に実施してお

り、保健師、保育士、図書館司書が協力して親子

に対し絵本１冊とイラストによるブックスタート

アドバイス集、図書館だより、保育所だより、子

育て支援情報等の配付をするなど事業の推進に努

め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。

〇６番（岸本好且君） ご答弁ありがとうござい

ます。最初に、子供の読書活動の推進のほうから

何点か再質問させていただきます。 

 この関係につきましては、過去に何人かの議員

が質問していることと思いますけれども、最近危

惧されるのは子供たちが本を読む機会というのが

非常に少なくなっている現状にあると、そんな観

点から質問いたしますけれども、図書整備費の関

係については教育長から今配付の基準、25％、

50％、25％、それぞれ配付をしているということ

で、均等割ということで、これについては理解し

ましたけれども、これは金額的には当初スタート

したころから横ばいなのでしょうか、少なくなっ

てきているのでしょうか。その辺この整備費の最

近の動向、それを質問したいと思います。 

 ２点目の司書教諭等の配置について、これは教

育長おっしゃるとおり12学級以上の小中学校には

必ず配置をしなければならないという、そういう

決まりになっていますけれども、現在うちは黒小

と大川小ですか。それ以外の沢小、登、栄町含め

てなのですけれども、これは司書教諭という形で

はなくて、専門に司書教諭を発令しないまでも担

当職員というのを配置もしている学校もあると聞
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いているのですけれども、大川小学校と黒小以外

の要するに図書館を専門に担っていただける先生

の位置づけはどういうふうになっているか再度お

聞きをいたします。 

 それと、子ども読書活動推進計画の策定、社会

教育も含めてこれから実施していく、現在計画中

であるということ、教育長の答弁の中に独自の推

進計画をぜひ策定したいということですので、ぜ

ひこれは努力していただきたいと思います。この

関係については、答弁よろしいです。 

 次、蔵書冊数なのですけれども、それのパーセ

ントを今報告いただきましたけれども、これは冊

数だけでなくて種類、例えば一般の本といいます

か、それ以外に学校ですから辞書といいますか、

百科辞書、それから図鑑ですか、そういうものも

バランスよく図書館に配置しなければならないと

いう、これは決まりというよりも目標、これは文

科省がそういう整備目標というのを平成５年に出

されていると思いますけれども、ちょっとこれを

見ますと、これは余市町に該当するかどうかは別

として、18学級の小学校、これは余市は該当しま

せんけれども、１万360冊、これは目標です。15学

級の中学校ではちょっと多くて１万2,160冊とい

うことで、これ冊数で示されているので、パーセ

ントではこれと兼ね合いあるかちょっとはっきり

わからないのですけれども、要はそういう図鑑、

それから百科事典はバランスよく余市町は各小中

学校偏りがないのか、その辺再度お聞きをいたし

ます。 

 それから、ブックスタートについては、正直私

もよく理解していませんでした。それで、小さい

お子さんをお持ちの方にもちょっとお聞きしまし

たら、健診のときにいただいていると。いただい

ている方は、何かびっくりして、大変よかったと

いう話を聞きました。なおかつ読み聞かせもその

時点でされているということなので、これ保健師

さんがされているのかちょっとあれなのですけれ

ども、大変好評でした。もっともっとこの関係に

ついては、ブックスタートを余市町が実施してい

るよという、そういうＰＲといいますか、もっと

周知、いいことですので、ぜひ積極的に、このブ

ックスタートの意義というのは非常に大きいと思

います。やはり幼児のころからそういう、親御さ

んも大変忙しくてなかなかそういう機会がない中

で健診に行ったときにその大切さというのが非常

にわかると思いますので、ぜひ周知方も含めて積

極的に取り組みをお願いし、もしこの関係で見解

があればお伺いしたいと思います。 

 それで次に、就学援助の関係です。これは、昨

今の基準の見直し、生活保護のその関係で対象者

ももちろんそうなのですけれども、自治体にとっ

ても非常に関心がある課題だと思っています。そ

れで、就学援助を受けることができる、収入によ

ってこれ決まります。それで、その昨年の８月の

改正によって基準が引き下げられたことによっ

て、今回はほとんどの自治体が下がる前の基準を

ベースにして、それに率を掛けていると。余市町

は1.1ちょっとですか。自治体によっては、1.5と

いうようなところもあるのですけれども、掛けて

いるということで、最小限に抑えるための特別措

置をとっているということで、しかし道内で９市

町村ですか、実際その改正による就学援助の見直

しをして、今後受けられない保護者が出てくると。

そして、心配なのは、一般財源の中の持ち出し、

特に準要保護の関係ももちろんそうなのですけれ

ども、26年度はいいのですけれども、これはやっ

ぱり来年度、もしくはそれ以降この見直しの基準

に合わせていくという傾向が多分全国的に起きて

くるのではないかと思います。それで、私の質問

は、町独自の、これは全て財源のかかることなの

で、非常に厳しいところがあると思うのですけれ

ども、大切な余市町の子供たちですので、親の収

入によってそういう差別の格差が余市町には絶対

あってはならないと、そういう観点から、今は検
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討されていない、できる状況でないということで

すけれども、これは将来を見据えての話ですので、

現時点の状況は十分わかった上で再度教育長に今

後の見通しも含めてお聞きをしたいと思います。

よろしくお願いします。 

〇教育長（中村寿仁君） ６番、岸本議員の再度

のご質問にご答弁申し上げます。 

 まず、１点目の学校図書館への配分額の推移と

いうことでございます。平成26年度予算では小学

校が44万円で、25年度におきましては42万円、こ

れは消費税が上がった部分ということでしてもら

っていただいています。平成24年度も42万円、平

成14年度が48万8,000円だったのですが、この財政

状況の中で下がったという部分でございますが、

先ほどもご説明しました充足率は高くないという

認識は私もしておりますので、少しずつでも充足

率を満たすような形にしていきたいと。できれば

今の予算を継続していただければというふうには

考えております。 

 次に、黒川、大川小学校以外での図書館の担当

の職員ということでございますけれども、この司

書の部分につきましては、先生方の個人の資格と

いいますか、そういう部分でございまして、持っ

ている方もいるということでございますが、沢小

におきましては図書館担当の教員がいるというこ

とでご理解を願いたいというふうに思っておりま

す。 

 それと、ブックスタートの関係でございます。

これにつきましては、読み聞かせ、この事業につ

きましては、昨年ですが、福祉センター入舟分館

で11回実施しておりまして、108組の親子に対し読

み聞かせや子育て相談、保育所への質問等の対応

も行っております。このブックスタート事業実施

時に読み聞かせをするということで、ゼロ歳児の

反応に保護者が驚かれるということで、参加され

た保護者からも大変好評でございます。また、親

子のきずなやスキンシップの必要性を強く求めら

れている中で、この事業については引き続き継続

実施したいというふうには考えてございます。 

 次に、就学援助ということでございます。昨年

の８月に生活保護基準が下がったということで、

文科省からもその影響ないようにということで指

導もございました。ただ、財源的な部分では当初

あるようなことでもありましたけれども、結果的

にはなかったのかなというふうには考えてござい

ます。それで、余市町として26年度当初から要綱

改正して、もとの８月以前の中でやったわけでご

ざいますが、この影響額ということでございます

けれども、これは児童生徒20人、前の変わった中

でいくと受けられなかった人が受けられるように

なったのが20人ということで、一般財源の対応額

が160万円ということで試算しております。今後ま

た平成27年度も生活保護基準が改正されるという

ことで、文科省からはその生活保護の基準の改正

に係る影響額はないようにという部分はございま

す。ただ、今までどおりそういう形の中でやって

きていますが、一般財源の持ち出しというのがか

なり大きな状況になっております。平成26年度の

要保護、準要保護の援助費、これは小中学校総体

で4,032万円というふうになっておりますが、本当

の特定財源、国庫補助費、これは要保護の分です

が、これは47万3,000円、普通交付税に算入されて

いる部分、ことしまだやっていませんけれども、

去年の例からいくと大体900万円ぐらいなのかな

と。そうすると、3,000万円以上の一般財源の持ち

出し、税等の持ち出しがあるということで、これ

につきましては大変厳しい中でやっていかなけれ

ばならないと。今後についても教育の機会均等と

いう意味ではしなければならないのかなというふ

うには、継続しなければならないとは思っており

ますけれども、現時点ではこういうような状況を

勘案しながら今後検討していきたいというふうに

考えてございます。 

〇６番（岸本好且君） 司書教諭の関係、免許の
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関係もありますので、実態はわかりました。 

 ただ、せっかく図書館があって、余市町は充足

率というのは全国平均より高いのです、調べまし

たら。24年度なのですけれども、小学校で平均

56.8％、中学校はもっと下がりまして47、50％い

っていない中で、余市町はそういう意味では充足

率が高いという、せっかくそういう各学校に施設

があるということで、それはそれとして、ただそ

れをやっぱり生徒さんが活用しなければならな

い。今は簡単に機械で、スマホなどで調べれる時

代で、簡単ですから、でもわからないところを本

を引っ張って、そして探し出す、そういう過程が

すごく大事なので、それを教えるのがやはり司書

の教諭さんであり、免許がなくても図書館を担当

している職員の役割だと思います。ただ、今学校

現場は非常に忙しいと聞いています。ですから、

せっかくそういう図書館が全国平均より整備され

ている中で生かしていくためには、そういう先生

方の環境づくりというのも大事だと思いますの

で、今の実態、教育長が今つかんでいる実態、今

後のそういう担当職員の有効的な役割の充実して

いくための対策等がもしあれば再度お聞きしたい

と思います。 

 それと、読書推進の中で、これは実際に余市町

が実態そうなのかちょっとあれですけれども、先

ほど一般の本については、歴史の本だとかそうい

うのについてはいいのですけれども、百科事典、

図鑑、その関係についてはかなり全国的に10年以

上経過したものがそのまま図書館にあるというの

が結構あるのです。余市町の各学校にある、子供

たちが、特に低学年が一番最初に飛びつくのはや

はり図鑑であったりしますので、例えばそれが

10年以上経過しているものがあるとすれば、今特

に化学部門進歩というのはすごく速いです。です

から、逆にそのまま置いているということは、一

番新しい情報を子供たちに提供していないという

ことになります。それは、逆に言ったら教育上余

りよろしくないと思います。それで、10年以上経

過したものは、百科事典、図鑑などは廃棄基準と

いうのが定められていますので、ぜひ調査をして

いただきたいと思います。冊数はたくさんあるの

だけれども、古いものがそれも含まさっていて、

現実的でないということがこれは全国では大体半

数以上があるように聞いています。余市町はそう

ではないと私も思っていますけれども、一度調査

する必要があるかと思いますので、その辺のこと

実態がもしわかればお聞きしたいと思います。 

 最後に、就学援助についてです。教育長答弁さ

れるように重々現状は厳しい状況というのはわか

ります。ただ、生活保護を受けられている以外、

一番心配なのはグレーゾーンなのです。生活保護

は受けていないけれども、それを受けられない理

由の中に預貯金が少しあるだとか、家を持ってい

るだとか、仕事の関係で車を所有しているとか、

そうなりますと生活保護の基準に達しませんの

で、準といいますか、そして現金収入が非常に少

ないと。その影響が子供たちにもし出るとすれば、

一番心配なのは例えばクラブ活動に必要なものが

もし買えなかったり、同じチームとして一緒に参

加できないような状況がもしあるとすれば、そん

なことがあったら先ほどちょっと教育長もおっし

ゃいましたようにいじめにもつながる可能性があ

ります。そんなことは本当にあってはならないこ

とですので、絶対そういうような場合は配慮して

いかなければならないと思います。そして、多分

こういう自治体で格差が出てくると思うのです。

ですから、財政的なことだけで、子供たちに均等

の教育を受けさせる義務が町としても教育委員会

としてもありますから、そういう経済的理由で左

右されないように、国の方針は方針として、やっ

ぱり我々余市町の大切な児童ですので、私は何と

か財政的な努力を、これはどこか切り詰めてどこ

に使うかということになりますけれども、子供た

ちに使っていかないですか。そこで独自の援助策、
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これは援助策だけでなくて、子供たちに対する必

要なものについてはきちんと対応していくという

のが町の姿勢といいますか、教育委員会の姿勢と

して打ち出していく必要が今まさに求められてい

ると思いますので、またこの関係についてもし見

解があれば再度お聞きして質問を終わりたいと思

います。 

〇教育長（中村寿仁君） ６番、岸本議員の再度

のご質問にご答弁申し上げます。 

 まず、１点目の図書館の担当職員、担当の先生

ということです。図書館担当の先生にかかわらず、

今先生方大変子供たちと向き合う以外の仕事がた

くさんあるということで、そういう認識はしてご

ざいます。そういった中で、図書館の部分もこれ

も大切な部分でございます。忙しいという部分に

関してどのようにその時間をつくれるかというこ

とは、学校長なりとも協議しながら、検討してま

いりたいというふうに思います。 

 それと、辞書、図鑑等が古いのがあるのではな

いかということでございます。これにつきまして

は、冊数の調査も含めまして今後調査をしていき

たいと思いますし、そういった中でどういうふう

に更新していくのか、予算の範囲内でございます

が、ただそのようにもしできないとすれば余市町

の図書館の移動図書館というのもございます。そ

ういうものも対応しながら、学校のほうとも協議

してまいりたいというふうに考えております。 

 それと、３番目の就学援助の問題でございます。

基本的に今の制度の基準ですか、それを維持して

いくということはやっぱり必要なことだと思いま

す。先ほどグレーゾーンと言われました。まず、

受けられるのに受けていない方については、これ

はＰＲして、基準の中であればやっぱり受けてい

ただくということです。それは基本として考えて

いきたいと思いますし、この基準が、先ほど影響

額調べました。今後どういうふうになっていくの

かも含めまして、基準はやはり今までこういう形

で長年やってきた部分ですから、財源が厳しいと

いう部分ではありますけれども、教育委員会とし

ましては基準を維持するという基本に立っていき

たいと思いますが、ただいかんせん先ほど言いま

したように額がどんどん伸びていく。それは、一

般財源がどんどん伸びていくということでござい

ますので、これについては町部局とも協議しなが

ら考え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。 

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19日は会議規則第８条の規定に基づき、

午前10時から議会を再開いたします。 

 本日はこれにて延会いたします。 

延 会 午後 ３時５１分 
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