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  選挙管理委員会事務局長  小 林 広 勝 
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〇議 事 日 程            

  第 １ 一般質問             

開 議 午前１０時００分 

〇議長（中井寿夫君） ただいまから平成26年余

市町議会第３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、安宅議員は所用のため欠席、吉田豊議員

は通院のため遅刻の旨届け出がありましたことを

ご報告申し上げます。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第１、昨日に引き続

き一般質問を行います。 

 順次発言を許します。 

 発言順位６番、議席番号９番、彫谷議員の発言

を許します。 

〇９番（彫谷吉英君） 平成26年余市町議会第３

回定例会において一般質問いたします。町長にお

いては、具体的な回答をお願いします。 

 まず、件名、町長２期目の課題と抱負について。

①、町長１期目の反省を踏まえて、２期目の重点

政策について答弁お願いいたします。 

 ２番目、国も他の町村も人口減少問題を重点目

標に挙げていますが、当町はどう取り組んできた

のかお聞きします。 

 ３番目、余市町は過疎地域指定になったが、な

ぜなったのか。この内容を踏まえて政策を転換し

なければならないと思いますが、今後どういった

取り組みをしていくのかお答え願います。 

 ④、財政改革は１期目で終了し、引き続き２期

目はどのような取り組みをしていくのかお聞きし

ます。 

 よろしくお願いします。 

〇町長（嶋  保君） ９番、彫谷議員の町長２

期目の課題と抱負についてのご質問に答弁申し上

げます。 

 最初に、１期目の反省を踏まえての２期目の重

点政策についてでございます。私は、１期目の４

年間、住みよく安心して暮らせる町、多様な資源

と人的パワーを生かした元気な町、町民と行政が

連携して歩む町、この３つの柱を掲げ、町民福祉

の向上のために各種施策に取り組んでまいりまし

た。２期目の町政執行に当たりましては、この４

年間におけるさまざまな経験を検証しながら、組

織体制の強化、コンプライアンスの徹底、行財政

改革の継続等安定した行政サービスの基盤確保に

向けた取り組みを進めてまいります。 

 また、２期目の重点政策といたしましては、我

が国のほとんどの自治体が直面している人口減少

問題を最重要課題として捉え、全庁的な取り組み

を進めてまいります。さらには、東日本大震災を

教訓として一層の安心、安全面の拡充に向け、防

災体制の整備を計画的に進めるなど、余市町に生

まれ育ち、住んでよかったと実感していただける

ような持続可能な地域社会づくりに取り組んでま

いります。 

 ご質問の２点目、人口減少問題にどう取り組ん

できたかでございますが、ご質問にもありました

とおり、近年人口減少問題への対応が国を挙げて

の課題となっており、先般の内閣改造におきまし

ても人口減少時代における地方創生、これが大き

なテーマとして報じられたところでございます。

こうした状況の中での本町の取り組みでございま
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すが、移住希望者へのワンストップ窓口での対応、

新築住宅建設への補助など人口減少に少しでも歯

どめをかける取り組みを進めてまいりました。今

後も人口減少への対応がまちづくりの重要課題で

あるとの認識のもとに新たな施策の展開等も視野

に入れながら、全庁的な対応を図ってまいりたい

と存じます。 

 ご質問の３点目、本町が過疎地域自立促進特別

措置法に規定する地域指定を受けるに至った理由

でございますが、従来本町の人口は減少傾向を示

しながらも過疎地域の指定を受けるまでには至っ

ておりませんでしたが、近年人口減少の加速によ

り法改正に伴う新たな指定要件、昭和60年から平

成22年の25年間における人口減少率が19％以上で

あること、また平成22年度から平成24年度までの

３カ年に係る財政力指数が0.49以下であること、

この２つの要件に該当することから、本年４月１

日付で過疎地域の指定を受けたものでございま

す。 

 次に、今後の取り組みについてでございますが、

過疎地域指定の経過を厳粛に受けとめ、地域指定

に伴う各種制度を有効に活用しながら地域づくり

を進める必要があると考えております。具体的に

は過疎地域自立促進特別措置法の規定による余市

町過疎地域自立促進市町村計画を本議会にご提出

申し上げております。当該計画についてご審議、

ご決定を賜った上で、その着実な実行を取り進め

てまいりたいと存じます。さらには、地方再生に

係る国の政策について情報を的確に把握して対応

を図るとともに、現在作業を進めております第４

次余市町総合計画の中期見直しの中で移住、定住

の推進など、人口減少時代に対応する施策を位置

づけてまいります。 

 次に、財政改革への取り組みでございますが、

財政再建推進プランのもと財政破綻を回避し、危

機的な財政状況からの早期脱却を目指した取り組

みを進め、一定の成果を上げたものと認識してお

ります。しかしながら、硬直化した財政状況から

の脱却とまでは言えず、財政健全化に向けた取り

組みは今後においても非常に大きな課題であると

考えております。２期目におきましても行財政改

革には不断の努力をしてまいるとともに、行政需

要の的確な把握と選択、効果的な財源の確保と配

分に努め、引き続き財政の健全化に向けて努力し

てまいりたいと考えておりますので、ご理解を願

いたいと存じます。 

〇９番（彫谷吉英君） 今の答弁聞いております

と相変わらず、初日に吉田議員の２期目の質問に

も答えていましたが、町長の答えはいつもスロー

ガンとかタイトルばかりで、全く町民の目から見

ると具体性がないのです。今の３本柱もそうです

けれども、結局スローガンは非常に立派だと思う

のですけれども、町民はこれではわかりづらいの

で、２期目はもう少し今までのそれを踏まえて、

それはよかったですから踏まえてもう少し行動と

か実行は中身ではしていると思うのですけれど

も、言葉ではいつもスローガンばかりに聞こえま

すので、例えば道の駅についても、町長はいつも

町民、議会の意見を聞いて対処していくとかそう

いう話で何をするというのはなかったので、検討

するくらいです。では、今までの４年間は意見を

聞いてこなかったのかと。今後また４年間も聞き

っ放しでいくのかと、こういうふうに思われるの

ですけれども、具体的にとは駐車場を新しく大き

くするとか、公営アパートを取り壊すとか、そう

いう具体策なのです。それから、道の駅の売店を

広げるとか、農家、水産加工組合に言って余市の

加工品を置いてもらうよう交渉するとか、漁師に

言って季節の新鮮な魚を置いてもらうとか、自分

の足でやるということです。協議会や公社、農協、

漁協にただ任せるのでなく、町長がリードしてい

くことが仕事であって、町長というのは選ばれた

人ですから、職員と一緒の考えでは仲よしこよし

になってしまうわけです。そこら辺が町長の役目
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ですので、こういう具体的な仕事を明確にすると

いうことが求められているのでないかと思いま

す。 

 よく町長は職員と一丸となってと言われます

が、町長というのは先ほど言ったように別格なの

です。選ばれて、政策を実行していく部下が、部

課長がいるということですので、ですから今の町

長の一緒にやっていくという意味は、職員から見

ると町長のために一丸となっているように見え

て、もう少し町民のために一丸となってやってい

くと、こういうふうに、意味は恐らく同じこと言

っていると思うのですけれども、町長の言い方で

いくと一丸とやっていくというのが職員から見る

とそういうふうに見えないと思いますので、ちょ

っと指摘しておきます。 

 そういうことで、町長はもう少し２期目は具体

的に発信、指摘なりして、わかりやすいような町

政をしてもらいたいと思います。ですから、１期

目は町長の４年前のスローガン、３本柱、先ほど

も相変わらず述べていましたけれども、毎年それ

はうたってきました。それは、一般質問の答えの

中でも同じスローガン、２年目も同じスローガン

です。スローガンが悪いというのではなくて、そ

れにプラス具体性が全然一個でも二個でもふえて

こないのです。だから、４年前のスローガン１回

言ったら、もう１年ごとにこれからそういう皆さ

んの意見聞いて、具体策が毎年ふえていくという

ような政策、もっと細かく言うと１カ月ごとの具

体策、こういうのをわかりやすく職員、また町民

に具体的にやってきてもらいたいと思います。そ

ういう意味では、職員はそういう中ではよくやっ

てきたのかなと思います。 

 それでは、以上を踏まえて次の質問に入ります。

人口問題です。25年の３月にも人口減少問題を質

問しておりますが、これも先ほど町長が言われた

とおり国も取り上げ、各町村も真剣に取り組んで

いく重点政策にしていますが、過疎地域指定にな

っているにもかかわらず、４次総合計画、相変わ

らずうたっておりまして、これは過疎地域指定に

なる前の計画であって、過疎地域になってからは

当然計画を手直しでなく、もう変更すべきと思い

ますが、所見を伺います。 

 ３番目、これに関連して、過疎地域指定になっ

たということは、ここに過疎地域自立促進特別措

置法というのありまして、この中をよく読むと、

町で出したこれも計画提出することになっていま

すが、人口の著しい減少に伴って地域社会におけ

る活力が低下しと、これの目的の第１条にこうや

ってのっているわけですけれども、目標こうなっ

ているわけですけれども、その過疎地域自立促進

のための対策の目標、それには一番最初に産業基

盤の整備、それから中小企業の育成、企業の導入、

企業誘致等、また観光の開発、産業振興をし、あ

わせて安定的な雇用を増大すると。当然です、こ

れは。人口減ったから過疎地域指定になっている

わけですから、人口をふやす、または維持すると

いうこれが今提出される市町村計画、これがただ

４次総合計画のそれが前段にきているというだけ

で、相変わらず住みよく安心、町民の暮らしと、

これも最後のほうには必要だとは書いていますけ

れども、重点的には人口をふやさなかったら、今

これから質問するあれについても人口ふやすとい

うことが、また維持するということが基礎的な部

分ですので、それの再度答弁願います。 

 それから、自立特別措置法、都道府県に協議し

なければならないと、こう４番目にあるのですけ

れども、これをつくるに当たってどのような協議

をしたのかお聞きします。過疎地域の市町村は、

市町村計画を定めようとするときは、当該市町村

の計画事項のうち第２号から９号まであらかじめ

都道府県に協議しなければならないとありますの

で、これをお願いします。 

 それから、国の補助等というところに過疎地域

の自立の促進を図るために事業に要する経費の一
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部を補助することができるとありますが、余市町

においてはどのような事業を計画しているのかお

聞きします。 

 次に、行財政改革については、今までの財政、

特に財政改革は公営アパート、道路等の投資的な

物件というのは何もやっていないので、道路予算

であれば新築3,000万円、5,000万円と以前はあっ

たのですけれども、ただ修理等そういう予算しか

とっていませんので、投資的物件というのは何も

やっていないので、あたかも財政改革ができてい

るような、つじつまが合っているように見えます

が、これでは町は疲弊していくばかりです。重点

的に予算を配分して、そしてその中で財政再建が

できたというのであればいいけれども、これでは

特に近年、特に今回では財政改革がちょうどこと

しで終わったということで、職員の給料をもとに

戻すための改革であったのかと思われても仕方が

ないような感じであります。 

 以上をまず質問して２問目終わります。よろし

くお願いします。 

〇町長（嶋  保君） ９番、彫谷議員の再度の

ご質問に答弁をさせていただきます。 

 まず、私の１期目の部分と２期目の重点政策と

いう部分のご質問もございました。スローガン、

タイトルだけであると。私は、このスローガンと

いうのも必要だと思っております。これだけで終

わったらもちろんどうしようもならないわけでご

ざいますが、わかりやすいスローガン、これは私

のカラーという部分でございまして、この３つの

柱というのは私は１期目に掲げさせていただい

て、このスローガンは変わらないということでご

ざいます。 

 そしてまた、そこにぶら下がってくる数々の諸

施策、これはその時々に、需要に応じた、また打

っていかなければならない行政推進の中でそれぞ

れ選択をしながら、ここにぶら下がっていく政策

はそれぞれ具体的にお示しをしているつもりでご

ざいますが、おっしゃるとおり、なかなかその部

分の対外的な町民への周知が若干足りない部分も

あるのは事実だというふうに思ってございますの

で、一昨日ですか、答弁させていただきましたが、

町政懇談会の手法等も含め、私から町民にどうい

った方法でもっともっとわかりやすい施策の情報

を提供するかという部分につきましては、もう一

工夫も二工夫も必要だなというふうに思ってござ

います。 

 それと、職員と一丸となってという部分のお話

もございました。これは、私はもちろん最終決断、

リーダーシップ、政治家としてとるのは当然でご

ざいます。しかし、私はこの組織としての全体の

職員全員のパワーというものはすばらしいものだ

と思っていますし、その力をかりなければまた行

政は推進していけないというふうに思ってござい

ます。一緒になってという部分と、それと私がリ

ーダーシップをとってという部分、これは２段階

の部分になろうと思いますが、やはり職員が共通

の目標を持って、そして行政の執行に当たらなけ

ればならないという部分は私は当然のことだと思

っていますし、一緒になって、また職員と一丸と

なって私ども組織として町民福祉の向上に尽くし

てまいらなければならないというふうに思ってご

ざいます。 

 それと、具体的な発信、これは具体策がふえて

くる、やはり限られた財源でございますので、そ

の時々の選択と集中という部分もございます。の

べつ幕なく全ての今までのように右肩上がり、人

口もふえる、税収もふえる、固定資産税は絶対下

がらないのだというような状態のときでは次々、

次々という施策が打てましたが、今は財源も限ら

れております。そういった中で選択と集中、いか

に最重要課題に時期を逃さずそこに当たっていく

かという部分が非常に大きな課題だと思ってござ

います。これは、おっしゃるとおり、１カ月ごと

の具体策というのはもちろんちょっとあれでござ
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いますが、やはりその都度状況に応じては具体の

政策というのはその時々によっては変わってくる

のは当然だと思っていますので、それらにつきま

しても時期を失しない形の中でタイムリーな施策

を打っていかなければならないというのは当然だ

というふうに思ってございます。 

 それと、第４次総合計画の見直しの部分でござ

います。これにつきましては、先ほども答弁いた

しましたが、中期の見直しもやってございまして、

またその実施計画だけではなくて、人口減少が進

んで過疎になったという部分も踏まえた中で、人

口推計等の部分もこれは議員ご指摘のとおり、お

っしゃるとおり、やはり見直すべきものはしっか

り見直さなければならないというふうには思って

ございます。 

 それと、いろいろな後で審議される条例にかか

わっての議案にかかわってのご質問等もございま

したが、都道府県との協議等もこれは進めていか

なければならないという部分はご承知のとおりだ

というふうに思っております。 

 また、行財政改革、この部分につきましては、

行政改革推進プラン、さらには財政再建推進プラ

ンに基づきまして行財政改革を進めておりまし

た。彫谷議員がまだ議員になる前でございました

が、本当に厳しい上野町政の時代でございました

が、小泉三位一体改革で交付税が大幅に削減され

て、予算も組めないと。町収入に雑入という形の

架空の歳入を見なければならないというような状

況もございました。そういった中で、何をやると

いうよりも何を切るかという非常に厳しい時代も

ございました。しかし、今は職員の給料、先ほど

職員の給料を戻すために町の行政改革をやったの

かというような指摘だったのかなというのもござ

いますが、これは人事院勧告制度の中で職員の争

議権等も制約のある中で、その人事院勧告制度あ

る中で独自に削減をしたと。これは、私もそのと

き総務課長として職員組合等との交渉も当たりま

したが、管内でも一番厳しい削減率であったとい

うふうに思ってございますし、そういった職員の

協力もあって何とか今このように赤字予算を組ま

なくても済むようになったと。しかし、財政的に

基金等も含め完全に健全化しているかといいます

と、まだまだ厳しい部分もございます。ですから、

これにつきましては、職員の給料は何とか約束の

期限で戻すことができましたが、まだまだこの行

財政改革というのは当たっていかなければならな

い。これは、不断の努力を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。 

 それと、道路予算等の問題、若干行財政改革と

そぐわない部分もあるのかなと私自身は思ってご

ざいます。そういった中ではおっしゃる真意とし

ては、税に収入として返ってくるような、そうい

う事業を構築せよというような思いでおっしゃら

れたのかなというふうに思ってございます。そう

いった意味では私どもも全て何事も切るだけでは

なくて、やはり効果的な雇用の関係だとかそうい

った町内経済を含めて事業の構築も必要であると

考えてございまして、そういった意味では今回人

口減対策にも一助としてなったというふうに思っ

てございますが、新築住宅への補助、土地の購入

費の補助、さらにはリフォーム等、これは町内経

済の中での一助となったのかなというふうに思っ

てございます。そういった意味では、それらも含

め、おとといも申し上げましたが、矛盾するよう

でございますが、アクセルとブレーキ、行政改革

と経済対策、これはその時々を見て、財政出動し

なければならないときはする、そしてまたいろい

ろな中でのブレーキもかけていかなければならな

いという部分は当然のことだというふうに考えて

ございます。 

〇９番（彫谷吉英君） １つ抜けていましたけれ

ども、この過疎地域計画の都道府県にどのような

協議をしたかというのを参考までにお聞きしたい

と思います。 
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 それで、人口減少問題は、人口減は商売、小売

でいうと、小売でなくても企業からすると売り上

げが減ったのと同じで、売り上げ減った場合経費

の削減、社員、パートの従業員を減らしたり、収

支の改善を図るものです。行政でいうと職員減ら

したり、議員の削減をしたり、無駄な投資的政策

はやめるということになるのですけれども、行政、

国の政策でいくと過疎地域指定で済むのですけれ

ども、企業、小売でいきますと倒産と、まちがな

くなるというようなのも、今新聞では10年か15年

後に五百何ぼのまちがなくなるというようなこと

にも発信されていますけれども、これは同じよう

なこと、私が言っているのと同じ意味をしている

のではないかと思います。 

 それで、もう大分前から札幌市もそうなのです。

コンパクトシティーとインフラの整備も中心部に

まとめていくと。札幌も郊外に住宅や人口、道路

整備も水道、下水、これ困るのです、郊外。札幌

の郊外と余市の郊外では距離感覚が相当違うので

すけれども、札幌であれば１時間以上ですから、

郊外というのは。そういう感覚で、余市が30分、

20分が郊外でないと思ったら大間違いです。駅裏

といったら、はっきり言って駅裏からちょっと蘭

島寄りといったらもう郊外です。ですから、コン

パクトシティーといったら余市でいえば黒川、大

川、こういうところの中心商店街を活性化して雇

用の増大により若者の流出を防ぐ。ですから、関

連して空き家がどんどんふえる中で、まほろばは

今は郊外に当たると、こういうふうに私は思いま

す。郊外です、余市の。郊外に景気が増してくる

状態で今の高速道路も来るという期待感はあるの

ですけれども、これは期待ばかりで現実にはどう

なるかわからないというところがクエスチョンマ

ークがつきます。それで、中心部の空き家対策、

それから予算も重点的に中心部のほうに投資した

ほうが早いと思いますが、所見をお聞きします。 

 それと、最後に反省というほうでは議会の付託

を受けた98条委員会でどういう質疑がされ、どう

いう結果になったのか、町民にわかるような説明

をお願いします。 

〇議長（中井寿夫君） ９番、彫谷議員に申し上

げます。発言内容が通告の範囲外に及んでいると

思いますので、通告の範囲に沿って質問を願いま

す。 

〇９番（彫谷吉英君） 反省の点でこれからそう

いう事件、事故の町長の今後の反省の意味で所見

をちょっと聞きたかったのですけれども。事件の

追及ではありません。 

〇議長（中井寿夫君） ９番、彫谷議員に申し上

げます。先ほども注意いたしましたが、発言内容

が通告の範囲外であります。再度通告の範囲に沿

って質問されるよう願います。 

〇９番（彫谷吉英君） それでは、以上過疎地域

指定と人口問題について再度ご答弁お願いしま

す。 

〇町長（嶋  保君） ９番、彫谷議員の再度の

質問に答弁申し上げます。 

 まず、職員等の部分、人口減と組織の部分でご

質問がございました。これにつきましても行政改

革推進計画におきまして職員非常に削減といいま

すか、退職者不補充何年も続けて、そういった中

で身の丈に合うような職員組織体制をつくってき

たという部分もございます。しかし、これにつき

ましても事務の効率化等を進めながら、今後もこ

れは進めていかなければならないという部分もご

ざいます。しかし、そういった中で組織としての

年齢構成、職員としての年齢構成が非常にいびつ

になってきているというのも事実でございまし

て、そういった中では社会人枠の採用等を含めて

今だけの組織を見るのではなくて、10年後、20年

後町民のために組織がどうなっているか、どうあ

らなければならないかという部分も含めながら、

職員の人員体制にも当たらなければならないとい

うふうに思ってございますし、いろいろな意味で
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今業務も多様化してきております。今205人の体制

を切っていまして、定数としてはかなりの定数を

持っていますが、そういった中では一人二役、三

役という部分もやってございます。それは、民間

でいえば当然のことでございますが、そういった

中でミスも出る部分もございますので、そういっ

た中での職員教育、さらには研修の機会等も徹底

しながら、少数精鋭でできるような組織をつくっ

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。 

 それと、地方の消滅という部分のお話、私もこ

の人口問題等の質問等もいただきまして、その前

段から増田寛也さんの書かれたものを読んでござ

いましたが、改めて雑誌になったもっともっとボ

リュームをふやした部分、改めて質問をいただい

てまた読ませていただきました。そういった中で

は、全国的な傾向として１万人以下の地方がなく

なってしまうような都市もかなり出てくる。余市

はもともとの人口多かったから網かけの消滅の部

分ではなくて、まだ残るよという部分ではござい

ましたが、しかし人口の減少率含めて非常に厳し

いものがあるなというふうに思ってございます。

そういった中で、先ほど来質問もいただいており

ます。答弁もさせていただいておりますが、この

人口減対策に最重要課題として取り組んでいかな

ければならない。これにつきましては、雇用の関

係の部分もおっしゃっていただきました。これは、

もちろん雇用の部分、子育ての部分、そして教育

の部分、いろいろな分野にかかわってくる問題だ

というふうに思ってございますので、それら今拾

い出しをしてございますので、そしてその中で選

択と集中と申しますか、どこの部分が一番急がれ

るのか、どこの部分に財政出動をするのが一番効

果的なのか、そのあたりも相談をさせていただき

ながら、しっかりと決めてまいりたいというふう

に思ってございます。 

 それと、都道府県との協議の部分のご質問ござ

いました。これは、道の計画、道の方針なりと今

回の町の方針が合致するかという事前に道のほう

に協議をさせていただいて、そして道のほうでい

いですよと、こういう形で町で議決をいただいて

くださいという形の中での協議という形のもので

ございます。 

 それと、コンパクトシティーのご質問もござい

ました。確かに今そういった中でどんどん、どん

どん郊外にいっている中では、コンパクトに中心

部にいろいろなインフラ等の整備を集中するとい

う部分の考え等もございます。今後人口減少の中

ではそういった部分も必要というふうには考えて

ございます。しかし、今いろいろな意味の行政は

継続でございまして、例に出されたまほろば等の

部分もこれはやはりきっちりと対応していかなけ

ればならないという部分は当然のことでございま

して、そういったコンパクトシティーと、また今

まで取り組んできた事業の推進という部分もござ

いますので、それらのバランスをとりながらやっ

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。 

 それと、空き家、この部分も今全国的な話題に

もなっているところでございまして、これは２つ

の面、１つとしてはいろいろな災害なりで、そし

てまた犯罪という中での危険な部分、もう一つは

その空き家を活用して何とか今後のまちづくりの

推進できないかという部分ございますので、今私

どももこの対策に取り組んでいるところでござい

ますので、その両面、危険という部分と、そして

またその空き家の利用という面からこれは取り組

んでいるところでございますので、ご理解をお願

いしたいと存じます。 

〇議長（中井寿夫君） 彫谷議員の発言が終わり

ました。 

 暫時休憩します。 

休憩 午前１０時４５分 
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再開 午前１１時００分 

〇議長（中井寿夫君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 一般質問を続行します。 

 発言順位７番、議席番号13番、中谷議員の発言

を許します。 

〇13番（中谷栄利君） 私は、今定例会に当たり

２件の質問をしておりますので、要を得た答弁を

お願いいたします。 

 １件目、電気料金の再値上げと自然再生エネル

ギーについて。北海道電力は、７月31日、家庭向

け電気料金の再値上げを経済産業省に申請しまし

た。今回の値上げ案は、国の認可が必要な家庭向

けが年平均17.03％、認可が要らない企業向けが年

平均22.61％で、10月からの実施を目指すもので

す。これは、昨年９月の２倍を超える大幅なもの

で、家庭向けの標準的家庭、契約電流30アンペア、

電力使用量260キロワットでは１カ月1,069円と

14.78％上がって、月額8,302円と全国一になりま

す。家庭向けも企業向けも暮らしと営業に重大な

影響を及ぼすことは明らかです。北海道電力は、

値上げ理由に今回も泊原発のおくれを挙げていま

す。しかし、道民の多数は原発ゼロを願い、安全、

安心な北海道の実現を求めています。北海道電力

は、泊原発再稼働すれば電気料金を値下げすると

再稼働ありきで道民に負担増を押しつけていま

す。以下、伺います。 

 北海道電力の再値上げ撤回を求め、泊原発再稼

働に反対を強めること。 

 ２、余市町としても再生可能な自然エネルギー

の取り組みについて検討すること。 

 ２件目、土砂災害対策及び治水対策について。

全国各地で異常な大雨に見舞われ、土砂災害が相

次ぎ、死者と行方不明者が発生し、甚大な被害を

出しています。大災害が起きた共通問題として、

記録的な大雨などの対策がおくれていることにも

あります。土砂災害警戒区域の指定作業のおくれ、

警戒区域に指定するための現地調査の未実施、砂

防ダム整備、河川整備のおくれ、避難指示、避難

所の受け入れ態勢づくりなど災害による被害を最

小限に食いとめる対策などが求められています。 

以下、伺います。 

 １、警戒区域指定促進に必要な危険箇所調査を

進めること。 

 ２、危険区域の施設整備を行い、対策を強める

こと。 

 河川整備を強めること。 

〇町長（嶋  保君） 13番、中谷議員の電気料

金再値上げと自然再生エネルギーに関する質問に

ご答弁申し上げます。 

 １点目の北海道電力の再値上げ撤回を求め、泊

原発再稼働に反対を強めることについてですが、

電気料金の値上げにつきましては特に町民生活や

水産加工業などの製造業の事業者に及ぼす影響が

大きいものと考えており、北海道電力には徹底し

た合理化とさらなるコスト削減や安定的で低廉な

電力の供給に努めていただきたいと考えておりま

す。また、泊発電所につきましては、現在も原子

力規制委員会において規制基準の適合審査が続け

られているところでございますが、私は原子力発

電所の再稼働につきましては、福島の事故原因の

究明や事故後の対応が進んでいない状況において

再稼働については慎重であるべきと考えていると

ころでございます。 

 ２点目の再生可能エネルギーの取り組みについ

てのご質問でございますが、これまで本町では後

志総合振興局が設置しております後志地域再生可

能エネルギー資源活用可能性検討会議に参加し、

国や北海道のエネルギー政策に関する情報収集に

努めておりますが、北海道においても東日本大震

災以降のエネルギー政策をめぐる情勢変化などを

踏まえ、省エネルギーの促進と新エネルギーの開

発、導入に向けた取り組みの一層の強化を図って

いるところであります。本町におきましても地域
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特性を生かした施策の推進に取り組むことは重要

と認識しておりますが、電力の安定供給や低コス

ト化、環境や既存施設等への適合性などさまざま

な問題がありますが、道内の先進事例なども十分

調査しながら、本町に適した再生可能エネルギー

化への取り組みについて努力を続けてまいりま

す。 

 次に、土砂災害対策及び治水対策についてご答

弁申し上げます。土砂災害の危険箇所の調査につ

きましては、土砂災害警戒区域等における土砂災

害防止対策の推進に関する法律に基づき北海道が

調査を行い、土砂災害警戒区域などの指定を行う

こととされております。本町においては、これま

でに急傾斜地崩落の危険箇所が５カ所、土石流危

険渓流が１カ所が危険箇所となっており、今後土

砂災害警戒区域などの指定と避難態勢の整備、さ

らには継続的な危険箇所の調査について北海道と

連携を図りながら取り組まなければならないと考

えております。 

 特に土砂災害等の危険区域における施設整備で

ございますが、急傾斜地等の落石や斜面崩壊防止、

砂防ダム等による土石流防止等の施設整備につき

ましては、国及び北海道において治山事業等によ

り実施しているところであります。今後におきま

しても防災の観点から引き続き国や北海道と十分

に協議を行うとともに、危険防止の対策が必要と

なる箇所の整備について要望を行い、危険箇所の

解消に努めてまいります。 

 次に、河川の整備でございますが、北海道が管

理している余市川につきましては、山田町の鮎見

橋付近まで整備が進んでおり、本町の行政区域に

おける工事についてはおおむね終了している状況

でございますが、この河川改修事業において余市

川河口の旧登川と黒川に排水機場が設置され、余

市橋上流と美園川、山田川の３カ所にはゲートポ

ンプ場が整備されたことにより、大雨時における

内水排除対策に大変大きな成果を上げているもの

と考えております。また、フゴッペ川、ヌッチ川

については、現在北海道において河川改修事業が

進められておりますので、今後とも事業の早期完

成に向け要望をしてまいりたいと考えておりま

す。 

 町が管理する河川につきましても、河床のしゅ

んせつや草刈り等による維持管理に努めるととも

に、老朽化した護岸等につきましては計画的に補

修等を進め、降雨時における災害の防止に努めて

まいりたいと考えておりますので、ご理解を願い

たいと存じます。 

〇13番（中谷栄利君） まず、１件目、電気料金

値上げと自然再生エネルギーの問題についてで

す。９月４日付の道新の記事で恐縮なのですが、

札幌市がこの値上げに関する影響の試算を出して

おります。まず最初に、本町の影響がどのような

状況になるのか試算をされているのかどうか、そ

してその影響額はどのようになっているのか、ま

ずここをお伺いします。 

 道新の記事のあれでは、札幌市では年間25億

6,000万円負担増となると。10月からの実施で半年

間12億3,000万円だし、昨年度の113億円、そして

来年度は141億円と、そういうことになると。２度

にわたる値上げ前の2012年度と比較すると、37億

5,000万円の負担増ということになっています。ま

た、小樽市では、今年度9,000万円の支出増、ロー

ドヒーティングなど6,500万円が入りますが、年間

２億円の増となると言われています。新しい市立

病院なども今後さらに影響が出るということが報

道されております。そういった中で、町長の先ほ

どの答弁でも住民生活、また水産加工の中で大き

な暮らしに影響があると言われていました。本町

のいろいろな公の施設など、そういった多種多様

な施設があろうかと思いますけれども、札幌市や

小樽市などのようなロードヒーティング等のもの

はほとんどないものかと思いますけれども、本町

の影響がどのようになるのか試算がされていると
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思いますので、その額についてお伺いするもので

す。これがやはり住民にどのような、直接町の財

政が逼迫していくということは住民の負担増もな

っていくわけですので、そこについてよろしくお

願いします。 

 北電に対して撤回を求める要請を強めるべきと

いうことです。これについて町長は、先ほどの考

えでは北電が経営努力して、安定、安価な電力を

提供すると、そういうことを望むと、このように

考えているとお話しになりました。しかし、本町

は泊原発から30キロ圏内、しかも後志全体が北海

道の食料基地と言っても過言でないそういった極

めて重要な位置にあって、本町がこういった北電

の要するに原発を再稼働しなければ電力料金はど

んどん上がるのはやむを得ないのだと言わんばか

り、再稼働すれば電気料金下げると、まさにこれ

は、先ほど言いましたけれども、安全、安心の北

海道を実現したい、そして食料基地であるこの後

志の中での経営、営農も持続させていきたいとい

う多くの方の願いにこの振る舞いはそういった気

持ちを逆なでる何物でもないと思います。 

 ５月21日に福井地裁が関西電力の大飯原発３、

４号機の運転差しとめ判決を下しました。この判

決は、多数の人の生存にかかわる権利と、それか

ら電気代の低い、高いの問題をてんびんにかける

こと自体法的に許されない、これを断罪していま

す。この判決の内容は、北電が泊原発の再稼働を

すればもとに戻す、値下げすると道民をおどして

いるということを痛烈に批判している、このよう

に思います。今後志でも泊村議会などもこの電気

料金値上げ反対の議会としての議決を上げてい

る、今回こういった動きがどんどん広がっていま

す。苫小牧市でも電力料金値上げに対する要請も

行っています。ぜひこの余市町として住民生活、

そして原発再稼働を許さない嶋町長として北電に

対しても、また住民に対しても痛烈なメッセージ

を展開すべきではないかと思います。そのような

意味で、北電に撤回を求める要請を強めるべきで

はないかと考えますが、そのことについて考えを

示してください。 

 それから、自然再生エネルギーの問題ですが、

昨日岸本議員の質問もある中で一定の答弁聞く中

で大体わかりました。ただ、今泊原発、北電が原

発に異常なまでに固執する。自然再生エネルギー

の取り組みも何ら進めていないこういった状況下

の中で、やはり北海道が安全、安心の地域として

生活守るためにも自然エネルギーの模索というの

は極めて重大な課題だと思います。足寄町や下川

町、芦別、美幌町、後志でも黒松内町、ニセコ町

など取り組みが行われています。先進地域の事例

を学び、検討も進めていきたいという町長の答弁

でした。しかし、この問題をさらに一歩深めて、

町長のリーダーとして町民に対してこの自然再生

エネルギーに対してどのように進めていくか、そ

ういった提言、そういった物の考え方を示すとき

ではないかなと私は思います。 

 足寄町のバイオマスタウン構想では、足寄町長

がこのように述べています。地球温暖化の進行、

化石燃料の枯渇、生物多様化の喪失、環境問題の

深刻化、現代に生きる私たちがこの問題に立ち向

かい、新しい取り組みをつくり出さなくてはなら

ない。明るい未来は迎えられない。町の豊富なバ

イオマス資源を生かしていくことによって、世界

に誇れるバイオマスタウン足寄をつくろうではな

いか、こういったメッセージを発信しています。

ぜひそういった形で、いわゆるただ単なる取り組

みを進めていくということでなく、この余市町、

水産加工で出てくるリサイクル可能な資源もある

かと思います。農業、そういった中でも農家の廃

棄物等もあると思います。そういったいろいろな

もの、そして余市町の各関係団体、そういった方

たちを取り込んで研究を重ねていく、そういった

仕組みづくりがまず必要なのではないかと思いま

す。ぜひ町長として強いリーダーシップの中でこ
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のメッセージを発信すべきではないかと思います

ので、この自然再生エネルギーの面、そういった

ことでどのように考えを示していくのかお示しく

ださい。 

 土砂災害と治水対策についてです。広島県北部

で起きた土砂災害は、72人の死者、行方不明もお

ります。時間的雨量が非常に甚大なもので、午前

２時から３時、午前３時で80ミリ、３時から４時

で101ミリ、猛烈な雨が２時間集中した中で起こっ

たと言われています。この問題については、警戒

区域の指定やそういったものに対しての対策がお

くれていたことも挙げられています。また、深夜

にわたる集中豪雨の中で避難指示、そういったも

のの対策がおくれたことも大きな影響を及ぼして

いるということもあります。今気象庁は、降水短

時間予報を提供して、予測が可能な状況が進んで

います。このような特性を生かして、避難勧告、

指示の徹底、そういった順路を決めていく取り組

みが今必要だと思います。本町においても保存版

としていざというときの防災ガイドマップ並びに

余市地域防災計画、水防計画が出されています。

そういった中で、町内の危険箇所、そういったも

のも非常によく紹介されていると思います。要は

問題はこれ以外にも危険な場所がどういったとこ

ろにあるのか、そこに住む住民の方たちとも協力、

協働していく中で危険場所調査を徹底して行って

いかなければならないときではないかなと思いま

す。 

 それと、集中豪雨に対しての対策、登のほうで

もあって、農業排水のほうからあふれて道路が冠

水した、あるいはハウスが冠水したといった状況

もありました。大雨災害でも大川のほうでも水に

つかって甚大な被害を起こしました。そういった

集中豪雨の緊急災害のときにどういった機敏な対

応を行っていくのか、より一層危機管理意識が問

われると思います。このことに緊急な対応をまず

どういうふうに進めていくのか、そのことと、そ

れから町長は防災無線に対しても考えをお示しさ

れていましたが、今防災無線を全町一気に広げる

ということはなかなか大変だと思いますけれど

も、危険区域、そういったところに対しての防災

無線優先配備だとかそういった対策、住民が安全、

安心を求めることに対していち早く対策を講じて

立てること、そこを今これらの災害、事故を通し

て住民が強く求めていると思います。危険箇所の

調査、それから周知徹底、そして住民に対しての

指示、危機管理、こういったものが気象庁のリア

ル情報もにらみながら機敏な対応を求めていく、

それが対策が求められると思いますので、そのこ

とについて、この災害どのように教訓にして余市

町に当てはめて考えていくのかお伺いするもので

す。 

 私もこの災害に当たって気象庁のホームページ

を見ました。主に時期的なものが少しでもずれて

いれば、余市町でも同じような状況にあったので

はないかなと思っているところです。決して他の

県の、他の地域のことではなくて、余市町も過去

にも経験していることから、深刻にこの問題対策

打たねばならないと思いました。 

 この防災マップ見ていま一つ思いましたけれど

も、道で指定した危険区域いろいろ載っています

が、特に登地域、こういったところでの対策一体

どうなっているのかなと。砂防ダムやそういった

もの、そういった対策などちょっといろいろ心配

しましたので、危険区域に指定された砂防ダムだ

とかそういったものの状況はどうなっているかも

あわせて質問するものです。 

〇町長（嶋  保君） 13番、中谷議員の再度の

ご質問に答弁申し上げます。 

 まず、電気料金の値上げと自然再生エネルギー

についてのご質問です。余市町における試算とい

う形のご質問ございました。これは、年間通して

という形でございます。試算でございますが、約

1,700万円ほどの年間通してこの値上げによりま
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して影響があると。率にして19％強という部分で

ございます。 

 それと、今後の北電に対する発言等の部分、先

ほど答弁させていただきました。徹底した合理化、

さらなるコスト削減や安定的で低廉な電力の供給

に努めていただきたいと、このようなことを私も

北電の本社からの方がいらしたときに申し上げて

ございます。こういった部分やはり機会あるごと

に、そしてまた単独の町村でいいのか、それとも

例えば後志全体という中の部分がいいのか含め

て、そういった部分の声は上げていかなければな

らないというふうに思ってございます。 

 そしてまた、そのバックボーンとしては、やは

り再生可能エネルギーや自然再生エネルギー、こ

れらにしっかりと取り組んでいくということが発

言のバックボーンになってくるのかなというふう

にも思ってございます。昨日も答弁させていただ

きました。当初の部分では採算性の問題、コスト

の問題、さらには買電価格の問題等がありまして、

なかなか採算にのらなかった部分があるというこ

とでございましたが、2007年ですか、のいろいろ

な制度の改正等もございましたので、そういった

部分含めて専門家等の調査等をいただきまして、

そしてまた先進地の事例、たくさん管内にもござ

います。そういった中でしっかり学びながら取り

組んでいかなければならないと。そして、その部

分もやはり今後のエネルギー政策という中では私

の言葉として発信していくことも必要なのかなと

いうふうにも思ってございます。そういった意味

では、この自然再生エネルギー、再生可能エネル

ギーに対する取り組み強化するとともに、これは

この自然再生エネルギーだけではなくて、電気料

金等の電力需給に対して私どももＬＥＤ化等庁舎

内の部分進めております。そしてまた、今回街路

灯のＬＥＤも新たに該当にするという形の中での

仕組みづくりもさせていただいております。その

あたりを含めて電力需給にしっかりと対応できる

体制もとっ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。 

 それと、防災の関係、土砂災害対策の部分でご

ざいます。これにつきましては、防災マップ、防

災ガイドマップという部分作成して、非常に詳し

い内容になっているというふうに思ってございま

す。しかし、詳しい反面字が細かい等の部分もご

ざいますので、これをいかに周知徹底していくか

と。昨日も申し上げましたが、これをつくって、

配布して、そしてというだけではなくて、この周

知をいかにしていくか、そしてこのマップに基づ

いていかに訓練なり、実際に使えるようなマップ

にしていくかという部分、これは各区会や地区の

お呼びを待っているのではなくて、こちらから積

極的に地区に入っていって、このガイドマップの

活用、そしてまたおっしゃられたように危険箇所

がこれ以外にないのかと、そういった部分の調査、

今道でも調査５カ所、６カ所ですか、しか進んで

いない状況でございますが、このスピードアップ

等も道にお願いするとともに、町独自でももちろ

んいつ災害あるかわかりませんので、そういった

中での調査も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。 

 それと、情報をいかに提供していくかという部

分で防災無線、これはまだ所管委員会等でも詳し

くお話もしてございませんので、私の安心、安全

に対する思いという部分の中で何とかこの防災無

線も整備したいという思いもございます。これら

につきましては、順次所管委員会等にも調査、い

ろいろな関係町村等も視察に行きながら、お示し

もしていかなければならない部分であるというふ

うに思っております。 

 これまでの広島の災害等を経験した中で、私ど

もも防災対策になお一層の整備に努めているとこ

ろでございます。マップ等をつくってもその活用、

実際にどうなるのだと、実際に逃げる人がどうな

るのだと、要援護者を含めてそのあたりのきめ細



－74－ 

かな対応は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し、先日も９月11日、集中豪

雨、急に警報出ました。これも私夜違う会合に出

ていましたが、すぐに総務部のほうから電話来ま

して、部課長以下担当関連課長が職員がそろって

いるからという形で、私も役場に９時半ころです

か、来たような状況でございまして、そういった

中で今は本当に天気予報にないような大雨なりな

んなりがいつ急に起こるかわからないという部分

でございまして、そういった連絡体制もしっかり

と整備しながら、そしてまた一朝そういう形の災

害が起こりそうな場合は空振りを恐れずに避難、

そしてまた避難勧告等も含めて出していかなけれ

ばならないという、この災害等を経験して改めて

思っているところでございます。 

 登地域含めて砂防ダムの状況等、これは今詳し

く承知していない部分もございますので、後ほど

確認してお知らせをしたいと思いますので、ご理

解を賜りたいと存じます。 

〇13番（中谷栄利君） 本町の影響が電気料金値

上げされることによって年間1,700万円というこ

とでした。この間昨年９月からの電気料金値上げ

で、節電等いろいろな対策も本町でも行われてい

ます。そういった中で、さらに節電というなかな

か困難な厳しい状況があると思います。これ以上

の節電が住民の多様なサービスに果たしてどのよ

うな影響があるのか非常に心配であります。

1,700万円の増ということですが、住民のサービス

に影響のないような対応をされていくものと思い

ますが、そのことについてまず確認させてくださ

い。そのようにしていくことになっているのかど

うか。 

 それと、電気料金値上げについての撤回の要請

について、やはりこれはきちんとした文書で発信

していかないとならないものではないかなと思い

ます。北電の社員が来て、そこで言い渡したとい

うことでは町民に対しても、また道民に対しても

非常にアピールが足りないのではないかと。後志

全体などということでも考えあろうかと思います

が、ぜひ北電に対して原発再稼働ありきのもので

はなく、北電としても自然再生エネルギーの問題

を取り組む中で、経営努力含めて住民生活、そう

いったものを支えるそういう電力会社に努力して

もらいたい、そういったような趣旨でやってもら

いたいなと思います。この後志の原発30キロ圏内

の、また50キロもそうですが、この原発地域にあ

る自治体がこのことを強く発信する、そういうと

きではないかなと思います。日本国中、また道民

全てそのことを注目しているときだと思いますの

で、力強いメッセージを発信してください。 

 自然再生エネルギーの取り組みについて、より

さらに前に踏み込まれた発言と解釈しました。い

ろいろな研究をこの庁舎の中で継続的な調査を進

める担当をぜひ配置していただきたい。そういっ

た中でこの研究を進めていくことがまず最初にな

っていくのではないかと思います。そのことにつ

いて考え示していただきたいなと思います。ぜひ

いろいろな各関係団体だとか含めて、このことに

かかわっての専門家等も、また研究されている学

者の方もいらっしゃるかと思いますので、町民等

も含めてこの自然再生エネルギーの取り組みにつ

いて学習、勉強していく、そういった発信もして

いくことも余市町として町民、全道民、国民が注

目している町としても発信していく大きな役割で

はないかなと思います。そういった意味での取り

組みを強化していく、そのことについて再々質問

させていただきます。 

 土砂災害についてなのですが、１つは集中ゲリ

ラ豪雨と言われていますが、本町も決して他の地

域のことではなくて、礼文島でも起きたようなこ

とも、胆振地域で起きたようなことも十分可能な

状況だったと思います。たまたま時期的にずれて、

気圧配置の影響で集中地域が違ったと、私はそう

思っています。本町は、こういった夜間未明のと
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きにどういった緊急体制で住民に対しての避難指

示、そういったものを発信していくのか。今の計

画の中でどういう取り組み、どのくらいの時間で

そういった対応ができるのか、その辺の危機管理

の体制、いま一度どのような体制になっているか

お伺いするものです。 

 また、こういった水につかる危険地域だとか土

砂災害の危険地域というのは、あらかじめ予測さ

れているし、道からも指定されている地域でもあ

るかと思います。そういった方たちが安全に速や

かに避難できる頑丈な避難所がそばにあるのか、

その辺の徹底も含めて、道の指定している危険指

定区域の地域の中でどのような避難所の体制にな

っているのかも含めて、今災害に当たって非常に

この問題について危機を感じておりますので、危

機管理の体制、それから避難所の場所の問題、そ

れが道の危険指定区域とどのようにかみ合ってい

るのか、そのことも含めてお伺いするものです。 

 かねがね言っていますが、住民に早く知らせる

ためにも危機管理体制の速やかな行動力と、それ

から住民にいち早く知らせる意味でこの災害マッ

プでも今回は津波については触れていませんけれ

ども、津波についても赤点線で区切っている地域

がありますし、余市川の河川の氾濫で水につかる

地域も示されています。町営住宅も近接、また水

没するという地域も指定されています。そういっ

た中で、この問題についてどのように緊急に住民

に対して発信していく体制がつくられていくの

か。そして、連絡体制どうするのか。防災無線も

すぐというふうにはなりませんけれども、今後の

対応について時期的にどのような対応を考えてい

るのか、その辺も含めてお伺いしたいものです。 

〇町長（嶋  保君） 13番、中谷議員の再度の

ご質問に答弁申し上げます。 

 まず、電気料金の関係でございます。これらに

つきましては、1,700万円の影響額が予測されると

いう部分でございます。ご質問のございましたよ

うにこの1,700万円が増加するから、住民サービス

を低下させるのかという部分につきましては、そ

ういったことはございません。これにつきまして

は、1,700万円の増ということでございますが、そ

れと住民サービスの部分は別個だというふうに考

えていただきたいというふうに思ってございま

す。 

 それと、電力料金の撤回等の北電への申し入れ

の部分でございます。これにつきましては、一貫

して申し上げてございますが、コスト削減、そし

て安定的で低廉な電力供給に努めていただきたい

という思いは変わってございません。これは、手

法等は任せていただきますが、そういった申し入

れはしていきたいというふうに考えてございま

す。 

 それと、自然再生エネルギーの部分のご質問で

ございます。これも庁舎内で申し上げても農林に

もまたがる、環境対策課にもまたがる、また商工

観光課等にもまたがる非常に横断的にまたがる部

分でございますので、それらの連携をしっかりと

りながら、庁内での検討、そしてまた昨日来申し

上げてございますが、専門家等にお願いした中で

の検討、そしてそれらを含めて町民に対する情報

の提供と、これについては一段と強めていかなけ

ればならないというふうに思っております。 

 それと、土砂災害等の部分のご質問でございま

した。避難の指示、管理体制、危機管理の体制と

いう部分でございまして、まず最近これらの事例

に私どももしっかりと学んでおりまして、そうい

った天気等の予測がなされる場合はやはり担当の

課のほうで泊まり込み的な中で、必ず夜も当直だ

けという形にならないような形で配備をしてござ

います。そして、そこからいち早い情報で安全な

ところへ避難していただくという部分でございま

すが、おっしゃるとおり避難所等、例えば強固な

ビル、そしてまた高層ビル等も現状少ないのも確

かでございます。いかに今の段階では早い情報を
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提供して、遠くに逃げていただくかという部分が

一番の急務であろうというふうに考えてございま

す。先日広島の災害でも報道でもございましたが、

避難勧告指示が出ましたと。しかし、小学校に逃

げようとしたら、その小学校でしたか何だかその

公共施設があいていなかったと。鍵をあけに行こ

うとした人もそこに行けなかったという中での報

道等もございました。そういった中で、それらに

も学びながらどうあるべきか、避難所新たにつく

るというのは非常に困難性もあると思いますが、

今既存の避難所をどう活用していくか、どうそう

いう形で鍵等の問題等も含め、いざというときに

使えないというようなことをなくしていくかとい

う部分、それと先ほど来申し上げておりました情

報を早く伝達するというのが一番の最重要課題だ

というふうに思ってございます。これらの発信の

連絡体制、ハード面含めてこれはしっかり整備し

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。 

 繰り返しになりますが、夜間の避難等は危険を

伴います。予報等に基づいて早目早目の避難所の

開設、その前段では情報の提供という部分がござ

います。今いろいろな中では情報提供が私どもも

やってございましたが、広報車での提供という部

分ございまして、これはなかなか広報車もゆっく

り走っているつもりでございますが、聞こえない、

そしてまたそういうときはやはり風もごうごう、

ごうごう鳴っていますので、中にいて聞こえない

という部分もございますので、まずは連絡体制の

情報提供体制を早目に整備していかなければなら

ないという思いを持ってございますので、そうい

った中で今後も避難所の早目の開設などもしっか

り取り組みながら、安心、安全な体制を整えてい

きたいというふうに思ってございます。 

〇議長（中井寿夫君） 中谷議員の発言が終わり

ました。 

 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４６分 

再開 午後 ２時００分 

〇議長（中井寿夫君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 一般質問を続行します。 

 発言順位８番、議席番号７番、近藤議員の発言

を許します。 

〇７番（近藤徹哉君） さきに通告いたしました

件について質問いたします。答弁よろしくお願い

申し上げます。 

 本町における地域創生について。現在世界に目

を向けると目まぐるしく世界情勢の変化があり、

国においては国際貿易経常収支が大幅な赤字が続

き、地方交付税は減額が予想されると思います。

今後ますます都市間競争が激しくなり、地域の独

自の政策、特色ある地域創生が急務と思います。

非常に厳しく、また社会が変わりやすく、厳しい

財政も加味しながら、艱難辛苦があろうと思いま

すが、大胆な発想で乗り切ることが急務でありま

す。そこで、以下の点について見解を伺います。 

 １つとして、人の育成について。今グローバリ

ゼーション時代に対応できる人材育成をどのよう

に検討しておりますか。 

 ２つ目として、海外留学制度について。小学校

高学年、中学生を対象に年間10名程度の先進地に

派遣拡大、もちろん英語圏などに派遣することに

ついて検討しておりますか。 

 ３つ目として、少子化傾向の波による学童減少

等々で小学校、中学校の統廃合がいや応なく進む

と思いますが、検討はしておりますか。見解をお

伺いします。 

 ４つ目として、教職員、公立の町外からの通勤

者は何名くらいおりますか。お伺いします。 

 ５つ目として、幼稚園、保育所の一元化をどの

ように捉えているか（認定こども園）。 
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 以上につきまして質問いたしましたので、答弁

よろしくお願いします。 

〇町長（嶋  保君） ７番、近藤議員のご質問

に答弁申し上げます。 

 最初に、グローバリゼーション時代に対応し得

る人材の育成についてでございます。ご質問のと

おり、近年世界的規模での人と物との交流、流通

が進む中で、本町におきましても外国人観光客が

増加するなど、国際化の進展が見られるところで

ございます。こうした中、本町においては、語学

指導助手の増員などを通し、国際化が進む時代に

対応し得る人材の育成に取り組んできたところで

ございます。次代を担う人材を育成することは、

まちづくりの基本でありますが、人づくりは短期

間ではなし得るものではなく、地道な取り組みを

息長く続けることが必要と考えております。今後

とも教育委員会と連携しながら、外国人の方々と

の交流機会の拡大などグローバリゼーション時代

に対応し得る人材の育成に取り組んでまいりま

す。 

 ご質問の２点目でございます小学校高学年、中

学生を対象とした海外派遣制度についてでござい

ます。現在本町においては、児童生徒を対象とし

た海外派遣の制度は制定しておりませんが、余市

町国際交流推進協議会の交流奨励事業や余市町未

来を担う人づくり、国際交流事業などにより国際

交流活動の推進が図られているところでございま

す。本年度においては、姉妹都市であります英国

スコットランド、イースト・ダンバートンシャイ

ア市への中学生の派遣事業を取り進めていること

から、今後につきましては本年度における派遣事

業の成果等を検証しながら、児童生徒に対する効

果的な国際交流事業のあり方について検討をして

まいりたいと存じます。 

 次に、幼稚園、保育所の一元化をどう捉えてい

るかとのご質問でございますが、平成27年４月よ

り本格的にスタートいたします子ども・子育て支

援新制度に向けて、本町におきましても質の高い

学校教育、保育の総合的な提供、保育の量的拡大、

確保、教育、保育の質的改善、地域の子ども・子

育て支援の充実を目指し、本年２月に子育てを担

っている保護者の皆様からのアンケート調査を実

施し、子ども・子育て支援事業計画策定の準備を

進めているところでございます。今後余市町子ど

も・子育て会議の中で議論をいただき、さらには

パブリックコメントの実施や町内の幼稚園、保育

園などの各事業所とも広く意見交換を重ね、計画

に反映してまいりたいと考えてございます。 

 ご質問の幼保連携型認定こども園につきまして

は、この計画の中で本町の考え方を示してまいり

ますので、ご理解いただきたいと存じます。 

 教育委員会の関係につきましては、教育長より

答弁を申し上げます。 

〇教育長（中村寿仁君） ７番、近藤議員の小中

学校の統廃合に関するご質問について答弁申し上

げます。 

 急速に進む少子化の影響を受け、本町における

児童生徒数も減少が続いている状況でございま

す。平成26年５月に民間有識者による日本創成会

議の人口減少問題検討分科会が発表した2040年試

算によりますと、子供を産む中心世代の20歳から

39歳の女性が2010年から30年間において半分以上

減少する自治体が後志管内では16市町村に及び、

本町におきましても2010年に1,942人いた女性が

2040年、平成52年には667人で、減少率ではマイナ

ス65.7％にも及ぶという推計がされたところでご

ざいます。このようなことから、今後は少子化が

さらに進むことが予想され、小中学校では学級が

編成できなくなり、存続が困難な状況に陥ること

が予想されるところでございます。 

 また、本町における児童生徒数の状況ですが、

平成20年５月１日現在小学校1,054人、中学校

571人、合計1,625人在籍しておりましたが、平成

26年５月１日現在小学校873人、中学校470人、合



－78－ 

計1,343人の在籍となっており、この間小学校が

181人の減少、中学校が101人の減少、合計で282人

の児童生徒数が減少しているところでございま

す。 

 児童生徒が減少する中それぞれの学校において

は、地域の特性を活用しながら、特色ある学校経

営に取り組み、地域のコミュニティの中心的な役

割を担ってきたところでございます。そのような

状況を踏まえ、将来的な小中学校の統廃合につき

ましては、地域の声や保護者の意向等を十分に配

慮し、状況を見きわめながら、検討、協議してま

いりたいと考えておりますので、ご理解を願いま

す。 

 次に、町外からの教職員の通勤状況についてで

ございますが、平成26年５月１日現在で小中学校

の教職員総数122人中、町外から通勤している教職

員は47人でございます。その内訳といたしまして

は、札幌から２人、小樽市から37人、仁木町から

２人、古平町から１人、積丹町から１人、倶知安

町から２人、共和町から２人の教職員が本町に勤

務している状況でございます。 

〇７番（近藤徹哉君） まず、１つ目なのですけ

れども、グローバリゼーションの中で今町長から

話聞いて、これから交流をどんどんして、国際人

を育てるということなのですけれども、今そうい

うような時期がちょっと遅過ぎるくらいなのです

けれども、非常に変化が激しくて、いろいろな本

にも書いているのですけれども、情報もたくさん、

皆さん知っているように今グローバリゼーション

の中で日本人はどっちかというと、全部とは言わ

ないけれども、内こもりで、なかなか海外に行か

ない。これ何なのかなというような感じなのです。 

 僕は、地域創生ということでタイトルうたった

のですけれども、ちょっとずれますけれども、小

林虎三郎さんの米百俵でないけれども、教育とい

うことに対して町をつくっていくにはどういう感

じがいいかなということを自分の人生の中でいろ

いろ考えた場合に、やはりまちづくりは人づくり

で、その人間が、学童でも何でもいいのですけれ

ども、地域の差別化というか、拒否するというこ

とではなくて違いをどういう形で描いて、そして

自分の町はどういう位置づけになっているかとい

うことが必要だと思うのです。今グローバリゼー

ションの中で、世界が目覚ましくどんどん伸びて

きて、日本だけで生活できない、国自体が、貿易

赤字はどんどんふえるし。そうすると、国と国と

の競争が激化して、その中で日本人が、若い人た

ち、海外留学もそうですけれども、非常に少ない。

韓国、中国、台湾、日本の中で日本は一番少ない。

その中で、今再質問ですから、北海道大学に新渡

戸カレッジというのができて、ようやく留学にな

っているということです。ちょっと遅過ぎるので

すけれども、そのくらいやらないと、英語ができ

ないと時代についていかない。そういうことに対

して、地域再生というのは人づくりだと私は思っ

ているのです。そして、余市からそういうのを育

成していかないとならないと、人づくりは。その

人たちに体験をさせないとならないと思うので

す。それであれば東京に住んでも何でもいいので

す。だけれども、自分のふるさとというのは、シ

ャケでないけれども、必ず戻ったり、必ず頭の中

に描くというようなこと。昔は国家百年ですけれ

ども、今は10年、20年を見据えたそういう政策を

私は打ち出していただきたい。いろいろなものも

必要なのです、箱物つくったり。だけれども、や

はり学問とかそういう大計は死んでも、死んだら

忘れるけれども、経験は忘れないのです。人に施

したり、いろいろな話をしたら喜ぶことなのです。

物与えたらそれで終わりなのです。だから、そう

いうことについて２期目の嶋町長が、まだ浅いの

ですけれども、２期目ですから５年目に入ったの

ですけれども、私はこの余市からそういうことに

力を入れていかないと、北海道179カ町村の中で金

太郎あめと同じで切ったらどこも似たり寄ったり
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になってほしくないなと。せっかくイースト・ダ

ンバートンシャイアと、イギリスのスコットラン

ドのほうと姉妹都市しているから、最後の派遣の

こと話ししますけれども、だからそういうことで

グローバリゼーションになった地域創生というこ

とについては、人ということに対して力を入れて

いくことによって今度は物、まちづくりに結びつ

いていくと、私はそういうような信念持っている

のですけれども、この辺町長はどういうふうに考

えているかなと。 

 アメリカを例題に出すとおかしいのですけれど

も、人間は努力しないとスリップダウンというか、

アメリカは努力しないと全然話にならないので

す。非常に厳しい時代で、財政も厳しい、何でも。

艱難辛苦とさっき述べましたけれども、昔のこと

わざで、艱難辛苦なんじを玉にすと。苦労して、

努力したり、いろいろなことをしたら大成します

よと、そういうことわざ、艱難辛苦なんじを玉に

す。それは昔からある言葉ですけれども、町長は

博学ですから知っていますと思いますけれども、

その辺で人的、物でなくて、そういうところに私

は力入れていただきたいと思っております。それ

が１つ目。 

 それから、いろいろなこと書いてあるけれども、

一般質問でいろいろなこと話ししたらいいという

ものでないですけれども、あと海外留学なのです

けれども、海外留学って短期でもロングでもいい

のですけれども、せっかくイースト・ダンバート

ンシャイアのスコットランドと、今回「マッサン」

の放映もありますし、それで私は本当は去年から

この「マッサン」できるとなったときに小中学生

の選別して、選択して派遣してあげてほしかった

なと思ったのです。なぜかというと、今回皆さん

テレビ見て知っていますでしょう。アメリカのテ

ニスの大会、錦織、13です、一人でアメリカに行

ったのです。４年間。インタビューしてどうでし

たか。堂々として、英語で。私も英語８割わから

なかったですけれども、例えばいろいろな民族の

中で生きていくにはどういうことが必要なのかと

いうことが必要だと思う。日本だけでなくていい

のです。そういう経験をさせるようなシステムを

余市町でぜひ私はつくっていただきたい。例えば

英語できなくてもいいのです。だが、行って、文

化、習慣、教育から多民族国家に行ってどういう

ことを日本人としてしないとならないかというの

が私派遣制度だと。ただどこの学校５人ずつ、そ

ういうことではない。希望を持って、どんなこと

しても行きたい、そういう学童を派遣しないと何

にもならない。目的がないと何にもならないと思

うのです、ただ行ってきただけで。そういうよう

な厳正なことをして、ただ人数だけ集めて、そう

いうことではないと思うのです。そういうことに

私は意を尽くしていただきたいと。人材育成、こ

れが全ての宝だと私は思っているのです。地域エ

ゴとかそういうことにとらわれないで、この余市

をどういう形でまちづくりに大人になった場合貢

献、自分は余市にいなくてもできるだろうかと、

若いときにそういうお世話になったふるさとに何

をしたらいいかというような、全員がしなくても

いいのです。そういう人を育成する私は義務があ

ると思うのです、年配者としても。絶対教育とか

体験、経験は忘れないです。世界の中のいろいろ

な中に自分の存在価値観、日本人としてはっきり

言えるかどうか。今言える人が非常に少ないので

はないですか。そういうような人材育成、派遣制

度というのは、簡単なようで簡単でないのです。

だけれども、これも継続しないと人がふえていか

ない。ようやく日本のさっき言った大学も、北大

も新渡戸カレッジをつくって、大体百七、八十人

海外留学しないとだめだというふうに、ようやく

英語の授業も入っていっている、全部でないけれ

ども。そういうような時代にいち早く私は余市町

としてそういうのに力を入れてほしい。ものは辛

抱して、食べるもの、十あったら５でもいいので
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ないですか。私は、学問とかそういう経験は忘れ

ることができないと。余市町の皆さんにお世話に

なったと。恩を着せるわけでないけれども、そう

いうようなまちづくりのための人材、学童に対し

てどういう施策を打たないとならないのかという

ことなのです。今までは検討します、やりますと。

そういう簡単なことではないと思う。計画練って

きちんとしないと、失敗はクリアして、来た人に

対して中央公民館で意見発表させるとか、そうい

うような新しい社会を発見したということに対し

て傍聴したり、子供たちが自分も行ってみたいと

か、そういうようなシステムづくりをしていかな

いと、さっき町長言った教育とかそういうのはす

ぐあしたとかできるわけでないのです。だけれど

も、長いスパンの中で５年、10年、20年、そうい

うプログラムを組んだ中でしていかないとならな

いのでないかなと、私はそう思う。人生、生を受

けたら必ず死ぬのです。自分の残されたものは何

なのか。ただいま嶋町長になって、皆さん職員さ

んの人たちがいずれは死が来るのです。自分の生

存している間に何を残すか。必要でないですか。

目先でただ、まあまあそれもいいでしょうが、違

うと思う、人間として。それを頭の中に入れてい

ただきたい、そう思っております。これは２番目

です。 

 それから、３番目、少子化傾向の中で学童の減

少で小学校の統廃合、必ず日数でなくて目の前な

のです。そうなってからでなくて、いろいろな問

題あります。その地域のコミュニティが崩れると

かとあるのですけれども、いいのです。だから、

長い目で見てほしい、子供の育成。５人か10人の

生徒がそれ以上の学校に行ったらどうなっていく

か追跡調査したことありますか。萎縮なのです、

萎縮。ついていけなくなるのです。運動会一つで

きないでしょう。それでいいのだろうかと、教育

は。僕は違うと思う。総花的に地域コミュニティ

が崩れる、いろいろなことありました。積丹もそ

うですけれども、昔は野塚にあったのです。ない

のです、今は。生徒がいないのです、１人とかし

か。スクールバスですけれども。そしたら、それ

が町全滅になったかといったらそうではない。親

でなくて、子供の幸せとか競争心とか切磋琢磨と

いうのはどこから生まれるのかな、人がいて初め

てなるのでないですか。横井さんでないけれども、

一人でジャングルで生活するならいいのです。違

うでしょう、これからは。勉強どんどんしなさい

とかでないのです。協和の中で何をすべきかとい

うことを学校を通して、学校の生活を通して体験

をする場だと思う。人数少ないと少ないだけ、も

っと人数多かったら多いなりに経験をたくさん積

んでくると思う。そういうことで、先ほど教育長

が言っておりましたけれども、生徒は間違いなく

減るのです。減ってぎりぎりになってからでは手

おくれだと思う。そういうのをやはりシミュレー

ションでプランニング練ってやっていかないとな

らないと思うのです、あと５年したらどうなるか。

そういうのやっていると思いますけれども、後か

ら答弁。 

 そういう時代なのです。そういうのをやはり遊

びは遊び、やることはやる、真剣にやるときはや

るというような、公務員の皆さん一人一人は余市

町民です。町民の幸せもちろんです。生徒の幸せ、

例えば小中学校の、何に力点を置いているのかな

ということなのです。物を与えれば全てではない

と思います、私。教育委員会のほうもやはりいろ

いろなことあると思うのです。教育委員会の職員

の皆さん、１カ月に１回でも各公立学校行ってい

ると思うけれども、どういう反応ですか、児童生

徒は。そういうの真剣に、月に１回でいいのです。

チェックした中で、一人ずつ声をかけて、コミュ

ニケーションを持つということが必要だと思うけ

れども、過去はいいのです。だけれども、これか

らはそういうことに意を尽くしていただきたい、

そう思っているのです、私は。ますます少子化に
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なりますので、これは避けて通れないことだから、

人口減少ですから。今１億二千何ぼでしょう。こ

れから日本の人口どんどん減りますから。北海道

も減っていくし。その中でそういうことを考えて、

この次の４つ目のことでちょっとそのことを細か

くいきたいのですけれども、それで４つ目は教職

員のあれわかりました。私なぜ通勤している人の

数を聞いたかということなのです。わかると思う

のですけれども。今そういう時代ですけれども、

いいのです。だがしかし、先生たち、うちも子供

が札幌の小学校の先生やっているけれども、何せ

忙しいのです。人数が少なくて。昔のガリ版でな

いから、パソコンですから、それでも忙しい。雑

用で忙しいのです。おかしい。もっと子供の問題

で先生がやっていますか。私は、基本的に労働者

でないと思うのです。右翼でも何でもないです。

聖職だというの。子供を育てて、自分の意図する

教育をして、そして初めて巣立って社会に出て、

先生、今こういうふうになりましたと、先生に対

してお礼に行ったりする生徒が何人いるだろう

か。私は卒業したとき行きました、社会人になっ

たとき。教えてくれた先生に私行っています。な

いでしょう、そんなの。 

 それで、財源とかとあるでしょう。いろいろな

こと出てくるのです、今。これからちょっと話し

ますけれども。なぜ通勤の人数聞いたかというこ

とです。終わったらどうなのですか。土日どんど

んやっていますか、学校。やっていないでしょう。

地域にもいないでしょう、先生たちは、通勤して

いたら。そこで、私ははっきりやってほしいと。

来年なら来年、余市に住んでいなかったら通勤費

はゼロにしてほしい、はっきり言って。余市に住

むようにしてほしい。そうすることによって生徒

の接点がふえると思う、私は、余市に。これはど

こがやっているかというと、知っていると思う。

当麻町です。やっているのです、徹底的に。財源

の確保しているのです、たくさん。今すごいです、

あそこ。例えば一例を挙げたけれども、だから艱

難辛苦と言ったのはそういうことなのです。苦し

んでいろいろなこと、町長いつもよく皆さんに言

うけれども、財源が足りない。わかっているので

す。だがしかし、使い方をどうするか、選択、守

備範囲をどうするかということをしないとならな

いと思う。何に力入れてどうするか。それが今求

められている時代だと。今早いですから、グロー

バリゼーションで。もたもたしていたら置いてい

かれるから。そこで初めて都市間競争ということ

になっていくのではないですか。町をどうするか。

例えば教育の問題、先生たちそうでしょう。そし

て、今までは予算あって、決算最後になったら３

月に残った金みんな使うでしょう。知っているの

です、私。無駄なもの買うでしょう。だから、そ

ういう通勤手当の削除をしてほしいし、それとも

う一つ、予算が計上されて残ったやつ半分、ドイ

ツと同じでフィフティー・フィフティー制度とい

うか、資源の無駄遣いをしないように効率的に、

それ職員から教職員から生徒みんなで、残った半

分なら半分町で引き揚げてもいいだろう。だけれ

ども、それは各学校に渡すと。大切に使っていた

だきたいと、そういうシステム、これドイツでや

っているのです。そうすることによって学校を経

営している校長さん初め全てが、通勤している人

も自分の会社だと思ったらどうなるのか。ボイラ

ーもそうでしょう。これから冬になって灯油高い

です。無駄をしているかどうか、いろいろなこと

を気がついてくると思う。自分たちで節約したら、

自分たちの本１冊でも買いたいとか、そういうの

お任せしますよと。そういうコミュニケーション

が通勤した人にそうやったら通勤しないで余市に

そしたら部屋でも借りるかと、こうなってくると

思う。余市に住んでもらうためには、そしたらど

ういう施策を打つかということなのです。黙って

いたらどんどん、さっき教育長言ったけれども、

これが60にも70にもなったらどうするのですか、
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小樽方面からみんな来たら。道の職員はほとんど

でしょう。余市にいないです。水道から何から使

って、使ったから金払えばいい、そうではないで

しょう。そこに住んでいる人たちと先生が余市に

滞在するのが長くなればなるほど子供たちとのコ

ミュニケーション出てくるのではないですか。い

じめの問題一つでもそう、いろいろなことで。で

きなかったらちょっと放課後教えてあげるよとい

うことできるのでないですか。だから、私は通勤

手当は問題があると思う。それは、やっぱり首長

と教育長できちんと決めればいいのではないです

か。なぜこういうことをしないとならないかとい

う。子供に接点を求めて、いろいろなことを。そ

れに私は意を尽くしていただきたい。そうしない

と、今までどおりだったら全て、先生がいいとか

悪いでないのです。意識の改革は私はできないと

思う。今までどおりだったら、旧態依然では。 

 だから、私は、くどいようですけれども、艱難

辛苦というのは苦しんで、予算ないけれども、町

長も、この中で守備範囲の中で何を力入れるか。

人材育成するためにどうしたらいいか、末端の部

分はどうしたらいいか、責任分担で任せて、その

中でどうしたらいいか、そういう指示系統をはっ

きり２期目ですから打ち出すと思うけれども、そ

ういうことはっきりやっていただきたい。余市の

再生を私は期待しているのです。それには意思統

一して、自分の信念曲げないこと。それは、ロー

マ時代と同じだけれども、さいは投げられたでな

いですけれども。それが４つ目。 

 それから、５つ目、みんな関連あるのですけれ

ども、幼稚園と保育所の一元化、これ避けて通れ

ないことなのですけれども、だけれども私は、今

保育所３つあります、例えば。人が減ったらどう

なるのですか。うわさを聞くと、これはわからな

いです、私の推測ですから。大川保育所、どうな

るのかわからない。うわさが耳に入るけれども、

私は民間に委託するものはぜひ委託していただき

たいと。もうそういう時代で、子育て支援とかい

ろいろなことあります。そして、これ改正の中で

児童福祉法24条の２項には、市町村は認定こども

園、家庭的な保育事業等により保育を確保するた

めには措置を講じなければならないと。これどう

いうふうに感じ取っているのか。例えば認定こど

も園だと仮定して、幼保一元化で、民間は行政の

人と違って、こんな言い方まずいけれども、やり

ます。６時でも６時半でもやるといったらやるの

ではないですか。これからどんどん削られていき

ますから、さっき言った地方交付税も。財政の国

自体が貿易赤字どんどんふえているから。間違い

なく、私は国会議員でないけれども、削ります。

介護もそうでしょう。きょうは介護関係ないけれ

ども、介護１、２とかいろいろなこと地域に任せ

ていくでしょう。投げやりになります。こんなも

の間違いないです。金どんどん足りないのだもの、

何ぼやっても。消費税10％になっても同じ、全然

間に合わない。三十何兆円ですから、国保なら。

国の予算の３分の１にいきますから。私たちもそ

うですけれども、どんどん使っていきますから何

ぼやっても足りない。だから、そういうふうに国

もやらざるを得なくなる。選挙あるから仕方ない

けれども、なるのではないですか。だから、その

以前に幼保一元化については、民間発想の中で委

託をしたりなんかした中でしていかないと間に合

わなくなると。そういうふうに行政が町立保育所

は果たして妥当かどうか。もっと鋭意気をつけて

施策を打ち出すことがまだたくさんあるのではな

いですか。そういうことによって私は働いている

両親とか、今男、女と言うのはまずいから、やは

り安心して土曜日、日曜日も預けられるし、いろ

いろなことあったら余市に住むのでないですか。

例えば補助についてもよそと比較した中で幼保一

元化にするということになったら、今の使ってい

る大川保育所とか、沢もあるでしょう。３カ所あ

るけれども、余り言う必要もないけれども、その
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人件費とかいろいろな経費、いきなり切るとかそ

ういう意味でない。それの半分でもどういう形で、

余市に働いたらそういうことを安心して預けられ

ると、そういうことになると土日祭日もいいのだ

と、そういうシステムを早く構築しないと、移住、

定住、移住、定住と口だけで言ったって、施策が

ないと来ないです、みんな、人間。生身だから。

私は、そういうことをぜひ実行に移してほしいし、

検討してほしいし。今施設の保育所とかそういう

のは何か国とか道から来ているのでしょう、教育

委員会のほうに、わからないけれども、チェック

とか、６月20日どうのこうのと。なっているはず

です。 

 それと、もう一つ、今例えば伊達市ですけれど

も、市は民間の人が保育所とかそういうの運営す

る場合にどうしているか。皆さん知っているでし

ょう、新聞にも出ていたから。約２億1,000万円ぐ

らいです、補助出して、やってくださいと。一部

市有地も貸与しているのです、伊達市は。少しで

もよそから人が来て、働いて住んでいただきたい、

そういう施策を打っている、伊達市が。私も視察

に行ったことありますけれども。そういうことが

誘い水の第１弾として、余市に行ったらこういう

ことやってくれると、安心して働けるという。今

と同じことをことし、来年、再来年も同じことや

ったら全然人口なんてふえないです。一人でも二

人でもどんどん減るのが多いから。だから、私は、

くどいようですけれども、守備範囲の中で何を優

先してどうするかという。町長が例えば商売やっ

たと仮定しますか、奥さんと２人で。お客さんが

来ないと、そしたらどうしたらいいだろう。値段

を下げるかもしれない、味をよくして。考え方を

変えた場合に余市の町民の皆さんがどうしたらい

いだろうか、こういうことやって、いろいろな人

をみんな声かけて、余市はこういうことでやり出

したから、ぜひお願いします、全員がセールスマ

ンでやっていかないとならないでしょう。 

 当麻町の、くどいようですけれども、菊川町長

は営業部長ですから、名刺は。米、でんすけすい

か、それから花、今ためたお金、入ったときは３

億円切ったというのです。それが今29億円ですか

ら、預金が。どんどん移住、定住やっているので

す。建てたときには、木造でやったくれた場合

450万円の補助、返さなくていいのです。いろいろ

なことやっている。医療費無料化、人口少ないか

らとかでないのです。米は、それこそ八王子のア

ルプスという29店舗やっているスーパー、49％、

1,500トン、ただ米注文来てからすぐ精米して送

る、絶対。例えばそういうようなことなのです。

だから、私は町長に、新規まき直しという考えは

あると思うけれども、せっかく定例会ですから、

私はくだらないことを今していますけれども、だ

けれども私はくだらないことでないと思っている

から。町を愛してやるにはどうするか、町民の一

人としてせっかく発言する場があるから、そうい

うことに力を入れてほしい。すぐやる課でないけ

れども、どうしたらいいか。それにはさっき言っ

た教職員の通勤手当でないけれども、皆さん月に

３回でも４回でもいい、いつも言っている。町を

出て歩いてほしい。日記帳でも書いて、声かけ運

動してほしい、町民はどういうことを考えている

か。いろいろなアンケートしたって来ないでしょ

う、紙切れでは。来ない。フェース・ツー・フェ

ース、面と面と会って、どうですかと肩たたいた

り、そして初めて和むのではないですか。１回目

はしない、２回、３回と行ったら、元気とか。こ

れをたった２万しかいないのです、余市。町の職

員の皆さん、正職員200人かい。やっていないでし

ょう。やってほしい。そうすることによって町民

の意識が変わってきます。何でも行政に任せたら

いい、そういう時代でないでしょう。町民みずか

らやるにはどうするかというのは、コミュニケー

ションが足りないと私は思っているのです。お金

がかからないのです。それは町に行ったら
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1,000円、2,000円かかるかもしれない。１週間に

１回、月４回、2,000円ずつなら8,000円、番外の

優秀な皆さんだからやってほしい。そうすること

によって町民の人からいろいろなこと出てくるの

です。ただ紙でこうやってアンケートとりました。

何ぼ来ますか、こういうふうにやったって。50％

も来ますか。来るはずない。ないでしょう。人間

にはだって言葉があるのだ、口が。言語があるの

です。人と人と会話することによって意思の疎通

がなるのでないですか。紙ならワンクッションだ

からだめ。そういうことに私は意を尽くしていた

だきたい。それがまちづくりになるし、地域創生

というのは人、物、町、いろいろな働くところも

場所もふえてくる。いきなりなんかふえない。大

手誘致といったって来ないです。地理的に、間違

っても。私大手だったら来ない。千歳の団地のほ

うにやれば近いからいい、そうではない。余市で

もいいのは何か。自然を使った中で人間的なそう

いうことにそれから特化していく。これもあれも

といったら人間頭そんなに、私もそうですけれど

も、ノーベル賞もらえる頭でないから、一つ一つ

解決していく。５つ、６つ書いてある中でこれを

１つずつ潰していく。そして、どうだ、反応はと。

そういう昔の松戸のすぐやる課の松本清さんでな

いけれども、薬屋です。薬屋は薬売ったらサービ

スになりますけれども、病気の人だけ助かる。だ

が、違う。松戸市民はその当時17万、17万の幸せ

のために何をするかということで市長になったの

です。そういう偉そうなこと言いますけれども、

ただ自分は一人でない。町長は２万人の代表だ、

そういうふうに考えたときに生徒、例えば200人な

ら200人の代表、その生徒をどうしたらいいか。教

育委員会に任せたらそれだけでない。教育委員会

は委員会で細かいことをやる。コミュニティを持

つ。そういうことをしていかないと、自然淘汰と

いうか、都市間競争に余市は負けるし、ただ気候

がいい、魚がとれる、畑から果物とれる、それだ

けでは生きていけない、現実としては。そういう

ことに力を入れていただきたいなと、そういうこ

となのです。 

 持論があったら言ってほしいし、ぜひ先ほど提

案したことについては実行してほしいと思う。意

識改革をしないと絶対だめだと思う、私は。まず、

１つは、教育問題では学校の先生に対して、叱咤

激励とかでないけれども、考え方を変えて、自分

の子供に、やっぱり最後は教育です。自分の子供

に教えるにはどうしていくか。今家庭がどうです

か。そういうふうにやっていないでしょう。ただ

任せきりで、はっきり言えば。だと思うのです、

私は。そうではない。父親もそうだ。教育に対し

て全然無関心。これは世界の中で日本だけです、

正直な話。交流がないから。海外との交流です。

日本人の交流でないです。それが現実ですから。

それに反論は、来年反問権あるというから、それ

を楽しみにしていますけれども、そういうことで、

ちょっと長くなりましたけれども、ひとつ答弁、

あともう一回ありますけれども、じっくり熟読玩

味できるように、私は頭悪いから納得できるよう

な答弁お願いします。 

〇町長（嶋  保君） ７番、近藤議員の再度の

ご質問に答弁申し上げます。 

 まず、最後の部分からでございますが、職員が

現場に出るという部分、これにつきましては常々

議員からご提言もいただいております。私もそう

いった中でなるべく現場に出て、直接のお話を聞

くという部分考えてございます。実行はしてござ

いますが、これらの徹底、再度の職員等にもおっ

しゃるとおり、もちろんアンケートだとかそうい

う部分、この子育てのアンケートは50％、結構率

的にはいったようでございますけれども、そうい

った中で紙や手紙的なものと違った中でのお会い

した中での率直な意見という部分もあろうと思い

ますし、現場の素直な率直な意見もやはりそれは

絶対に必要だというふうに考えてございます。 
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 それと、１点目のグローバリゼーション時代に

対応し得る人材という部分でございます。これに

つきましても、まず１点といたしましては、答弁

もいたしましたが、スピードが遅いと言われても

あれなのですけれども、私になってから語学指導

助手１名であったものをそのような必要性という

中で２名にふやしてもございます。そういった中

で、グローバリゼーションに対応し得る人材の育

成というのは非常に重要だと私も思っている中で

そういった語学指導助手も増員もさせていただい

ております。ここにつきましては、交流機会、こ

れらをもっともっとふやしていかなければならな

いというのは当然でございまして、いろいろな中

でも指摘ございましたが、語学指導助手がいろい

ろな中で町民の中、ましてやまた教育関係の中で

ももっともっと活躍を願う部分もお願いしなけれ

ばならないと思っていますし、それと地区的には

余市にもかなり今外国人の方が入ってきています

が、ニセコ地区、ここにつきましてはかなりニセ

コ、倶知安には入ってきてございますので、そう

いった中で国際的な交流ができる場を小学生のう

ちから何とかつくっていきたいと。これにつきま

しては、それほどお金がかかる部分でもないと思

いますので、そのあたりしっかりと取り組んでい

かなければならないというふうに思ってございま

す。 

 それと、海外留学の部分、先ほど申し上げまし

たが、今回「マッサン」等を含め今まで懸案でご

ざいました国際交流としての今回は中学生を６名

スコットランドのイースト・ダンバートンシャイ

ア市に派遣するという形の事業を構築させていた

だきました。非常に子供たちにとっては刺激にも

なると思っておりますし、これをどう継続、拡大

していくかという部分、単年度で終わるというこ

とでなくて、どういうような展開にしていくかと。

これは、国際交流推進協議会、またいろいろな教

育委員会等との交渉もございますが、きょうも実

は今スコットランドの独立の問題もございまし

て、これらの治安の部分の心配をしているところ

でございますが、きょう朝にＮＨＫの取材も来ら

れまして、そういった中で姉妹都市をスコットラ

ンドとしている中でこの独立についてどう考えま

すかとかいうような取材も受けたところでござい

まして、私その中でも独立する、しないという部

分はスコットランドの中で決められることだとい

うふうにもちろん思っていますが、それの結果に

かかわらず、こういった歴史に学んだ国際交流と

いうものは継続することが必要だという形の中で

のお話を申し上げました。そういった中で、長い

スパンのプログラムもきちんとつくれよというよ

うなご提言もございました。やはり今後この国際

交流の部分、姉妹都市の連携の部分、そして教育

の部分どうしていくかというような部分について

は、しっかりときっちりとした計画を持たなけれ

ばならないというふうに思ってございます。 

 それと、子ども・子育ての部分、これは先ほど

申し上げましたが、アンケートを今実施いたしま

して、これは結構アンケートにしてはかなり回収

率50％、就学前児童調査が有効回答数が50.4％、

小学生の児童調査が54.1％という形の中で、所管

の民生環境常任委員会にはアンケートの結果もお

示しさせていただいております。そういった中で、

今このニーズはアンケートでかなり今後のどのよ

うな需要があるかという部分も調査をいたしまし

た。そしてまた、民間の受け入れ態勢の整備、ど

のような意向を持っているのかと。この子ども・

子育て会議の中で今後そういった部分も審議され

るような形にもなっているというふうに伺ってご

ざいますので、それらをしっかりと見きわめなが

ら、今後本町の役割としてはどういう部分をしな

ければならないのかというのをしっかりとお示し

も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。 

〇教育長（中村寿仁君） ７番、近藤議員のご質



－86－ 

問にご答弁申し上げます。 

 まず、１点目の小規模校の統廃合という件でご

ざいます。現在小規模校として登小学校は児童数

が10名で２クラスでございます。栄町小学校が児

童数３名で３クラスという状況になってございま

す。私この２校の学校につきまして学芸会ですと

か運動会、授業も見に行っております。そういっ

た中で子供たちは、学芸会ですけれども、午前中

９時過ぎから12時近くまであるわけですが、少な

い中で出ずっぱりです。自分が出ていないときに

は裏方に回って仕事をしたりということでしてお

ります。運動会もそうです。見に来ている方は、

親御さんだけではなくて地域の方たくさん見に来

ております。そういう意味で、こういう小規模の

学校での利点というのもあるというふうに考えて

ございます。教員や友人と親密な人間関係を形成

し、自主性を伸ばすことや児童一人一人が生徒会

活動などで役割を期待され、役割を果たすことで

自信につながる、いわゆる責任感が持てる。です

から、大きい学校へ行くと自分の種目１つ、２つ

出ればそれで終わりというようなこともあります

けれども、そういう意味での利点、さらに教員の

目が届きやすく、個々の児童の到達状況に合わせ

た学習指導、生活活動を行いやすいなどという利

点もございます。ただ、野球やサッカーなどのチ

ームを組むことはできないということであります

とか、ご指摘のように適度な競争意識が持たせる

ことができないですとか、集団の場で萎縮しやす

いという、そういう部分もあろうかと思います。

ただ、本町におきましては、登小学校、栄小学校

それぞれ修学旅行では登小学校は黒川小学校と、

栄小学校は大川小学校と合同で行くというような

こと、さらには交流事業などもしておりまして、

そういう点については何とか対処をしていきたい

というふうには考えてございます。 

 ただ、保護者の方は、お話聞きますと小学校１

年生の子が一人で授業させているのはかわいそう

だと、やっぱり競争力なり、競争意識を持つこと

ができないのではないかという、そういうような

危惧はしておられます。現時点で、ある学校では

そういうことも含めて将来どうしようかという部

分については今現在教育委員会ともお話はさせて

いただいております。子供たちのために最善の方

法を教育的見地を踏まえてどういうことがいいの

かということを今後保護者の皆様、地域の方々と

も含めて検討してまいりたいというふうには考え

てございます。 

 栄小は６名の３クラスということでございま

す。３名と言いましたか、申しわけございません。

栄町小学校は、現在６名で３クラスがあるという

ことでございます。申しわけございません。 

 ２点目の教職員が122名いる中で47人が町外か

らの通勤だということでございますが、町外から

の通勤ということで、なぜかという部分でござい

ますけれども、これは推測でしかないのでござい

ますが、推測して個人的な考え方ということでご

ざいますけれども、結婚して子供が生まれて学校

に通うことになった場合には転校させたくないだ

とか、借家以外の自宅を小樽だとかそういうとこ

ろで持っている場合などで町外からの通勤がある

のかなというふうには考えてございます。ただ、

その分ご指摘のように子供たちと向かい合う時間

が少なくなる、今はそのほかにもいろいろな仕事、

子供たちと向かい合う以外にも調査物ですとかい

ろいろな仕事の中で多忙だという部分はございま

す。そういう意味で、いかにして先生方の多忙、

子供たちと向かい合う時間を多くするかという部

分については、いろいろな形の中で検討している

状況でございます。それによる通勤費をゼロにし

て町内でということでございます。当麻町という

ことでございますが、教職員は北海道教育委員会

の採用でございまして、給与等、通勤手当等は道

教委のほうから出るということで、町がそれを支

給していないという中で、それをゼロにしてまで



－87－ 

強制して町内に住まわせるのかということは、ち

ょっとこれは難しいのかなと思いますけれども、

余市町に来た段階でお話ししてという部分もあり

ますけれども、ちょっと強制は難しいのかなとい

うふうには考えてございます。 

 それと、予算の残を還元するというようなこと

もお話ございました。本町におきましても財政厳

しい中、町長のほうから予算づけはかなりしてい

ただいているわけでございますが、学校配分の部

分につきましてはできる限り有効に使っていただ

きたいということで、そういうような形でやって

おりますので、そんなに極端に余っているという

ような部分はないかというふうには考えてござい

ます。 

〇７番（近藤徹哉君） 教育のほうから入らせて

いただきたい。通勤費を町外から来たら、さっき

厳しいことの言い方で、通勤費は出ませんよ、ち

ょっとまず当麻町を調べてください。菊川町長、

まず１つ。 

 それと、もう一つは、これだけ人口減少がどん

どん加速度的になっていった場合に、アンケート

とか、いろいろな運動会のことを言っていました。

私も野塚のこと知っているのです。どういうこと

やっているかと。子供はいないから親が全部出て

いくのです、先生に頼まれて。自分たちも走るの

です。賞品もみんなもらってくるのですって、ば

あさんたちがみんな。それは、私は悪いとは言わ

ないけれども、大人のエゴだと思う。子供さんた

ちから聞いてほしい、生徒から。こういうふうに

なった場合どうですかと聞いてほしい。大人でな

くて。大人はみんな欲の塊と言ったら語弊あるけ

れども、でないかい。ここになかったら困るので

す、コミュニティが崩れるとか。そうでないでし

ょう。さっきも質問した中に言ったけれども、子

供のために何が必要だということが優先順位でな

いかい。だから、それは今話を聞いて、そういう

のに意を尽くしていただきたい。子供たちが本当

にいいのかどうか。修学旅行は一緒にやったとい

うことはいい。いろいろな人と接することによっ

て、私は人間は切磋琢磨すると思うのです。親が

余り口挟むことではないと思っている、私は基本

的に教育については。言うことはちゃんと言って、

それ以外は任せた先生から報告を受けたりして、

先生と討論したほうがいいのでないかい、父兄と

いうのは。やっぱり子供の自主性というか、ある

意味で任せるということが必要でないかと思う。

だから、学校の統廃合になった場合、やはりそう

いうものは必要でないかなと思っているのです。 

 それで、今通勤者やったら、家があるからと、

こっち通うのとか、そういうことでない。私も舌

足らずだったのですけれども、通勤費が余市から

小樽に来る場合、どんどん教育長と教育委員会で

話しすればいいでしょう。余市に何も落ちないで

しょう、そしたら。そういうの落ちないからとい

うことは必要ないのです。子供との接点を１時間

でも２時間でも長くして、今いじめだとかなんと

かとあるでしょう。ちょっとやったらすぐ裁判で

しょう。おかしいと思うのだけれども、私は。だ

から、そういうことで接点を多くすることによっ

てそういうのが解消されると私は思うのです。コ

ミュニケーションが足りないからなると思う。そ

れには余市に滞在している時間が１時間でも長く

なったら絶対マイナスにはならないと思う、町も。

いいよという人出るかもしれない。農家の人だっ

たら、リンゴでもあったら先生に持っていくかも

しれない。今まではそういう先生町なかにいない

のでないかい。ブドウなったから、先生、食べて

ください、先生全員でなんて。例えばそういうカ

インドリーというか、親切というか、そういうの

が減っているのでないかい、今の日本の社会とい

うのは。先進国になったからといったって中身が

プアというか、貧しかったら何にもならないでし

ょう。そういうことで、私はぜひ教育委員会とし

て、いずれは来るのだから、早かれ遅かれ。あと
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50年も今の現存で町立の小学校残っていればい

い。間違っても残らないから。これは断言できる

くらいでしょう。子供がいないのだもの、少なく

なって。だから、そういうことをいち早く企画立

案して、なったらすぐ対処できるようにプログラ

ムを組んでやっていただきたいなということなの

です。それで、ただそれだけ言いっ放しではだめ

です。そういう統廃合の計画を持っているのかど

うか、まず１つ。全然考えていないというのなら

考えていなくていいのです。まだそこまでいって

いないのならそこまでいっていないと、それでも

いいのです。そういうことをちょっとお聞きした

い。 

 それと、幼保一元化、これも今だんだん例えば

蘭島とか仁木とか行っているでしょう。子供さん

のいろいろなことがあるだけれども、そういうの

は北後志だからいいのですけれども、ただこれか

ら民間の発想で、民間の力もかりて、そしてまち

おこしをしていかないとならない時代にとっくに

もう入っているのだけれども、これからでもまだ

間に合うわけ。さっき言った児童福祉法の第24条

の２項は、また同じことしゃべってもだめですか

ら、これを具体的にどう考えているのか。さっき

言ったけれども、答弁できなかったらできないで

いいのです、大川保育所の件も。何かそういうう

わさあるのですけれども、そういうのどうなって

いるのかなと思ったりして。それはちょっととい

うのなら、それはそれでいいのですけれども、た

だそういうことも、やはり伊達はそういうことで

してやっていますよと、これは新聞に大きく出ま

したから。伊達市は、私立の保育所に対する補助

をやって、自立していただきたいと。そして、地

方から来るお子さんいる人たちが定住していただ

くためにはそういう施策もやっているのです。だ

から、どうせ道南であれしたら伊達に住んだほう

がいい、こうなっているのです。そういう心のこ

もった施策というのか、それで全部で２億何ぼで

しょう、出しているのです。だから、余市もそれ

をまねして出しなさいとか、そういう意味でない

から。そういう政策やっているのです。北海道新

聞に出ているのです。だから、そういうことで、

金額はいいけれども、書いてあるからしゃべりた

いのだけれども、そういうことを検討しないと、

どんどんぎりぎりになってからだったらどうする

とかとなるから、今やっぱり土日祭日とかそうい

うことで幼保一元化で、小学校もそうでしょう。

小中一貫校に文科省もそういうふうにシフトして

いくみたいなこと教育新聞に出ていますけれど

も、なぜそうなるかということなのです。一貫し

て徹底的にきちんと若いときに教育を受けていた

だいて、社会に出たらすぐ活用できるような人間

形成をするということでないですか。いろいろな

人がいる中で、それでもまれて自分の人格形成を

どうするかというようなことが自分自身で育むと

いうのが必要だということでないですか。だけれ

ども、文科省もちょっと地域に任せればいいけれ

ども、だからそれを翻って余市がそういうことに、

幼保一元化も私は前にも話したことある、認定こ

ども園も。町長いつも言う民間の活力を求めると

いうのであれば、行政の本来の姿、仕事何なのか

ということが必要だ。民間に任せるものは任せて、

そのかわりチェックは当たり前としてしなければ

ならないです。もっと鋭意努力、皆さん番外の人

すばらしい人いるのですから、もっと企画立案等、

余市の10年、20年後の未来像を描けるぐらいにな

っていると思うけれども、そういうことに力を尽

くしていただきたいということなのです。いろい

ろな雑音に惑わされることがなくしてやっていた

だきたい。そうでなかったら今と同じことです、

今までどおりやったら。どこかで転換しないと。 

 だから、ちょっと名前忘れたのですけれども、

前も言ったけれども、フェイスブックの今30かな、

社長は。変化を求めて未知への挑戦しないと、フ

ェイスブックは、やっていけないと。未来への挑
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戦。リスクを覚悟してやらない会社が一番リスク

があると。未知への挑戦というか、今フェイスブ

ックどうですか。すごいです。約10兆円ですから。

そんなにすぐなったわけでないのですけれども、

だけれどもそういうようなあの本には、なるほど

な、そうだなということたくさんある。だから、

いろいろな人に接することによっていろいろなこ

とを吸収して、自分に振り返って自分ができる範

囲は何なのかという、そういうのをあとは自分で

選択して、チョイスして、あとアクション起こせ

ばいい。ＰＤＣＡサイクルでないけれども。そう

いうようなことが必要でないかなと思う。 

 それで、さっき言った派遣とかそういうことに

ついて、３問目で終わりだから、私の常日ごろ考

えていることを話しして終わりますけれども、生

徒６人と言っていましたけれども、派遣、これは

選抜していただきたい、私は。テストしてほしい。

１足す１は２とかそういう意味でない。例えば海

外行って何かといったとき、例えばです、料理が

できるのかどうか、そんな職人みたいなことしな

くてもいい。包丁持ったことない人が行ってどう

しますか。せっかく日本から来たのに、例えばホ

ームパーティーでちょっとつくってといった場合

どうしますか。わかりませんと。そういうような

ことも国籍、文化、そういうのもちゃんと勉強し

ていってほしい。それと、国語辞典、英和辞典、

和英辞典持っていってほしい。言ったことわから

なかったら書いてもらって、平仮名、どこでもい

いから、それをひもとく、そういうことをしない

とだめだから、絶対。行きっ放しではだめ。辞典

を持っていってほしい。そういうのは義務にして

ほしいし、そういうことなのです。自分の特徴、

なぜ行かないとならないかと、指定されるから。

どんなことをしても見たい、向こうの国を見たい

とか、そういう燃える人を派遣していただきたい。

仕方なく行くのだったらだめだ。そういうのは落

としてほしい。そんな世の中でないから。目的意

識をはっきり持って、そういうような今言ったよ

うなことについて、６人なのか８人なのか知りま

せんけれども、スコットランド、イースト・ダン

バートンシャイア市にやるときにはそういう一つ

の関門でないけれども、言われたから、お母さん

金払うから、町がみんな金払うからと、そうでは

ないと思う。１万円でも２万円でも金額別にして

負担を持たせないと絶対だめ。ただは一番だめ、

全て。そういうことを踏まえた中で、努力してそ

ういうふうに人材育成に力を入れていただきたい

と思います。 

 結びでないけれども、挨拶でないから、幼保一

元化もまた期待していますから、いろいろなこと

うわさ聞いていますけれども、うわさはうわさで

それはいいのです。だけれども、民間に委託する

ものはどんどん委託して、スリムになって、本来

の行政の仕事は何なのかということに鋭意力を入

れていただきたい。 

 以上です。答弁お願いします。 

〇町長（嶋  保君） ７番、近藤議員よりの再

度のご質問に答弁申し上げます。 

 まず、先ほどのご質問にもございましたいろい

ろな人と接するという部分、これにつきましては

私もみずからに再度徹底をする、そしてまた職員

にもこのようなお話をお伝えしたいというふうに

思ってございます。 

 まず、私どもの質問で幼保一元化の部分、これ

につきましては議員おっしゃるとおり民間の力を

かりるところは民間の力をかりなければならな

い。そして、官として不採算部門なり、いろいろ

な中では取り組んでいかなければならない部分は

これは取り組んでいかなければならないと。です

から、今需要調査をやってございますので、事業

所等の受け入れ態勢、どのような受け入れ態勢が

あるのかと、そしてその差をどうするのかという

部分の中で今後考え方をお示ししていきたいとい

うふうに考えてございます。 
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 それと、国際交流の部分の話もございました。

ことしは６人という形の中で、これは申しわけご

ざいませんが、もう学校のほうの推薦という形の

中で決定をしてございますので、今後議員からの

ご提言いただきましたみずからの目的意識やそう

いった部分での選抜に対する考慮、そういった中

での当然学校としてもそのあたりの部分は考慮し

た中での選抜されているというふうに思います

が、今後そのような形の一定の私どものこういう

人をという形の中での部分も学校にもお示ししな

ければならないというふうに思ってございます。 

 それと、事前レクチャー、これはしっかりとさ

せたいと思っていますし、そして２問目でもござ

いましたように発表、行ってきて、ただすごかっ

たなと、それだけではなくて、これはやはり選抜

された６人でございますので、いろいろな状況を

多くの人たちにも知っていただきたいという部分

で、そういった中では帰国後は発表会的なものも

しっかりと計画してございます。 

 それと、個人負担でございますが、これは今回

も個人負担もいただくという形の中で選抜をさせ

ていただいたという部分でございます。 

〇教育長（中村寿仁君） ７番、近藤議員の再度

のご質問にご答弁申し上げます。 

 まず、教員の町外からの通勤ということでござ

いますけれども、当麻町でそういうような形して

いるということにつきましては調査してみたいと

いうふうに考えてございます。ただ、やはり町内

に住まわせることを強制することはできないと思

いますが、先生方といろいろお話しする機会があ

ります。子供たちと向き合う時間を多くするだと

か、そういう面も含めましてお話をしたいという

ふうに考えてございます。 

 次に、小規模校の統廃合についてでございます

が、現時点では明確な計画はございません。ただ、

一部地域で統廃合について具体的に地域で話し合

っているところがございます。地域としてのコミ

ュニティの場としては重要だというふうには考え

ておりますが、やはり地域の方々も子供たちのこ

とを最終的には考えたらそれもやむを得ないのか

なという形の中での話し合いをしているというふ

うに聞いてございます。教育委員会としましても、

繰り返しになりますが、子供たちのための最善の

方法を教育的見地等踏まえて、地域の声や保護者

の意向を十分考慮した中で協議してまいりたいと

いうふうに考えております。 

〇議長（中井寿夫君） 近藤議員の発言が終わり

ました。 

 これをもって一般質問を終結いたします。 

〇議長（中井寿夫君） お諮りいたします。 

 本日の会議は議事の都合により延会いたしたい

と思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、本日はこれにて延会することに決しま

した。 

 なお、明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１８分 
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