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平成２７年余市町議会第１回定例会会議録（第５号）

開 議  午前１０時００分 

延 会  午後 ３時３９分 

〇招 集 年 月 日             

  平成２７年３月４日（水曜日）       

〇招 集 の 場 所             

  余市町議事堂               

〇開 議             

平成２７年３月１１日（水曜日）午前１０時

〇出 席 議 員  （１８名）       

  余市町議会議長 １５番 中 井 寿 夫 

  余市町議会副議長  ８番 佐 藤 一 夫 

  余市町議会議員  １番 野 呂 栄 二 

      〃      ２番 吉 田   豊 

      〃      ３番  井   潤 

      〃      ４番 藤 野 博 三 

      〃      ５番 溝 口 賢 誇 

      〃      ６番 岸 本 好 且 

      〃      ７番 近 藤 徹 哉 

      〃      ９番 彫 谷 吉 英 

      〃     １０番 野 崎 奎 一 

      〃     １１番 白 川 栄美子 

      〃     １２番 土 屋 美奈子 

      〃     １３番 中 谷 栄 利 

      〃     １４番 佐々木 正 江 

      〃     １６番 安 宅 俊 威 

      〃     １７番 庄   巖 龍 

      〃     １８番 吉 田 浩 一 

〇欠 席 議 員  （０名）        

 〇出 席 者              

  余 市 町 長  嶋     保 

    副    町    長  鍋 谷 慎 二 

    総  務  部  長  佐々木   隆 

  総 務 課 長  須 貝 達 哉 

  企 画 政 策 課 長  盛   昭 史 

  財 政 課 長  山 本 金 五 

  税  務  課  長  秋 元 直 人 

  総 務 部 参 事  干 場 隆 利 

  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  坂 本 満 彦 

  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 

  水 道 課 長  久 保   宏 

会計管理者（併）会計課長  岩 戸 宏 平 

  農業委員会事務局長  高 橋 良 治 

  教    育    長  中 村 寿 仁 

  学 校 教 育 課 長  小 俣 芳 則 
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  社 会 教 育 課 長  松 井 正 光 

  選挙管理委員会事務局長  小 林 広 勝 

  監 査 委 員 事 務 局 長  澤 辺 成 徳 

〇事務局職員出席者            

  事  務  局  長  杉 本 雅 純 

  議 事 係 長  越 智 英 章 

  書         記  阿 部 航 大 

〇議 事 日 程            

      平成２７年度町政執行方針     

      平成２７年度教育行政執行方針   

  第 １ 議案第 １号 平成２７年度余市町 

      一般会計予算           

  第 ２ 議案第 ２号 平成２７年度余市町 

      介護保険特別会計予算       

  第 ３ 議案第 ３号 平成２７年度余市町 

      国民健康保険特別会計予算     

  第 ４ 議案第 ４号 平成２７年度余市町 

      後期高齢者医療特別会計予算    

  第 ５ 議案第 ５号 平成２７年度余市町 

      公共下水道特別会計予算      

  第 ６ 議案第 ６号 平成２７年度余市町 

      水道事業会計予算         

開 議 午前１０時００分 

〇議長（中井寿夫君） ただいまから平成27年余

市町議会第１回定例会を再開いたします。 

 ただいまの出席議員は18名です。 

 よって、定足数に達しましたので、会議は成立

いたしました。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第１、議案第１号な

いし日程第６、議案第６号までの議案６件を一括

議題といたします。 

 本日は、ただいま一括議題となりました平成

27年度余市町各会計予算並びに先般行われました

町政執行方針と教育行政執行方針に対します代表

質問を行います。 

 なお、代表質問は会派により代表質問にて行う

ことの申し合わせがなされており、その発言順位

は、１番、新自治研究会、２番、明政会、３番、

よいち未来、４番、日本共産党議員団、５番、公

明党と決定されております。 

 発言時間は、各会派40分以内の持ち時間にて取

り扱うこと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、そのように決定いたします。 

 なお、持ち時間５分前にベルを鳴らします。 

 それでは、ただいまから代表質問を行います。 

 順次発言を許します。 

 発言順位１番、新自治研究会代表、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27年第１回定例会に

当たり、新自治研究会を代表して次のとおり質問

をいたします。理事者におかれましては、よろし

くご答弁のほどお願い申し上げます。 

 ２月１日、世界の多くの方々の願いもむなしく

日本人フリージャーナリストがテロリスト集団の

非情な行動によって命を落としました。これ以前

にも民間会社社長も同様に命を落としています。

インターネットに公開された動画は凄惨なもの

で、まだ記憶に残り、目に映っています。過激派

集団は、我が国の首相を名指しで日本国民がどこ

にいようとも殺す、これから日本の悪夢が始まる

とメッセージを送っています。世界一安全で安心

な国にあっては、非道、卑劣きわまりないテロ行

為に対し、強い怒りと許しがたい行動であると断

固非難すべきことは当然なことであります。 

 これからは我が国が戦後一貫して貫いてきた平

和主義と決別する新たなる一歩になるのではない

かと危惧しております。現に集団的自衛権におい

ては、密接な関係にある他国を守るため自国に攻
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撃がなくても戦う権利を有するものであり、歴代

内閣にあっては憲法９条のもとでは権利を行使で

きない立場をとってきました。しかし、現政権は

昨年の７月、これまでの憲法解釈を変えて、他国

に対する攻撃にあっても国民の生命、自由及び幸

福追求の権利が根底から覆される明白な危険があ

れば集団的自衛権を行使できるよう閣議決定をし

た。当然武器の使用についても法の整備を進める

のではないかと思っております。このままでは我

が国の自衛隊が世界中どこの国にも派遣できると

いうことになります。 

 この先我が国が目指す平和と安全とは。マララ

さんは17歳のパキスタンの女性です。昨年ノーベ

ル平和賞を受賞したことは私たちの記憶に新しい

ところであります。マララさんは、報道機関、マ

スコミを通して過激派集団タリバンの学校への破

壊活動とその行動を批判しました。このことによ

りタリバンから命を狙われました。４年前、10月

９日銃撃され、頭と首に銃弾を受け、入院、生死

の間をさまよいながら奇跡的に回復し、闘病生活

後活動を再開させました。マララさんの意思は強

固であり、過激派集団に対しテロリストの銃弾は

勝てなかった、私は以前より強くなったと話して

います。同時に１人の子供、１人の先生、１冊の

本、１本のペンで世界を変えることができるので

すと世界中の人に訴えています。私は、世界の平

和の鍵はマララさんのこの言葉にあると思ってい

ます。言いかえれば命を大切にする教育こそこの

根源であると言わざるを得ません。 

 一方、目を国内に転じれば、毎日のように凶悪

事件や高齢者が被害者となる事件が多発しており

ます。中でも老老介護が起因する事件は、国力の

弱体化が招く象徴的なものであります。法では、

国民の生命と財産を守るいわゆる命を大切にする

福祉政策のあり方が問われるところであります。

自国の国民の生命を守らずして他国の国民の命を

守ることはできないと思うところであります。さ

らに、温暖化が原因と思われる自然災害が年々増

加傾向にあり、これらのことも注意しなければな

りません。 

 さて、政府は昨年４月、消費税を５％から８％

に引き上げました。以後便乗値上げを含めて、多

くの諸物価が高騰しました。民主党政権時は、１

ドル80円程度であったものが現在は１ドル120円

で推移し、原材料を全て輸入により使用するとす

ればその生産コストは1.5倍にはね上がる計算に

なります。輸入品を使用する企業、会社において

は、償却費や内部留保資金で補填できる企業努力

の範囲を超えているのが現状です。このままでは

さらに値上げをしなければならないこととなり、

特に食品を中心とする値上げラッシュが続くもの

と推測されます。以下、次のとおり質問します。 

 本町の経済状況はどうなのか。 

 次です。国の経済政策に間違いがないのか。 

 次、首相は地方ももう少し我慢すれば実質賃金

が上昇すると言っているが、その根拠はどこにあ

るのか。 

 次です。賃金上昇を上回る物価の上昇と格差拡

大が生じるのではないか。 

 次です。高齢者や低年金所得者は、生活に対す

る自助努力の限界を超えてしまうのでないか。 

 次に、私ども新自治研究会において新年度予算

の調製に当たり、福祉政策について考え方につい

て要望しております。第１に、介護保険制度のあ

り方です。介護報酬は、承知のとおり、介護サー

ビスを実施する事業者に対し介護保険から報酬が

支払われる仕組みです。金額は、国が定めたサー

ビスごとに基準が定められ、事業者、いわゆる特

別養護老人ホーム、老人保健施設、在宅サービス

などに支払いされます。原資は、利用者が１割、

残りの９割は国、自治体50％、40歳以上の国民が

50％と２分の１ずつ負担します。介護に従事する

職員及び関係者の給与も介護報酬で支払いされま

す。今ハローワークを訪れると、多くの求人欄は
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介護職員募集です。介護職員が不足すると、特別

養護老人ホームや老人保健施設ではいろいろな問

題が起きてきます。以下、質問をいたします。 

 高齢化の進展により介護士不足で空きベッドが

生じ、入所待ちになる可能性があるのではないか。 

 次です。介護関係職員の給与について報酬と別

枠にすべきと思うが、その見解は。 

 次です。職場の人間関係による離職率が高い制

度の改革をすべきと思うが、その見解は。 

 次です。介護現場の知識を知るため町職員との

人事交流の実施をすべきと思うが、その見解を伺

います。 

 高齢化が進むにあっては、厚生労働省の推計で

は認知症が増加するとしています。認知症は、発

達した知能がいろいろな原因で物忘れがひどくな

り、生活に支障が生じるような状況になり、2012年

では高齢者の１割に相当する305万人がいるもの

と推計しています。2040年には各都道府県で高齢

者が全人口の３割を超えてしまいます。このこと

から、次のとおり質問いたします。 

 施策の方向性はどうなっているか。 

 次です。早期診断と予防はどうなっているか。 

 次、自治体が支援する小規模認知症グループホ

ーム設置についてどう考えているかその見解を伺

います。 

 次に、障害者の虐待防止法が定められましたが、

調査、通報を集計したところ多数あるとの結果と

なりました。その全体像が徐々に解明されるとは

思いますが、本町における実態はどうなっている

か伺います。 

 さらに、クローン症、パーキンソン病などの難

病指定の方々は、身体障害者の手帳を持っていな

いため介護サービスの適用外となっているのが現

状です。介護が必要であれば介護が受けられる仕

組みづくりが大切です。そのことに対する見解を

伺います。 

 次に、保育所業務についてであります。保育業

務は、小さな子供を預かる場です。言いかえれば

小さな命を預かっているということになります。

事故など発生してしまうと、厳しくその原因を問

われることになります。安易な日常業務と思われ

ますが、行政として一番注意すべきものと判断さ

れます。保育士に負担のなることのないよう、さ

らには事故発生時における検証の仕方などきめ細

やかな仕組みづくりをすべきと思いますが、これ

に対する見解を伺います。 

 前述しましたが、命を大切にするその根源、い

わゆる教育にあると申し述べましたが、今後の我

が国を背負うのは子供たちです。この言葉、全世

界共通のことであります。子供の育て方の責任は、

家庭や学校はもとより地域で協力し合い、子供を

育てるためのよい環境づくりが必要であります。

少子化の原因である核家族化、生活のための共働

き、地域の人間関係の希薄化などに伴う不安、負

担が軽減されるならば社会全体が変化します。教

育現場におけるいじめ、体罰、家庭内の虐待など

大きく減少するものと思います。我が国特有の生

活習慣や社会規範を大切にすべきと思います。ま

ずは地方が積極的にその行動を起こすことです。

地方自治体の政策の柱として具体的に明記するこ

とも必要と思いますが、見解を伺います。 

 次に、防災について質問いたします。温暖化に

より日本列島そのものが異常気象になっておりま

す。台風などの災害によりとうとい命が失われて

いる状況が各地で起こっております。本町の町の

形成を考えても、必ずしも災害に強い町とは言い

切れません。今以上の安全を目指すまちづくりが

必要と思われますが、どのような見解を持ってい

るか伺います。 

 さらに、原発について、国は原発の再稼働を容

認しようとしています。もちろん核廃棄物の処分

方法もない中で、幾ら安全であると報道されても

無理があります。地震国日本にとっては、事故発

生そのものが人の命と住む人々の地域を奪ってし
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まいます。命の重さを考えると、再稼働について

は強く反対せざるを得ません。原発に対しどのよ

うな考え方を持っているか。さらに、防災に対す

る考え方をあわせてお伺いいたします。 

 次に、交通安全と労働安全についてお伺いいた

します。毎日のように交通事故や労働による事故

が起こっております。もちろん法を守っても防ぐ

ことができないこともあります。しかし、人の命

は何物にもかえられません。安全のための啓発を

常日ごろから行うことが必要であります。このこ

とについてどのように考えているかお伺いいたし

ます。 

 最後に、自殺についてであります。とうとい命

をみずから失うことは絶対にあってはならないこ

とです。自殺を個人的な問題として捉えれば、そ

れは何事もないことと思われがちですが、社会全

体の問題として捉えるなら防止すべき施策と実行

が必要であり、社会全体の総合的対策を講じるこ

とが急務であると同時に、北後志町村において条

例等共同により議会に提案することも防止対策に

なるのではないかと思われ、見解を伺います。 

 以上、命の大切さを申し上げ、新自治研究会の

代表質問といたします。 

〇町長（嶋  保君） 新自治研究会代表、１番、

野呂議員のご質問に答弁申し上げます。 

 初めに、本町の経済状況についてのご質問です

が、道内の経済動向としては緩やかながらも持ち

直し基調を維持しているとされており、後志管内

においても持ち直しているとされております。し

かしながら、本町においては、観光入り込み客の

増によるプラス要素はあるものの、全体として持

ち直しを実感できる状況にはないものと考えてお

ります。 

 次に、国の経済政策についての質問ですが、現

時点ではそれを判断し、結論づける時期ではまだ

ないと思っておりますが、景気回復を地方の隅々

まで実感できるまでには至っていないものと考え

ております。 

 次に、地方の実質賃金の上昇についてでありま

すが、地方においては賃金の上昇を実感できるも

のにはなっていないと考えています。 

 次に、賃金上昇を上回る物価の上昇と格差拡大

が生じるのではないかとの質問でありますが、賃

金の上昇以外に消費者物価が上昇していることか

ら、実質賃金はむしろ減少したと見ている動きも

あり、特に中小企業や地方においては物価の上昇

ほど賃金が余り上昇していないものと考えており

ます。 

 次に、消費税８％引き上げに伴う高齢者や低所

得者への影響でありますが、国は平成26年度にお

いて所得の低い方々への負担の影響に鑑み、暫定

的、臨時的な措置として臨時給付金の支給がされ

たところであります。政府は、平成27年度におい

ても臨時給付金の支給について閣議決定されてお

り、その動向を注視してまいります。 

 次に、介護保険制度のあり方に関するご質問で

すが、少子高齢化の進展に伴います人口減少によ

って、介護従事者の不足が2025年に向けて危惧さ

れており、町内介護施設においても職員の確保に

大変苦労されていると伺っております。職員の採

用が困難となると適正な職員配置ができず、定員

まで入所できない事態が進めば入所待機者がふえ

る可能性も生じます。そのような事態にならない

よう介護職の確保に意を尽くしてまいりたいと存

じます。 

 また、介護職員の給与は、提供する介護サービ

スの種類ごとに国で定められた介護報酬によって

事業者へ支払われており、介護従事者の処遇改善

加算はあるものの、このたびの介護報酬の減額に

よって経営自体が厳しくなるものと推測されると

ころであり、介護職員の確保のためには相応の給

与体系を確立しなければならないものと認識して

おります。 

 次に、離職者に関する件ですが、介護職場にお
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いては、正規職員のほかに非正規職員として常勤

労働者及び短時間労働者がほぼ半数程度勤務して

おりますが、厚生労働省の資料によりますと離職

率については、事業所の規模によってもかなりば

らつきが見られるところでございます。今後国に

おいて介護職員が長く働けるように労働環境の改

善や介護職員の処遇改善に向けた制度改正がなさ

れるよう町村会等を通じて要望してまいります。 

 次に、町職員との人事交流でございますが、介

護職場の現状を理解することは町職員としても重

要なことであると考えます。機会のあるごとに積

極的な研修会への参加や、施設に出向き現場の職

員との交流を図ってまいります。 

 次に、認知症に関するご質問でございますが、

国は認知症施策推進総合戦略において2018年４月

を目途に医師や看護師らが訪問して本人や家族を

サポートするため、認知症初期集中支援チームを

全市町村で設置することを求めております。本町

といたしましても、認知症と診断されても患者の

意思が尊重され、住みなれた地域で自分らしく暮

らし続けることができるよう設置に向けて準備を

行ってまいります。 

 また、認知症の早期診断と予防については、設

置を行う認知症初期集中支援チームにおいて認知

症の疑いのある高齢者の自宅への訪問や相談業務

を通じて早期発見及び早期対応につなげ、適切な

医療や介護予防サービスを提供してまいりたいと

考えております。 

 さらに、小規模認知症グループホームの設置で

ございますが、今後ますます増加が予想される認

知症高齢者対策としての受け皿として、自治体で

支援するグループホームの設置の必要性が高まっ

てくると予想されるところでございますが、今後

のグループホーム事業者の参入状況などの動向を

見きわめてまいりたいと考えております。 

 障害者虐待の本町における実態につきまして

は、厚生労働省で６月に実施した調査では事案は

ございませんでしたが、障害者虐待防止法に基づ

く通報がありました場合は虐待防止センターや相

談支援事業所で相談支援を行うほか、北後志地域

自立支援協議会において虐待に関する専門部会を

設置しておりますので、これら機関と連携を図り、

迅速な対応に努めてまいります。 

 次に、難病指定の介護サービスにつきましては、

障害者総合支援法の改正により身体障害者手帳の

有無にかかわらず支援の必要度に応じて障害福祉

サービスを受けることが可能となっており、平成

27年１月時点では151の疾患に拡大されておりま

すので、ご理解を願います。 

 次に、保育所業務についてでございますが、小

さなお子さんをお預かりするということは、大事

な命をお預かりしているという意識を常に持ち、

職員全員が安全について細心の注意を払いなが

ら、事故防止マニュアルによる情報の共有のもと

保育業務を行っております。今後も安心してお子

さんを預けることができるよう意を尽くしてまい

ります。 

 子供を育てるためのよい環境づくりについてで

すが、子育ては家庭や学校だけでなく、広く社会

全体で支えていくことが必要であります。引き続

き家庭、地域社会、企業、行政がそれぞれの役割

のもとで協働して子育て支援を進めるための仕組

みづくりに努めます。 

 次に、防災についてでございますが、本町は海

岸に面していることや市街地は海抜が低く、その

中心を２級河川が流れている地形で形成されてお

り、大雨などの異常な気象状況や地震や津波によ

る影響を受けやすいものと考えております。この

ようなことから、防災対策に当たっては近年各地

で発生した災害における課題や教訓に学び、災害

発生危険箇所の整備や防災情報の伝達、避難所や

避難体制の整備など区会や防災関係機関と連携を

深め、今以上の安全を目指すまちづくりが必要と

考えています。 
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 福島第一原子力発電所の事故では、一たび重大

な事故が発生するとその影響は広範囲かつ長期間

に及び、甚大な被害が出ることが明らかとなった

ところであります。これまでも申し上げておりま

すように、私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。さらに、防災対策については、原子力災害が

特殊な災害であることや福島第一原子力発電所事

故の教訓を踏まえた対策が重要であると考えてお

ります。 

 次に、交通安全と労働安全に関する質問でござ

います。交通安全につきましては、高齢者の事故

防止、自転車走行ルール、マナーアップ、シート

ベルト全席着用、スピードダウン、飲酒運転根絶

を重点目標とし、広報等による周知や街頭啓発を

実施し、安全意識の高揚に努めているところであ

ります。平成27年度におきましても関係機関との

連携を図りながら交通事故防止に努めてまいりま

すが、特に自転車利用者の事故防止として高齢者

への自転車シミュレーター使用による交通安全教

室や幼児、児童生徒を対象に年齢に応じた交通安

全教室の開催などを実施するとともに、啓発パン

フレットの配布など積極的に交通安全に向けた取

り組みを推進していきます。 

 また、労働安全につきましても小樽労働基準監

督署と連携を図り、町広報等を通じて危険防止や

健康管理の措置、安全衛生管理体制の整備及び安

全衛生教育など労働安全衛生関係法令遵守の啓蒙

を行い、労働災害の未然防止に努めてまいります。 

 次に、自殺についてでありますが、自殺や自殺

未遂は本人だけでなく、家族や周りの人々に大き

な悲しみや生活上の困難をもたらすこととなり、

社会全体で取り組まなければならない問題であり

ます。原因としては、経済、生活問題のほか病気

等の健康問題、介護等の家庭問題など複雑に関係

していると言われ、北海道では全国と同様に健康

問題が最も多く、次いで経済、生活問題、家庭問

題の順になっており、健康問題の約半数が鬱病な

どの精神疾患によるもので占められております。 

 これら対策につきましては、北海道自殺対策行

動計画を基本に全道的な自殺予防のための取り組

みを踏まえ、地域の状況に応じた総合的な自殺対

策を推進するため、保健所ごとに設置した自殺対

策地域連絡会議により市町村、関係機関、団体等

による連携体制の中で取り進めているところでご

ざいます。ご提言の条例化につきましては、研究

課題とさせていただき、ご理解賜りたいと存じま

す。 

 以上、新自治研究会の代表質問に対する答弁と

いたします。 

〇議長（中井寿夫君） 新自治研究会代表、野呂

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２９分 

再開 午前１０時４２分 

〇議長（中井寿夫君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 代表質問を続行します。 

 発言順位２番、明政会代表、議席番号５番、溝

口議員の発言を許します。 

〇５番（溝口賢誇君） 平成27年余市町議会第１

回定例会に当たり、余市町行政執行並びに余市町

教育行政執行方針に対し、明政会を代表して、さ

きに提出をしております要望書を踏まえ、町政の

主要課題について順次質問してまいりますので、

町長、教育長におかれましては答弁のほどをよろ

しくお願いいたします。 

 町政の基本問題についてであります。町長の政

治理念についてお尋ねいたします。町長は、平成

22年９月に町民の大きな期待の中就任され、昨年

９月より２期目の町政運営を無投票という結果で

ありますが、再び町政運営のかじ取りとなられま
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した。１期目の総括として、掲げた各公約に対す

る成果等をどのように評価されているかお伺いい

たします。 

 ２期目の町政運営に挑むに当たり、その評価を

踏まえ、何を公約として掲げられ、どのような形

で住民に訴えたのかお尋ねします。 

 公約とは、住民との契約あるいは約束でありま

す。町長は、それをどのように具現化されるおつ

もりかお伺いいたします。 

 昨年を振り返りますと、消費税８％の引き上げ、

50％以上に及ぶ急速な円安の進行など、地域経済、

住民生活にも大きな影響を与えた１年でありまし

た。地方自治体の行財政運営や施策にも変化をも

たらす要因でもあり、消滅自治体議論が巻き起こ

ったように混沌とした社会経済情勢の中、財政基

盤の確立と自己責任、自己決定のまちづくりを図

れるか。図れるとすればどのように進めていかれ

るかご見解をお伺いいたします。 

 地域経済対策についてお尋ねいたします。少子

高齢化、人口減少社会が一段と加速し、地方自治

体の地方創生、活性化への取り組みは、まち・ひ

と・しごと創生法との関連のみならず、地域にと

って本当の意味での実効性のある地方創生が求め

られ、地域の持続性の確保に向け取り組まなけれ

ばなりませんが、本町の経済動向をどのように認

識されておられるかご見解を伺います。 

 余市町の経済基盤である１次産業の活性化なく

して地域活性化の向上、地域力の創生はないもの

と考えます。１次産業における経営基盤を盤石な

ものとするための育成強化についてどのようにお

考えなのかお聞かせください。 

 ６次産業化への取り組みについてお伺いいたし

ます。６次産業化の具体的施策として地域産業の

安定化及び活性化、起業に関する支援策等の整備

を推進される考えについてお聞かせください。 

 地域住民が安心して生活できる環境を守り、地

域に根づいて経済活動を営む地域商店街の活性化

こそ地域を維持する要点であります。地域商店街

の活性化事業の推進に関するご見解と地域商店街

の次世代を担う人材の育成についてどのようにお

考えなのかご見解をお伺いいたします。 

 余市町全体としていかに地域を売り出し、商標

としての余市をどう確立するか。一過性の人気だ

けに頼ることのない実効の伴った戦略が必要であ

ります。施策の戦略化のため行政と民間との意思

疎通が重要であり、信頼の醸成が肝心であります。

農協、漁協、水産加工協はもとより商工会議所、

観光協会との連携について現況をどう捉え、今後

どのように進められるおつもりかお聞かせくださ

い。 

 次に、行政の問題であります。第４次余市町総

合計画の見直し変更がなされ、本年度よりの中期

計画は余市町にとって過疎地域として新たなまち

づくりの始まりであります。これは、行政の役割

の見直しと同時に、住民満足度の充足を継続的に

生み出すための行政評価の仕組みづくりが必要で

あると考えますが、町長の見解をお伺いいたしま

す。 

 地方自治法において策定義務のなくなった総合

計画を策定する意義をどうお考えかお聞かせくだ

さい。 

 行政改革についてお聞きします。行政改革は、

自治体内部の体質改善であり、終わりのないもの

であります。仕組みの変革と意識改革をどのよう

に進められるかお尋ねいたします。 

 また、行政改革は、手続重視から成果重視への

転換であります。年間の事務事業の成果をどう評

価し、どう予算に反映されるかが肝要であります。

決算に関する事務を迅速化し、決算審査の時期を

現状より前倒しされる考えについてご見解をお聞

かせください。 

 行政の体質改善を進めるには、公平性を前提と

した効率性の徹底的な追求であり、限られた財源

の中での住民満足度の極大化という行動原理の採
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用であります。行政というサービス提供者の立場

から本町における行政改革の現状をどのように捉

えているのかお伺いいたします。 

 人口減少問題についてお尋ねします。人口減少

とは過疎化に加え、人口減少、少子高齢化のこと

であり、本町においても人口減少と少子化と高齢

化が同時に進行している状況にあると考えます。

これらの現象は、全く異なる現象であり、それぞ

れに起因して生じる課題の様相は異なるものであ

り、課題の解決の仕方もおのずと異なるものと考

えます。それぞれの課題の原因、課題への対策に

ついてご見解をお伺いいたします。 

 全国的に人口が減少傾向を呈している中、過疎

地域で人口をふやすことは容易ではありません。

人口が減少する、あるいは減少の結果として人口

が少ない状態を前提とした上、それに適用した地

域づくりと仕組みの再構築が現実の問題として提

起されていると考えますが、ご見解をお伺いしま

す。 

 次に、地域医療、地域福祉についてお聞きいた

します。医療介護総合確保推進法の施行が迫り、

介護保険制度の大規模な改正により介護と医療と

の連携が強化され、特に地域における医療、介護、

予防、生活支援、住まいが包括的に提供される体

制、地域包括ケアシステムの構築がこれからの大

きな課題となります。一方、要支援者への予防給

付のうち、訪問介護と通所介護を市町村の地域支

援事業に移行され、担い手の掘り起こしや役務の

多様化も含め、地域に合わせた取り組みを行政が

進めなければなりません。人口減少、高齢化が進

む中、地域で安心できる環境を構築できるものな

のかお伺いいたします。 

 地域における医療体制の確立は、地域生活の根

幹をなすものであります。住民の安全と安心を守

ることは行政の責務であります。特に夜間救急、

小児医療の充実を図らなければなりませんが、現

状の認識と今後の対応についてお伺いいたしま

す。 

 次に、教育についてお尋ねします。少子化の中、

子供たちを取り巻く環境はより複雑なものとな

り、現在我々大人も含めた地域教育力が問われて

いるものと考えます。子供たちの成長を助長する

地域に根差した特色ある育みが必要と考えます。

地域住民と連携など、地域に根差した教育活動に

ついてのご見解をお伺いいたします。 

 生命の尊重や他者への思いやりなど非行や犯罪

の未然防止など子供たちの健全育成が重要となっ

ておりますが、ご見解をお伺いいたします。 

 本町の障害児教育につきましては、その実績は

高く評価されているものと思いますが、ウイーク

エンドサークル事業のきょうまでの実績と評価を

踏まえ、今後の事業のあり方についてご見解をお

伺いいたします。 

 本町の伝統文化の継承は、次世代に向け大切な

事業であります。北海ソーラン太鼓少年団等の文

化活動の環境整備についてご見解をお伺いしま

す。 

 生涯にわたり学習機会を持つことは、見識を広

めることだけではなく、その成果を社会貢献に生

かしていくことが生きがいづくりにもつながるも

のだと考えますが、ご見解をお伺いします。 

 最後に、今余市町を取り巻く環境は、人口減少、

少子高齢化という新たな認識のもとにあります。

何が求められ、何をすべきなのか真摯に受けとめ、

対症療法ではなく、時代の潮流を的確に捉え、あ

すを見据えながら希望の持てる新しい地域をつく

り出さなければならないとの思いを込めまして、

明政会の代表質問といたします。 

〇町長（嶋  保君） 明政会代表、５番、溝口

議員のご質問に答弁申し上げます。 

 最初に、私の政治理念についてのご質問に答弁

いたします。まず、私が町政を担っての１期目の

総括でございます。私は、１期目の町政を担うに

当たり、住みよく安心して暮らせる町、余市町の
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多様な資源、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の３本の柱を基本に、

町政各般にわたる政策を掲げてまちづくりを進め

てまいりました。私は、全身全霊をもってその職

責を果たしてきたと考えておりますが、任期内に

実行できなかった公約もあり、引き続き公約実現

に取り組んでまいります。評価につきましては、

議員各位並びに町民の皆様のご意見を真摯に受け

とめ、今後の行政執行に生かしてまいりたいと存

じます。 

 次に、２期目に臨むに当たっての私の公約につ

いてであります。２期目の町政運営に臨むに当た

り、私は１期目に掲げた３本の柱を基本としなが

ら、新たに人口減少問題を最重要課題として位置

づけ、さらには住みよく元気なまちづくりを進め

るため１次産業の活性化、防災対策を重要課題と

して位置づけてまいりました。短い選挙戦の中で、

結果として町民の皆様に政策を訴える時間が限ら

れたものとなりましたが、今後町民の皆様との対

話を重ねることにより、私の政策について一層の

ご理解をいただいてまいりたいと存じます。 

 次に、公約の具現化についてでございます。重

要課題を含めた各種政策を進めるに当たっては、

第４次余市町総合計画に基づき財政計画との整合

性を図りながら、着実に実行してまいります。ま

た、各種施策については、その事業効果を検証し、

最大限の行政効果が得られるよう取り進めてまい

りたいと存じます。 

 次に、混沌とした社会情勢の中でまちづくりの

進め方についてでございます。日本が人口減少社

会を迎える中、地方消滅が大きな話題となるなど、

地方自治体をめぐる社会経済情勢は複雑さを増し

ています。こうした中にあって財政基盤の確立を

図りながら、自己責任、自己決定のまちづくりを

推進するためには地方分権の趣旨にのっとり、国

や道の指示を待つのではなく、みずからが主体的

に課題に取り組み、その解決を図ることが重要で

あり、私が先頭に立って、主体的に考え、行動す

る自治体職員へとみずからを変革していくことが

必要であると考えております。 

 次に、本町の経済動向をどのように認識されて

いるかとのご質問ですが、道内の経済動向として

は緩やかながらも持ち直し基調を維持していると

されており、後志管内においても持ち直している

と言われておりますが、本町においては観光入り

込み客の増による効果はあるものの、全体として

は持ち直し基調を実感するには至っていないもの

と考えております。 

 次に、１次産業の育成、強化についてご答弁申

し上げます。本町経済の基盤である１次産業の育

成、強化についてですが、個人消費の伸び悩み、

さらには多様な消費者嗜好の変化などにより本町

基幹産業である農業、漁業においても厳しい状況

が続いております。また、地球環境の変化に伴う

温暖化により農業においては収穫時期並びに収穫

量の変動、漁業においては漁獲高の減少と漁獲物

の変化などが続いております。 

 このため農業については、果樹奨励品種植栽事

業や果樹園野そ駆除事業、青年就農給付金並びに

経営体育成支援事業等の活用で農業経営基盤の育

成強化に努めるとともに、将来の本町農業のあり

方について中長期的な展望に立ち、余市町農業振

興協議会において協議検討してまいります。 

 漁業については、浅海増殖事業、アユ種苗放流

事業によるつくり育てる漁業を継続実施するほ

か、余市郡漁業協同組合の製氷貯氷施設を国と町

の建設補助により整備するとともに、中央水産試

験場や北後志地区水産技術普及指導所など関係機

関との連携を深め、漁業経営基盤の育成強化に努

めます。 

 次に、６次産業化の推進についてでございます

が、基幹産業である１次産業を活性化させるため

にも６次産業化の推進は重要な課題であると考え

ています。６次産業化は、国の農林水産業施策と
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しても重要課題であり、６次産業化に対する補助

制度もございますので、これらの制度を有効活用

できるよう情報提供や関係機関との調整などの支

援を進めてまいります。また、町といたしまして

も６次産業化に取り組まれる事業者や関係機関の

ご意見を伺いながら、独自の支援策等について検

討してまいります。 

 次に、商店街の活性化対策につきましては、空

き店舗対策事業による商店街での起業促進に努め

るとともに、商店街連合会が主体的な取り組みと

して行う活性化対策事業に対し支援を行っており

ますが、今後ともさまざまな視点から効果的な支

援策について商店街連合会及び余市商工会議所と

協議を進め、より効果をもたらす施策の展開を図

ってまいります。 

 次に、次世代を担う人材の育成についてですが、

次世代の人材としては新たに創業を希望する者と

既存商店の後継者が考えられますが、そういった

人材を育てる環境が必要であり、そのためにも魅

力と活力ある商店街づくりに向け、小樽商科大学

などとの産学官の連携による取り組みについて検

討してまいりたいと考えております。 

 次に、各団体等の連携についてのご質問ですが、

多様な地域特性を有する本町におきましては、余

市ブランドを確立し、地域の振興発展を推進する

ためには、行政と各産業並びに経済団体等との密

接な連携が図られることが必要と考えますので、

さまざまな機会を捉えて情報共有や課題解決、新

たな施策の取り組みに向けて協議を行ってまいり

たいと考えております。 

 次に、行政の問題についてであります。最初に、

行政評価の取り組みについてでございます。平成

27年度より第４次余市町総合計画の中期計画期間

が始まります。計画に位置づけられた事業の推進

に当たりましては、財政計画との整合に意を用い

るとともに、その事業効果を検証し、適正な評価

を行って次のステップへとつなげていく必要があ

ると考えます。各種事業の立案に当たっては、住

民満足度の充足を絶えず念頭に置きながら事務を

取り進めてまいりますが、本町にふさわしい行政

評価制度の構築に向けて、なお研究を進めてまい

りたいと存じます。 

 次に、総合計画策定の意義についてでございま

す。平成23年４月の地方自治法改正により、市町

村の総合的かつ計画的な行政の運営を図るための

基本構想の策定義務規定が廃止されました。義務

づけ廃止の背景には、総合計画の策定は国が法律

で定めるのではなく、それぞれの自治体において

主体的に判断すべきとの地方分権の考え方がある

ものと理解をしております。本町におきましては、

今後のまちづくりを進める上で長期的な展望に立

った総合的な計画は必要であるとの考え方のも

と、平成24年度から平成33年度までを計画期間と

する第４次余市町総合計画を策定したものでござ

います。 

 次に、行政改革についてでございます。行政改

革とは、終わりのない不断の取り組みであると認

識しております。こうした認識のもと住民満足度

の充足や効果的、効率的な行政運営を絶えず念頭

に置きながら、職員研修など研さんの機会を拡充

し、時代の変化に対応した新たな仕組みづくりや

意識改革が推進されるよう取り組みを進めてまい

りたいと存じます。 

 次に、決算に関する事務の迅速化でございます。

決算書は、法令により出納の閉鎖後３カ月以内に

調製し、その後監査委員の審査に付し、次の通常

予算を議する会議までに議会の認定に付さなけれ

ばならないとされております。決算審査の時期の

前倒し等につきましては、監査委員とも十分協議

をいたしてまいりたいと考えておりますので、ご

理解願いたいと存じます。 

 次に、行政改革の現状についてでございます。

本町における行政改革につきましては、平成22年

度から平成25年度までを計画期間とする行政改革
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推進計画に基づき、協働のまちづくりの推進、効

果的、効率的な行政運営の確立、機動的な組織機

構の構築、健全な財政基盤の確立、公営企業の経

営健全化の５つの重点目標のもとに実施計画項

目、個別計画項目を位置づけ、取り組みを進めて

まいりました。計画に掲げた項目につきましては、

おおむねその実行は図られたところでございます

が、同時にそれらの項目については取り組みに終

わりはなく、今後とも継続して取り進めることが

必要と認識しております。計画期間終了後におい

ても行政改革が不断の行政課題であることを踏ま

え、今後とも行政の効果的、効率的な運営を図る

ための改革を取り進めます。 

 次に、人口減少問題についてのご質問でござい

ます。最初に、人口減少に係る各種課題への取り

組みについてでございます。ご質問にもあります

とおり、一般に人口減少とされる状況下では少子

化と高齢化も同時に進行いたします。こうした現

象の分析や課題の抽出につきましては、専門的な

知見を有する研究者等のご指導もいただきなが

ら、長期的なスパンでの人口動態の解析や類似団

体への調査などを行い、人口減少、少子高齢化に

ついてそれぞれが地域の社会経済にどのような影

響を及ぼしているのかその分析等も行いながら、

それぞれの課題に応じたきめ細かな対策を立てて

いくことが必要と考えます。本町においては、平

成27年度中に地方版総合戦略を策定いたします

が、策定に当たってはこうした現状分析を行いな

がら、地域の実情に即した効果的な総合戦略を立

案してまいりたいと考えております。 

 次に、人口減少の中での地域づくりについてで

ございます。全国的に人口が減少傾向を示してい

る中、それに少しでも歯どめをかけることは行政

執行に当たっての最優先課題であると認識してい

るところでございます。一方で、全国的に人口減

少が進行している中で、高度経済成長時代のよう

な右肩上がりの経済発展を前提としたまちづくり

の発想ではなく、人口減少時代に即したコンパク

トなまちづくりへの発想が求められていると考え

ます。そのためにも地域の資源や特性を的確に把

握し、限られた資源や既存の社会資本を有効に活

用していくことが必要であると考えます。さらに

は、人口減少下において効果的、効率的な行政運

営を進めるには人口減少時代における住民ニーズ

を的確に把握し、そのニーズに対応し得る仕組み

づくりが求められております。行政組織のあり方

や政策立案から決定、実行に至るプロセスなどに

ついて時代の変化に対応し得る仕組みとなるよう

検証を行い、人口減少時代における地域づくりを

推進してまいります。 

 人口減少、高齢化が進む中では、高齢者ができ

る限り住みなれた地域で生きがいと尊厳を持って

暮らしていけるよう地域で創意工夫をしながら、

地域の特性に応じた地域包括ケアシステムの構築

を目指します。また、生活支援、介護予防サービ

スの充実のために地域包括支援センターや在宅介

護支援センターと連携を図りながら、保健医療関

係団体、福祉関係団体、介護サービス事業者、ボ

ランティア団体、区会、地域住民等との連携を強

化し、地域ぐるみによる支援体制づくりに努めて

まいります。 

 次に、地域医療における医療体制の確立につい

てでありますが、現在の地域を取り巻く医療環境

は医師及び看護師など医療従事者の都市部に集中

する偏在が進んでおり、大変厳しい状況となって

おります。本町における小児医療の体制につきま

しては、町内の各医療機関が担っておりますが、

夜間救急におきましては北後志地域で唯一の２次

救急医療機関として指定を受けた余市協会病院に

対し助成を行い、確保に努めているところでござ

います。今後におきましても夜間救急医療体制の

確保を前提に北後志関係町村と連携を図り、財政

支援につきまして協議するとともに、医療体制の

充実に向け努めてまいります。 
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 以上、明政会の代表質問に対する答弁といたし

ます。 

 なお、教育関係の質問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） 明政会代表、５番、溝

口議員の教育に関するご質問について答弁申し上

げます。 

 １点目の地域に根差した教育活動に関するご質

問についてでございますが、少子化が進み、子供

たちを取り巻く環境が複雑化する中、子供たちの

成長には学校教育のみならず地域での取り組みが

重要であると考えております。平成26年度からい

じめや体罰、学力向上や子供がかかわる事件、非

行など10の教育重要課題を掲げ、教育委員会、校

長会、ＰＴＡ連合会の３者が連携協力を強め、そ

の課題解決に向け教育行政、学校、家庭が一丸と

なって取り組むゼロキャンペーンを進めていると

ころであり、今後も引き続き地域と連携した教育

活動の推進を図ってまいります。 

 ２点目の子供たちの健全育成に関するご質問で

ございますが、子供たちが心身ともに健やかに成

長するためには、生命の尊重や他の者を思いやる

心の育みと非行や犯罪などを未然に防止すること

が最も大切であると考えております。そのような

ことから学校においては、指導体制の充実や相談

体制の強化などを図るとともに、毎年北後志５町

村での連携した取り組みであります社会を明るく

する運動による犯罪や非行のない社会を目指した

健全な環境づくりに努めてまいります。 

 ３点目のウイークエンドサークル活動推進事業

につきましては、ふだん活動機会の少ない障害の

ある子供たちを対象に、地域の人々の支援のもと

に学校外における体験活動事業を充実させること

を目的として平成８年度から実施している事業で

ございます。教育委員会といたしましても障害の

ある子供たちの体験活動の重要性を踏まえ、学校、

地域、ＰＴＡ等との連携を図るとともに、町内小

中高校生や一般のボランティア等との触れ合いを

通して、社会性や自主性を育むべく事業の継続実

施をしてまいります。 

 ４点目の北海ソーラン太鼓少年団等の文化活動

の環境整備につきましてお答えいたします。かつ

てニシンの千石場所として栄えた本町において

は、ニシン漁全盛期の面影を太鼓に託し、後世に

伝えていくため昭和50年に北海ソーラン太鼓保存

会が結成され、活発な活動を展開しておりますが、

平成８年にソーラン太鼓の打ち手の養成と仲間づ

くり、郷土を愛する心を育てることを目的として

北海ソーラン太鼓少年団を発足させ、保存会の指

導により団員、父母らが一体となって日ごろの練

習や北海ソーラン祭りへの参加など活発な活動を

続けているところでございます。その成果として、

少年団を終了後高校生になってからも保存会で引

き続き活動する団員が出ていることもあり、郷土

の伝統文化継承の観点からも望ましい姿であると

考えますので、今後も北海ソーラン太鼓少年団等

の育成支援に努めてまいります。 

 また、加盟34団体で組織されております余市文

化協会におきましても日本古来の伝統文化であり

ます詩吟や日本舞踊、民謡などに取り組む団体が

発表会の開催を含めて活動が行われており、余市

文化協会と連携を深めながら、各分野における芸

能文化の継承保存と団体育成に努めてまいりま

す。 

 ５点目の生涯学習における社会貢献と生きがい

づくりのご質問でございますが、生涯学習社会の

定義としては、幼児から高齢者に至るまで誰でも

生きがいのある充実した生活を送り、豊かな人生

を楽しむことができる社会であり、また人々が生

涯のいつでも自由に学習機会を選択して学ぶこと

ができ、その成果が適切に評価される社会のこと

であります。 

 この生涯学習社会を実現するための事業として

実施しております事例としまして、公民館での文
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化教室の手品やそば打ちに参加した町民によりそ

れぞれサークルが誕生し、手品サークルは町内外

の施設や団体に出向き、公演を行い、好評を得て

おります。さらに、学校支援地域本部事業の学校

支援ボランティアや放課後子ども教室教育支援サ

ポーターとして、また図書館での工作教室や折り

紙教室、博物館事業での歴史探訪講座などの講師

としてそれぞれ町民が習得した技術や知識を社会

貢献に生かしており、生きがいづくりになってい

るものと考えます。 

 教育委員会としましては、今後も町民の方々に

生涯にわたり学習機会を提供し、その成果を地域

社会に生かすとともに、生きがいづくりとなるよ

う努めてまいりたいと考えておりますので、ご理

解を賜りたいと存じます。 

〇議長（中井寿夫君） 明政会代表、溝口議員の

発言が終わりました。 

 各会派代表者会議開催、さらに昼食を含め、午

後１時まで休憩いたします。 

休憩 午前１１時１６分 

再開 午後 １時００分 

〇議長（中井寿夫君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 なお、安宅議員は所用のため午後より欠席の旨

届け出がありましたことをご報告申し上げます。 

 代表質問を続行いたします。 

 発言順位３番、よいち未来代表、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27年余市町議会第１

回定例会に当たり、余市町町政執行方針並びに余

市町教育行政執行方針及び予算大綱、また町政の

重要課題について、さきに提出しております要望

書を踏まえ、よいち未来を代表し、質問をいたし

ます。 

 日本は今、経済の長期停滞、少子高齢化、人口

減少による国力の低下に加え、新興国の台頭によ

る国際的な地位の低下など、長期にわたる閉塞感

と不安が広がっています。また、都市と地方の格

差はますます広がり、財政赤字、社会保障制度も

大きく揺らいでおります。私たちは、直面する多

くの課題と向き合わなければならない現実を突き

つけられています。 

 このような状況下で発生した東日本大震災及び

福島第一原発事故は、未曽有の被害をもたらし、

私たちに生き方や物質文明、科学技術のあり方ま

でも問い直していると言える災害、それによる事

故でした。過酷な自然災害と原発事故は、余りに

も多くの犠牲者を出しました。きょう３月11日、

東日本大震災発生、あれから４年がたちました。

原発事故で今後30年から40年かかると言われる廃

炉作業は、史上最悪のレベルと評価されたチェル

ノブイリなど過去の事故と比べても前例のない難

題であり、いまだ収束の立たない状況であります。

今年２月12日現在、被災地では22万9,000人の方々

が全国47都道府県、1,162市区町村に分散し、避難

生活を余儀なくされています。私たちは、いまだ

ふるさとに戻ることができない多くの被災者の方

々を決して忘れてはなりません。 

 昨年12月執行の第47回衆議院議員選挙の結果、

第３次安倍内閣が発足しました。これにより加速

される緊急経済政策などは、さまざまな問題を発

生させている都市への一極集中型政策は解消され

るのか注視しなければなりません。また、誰もが

ひとしくゆとりと豊かさを実感できる社会を実現

していくため、地方分権、地域主権改革は今後一

層取り進めていかなければならない課題でありま

す。現在国においては、まち・ひと・しごと創生

本部を立ち上げるなど、人口減少問題が大きな課

題となっています。また、国と地方の役割を見直

し、国から地方への権限移譲、地方税財源の充実

強化など地方公共団体の自主性、自立性の強化を

図り、住民に身近な行政はできるだけ地方に任せ

るシステムを構築していかなければなりません。
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自治体側は、自治の形を多方面から捉える発想が

今以上に必要となります。余市町には現在何が必

要なのか、自力でどこまで可能なのか、そしてど

んな国の支援が必要なのかを冷静に見きわめる自

治の能力が求められております。余市町の行政姿

勢や判断、方針の内容が町民にますます問われる

時代となっており、公平、公正、透明なルールの

もとで町政執行が行われ、町民が生きがいを持っ

て安心して暮らせるまちづくりを行う必要があり

ます。 

 本町における歳入については、地方交付税及び

国庫支出金など約70％が依存財源による財政構造

となっており、本年度においても非常に厳しい行

政運営が求められます。また、配分額の算定基準

などは不透明であり、自治体間の歳入格差がます

ます広がるおそれがあります。地方交付税は、地

方自治体が住民の生活に必要不可欠な行政サービ

スを安定的に提供するための財政的な基盤であ

り、安定的に確保されるべきものと考えます。ま

た、本来根幹をなすべき町税収入の落ち込みは深

刻な問題であり、今後の町政執行に当たり税収の

確保は大きな課題であります。 

 最初に、行財政の運営についてお伺いいたしま

す。平成27年度余市町一般会計予算は、前年度当

初比1.4％増の82億3,500万円、４特別会計を合わ

せた予算総額約154億8,300万円で、前年同比2.4％

増の予算計上となっておりますが、経常収支比率

も非常に高く、硬直化している現状にあり、町財

政の根幹をなすべき町税についても年々減少傾向

となっている現状にあります。今後地方財政を取

り巻く環境は、依然として厳しい状況が続くこと

が予想されます。歳入不足分を臨時財政対策債に

求める予算編成となっておりますが、この負担を

先送りする体制はどこかの時点で清算しなければ

ならないものであり、早期の脱却が求められます。

そのような状況の中で、町長は平成27年度予算編

成に当たり何を基本理念として予算編成に当たら

れたのかをお伺いいたします。 

 以下、町長が平成27年度の町政執行に挙げられ

た３本の柱を政策の基本とした方針と第４次余市

町総合計画を基軸としたまちづくりの目標と平成

27年度の主要施策について項目別にお伺いいたし

ます。 

 最初に、住みよく安心して暮らせるまちづくり

についてお伺いいたします。主人公である町民が

この町に住んでよかったと思えるような安心して

暮らせるまちづくりを進めますとのことですが、

基本は暮らしの安心の確保をどう構築するかと思

います。１つは、医療体制の確立です。次に、子

供を産み育てることができるまちづくり、そして

安心して教育を受けられる体制の整備です。また、

台風、豪雨等の自然災害に強いまちづくりです。

さらに、今町民が一番不安を感じているのは原子

力事故発生時における避難体制の確立です。以下、

７点について見解をお伺いいたします。 

 １、地域医療体制の確立について。本町におい

ても高齢者の医療、介護のニーズが飛躍的に高ま

り、同時に認知症患者も急増しています。長寿社

会にあって高齢期の医療体制の確立が重要です。

また、周産期、救急、外科などの医師不足が懸念

されます。特に周産期医療の中核的医療機関であ

る小樽協会病院が新規分娩の受け付けを休止する

事態となっていることは大きな衝撃です。当病院

は、後志第２次医療圏における地域周産期母子医

療センターとして認定されている医療機関でもあ

ります。余市町にとりましても安心して子供を産

み育てる環境の確保は重要な課題です。改めて現

状と今後の見通しについてお伺いいたします。 

 ２、高齢者福祉に関する施策について。本町の

高齢化率は、平成26年６月末現在34.7％であり、

10年後には40％を超えると予想されています。高

齢者が住みなれた地域で生活が継続することがで

きるよう介護予防、要介護状態の改善が図られ、

医療、介護、保健、福祉が連携した地域密着型の
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総合的な支援サービスの供給体制が必要です。地

域包括支援ケアシステムの整備、拡充を図るため

には、多様な職種や専門家による支援体制及び人

材の確保、配置などを含め、総合的に体制づくり

を行う必要があると考えます。第６期余市町高齢

者保健福祉計画・余市町介護保険事業計画を踏ま

え、地域で支え合うシステムをどう構築していく

のかが重要な課題です。町内関係機関、また団体

等とどのように連携し、個々の状況に応じた適切

なサービスを提供していくのかをお聞きします。 

 ３、子ども・子育ての施策について。仕事と子

育てを両立しやすい環境づくりが急がれます。女

性の就業継続が可能となるよう町立保育所、放課

後児童クラブや児童館等の効果的な運営が求めら

れています。今後の町立保育所の配置計画、延長

保育及び放課後児童クラブや児童館等の実態につ

いてお伺いいたします。 

 ４、保健に関する施策について。このたび成人

保健対策の一環として平成25年度からスタートし

た余市町健康づくり計画の実施を踏まえ、具体的

な内容の検証が必要かと思います。病気の早期発

見、早期治療の観点から、町民の積極的な参画が

望まれますが、現在実施している各種がん検診、

特定健康診査の受診状況と受診率向上に向けての

取り組みをお伺いいたします。 

 また、各種予防接種事業については、安全確保

に万全を期すためにできる限りの情報提供が必要

かと考えますが、取り組み状況と見解についてお

伺いいたします。 

 ５、道路に関する施策について。道路は、町民

生活及び経済活動にとって不可欠な基盤です。北

海道横断自動車道余市小樽間が平成25年度より本

格的に工事着工となり、平成30年度高速道路完成

を見据えた市街地道路交通網の整備計画に具体的

に着手すべきと考えます。また、救急医療の観点

からも小樽市内へ直接乗り入れできるインターの

設置が必要と考えますが、町長の見解をお聞きし

ます。 

 また、町民の足の確保を図るという観点から、

除排雪についても力を入れていただきたい。特に

高齢化社会に対応した除雪体制や近年の冬期間の

異常気象の状況を十分把握した効果的な除排雪が

必要かと思います。通学路など児童生徒の安全確

保も含め、除排雪の実態についてお聞きします。 

 ６、環境に関する施策について。福島第一原子

力発電所事故を契機に、我が国のエネルギー政策

に大きな転換が迫られております。全ての国民が

不安を抱いた原発リスクから解放され、人に安全

な良質な電力が安定的に供給されることが望まれ

ます。その中でも太陽光、風力、水力、地熱、バ

イオマスなどの再生可能エネルギーは、道内にお

いても現在研究に取り組んでいる市町村がありま

す。本町においても再生可能な自然エネルギーの

調査研究をする価値は十分あると考えますが、町

長の見解をお聞きします。 

 ７、防災に関する施策について。余市町地域防

災計画（原子力災害対策編）については、福島第

一原子力発電所の事故対応や原子力災害の特殊性

を十分踏まえた上で策定及び見直し作業を順次行

っているものと思いますが、いかに計画内容を町

民に正確に周知徹底を図るかが重要と考えます。

どのような方法で全町民に対し計画を周知してい

くのか。特に高齢者に対する避難対応について具

体的にどのように行うのか。また、今後の原子力

防災訓練の予定（冬期含む）、規模についてもお

聞きします。 

 北電泊原発については、核廃棄物の最終処分問

題や原発事故についての抜本的な解決策が見出せ

ないままの再稼働には、余市町長として反対の姿

勢で臨んでいただきたいと考えますが、見解をお

伺いします。 

 日本海に面している余市町は、地震、津波に強

いまちづくりが町民の命を守ることにつながりま

す。地震、津波に関する防災意識の普及啓発が重
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要となります。余市町地域防災計画（本編）では、

地域における防災力の強化を図るため区会との連

携が不可欠と示されていますが、区会役員の高齢

化や区会活動が全体的に低迷している現状の中、

どのように地域の防災力を構築していくのかをお

聞きします。 

 次に、多様な資源と人的パワーを生かした元気

なまちづくりについてお伺いいたします。産業間、

産学官の連携、人的パワーの活用、教育、文化芸

術活動とスポーツの振興による元気なまちづくり

と町政執行の基本方針に掲げております。本町の

産業振興、教育、文化、人材教育は町の基本です。

以下、５点について質問をいたします。 

 １、６次産業化に関する施策について。余市町

の基盤産業である１次産業を中心に据えた付加価

値をつけて高度化を目指す６次産業化の推進につ

いては、就任以来嶋町政による新しい取り組みと

して始動したものであり、大いに期待するところ

であります。しかし、第一歩を踏み出したばかり

であり、今はしっかりと土台を固めていかなけれ

ばならないと考えます。異業種間の連携、ネット

ワークを強め、生産者みずから考え、行動してい

けるシステムを構築し、行政はサポート役に徹す

るという体制を整えてこそ成果が上げられるもの

だと思います。余市町は、北海道初のワイン特区

に指定されています。ワイン用原料ブドウの生産

高においては全道一です。また、登地区の景観に

おいても高い評価を得ております。ワイン関係の

講習会、セミナーも多く開催されるようになり、

全国的に余市という町の知名度が上がってきまし

た。本町における６次産業化の推進とワイン特区

の指定の利点を生かし、余市ブランドの確立と同

時に流通、小売、食品加工などの関連産業がさま

ざまな形で参画、そして挑戦しやすい体制づくり

に着手し、相乗効果も引き出せるような環境づく

りに本腰を入れて取り組む必要があります。観光

振興を含めた６次産業化の推進を具体的にどう結

びつけていかれるのか見解をお聞きします。 

 ２、農業、漁業、水産加工業に関する施策につい

て。本町の基盤産業である果樹を主とする農業は、

生産者の高齢化や後継者不足により近年低迷傾向

にあり、打開策が急がれます。果樹経営支援対策

事業を行うとのことですが、事業内容とその効果

についてお伺いします。 

 また、余市町農業再生会議の人・農地プランに

掲げる本町において中心となる経営体の育成に力

を入れるとありますが、各種補助金や給付金の活

用がどのように生かされ、本町を希望する新規就

農者の定着率向上にどう結びつけていくのかをお

聞きします。 

 日本海を漁場とする本町の漁業は、海水温の変

化や漁業従事者の不足等も重なり、漁業生産高は

数量、金額は年々減少しています。今後の漁業振

興は、つくり育てる漁業に期待するところも大き

いと思いますが、関係団体との連携、また今後の

見通しについてお聞きをします。 

 また、水産加工業においては、近年の魚離れの

影響もあって消費の低迷が続いています。消費拡

大とブランド力の向上を目指すため、ニーズに即

した商品開発は重要です。具体的な支援策につい

てお聞きをします。 

 ３、１次産業の現状について。地球温暖化や集

中豪雨など異常気象や消費者の食に対する価値観

の変化により、生産者を取り巻く環境は厳しい状

況にあります。そういう中、環太平洋経済連携協

定、ＴＰＰの交渉も最終段階を迎えています。交

渉結果によっては、本町を初め１次産業を中心と

する北海道全体の経済に大きな打撃を与えかねま

せん。関税が撤廃され、国内対策が不十分だった

場合は、道内の農業分野においては２兆1,000億

円、主要水産分野では530億円の影響が出ると試算

されております。本町においても特に稲作農家の

影響が心配されます。今後の対応についてお伺い

いたします。 
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 このたび全国農業協同組合中央会、ＪＡ全中の

一般社団法人化や農協への監査権廃止などを柱と

する農協改革案が打ち出されました。本町農業関

係者からも懸念する声が上がっております。改革

案は、営農には直接関係なく、農家の所得向上に

結びつかない、将来的には信用、共済事業を分離

させ、農協解体を視野に入れているのではないか

と推測しています。収入に波がある生産者にとっ

て農協の融資は資金繰りに欠かせません。信用、

共済事業が分離すると、多くの生産者が立ち行か

なくなるという心配があります。本町の基盤産業

である農業を守る意味からも地元農協との連携は

不可欠です。今後の対応についてお聞きします。 

 商工業、観光に関する施策について。商店街の

空き店舗対策、それらを活用した起業支援につい

てどのように取り組まれるのか。 

 また、余市という地域ブランド確立と観光面と

のかかわりでは道の駅は重要な施設です。売店、

生産者直売所を含めた機能拡充が当面の課題で

す。本町の観光アンテナ基地としての役割は大き

いと考えます。道の駅の活性化についてお伺いい

たします。 

 連続テレビ小説「マッサン」の放映により、本

町は全国的な知名度を獲得し、これからの観光産

業振興に大きな弾みがつきました。課題は、放送

終了後、既存の観光資源とどう結びつけていくか

です。見解をお聞きします。 

 ５、労働に関する施策について。雇用対策は、

季節労働者の通年雇用を初め、非正規労働者の労

働環境の整備は本町においても重要な施策です。

町政執行方針の中では、新卒者の就職支援、また

独自対策として失業者の就労支援に取り組むとさ

れておりますが、ハローワークとの連携など雇用

対策についてお伺いいたします。 

 次に、町民と行政が連携して歩むまちづくりに

ついてお伺いします。地方公共団体は、基礎的行

政機関として規模、機能、能力、運営の内容につ

いて一定以上の均質な水準が要求されます。その

基盤となる財源の確保、持続可能な行政基盤の確

保が重要となります。以下、３点についてお伺い

いたします。 

 １、自治基本条例制定について。町長は、町民

と行政との協働のまちづくりをするため、自治基

本条例を中心に捉えられた町民参加の制度を確立

していくとされております。地域のことは地域で

決めるという地域主権改革の流れの中、自治体に

課せられた任務も比重も増してきます。町民への

理解をどう深めていくのか、議会との関係も含め

条例制定に対する町長の見解を改めてお伺いいた

します。 

 ２、職員の資質向上に関する施策について。地

域の自主性及び自立性を高めるため、これまで以

上に地域の実情や町民のニーズを的確に捉えた行

政運営が求められます。この変革の時代に対応す

るため、職員の能力を初め資質の向上が不可欠で

す。町長は、職員とともに町民から信頼される公

正な町政運営を確立しなければなりません。今こ

そ町長の強いリーダーシップが求められます。庁

舎内の体制づくりについて見解をお伺いします。 

 ３、並行在来線の存続等に関する施策について。

町民の重要な交通手段である並行在来線について

は、鉄路の存続と国並びに道の支援を強く求めて

いくとともに、ＪＲ北海道に対し新たな技術対策、

駅の利便性向上など協力要請の強化を図り、広域

交通体系の整備に尽力をしていただきたいと考え

ますが、町長の見解をお伺いします。 

 次に、教育行政執行方針についてお伺いいたし

ます。教育は、国の将来を担う人材を育てるため

重要な基盤として位置づけられております。社会

情勢の変化とともに、子供たちを取り巻く環境も

変化してきております。家庭環境の格差が教育格

差につながるという調査報告もあります。子供た

ちの学習権をしっかり保障することは重要なこと

と考えております。そのためには義務教育費の国
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庫負担を２分の１に復元すること、また30人以下

の学級を目指した制度の改善など教育予算拡充は

必要であります。国の役割に関しては、しっかり

と声を上げていくべきと考えます。以下、本町の

教育行政について教育長に４点についてお伺いい

たします。 

 １、教育委員会制度の改革について。今教育行

政全般について制度が大きく変わろうとしていま

す。教育委員会制度改革は、教育委員長が廃止さ

れ、教育委員長と教育長が一本化した新教育長が

設置され、新教育長は議会に諮り、首長が直接教

育長を任命することや全ての地方公共団体に首長

が主宰する総合教育会議を設置することなどの内

容であり、実質的に教育委員会制度の廃止と言っ

ても過言ではありません。教育は、政治的中立性、

継続性、安定性が保たれなければならないと考え

ます。さらに、学校教育においては、現場の声に

耳を傾け、子どもの権利条約にのっとり、全ての

子供たちがひとしく教育を受ける権利を有してい

ること、保護され、支援を受ける権利を有してい

ること、過度な点数学力を競い合う方向に向かわ

ないことを念頭に置いて取り組んでいただきたい

と考えますが、見解をお聞きします。 

 ２、服務規律調査及び情報提供制度について。

北海道教育委員会は、道内の市町村教育委員会に

対し各種調査や学力向上策の推進とあわせ、服務

規律調査及び情報提供制度を導入しています。こ

の制度については、道教委は市町村や学校の主体

性をうたっておりますが、現状がどうなっている

のか疑問があります。学校、家庭、地域がそれぞ

れ役割を果たし、一体となって子供たちの成長を

支えていくことこそが本当の教育ではないかと思

います。一体となるためにはそれぞれ信頼関係を

築くことが大切かと考えますが、見解をお伺いし

ます。 

 ３、学校の危機管理について。東日本大震災か

ら４年がたちました。文科省は、この震災の大惨

事を踏まえて、地域コミュニティとの協働による

学校の防災機能強化として報告書をまとめていま

すが、町内の学校施設における防災機器類の現状

はどのようになっているのか。また、今後学校施

設内における防災機器類の配備計画についてお伺

いをいたします。 

 ４、児童生徒の安全確保と防災訓練について。

さきの東日本大震災では、津波が多くの児童生徒

の命を奪いました。日本海に面している本町の学

校における防災意識の高揚は、非常に重要な課題

です。津波に対する避難訓練を日常的に実施して

いた学校では、多くの命を救った事例があります。

町内の学校における児童生徒の安全確保が重要な

施策です。学校現場の実態についてお伺いいたし

ます。 

 以上、質問をいたしました。町長並びに教育長

におかれましては、明快なご答弁をよろしくお願

いいたします。 

〇町長（嶋  保君） よいち未来代表、６番、

岸本議員のご質問に答弁申し上げます。 

 最初に、行財政の運営、平成27年度予算編成に

当たっての基本理念についてでございます。ご指

摘のとおり、平成27年度予算の臨時財政対策債を

経常一般財源に含めた経常収支比率は99.8％と高

率であり、今後も地方財政を取り巻く環境は厳し

いと認識しているところでございます。こうした

中でも平成27年度予算の編成に当たりましては、

住みよく安心して暮らせるまちづくり、多様な資

源と人的パワーを生かした元気なまちづくり、町

民と行政が連携して歩むまちづくりを３本の柱と

し、厳しい財政状況ではありますが、第４次総合

計画の見直しを踏まえ、現行の行政サービスを低

下させることなく、第４次余市町総合計画の計画

的な推進や人口減少問題への対策、防災対策など

将来のまちづくりに向けての喫緊の課題に対して

必要な政策に取り組むものであり、町民の負託に

応え、住みやすさを実感していただけるような持
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続可能な地域社会づくりのための予算措置をした

ところでございます。 

 住みよく安心して暮らせるまちづくり、１点目

の地域医療体制の確立についてでありますが、近

年の医療を取り巻く環境は、医師及び看護師等の

偏在が進む中、地域における影響は大変厳しい状

況下に置かれております。ご質問にあります小樽

協会病院の産婦人科につきましては、これまで地

域周産期母子医療センターとして機能してきたと

ころでありますが、産婦人科の常勤医師２人が本

年６月末に退職予定とのことから、７月以降の産

婦人科診療体制の縮小が見込まれ、昨年11月21日

以降当面新規の分娩予約を休止しているところで

あります。このたびの新規分娩の休止は、本町に

とりまして大変重要な問題であると認識し、北海

道知事等に対し要望書を提出するとともに、余市

協会病院とも産婦人科の現状と妊婦健診受け入れ

等について協議を行ってきたところであります。

今後の見通しにおける分娩再開時期につきまして

は、現時点におきましても未定となっております

が、引き続き情報収集と小樽、北後志の各市町村

とともに小樽協会病院の産婦人科の再開に向け、

関係機関に要請してまいります。 

 次に、高齢者福祉に関する施策についてのご質

問ですが、2025年に向けて第６期余市町高齢者保

健福祉計画・介護保険事業計画に基づき、高齢者

が要介護状態となってもできる限り住みなれた地

域で生きがいと尊厳を持って暮らしていけるよう

に、保健、医療、介護、福祉などの関係者が連携

した取り組みを進めていく必要があります。この

ため生活支援、介護予防サービスの充実のために

地域包括支援センターや在宅介護支援センターと

連携を図りながら、保健医療関係団体、福祉関係

団体、介護サービス事業者、ボランティア団体、

区会、地域住民等との連携を強化し、地域で創意

工夫をしながら、地域ぐるみによる支援体制づく

りに努めてまいります。 

 次に、子ども・子育て施策についてですが、現

在子ども・子育て支援事業計画を策定中であり、

関係機関との協議を進め、適正な保育施設の配置

に努めてまいります。また、保護者の就労形態の

多様化などに伴う保育需要に応えるため、町立保

育所における時間延長や放課後児童クラブの開設

日数の拡大を図っておりますが、今後も職員及び

実施場所の確保に努め、子育てと仕事の両立がで

きるような環境づくりを進めてまいります。 

 次に、４点目の保健に関する施策についてでご

ざいますが、各種がん検診、特定健康診査の受診

状況と受診率向上についてでありますが、平成

25年度のがん検診受診率は、胃がん14.5％、大腸

がん19.3％、肺がん14.8％、乳がん22.1％、子宮

がん18.7％であり、乳がん、子宮がんは２年に１

度の受診となっておりますことから、平成25年度

と24年度の受診者数をもととしております。また、

平成25年度の特定健康診査受診率は、19.9％とな

ったところであります。 

 受診率向上に向けての取り組みといたしまして

は、未受診者に対する勧奨、無料クーポン券の活

用、町ホームページや広報へのチラシ折り込みな

どを行い、平成26年度においては専門業者による

電話勧奨を行い、受診者への勧奨やニーズの把握

などを目的に実施したところであり、今後におき

ましても受診率向上に向け努めてまいります。 

 次に、各種予防接種事業についてでございます

が、実施に当たってはその有効性、安全性及び副

反応、その他予防接種に関しできる限り多くの情

報を提供することが大変重要であることから、個

人による電話対応等も含め、事前の情報、直前の

情報など、ワクチン個々の特殊性など町広報への

掲載、チラシ折り込み、町ホームページを活用し

て取り組んでおりますので、ご理解を賜りたいと

存じます 

 次に、高速道路完成を見据えた市街地道路交通

網の関係でございますが、現在国道、道道、町道
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の各道路管理者が道路整備や案内標識等による交

通誘導について協議を重ねるとともに、渋滞解消

に効果が見込める黒川町中通り２号線の道道昇格

について北海道へ要望しているところでございま

す。また、小樽市内とのアクセスなど、高速道路

の利便性を高めるためにも朝里地区におけるイン

ターチェンジのフルジャンクション化が必要であ

り、今後とも北海道横断自動車道小樽・黒松内間

建設促進期成会など関係団体と連携しながら、ネ

クスコ東日本などに対し強く要望を行ってまいり

たいと存じます。 

 冬期間における除排雪の関係につきましては、

道路の交通を確保し、児童生徒の通学、高齢者の

通院を初めとする町民生活の安全確保のため道路

状況のパトロールを強化し、きめ細かな除雪対応

に努めてまいります。 

 次に、再生可能な自然エネルギーについてです

が、本町におきましても地域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課題があります。

昨年12月に関係部署で構成する再生可能エネルギ

ー検討庁内連絡会議を設置したところであり、本

町に最も適した効果的で実現性の高い施策につい

て研究、検討しているところでございます。 

 次に、防災に関する施策についてでございます

が、余市町地域防災計画（原子力災害対策編）を

平成25年３月に作成し、昨年５月には避難等の防

護措置の基本的事項をまとめた原子力防災のしお

りを全戸配布いたしました。防災計画につきまし

ては、国や北海道の計画の見直しにあわせ修正を

加えておりますが、安定ヨウ素剤やスクリーニン

グなどについて未確定な部分もあるため、それら

が確定し次第、原子力防災のしおりの再度の配布

や説明会などにより周知したいと考えておりま

す。 

 また、高齢者の避難対策については、現在高齢

者などの避難行動要支援者名簿に基づき情報の整

備を行い、防災関係機関と情報を共有する体制の

整備を進めているところでございます。 

 なお、ことしの北海道原子力防災訓練について

は、例年どおり秋ごろの実施を予定していると聞

いておりますが、訓練の詳細については未定でご

ざいます。 

 泊原発の再稼働についてでございますが、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。 

 地域の防災力の構築については、区会役員の高

齢化などの課題も抱えてはおりますが、防災体制

を整備していくためには区会の協力が重要である

と考えており、今後におきましても災害図上訓練

や避難訓練の実施、学習会の開催など区会との連

携を深めることにより地域の防災力強化を進めて

まいります。 

 次に、６次産業化に関する施策についてでござ

いますが、余市町の果物や野菜、水産品といった

すばらしい１次産品に付加価値をつける６次産業

化の取り組みを重点課題として進めてまいりまし

た。生産者が加工品の研究開発を進めるため、農

村活性化センターの機能を整備するとともに、創

作した商品の販売方法など研究を進めているとこ

ろでございます。また、余市の産品をＰＲするた

めに札幌圏を中心としたイベント等へも積極的に

参加しております。 

 ワイン産業におきましては、総体的には農家戸

数が減少している中にあって、ワイン用ブドウの

生産者は年々増加し、ワイナリーも５件にまでふ

えており、この流れは当面続くものと考えており

ます。ワイン産業を含めた６次産業化を進め、余

市町のブランド化を図ることによりグリーンツー

リズムやワインツーリズムといった新たな観光ス

タイルも可能となることから、引き続き取り組み

を進めてまいります。 
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 次に、農業、漁業、水産加工業に関する施策に

ついてご答弁申し上げます。ご質問の果樹経営支

援対策事業の内容と効果についてですが、本事業

は余市農協が事業主体となり、奨励品種植栽事業

補助金を活用し、奨励品目、品種への転換、園地

整備など余市町果樹産地構造改革計画を実現する

ため取り組まれている事業で、古い品種、老木等

から改植されることで果樹経営農家の育成と所得

の向上が図られております。 

 次に、人・農地プランに掲げる本町において中

心となる経営体の育成に関するご質問ですが、こ

のプランに位置づけられた新規就農者を初めとす

る中心経営体に対し、青年就農給付金や経営体育

成支援事業など国が関与する補助金において集中

的に交付することで、新規就農者の定着や既存農

業者の経営基盤の強化を推進しております。 

 次に、つくり育てる漁業についてのご質問です

が、地球温暖化に伴う海水温の上昇により漁獲高

の減少と漁獲物の変化など、漁業者にとっては厳

しい状況が続いております。こうした中つくり育

てる漁業の推進のためには、浅海増殖事業、アユ

種苗放流事業を継続実施するとともに、いそ焼け

対策事業への支援や養殖事業への取り組みについ

て余市郡漁業協同組合はもとより中央水産試験場

や後志北部地区水産技術普及指導所とも十分連携

を密にし、協議検討をしてまいります。 

 次に、水産加工品の支援策についてのご質問で

すが、各種催事、イベントなどでの水産加工品の

ＰＲをすることにより、これら催事などを通じて

多様化する消費者ニーズの把握に努め、関係機関、

団体との情報共有を図りながら、商品開発の推進

を支援してまいります。 

 次に、ＴＰＰ、環太平洋連携協定についてご答

弁申し上げます。ご質問の本町の稲作農家への影

響でございますが、本町における農業は果樹及び

野菜を中心とする道内でも特色ある農業形態であ

り、関税が撤廃されてもすぐに直接的な影響は少

ないものと考えますが、米、小麦等の主要農産物

を栽培する国内産地の生産体系の変化等により、

国内での産地間競争や低価格競争がますます激化

してしまうことが予想されます。中長期的な展望

に立てば、いずれ本町農業も甚大な影響を受ける

ことは避けられず、今後におきましても関係機関、

団体とも連携し、国会決議を遵守するよう強く要

請してまいります。 

 次に、農協改革についてご答弁申し上げます。

自民、公明両党は、２月９日、農林関連部会の会

合を開き、全国農業協同組合中央会の一般社団法

人化や農協への監査権廃止などを柱とした政府自

民党の農協改革案の骨子を正式決定いたしまし

た。これにより1954年に制定された中央会制度は、

約60年ぶりに大きく変革することになりました

が、改正法案は３月末までに国会に提出される見

通しであり、その際に内容が明らかになるものの、

本町の基幹産業である農業を守る意味からも余市

農協とも連絡を密にして情報の共有を図ってまい

ります。 

 商店街の空き店舗対策につきましては、短期間

の活用もできるチャレンジショップ制度の創設や

対象地域の拡大など活用しやすい支援制度として

改善に努め、空き店舗を活用した起業促進に努め

ておりますが、今後ともさまざまな視点から効果

的な支援策について余市商工会議所などと協議を

進め、より効果をもたらす施策の展開を図ってま

いります。 

 道の駅につきましては、観光客のニーズに対応

した施設機能の集約化や各種サービス提供が可能

な多機能を有する核となる交流施設としての道の

駅が求められておりますことから、今年度より関

係機関、団体とも協議を行い、ご意見、ご要望な

どを伺いながら、本町の顔となる魅力ある道の駅

とすべく調査検討を行ってまいります。 

 また、連続テレビ小説「マッサン」の放送によ

り全国から大勢の方々が本町を訪れております。



－171－ 

引き続きニッカウヰスキー余市蒸留所を中心に多

くの観光客が訪れることが見込まれるところであ

り、今後とも効果的な宣伝誘客活動とともに、既

存の観光資源も生かした町内周遊観光を促進する

ための２次交通の整備に向けた社会実験を行うな

ど受け入れ態勢の充実に努め、町内全域に及ぶ観

光振興策に取り組んでまいります。 

 次に、雇用対策についてですが、ハローワーク

との連携については、新規高卒者のための就職促

進会を共催し、生徒へ多くの企業との面接の機会

を提供するとともに、北後志通年雇用促進支援事

業協議会が行う各種事業の周知や案内など就業支

援や通年雇用化に向けて協力体制を図っておりま

す。今後につきましてもさらなる連携強化に努め、

相互協力を図ってまいります。 

 次に、自治基本条例制定についてでございます。

自治基本条例の制定に向けては、昨年10月に公募

委員も含めた策定委員会を設置し、現在は条例制

定に向けた具体的な作業を行っております。自治

基本条例につきましては、その条文はもとより町

民と行政による策定のプロセスが大変重要である

と認識しております。こうした認識のもと丁寧な

議論を積み重ね、さらには町民向けのセミナー等

を開催し、町民各層のご意見を伺う機会をつくる

ともに、議会にもご相談を申し上げながら策定作

業を進めてまいります。 

 次に、職員の資質向上に関する施策についてで

ありますが、私自身町政を預かる者としてリーダ

ーシップを発揮し、常に職員の先頭に立ち、町政

を執行してまいらなければならないと認識してお

ります。また、町民から信頼される公正な町政を

確立するためにも倫理規程を明文化し、職員のコ

ンプライアンスの徹底を図るとともに、常に職員

一人一人が問題意識を持ち、さまざまな課題解決

に取り組めるよう研修の充実を図るとともに、効

果的な行政運営が可能となる柔軟な組織づくりを

進めてまいります。 

 次に、並行在来線の存続等に関する施策につい

てでございます。ＪＲ北海道から経営分離される

函館本線、函館小樽間の対策につきましては、現

在北海道と沿線自治体で構成する北海道新幹線並

行在来線対策協議会において渡島と後志の２つの

ブロックごとに協議を進めているところであり、

本町といたしましては鉄路存続の立場を明確にし

ながらこの会議に臨んでいるところであります。

今後につきましては、国や道などに対しまして鉄

路存続に向けて積極的な役割を果たすよう要請す

るとともに、ＪＲ北海道に対しても余市駅の利便

性向上や安全対策の確保、各種技術開発などを要

望し、町民の重要な交通手段である鉄路の維持存

続を図ってまいりたいと存じます。 

 以上、よいち未来の代表質問に対する答弁とい

たします。 

 なお、教育関係の質問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） よいち未来代表、６番、

岸本議員の教育行政についてのご質問に答弁申し

上げます。 

 １点目の教育委員会制度改革につきましては、

教育の政治的中立性、継続性、安定性を確保しつ

つ、地方教育行政における責任体制の明確化、迅

速な危機管理体制の構築、地方公共団体の首長と

教育委員会との連携強化、地方に対する国の関与

の見直し等の制度の抜本的な改革がなされるもの

でございます。 

 具体的には教育行政の中で責任の所在を明確に

するとの考え方で、教育委員長と教育長を一本化

した新教育長を置くこと、首長が新教育長の任命

権を持ち、総合教育会議を主宰するなど首長や教

育長の権限が強化されたとの見方もされておりま

す。一方では、教育の政治的中立性を確保するた

めに教育委員会が引き続き執行機関であり、職務

権限は従来どおりとなっていること、さらには総

合教育会議では首長と教育委員会が協議、調整は
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行うものの、最終的な執行権限は教育委員会に留

保されていることとなっております。また、教育

委員の任期がこれまで同様の４年であり、新教育

長の任期が３年となっておりますが、教育委員よ

り任期を短くすることで教育委員によるチェック

機能と議会同意によるチェック機能が強化される

考え方となっております。 

 いずれにしましても、４月１日から法律が施行

され、新たな制度となりますが、余市町の将来を

担う子供たちをどう育てていくのかを保護者や家

庭、地域の方々と連携しながら取り組んでまいり

たいと考えております。 

 また、教育基本法には、国及び地方公共団体は

家庭教育の自主性を尊重し、保護者に対する学習

機会、情報の提供、その他の家庭教育を支援する

ために必要な施策を講じるよう努めなければなら

ないと規定されており、全ての子供たちが全国ど

こにいようと教育機会の均等が確保されることが

必要と考えており、現行の就学援助制度の継続に

努めてまいります。 

 さらに、子供たちの過度な学力の競い合いにつ

きましては、決して点数だけに固執することなく、

授業改善や教材の工夫、子供たちのレベルに合わ

せたきめ細かな学習指導の充実を通して学習習慣

の確立、学力の定着に向けた取り組みを行ってま

いります。 

 ２点目の服務規律調査及び情報提供制度につい

てですが、学校教育活動は児童生徒、保護者や地

域住民との信頼関係が必要であり、学校は法令や

学習指導要領等に基づいて適正に運営されること

が信頼関係につながるものであり、日ごろの教職

員のコンプライアンス確立の取り組みが必要と考

えます。今後も一層の危機感を持って、教職員の

意識改革や自覚を促す取り組みを進めながら、教

育行政執行方針に掲げております一人一人の子供

を大切にしながら、確かな学力の習得、豊かな心、

健やかな体をバランスよく育む調和のとれた教育

活動の充実に取り組んでまいります。 

 北海道教育委員会による服務実態調査が行わ

れ、さらには保護者や住民への情報提供制度が導

入されておりますが、学校、家庭、地域社会がそ

れぞれ主体性を尊重し、連携しながら信頼関係の

構築に努め、良好な環境づくりを進めることがよ

り重要であると考えております。 

 ３点目の学校の危機管理についての町内の学校

施設における防災機器類の現状ですが、平成24年

10月、小学校３校に緊急地震速報システムを設置

し、中学校３校には本年３月末までに設置いたし

ます。また、今後における防災機器類の配備につ

いては、各学校が避難所として位置づけられてい

ることから、周辺住民を収容することも想定し、

教育施設としての機能と避難所としての機能を果

たすために町の防災担当部局と十分連携をとりな

がら、さまざまな災害を想定した中で防災機器類

の配備が必要であると考えております。 

 ４点目の児童生徒の安全確保と防災訓練につい

ての学校現場の避難訓練の実態ですが、火災に対

する避難訓練を実施するとともに、津波に対する

避難訓練についても各学校において実施している

ところであります。今後におきましても避難訓練

や防災教育の充実とあわせ、さまざまな災害を想

定し、子供たちの安全確保に努めてまいりたいと

考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じま

す。 

〇議長（中井寿夫君） よいち未来代表、岸本議

員の発言が終わりました。 

 暫時休憩します。 

休憩 午後 １時５８分 

再開 午後 ２時１０分 

〇議長（中井寿夫君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 代表質問を続行いたします。 

 発言順位４番、日本共産党議員団代表、議席番
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号14番、佐々木議員の発言を許します。 

〇14番（佐々木正江君） 質問に先立ちまして一

言申し上げたいと思います。きょう３月11日で亡

くなった方と行方不明の方が１万8,000人に上り、

岩手、宮城、福島の３県を中心に東日本に甚大な

被害をもたらした東日本大震災から丸４年がたち

ました。いまだに避難生活を続けている方は、全

体で22万9,000人に達しています。多くの方が命を

奪われ、家も仕事も失い、生き方さえも変えざる

を得なかった４年間だったと思います。日本共産

党は、改めて犠牲となられた方々に哀悼の意を表

するとともに、被災者の皆さんが一日も早くもと

の普通の生活に戻ることができるよう国として全

力を挙げて取り組むことを求めたいと思います。 

 質問に入ります。私は、嶋町長の町政執行方針

並びに中村教育長の教育行政執行方針と2015年度

の予算大綱並びに町政の重要課題について日本共

産党を代表して質問いたします。 

 嶋町政２期目となる2015年度予算案は、第４次

余市町総合計画に基づいた安心して暮らせる元気

にあふれたまちづくりをどう進めていくかが問わ

れるものと言えます。2015年度一般会計予算案は

82億3,500万円、対前年度当初予算比１億1,500万

円、1.4％増となっています。４特別会計を合わせ

た総額は、同2.4％増の154億8,300万円となってい

ます。歳入では、地方交付税36億2,357万6,000円

と臨時財政対策債３億3,800万円を合わせて39億

6,157万6,000円、さらに今回初めて過疎地域自立

促進特別事業債8,390万円が計上されました。町税

は、対前年度比マイナス2.2％の16億9,319万

7,000円の見込みとなっており、経常収支比率は依

然として高く、硬直した中での財政運営を強いら

れています。 

 このような状況の中で嶋町長は、１、住みよく

安心して暮らせるまちづくり、２、多様な資源と

人的パワーを生かした元気なまちづくり、３、町

民と行政が連携して歩むまちづくりの３本の柱を

政策の基本として、職員と一丸となって町民の負

託に応え、住みやすさを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向けて全力を尽く

したいと決意を述べておられます。そして、人口

減少に歯どめをかけるための対策を最重要課題と

して取り組みを進めるとありますが、まち・ひと

・しごと創生総合戦略策定とのかかわりの中で、

どのような形でまちづくりをしていくのかお伺い

いたします。 

 ２点目として、2015年度政府予算案についてで

す。一般会計総額96兆3,420億円の予算案ですが、

その内容について日本共産党の志位委員長は、①、

社会保障のためといって消費税を増税しておきな

がら社会保障の切り捨てをやろうとしている、２

点目として大企業の減税ばらまきをしている、３

点目として３年連続で軍拡を進めているという点

で３悪予算だと批判しました。昨年４月、消費税

の５％から８％への増税によって深刻な景気の悪

化が生じており、安倍首相が強行している経済政

策、アベノミクスは、大企業と一部の富裕層には

恩恵をもたらしたものの、私たち国民には苦しみ

を強いるものであり、格差をますます広げるだけ

になっています。法人税は減税、軍事費や大型公

共事業はふやす一方で国民には苦しみを強いる政

府予算案に対する町長の見解を伺います。 

 ３点目として、町長は「マッサン」効果を契機

として観光振興に力を入れていきたいとの考えを

示されました。これまでにどのような「マッサン」

効果があったのかお伺いします。また、間もなく

「マッサン」の放送が終了となることから、その

取り組みにスピード感を持つことが大きな鍵とな

ると思いますが、具体的にどのような取り組みを

考えておられるのかお伺いいたします。 

 ４点目は、黒川第一土地区画整理事業について

お伺いします。事業が平成８年にスタートしてか

ら19年、町政執行方針では区画整理組合の解散に

伴い清算法人による清算業務が行われることか
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ら、引き続き事業完了に向けた支援を継続します

とあります。第４次余市町総合計画では、人口減

少問題、ＪＲ東口開発の２点の変更が確認されま

した。また、余市町都市計画マスタープランでは、

まほろば地区内においては医療機能としての北海

道社会事業協会余市病院や特別養護老人ホームフ

ルーツシャトーよいち、これは福祉機能としての

役割です。そして、教育機能としての北星学園余

市高等学校など既存施設の機能確保を図るととも

に、子育て世代や安心、安全で快適に日常生活を

送ることのできる環境整備など、新たな生活のニ

ーズに応じた新規機能導入を図ることにより、町

民のさまざまなライフスタイルに応じた新しい居

住環境を提供するとあります。 

 この事業は、阿部町政時代まちづくりの方針と

して田園都市構想に基づいて巨額の町費を導入し

て力を注いできたものですが、今日住民から見て

も、区画整理の組合員当事者らの目から見てもこ

れらが全く見えないものになっています。現状は、

地価の下落も含めて惨たんたるありさまです。ま

ちづくりの抽象的概念でなく、町民及び関係住民

の目から見える展望のある具体的な方針を示して

いただきたいと思います。 

 ５点目は、ＪＲ並行在来線に対する見解につい

てです。嶋町長が新幹線の札幌延伸に伴い、並行

在来線のＪＲからの経営分離という苦渋の決断を

したのが2012年、平成24年５月でした。この間に

江差線が廃止になり、北海道新幹線の新函館北斗

札幌間の開通を５年早めることが決まりました。

総合計画では、余市駅東側の開発がうたわれ、町

のこれからを左右する重要な取り組みになってい

ますが、この事業の成功のためにもＪＲ余市駅を

なくするわけにはいかないと考えます。嶋町長は、

一貫して鉄路存続に向けて全力で努力したいと述

べておられますが、今後ＪＲ並行在来線について

どのような考えで取り組むのか見解を伺います。 

 ６点目は、農協改革についてです。自民、公明

両党は、２月９日、全国農業協同組合中央会、Ｊ

Ａ全中の一般社団法人化や農協への監査権の廃止

などを柱とした農協改革案の骨子を正式に決定し

ました。1954年に制定された中央会制度は、60年

ぶりに大きく転換し、農協をまとめるというＪＡ

全中の位置づけが弱められます。監査権の廃止だ

けではなく、これまで農産物の共同販売などを行

ってきた全農を株式会社にしてしまうこと、２つ

目はＪＡバンク、ＪＡ共済を分離してしまうこと、

３つ目は准組合員の農協事業利用を制限する、こ

のことが計画されています。アメリカと日本の銀

行、保険業界、大企業が共同販売、金融、共済を

奪うことが目的です。このような農協潰しに対す

る町長の見解を伺います。 

 ７点目は、泊原発と自然エネルギーについてで

す。東京電力福島第一原発事故から４年のきょう

３月11日、いまだに避難生活を余儀なくされてい

る方が12万人、過去を奪われ、現在の生活を破壊

し尽くされ、そして未来を失いました。それが過

酷な避難生活の実態です。いまだに事故の原因も

わからず、汚染水はふえ続け、福島の子供を対象

にした甲状腺検査では１巡目の検査で異常なしと

言われた子供１人が２巡目の検査で甲状腺がんの

診断が確定し、疑いは７名になった、このような

報道がされている中で、安倍政権は国民多数の原

発反対の世論を無視して原発再稼働に躍起となっ

ています。一昨年の９月に大飯原発４号機が停止

してから国内にある48基は一基も稼働していませ

んが、電力は賄えています。しかし、現在14原発

21基で適合審査の申請が出されていますが、それ

は安倍政権が原発を重要なベースロード電源と位

置づけて、原発依存路線に固執していることが挙

げられます。しかし、規制基準に合格したとして

も絶対安全を意味するものでないことは、規制委

員会の田中委員長も繰り返し発言しており、世界

最高水準の安全基準で再稼働という口実は根底か

ら破綻しています。このような状況のもとで、北
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電は泊原発の再稼働を進めることを想定している

とのことですが、30キロメートル圏内の首長とし

て泊原発の再稼働についてどのように考えておら

れるか伺います。 

 また、将来を見据え、自然エネルギーについて

本町としてどのような取り組みをされているのか

についてもお伺いいたします。 

 ８点目は、ＴＰＰ、環太平洋連携協定について

です。全国食健連を初め農林漁業団体、消費者団

体、医療関係者、学者、研究者、弁護士など幅広

い人々がＴＰＰからの脱退、国会決議の遵守、聖

域を守れなどの要求を掲げてＴＰＰからの撤退を

目指す一致点での共同を広げています。ＴＰＰ交

渉の現状は、日本政府が交渉に当たって聖域にす

ると言ってきた米、牛肉、豚肉、乳製品などの農

産物重要５品目について国会決議にも違反した譲

歩に次ぐ譲歩を重ねています。同時にこの交渉は、

日米両政府の思惑どおりに進んでいるわけではあ

りません。日米交渉が難航している背景には、異

常な秘密交渉や市場原理一辺倒のアメリカ型ルー

ルの押しつけに対する途上国政府の反発やアメリ

カも含めた参加国国民の反対運動の高まりがある

と言われています。十勝町村会の高橋正夫会長は、

我々十勝町村会は国会決議を遵守し、それができ

ない場合は速やかに交渉から撤退することを強く

求めると述べています。重要５品目の聖域確保を

明記した国会決議にも反する実態のＴＰＰ交渉か

らは速やかに撤退すべきと思いますが、見解を伺

います。 

 ９点目は、安心して出産できる環境についてで

す。今住民にとって切実な問題の一つとして挙げ

られるのが余市町には産科医がいないということ

です。今までは余市にはお医者さんがいないけれ

ども、小樽まで行けば出産することはできました

が、その小樽も産科医が１件だけになり、住民は

大きな不安を抱いています。地方に住む娘さんが

実家のある余市での出産を望んでも、親は受け入

れることができません。かといって母親も働いて

いるために何日も余市を離れることはできませ

ん。少子化対策、子育て支援といいながら、安心

して子供も産めないような状況では行政としての

責任が問われるのではないでしょうか。一日も早

い対応を望むとともに、通院のための交通費の補

助をすべきと考えますが、見解を伺います。 

 次に、中村教育長に５点について見解をお伺い

いたします。初めに、２月20日、川崎市で中学１

年の男子生徒が18歳の少年を初めとする３名の少

年によって殺害されました。殺人容疑で逮捕され

た少年３人の供述によって、徐々にその全容が明

らかになってきていますが、殺されたのが中学１

年生、そして容疑者も未成年という余りにも衝撃

的なこの事件は、少年が殺されるかもしれないと

話していたにもかかわらず、周囲の大人たちにそ

のことが伝わらなかったことは本当に残念でなり

ません。新聞報道によると、ある評論家はこの事

件は100％防げる事件でした。学校側は、被害少年

の交友関係などを的確につかみ、不登校の原因を

非行に絡んだものだと把握していれば違った対応

ができたはずです。また、学校と生徒の信頼関係

が築けていれば生徒からの情報も伝わっていたで

しょう。この学校の対応について検証が必要です

と述べています。また、校長も欠席が続いたとき

に学校としてもっと手だてを深くとっていれば、

反省するところはあると思うと悔やみましたとの

談話が新聞に載っていました。今回の事件は、徐

々に解明されてきてはいますが、その重大さ、深

刻さははかり知れないと考えます。この事件に対

する教育長の見解、そしてこの事件を通じて余市

の子供たち、父母、学校にどのような対応をする

のかお伺いいたします。 

 ２点目として、新しい教育委員会制度について

伺います。2015年４月から自治体の教育委員会制

度の仕組みが大きく変わります。お国のために血

を流せと教え込んだ戦前の軍国主義教育に対する
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反省から、教育の独立性、自主性を守るためにつ

くられた教育委員会です。文部科学省は、改正の

主な特徴として、１、教育委員長と教育長を一本

化した新教育長を設置すること、２として教育長

へのチェック機能を強化して会議の透明化を図る

こと、３として全ての地方公共団体に総合教育会

議を設置すること、４点目として教育に関する大

綱を首長が策定することを挙げています。 

 今回の法改正は、教育行政における責任の明確

化を主要な目的として、首長の役割を決定的に強

化するものであり、教育委員会制度そのものの性

格を大きく変える可能性があります。また、新制

度では当該地方公共団体の教育、学術及び文化の

振興に関する総合的な施策の大綱を首長が策定す

るために総合教育会議を招集し、大綱に基づいて

教育委員会の事務が執行される（尊重義務）こと

から予算や条例提案権、教育長と教育委員の任命

権（議会の同意が必要）を持つ首長の発言力は極

めて大きくならざるを得ません。新制度への移行

の成否は、首長、教育長の教育施策に対してもう

一つの民意を代表する議会と市民がどれだけチェ

ック機能を発揮できるかにかかっていると考えま

すが、見解をお伺いいたします。 

 ３点目として、全国体力テストについてお伺い

いたします。２月３日、道教委は小学校５年生と

中学２年生を対象とした2014年度全国体力テス

ト、全国体力・運動能力、運動習慣調査の管内別

の結果を公表しました。50メートル走や立ち幅跳

びなど８種目を点数化した体力合計点が最も高い

のは、男子は小学５年が胆振、中学２年が宗谷、

女子は小中ともに檜山でした。多くの管内で前年

度と比べ伸びているものの、上位と下位の差が広

がる傾向が見られました。 

 この体力テストは、子供たちの体力が低下して

きたことから、2008年度に小学５年生と中学２年

を対象に始められたとのことですが、本町ではど

のような結果だったのか。公表に同意した札幌な

ど114市町村について種目別にグラフで全道や全

国の平均と比較できるとの報道でしたが、本町も

同意したのかお伺いいたします。 

 道教委は、学校ごとに目標を設定するなど体力

向上に向けた取り組みを一層強化していく方針を

打ち出していますが、学力テストでも体力テスト

でも競わせるためのテストという印象を拭い切れ

ません。本当の意味での学力、体力をつけるため

にはもっと子供たちと向き合う姿勢が求められる

と思いますが、見解を伺います。 

 ４点目に、学校での事故発生による対応につい

てお伺いいたします。文部科学省は、２月24日、

学校で起きた児童生徒の突然死や重い後遺症を伴

う事故で災害給付制度の対象となった558件のう

ち、部活動中の発生が189件、33.9％で最多だった

と発表しました。文部科学省が事故の詳しい実態

調査をしたのは初めてで、東日本大震災の津波で

石巻の市立大川小の児童らが犠牲となった例や各

地で相次ぐ熱中症事故などで学校側の対応に批判

が強まったことが背景にあります。学校や教育委

員会が事故検証委員会を設けたのは78件にとどま

っていますが、省内の有識者会議で結果を分析し、

学校側がとるべき事故対応の指針を2015年度中に

まとめる考えを示しています。事故に関する大規

模な実態調査は過去に例がなく、画期的という専

門家の意見もありましたが、本町での実態はどの

ようになっているのか。また、事故対応のあり方

などはどのようになっているのかについて伺いま

す。 

 ５点目として、道徳の教科化について伺います。

文部科学省は、道徳の教科化に向け、小中学校の

学習指導要領の改訂案を公表しました。教科化は、

国が定めた基準でつくられた検定教科書を使って

教え、国の定めた観点で子供たちを評価するもの

です。道徳の教科化は、昨年10月、中央教育審議

会でいじめ問題への対応などを理由に打ち出され

ましたが、専門家の間には教科化がいじめ対策に
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有効かどうかは疑問だとの指摘があります。 

 教科化への懸念の一つは、子供の道徳が評価の

対象とされることで、子供の心や価値観を評価し

ていいのかという声が広範な人々から上がってい

ます。国が定めた価値観で評価されれば思想統制

となりかねません。もう一つの懸念は、検定教科

書が導入されることです。検定教科書を通じてそ

のとおりの価値観を身につけることは、今まで以

上に押しつけられることになりかねません。平和

や憲法について扱った教師が指導要領に反すると

され、自主的な授業ができなくなる可能性があり

ます。また、明るくくじけずが正しいと押しつけ

られては、憲法で保障された基本的人権を互いに

尊重し合うという大事な観点が潰されます。改訂

案にはその観点は入っていません。 

 文科省は、今回の教科化について考え、議論す

る道徳を促すものとしていますが、本当に子供た

ちが考え合う道徳にしたいのなら、評価と検定教

科書で教師と子供を縛る教科化はきっぱりとやめ

るべきです。今大切なことは、憲法や子どもの権

利条約に沿い、基本的人権の尊重や民主主義の精

神に立った市民道徳を自由な雰囲気の中で培える

ような教育と社会を築くことが大切と考えます

が、見解を伺います。 

 以上、町民の皆さんの切実な要求と町政の重要

課題並びに町政執行方針について質問いたしまし

た。日本共産党議員団は、町民の皆さんの要求実

現を目指し、全力を挙げて取り組むことを表明し、

日本共産党を代表しての質問を終わります。 

〇町長（嶋  保君） 日本共産党余市町議員団

代表、14番、佐々木議員のご質問に答弁申し上げ

ます。 

 ご質問の１点目、まちづくりの進め方について

でございます。平成27年度の町政執行に当たり、

私は地方財政を取り巻く状況が依然として厳しい

中、第４次余市町総合計画に基づき、安心して暮

らせる元気にあふれたまちづくりを進めること、

また人口減少に歯どめをかけるための対策を最重

要課題として取り進めることを町政執行の基本方

針として掲げたところでございます。この方針に

基づき、平成27年度においては地方版総合戦略を

策定してまいりますが、策定に当たっては昨年

11月に設置した余市町人口減少対策検討会議にお

いて実務担当者も含めた全庁的な検討会議を進め

るとともに、町民の皆様や各種産業団体、住民団

体、さらには金融機関やハローワークなどとも協

議を行い、地域の知恵を結集しながら策定作業を

進めてまいります。また、総合戦略を含めた各種

構想、計画の実行に当たりましては、町政執行方

針にも掲げた柱の一つである町民と行政が連携し

て歩むまちづくりを基本理念としてまちづくりを

進めてまいります。 

 次に、2015年度政府予算案についてですが、一

般会計の総額は96兆3,420億円、前年度比0.5％の

増となり、歳入では税収が9.0％増の54兆5,250億

円で、新規国債発行額は４兆3,870億円減の36兆

8,630億円で、歳入に占める公債依存度も前年度の

43.0％から38.3％へ改善したところであります。

しかしながら、2015年度末の普通国債残高は807兆

円に達する見込みで、後年度負担の増加は避けら

れない状況にあります。また、社会保障関係経費

も全体の32.7％を占め、消費税増税による充実、

安定化分を含め3.3％の増加となり、高齢化社会の

進展を背景に今後も増加が見込まれております。 

 このような状況の中、政府が掲げる2020年度に

国、地方を通じたプライマリーバランスの黒字化

の目標達成には消費税10％を見込んでもなお厳し

い状況が予測されていることから、今後の経済財

政諮問会議等の議論や地方財政対策における地方

財源の確保など国の動向を注視してまいりたいと

考えております。 

 次に、連続テレビ小説「マッサン」の放送によ

りその舞台地として余市町が実名で放送されたこ

とにより、全国的な知名度を獲得することにつな
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がりました。ドラマを通して本町の歴史を初め産

業、文化、自然などが紹介され、余市町の魅力が

全国に発信され、関心を持っていただくことがで

きたと考えております。また、連続テレビ小説「マ

ッサン」の放送により全国から大勢の方々が本町

を訪れております。３月末をもって番組も終了と

なりますが、ことしも引き続きニッカウヰスキー

余市蒸留所を中心に多くの観光客が訪れることが

見込まれますので、この効果を持続させるために

も今後とも効果的な宣伝誘客活動とともに、既存

の観光資源も生かした町内周遊観光を促進するた

めの２次交通の整備に向けた社会実験を行うなど

受け入れ態勢の充実に努め、地域全体に及ぶ観光

振興策に取り組んでまいります。 

 次に、黒川第一土地区画整理事業に関する質問

でございます。現在土地区画整理事業につきまし

ては、平成26年度末の組合解散に向け事務が進め

られておりますが、この事業につきましては組合

解散により完結するものではなく、まほろばの郷

地区を活用したまちづくりを推進し、これをモデ

ルとして他の地域へ波及させることにより、町全

体の利益につなげていくことが必要であると考え

ております。そのためこのたびの第４次余市町総

合計画の変更におきましては、その基本計画にお

いて区画整理事業によるまほろばの郷地区を中心

としたＪＲ余市駅東側地区を本町における市街地

整備の先導的な役割を果たすエリアとして位置づ

け、地域づくりを進めるとしたところでございま

す。 

 今後当該地区につきましては、この基本計画に

基づき、まちづくりを進める上で最も重要となる

道路網の高速道路開通に伴う対策と活用を図り、

施設の複合化や集約化等による効率化と既存スト

ックの有効活用を基本とした計画的な公的施設の

配置、さらに都市計画マスタープランに即した土

地利用の促進により地区内における土地の流動化

を推し進め、一定の地価水準を維持するとともに、

移住、定住や交流人口増加に向けた取り組みを初

め、少子高齢化、人口減少への対策や地域コミュ

ニティ機能を強化するための施設等の展開によ

り、高齢者から子育て世代が安心、安全で快適に

生活を送ることのできる利便性に配慮した住宅地

区として地域づくりを進めてまいりたいと考えて

おります。 

 次に、ＪＲ並行在来線についてでございます。

ＪＲ北海道から経営分離される函館本線、函館小

樽間の対策につきましては、現在北海道と沿線自

治体で構成する北海道新幹線並行在来線対策協議

会において渡島と後志の２つのブロックごとに協

議を進めているところであり、本町といたしまし

ては鉄路存続の立場を明確にしながらこの会議に

臨んでいるところでございます。また、本町にお

いては、ＪＲ余市駅東側地区を市街地整備の先導

的な役割を果たすエリアとして位置づけておりま

す。こうした位置づけの中において、ＪＲ余市駅

の果たす機能、役割には極めて重要なものがあり、

今後とも鉄路存続の立場で対策協議会に臨むとと

もに、ＪＲ余市駅の利便性の向上を関係機関に要

望するなど、さまざまな角度から町民の重要な交

通手段である鉄路の維持存続に向けた取り組みを

行ってまいります。 

 次に、農協改革についてご答弁申し上げます。

改正案では、ＪＡ全中は農協法に規定された特別

な法人との位置づけを廃止し、一般社団法人に移

行、農協の経営を監督する監査権も農協法の規定

を廃止し、内部組織のＪＡ全国監査機構は独立さ

せ、監査法人を新設して、農協が監査を受ける際

ほかの監査法人も選べるようにするほか、全国一

律だった監査を廃止することで地域農協の自主性

を高め、自立を促すとしておりますが、法案が３

月末までに国会に提出される見通しでありますの

で、状況の推移を見きわめたいと存じます。 

 次に、泊原発と自然エネルギーについてでござ

いますが、福島第一原子力発電所の事故では一た
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び重大な事故が発生するとその影響は広範囲かつ

長期間に及び、甚大な被害が出ることが明らかに

なったところであります。そのようなことから、

私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。 

 また、自然エネルギーにつきましては、本町に

おきましても地域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課題があります。昨年12月に

関係部署で構成する再生可能エネルギー検討庁内

連絡会議を設置したところであり、本町に最も適

した効果的で実現性の高い施策について研究、検

討しているところでございます。 

 次に、ＴＰＰ、環太平洋連携協定についてご答

弁申し上げます。政府においては、今後の交渉に

当たり衆参両院農林水産委員会における決議を遵

守し、毅然とした姿勢を貫くとともに、国民への

十分な情報提供と説明を行い、本道の農林水産分

野における重要品目の関税を維持するなど、我が

国の食料自給率の向上を支える北海道の農林水産

業の持続的な発展が図られるよう、北海道並びに

各関係機関、団体とも連携し、国に強く要請して

まいります。 

 次に、９点目の安心して出産できる環境につい

てでございますが、現時点では小樽市内において

も出産可能な医療機関は本年６月末をもって１カ

所のみとなる見通しでございます。これらの状況

につきましては、少子化対策、子育て環境から大

変深刻で重要な問題であると認識しております。

町といたしましては、一刻も早く安心、安全な出

産環境に向け、これまで北海道知事等に対し要望

しているところでございます。 

 ご質問にあります通院のための交通費に対する

補助の提言をいただきましたが、ハイリスク出産

にも対応可能な周産期母子医療センターの役割を

兼ね備えている小樽協会病院の分娩再開に向けた

取り組みが最優先課題と認識しており、引き続き

関係方面に対し要請をしてまいりたいと考えてお

ります。 

 以上、日本共産党議員団の代表質問に対する答

弁といたします。 

 なお、教育関係の質問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） 日本共産党余市町議員

団代表、14番、佐々木議員の教育に関するご質問

についてご答弁申し上げます。 

 １点目のご質問についてでございますが、川崎

市で起きました中学生が18歳の少年を初めとする

３名の少年によって殺害されるという事件が起き

たことにつきましては、非常に痛ましく残念に思

っております。今回の事件では、被害に遭った中

学生が不登校となり、学校としてその原因が非行

に絡んだものであるとの把握がなされていなかっ

たことを反省点として挙げられております。 

 本町の小中学校におきましても不登校の児童生

徒が平成25年度末では14人となっており、その要

因としましては、いじめを除く友人関係をめぐる

問題、親子関係をめぐる問題、無気力、不安など

情緒的な混乱などとなっております。各学校の対

応としては、学校から自宅への定期的な訪問や電

話での連絡により子供たちの状況の把握と学校の

情報の提供などの接触の中で登校を促すなどの対

応をしております。 

 今回の事件を受け、日ごろから学校、教員と児

童生徒の信頼関係の構築が重要であることを再認

識するとともに、特に不登校は初期の段階での対

応が重要であることから、子供たちの小さな変化

も見落とさず、児童生徒の情報収集を強化し、保

護者との共通認識のもと迅速に対応するように各

小中学校に対して指導してまいります。 

 ２点目のご質問でございますが、教育委員会制

度の改正につきましては、教育の政治的中立性、
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継続性、安定性を確保しつつ、地方教育行政にお

ける責任体制の明確化、迅速な危機管理体制の構

築、地方公共団体の首長と教育委員会との連携強

化、地方に対する国の関与の見直し等の制度の抜

本的な改革がなされるものでございます。 

 改正の内容としましては、教育行政の中で責任

の所在を明確にするとの考え方で、教育委員長と

教育長を一本化した新教育長を置くこととなって

おります。また、首長が教育長の任命権を持ち、

総合教育会議を主宰するなど、首長や教育長の権

限が強化されたとの見方もされております。一方

では、教育の政治的中立性を確保するために教育

委員会が引き続き執行機関であり、職務権限は従

来どおりとなっていること、さらには総合教育会

議では首長と教育委員会が協議、調整は行うもの

の、最終的な執行権限は教育委員会に留保されて

いることとなっております。 

 首長、教育長の教育施策に対してのチェック機

能につきましては、教育委員による教育長へのチ

ェック機能の強化が求められておりますし、教育

委員の任期がこれまで同様の４年であり、新教育

長の任期が３年となっておりますが、教育委員よ

り任期を短くすることで委員によるチェック機能

と議会同意によるチェック機能が強化される考え

方となっております。 

 本年４月１日から法律が施行され、新たな制度

となりますが、余市町の将来を担う子供たちをど

う育てていくのかを保護者や家庭、地域の方々と

連携しながら取り組んでまいりたいと考えており

ます。 

 ３点目のご質問でございますが、学校において

は、子供たちが将来自立していくために必要な基

礎学力、体力を一人一人の子供たちに身につけさ

せる取り組みを行うことが重要であります。本町

における全国体力テストの結果につきましては、

小学校では男女ともにソフトボール投げなどの種

目が、中学校でも男女ともに握力などの種目が全

国平均値を上回った結果となっております。小中

学校の体力合計点で比較すると、小学校男子につ

いては全国平均より上回っておりますが、小学校

女子と中学校男女については全国平均を下回った

結果となっております。 

 また、全国体力テストの結果の公表につきまし

ては、数値を公表することにより学校の差別化や

過度の競争につながることが懸念されるため、本

年度は学力テストと同様に公表に関する同意はし

ていない状況でございます。 

 学力テストや体力テストにつきましては、現場

の教師が児童生徒一人一人の学習上の課題や体力

的な弱点を探り、学習等への取り組みを工夫する

ことにより子供たちの学習意欲や体力向上、学校

での指導に役立たせるものであると考えておりま

す。 

 ４点目の学校での事故発生による対応について

のご質問でございますが、本町におきましては幸

い大きな災害は発生しておりませんが、日常の学

校での事故に関する対応につきましては、北海道

教育委員会からの児童生徒の事故速報基準に基づ

き学校から教育委員会に報告をいただき、教育委

員会から後志教育局に対し、その事故内容等につ

いて報告をし、その個別の事故の内容により協議

し、対応することとなっております。今後につき

ましては、平成27年度中に示されます学校がとる

べき事故対応の指針に基づき、関係機関とも協議

しながら対応してまいります。 

 ５点目の道徳の教科化に関するご質問について

ご答弁申し上げます。道徳の教科化については、

昨年10月の中央教育審議会の道徳に係る教育課程

の改善についての答申では、道徳の時間を（仮称）

特別の教科、道徳として位置づけることとされて

おります。評価に当たっての基本的な考え方とし

ては、道徳性は極めて多様な児童生徒の人格全体

にかかわるものであり、個人としての成長過程を

重視すべきであり、数値などによる評価は導入す
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べきではないとされております。また、道徳の特

性を踏まえ、教材として具備する要件に留意しつ

つ、中心となる教材として検定教科書を導入する

ことが適当であるとされております。 

 児童生徒の道徳性は、一人一人さまざまに変容

し、成長していくものであり、長期的な視点に立

って継続的に成長を把握することも重要と考えて

おり、公平性、客観性を含めた評価の方法が数値

評価ではなく記述式であったとしても、どのよう

な評価の方法となるものか注目すべきものと考え

ております。現時点において平成30年度以降に予

定されている道徳の教科化とそれに伴う評価の方

法については、これまで長い間正式な教科化とな

らなかった経緯や教科化によって特定の価値観が

押しつけられるのではないかとの懸念がされてい

ることなどを踏まえて、全ての国民が納得して受

け入れることができるよう国において十分な説明

をすべき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。 

〇議長（中井寿夫君） 日本共産党議員団代表、

佐々木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５７分 

再開 午後 ３時１０分 

〇議長（中井寿夫君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 代表質問を続行します。 

 発言順位５番、公明党代表、議席番号10番、野

崎議員の発言を許します。 

〇10番（野崎奎一君） 平成27年余市町議会第１

回定例会に当たり、平成27年度余市町町政執行方

針、余市町教育行政執行方針に対し、公明党を代

表し、平成27年公明党予算要望を踏まえて、町長、

教育長に質問を申し上げます。 

 2008年に始まった人口減少が社会に与える影響

は大きく、人口減少に伴う高齢化の結果、経済規

模は縮小し、経済の縮小が人口減をもたらす悪循

環に陥ると言われております。国から示されたま

ち・ひと・しごと創生長期ビジョンと総合戦略は、

こうした人口減少に歯どめをかけ、地方活性化を

推し進めることで活力ある社会に再構築していく

ことを目指しています。この地方創生には公明党

もさまざまな分野で地域づくりの政策提言をして

おります。 

 本町の基本方針の中に人口減少問題に歯どめを

かけるための対策を最重要課題として取り組みを

進めるとありました。余市町として地方創生に将

来に向けたまちづくりの取り組みをどう進めよう

と考えておられるのか見解をお伺いいたします。

また、27年度予算編成はどのような理念に基づい

て編成されたのか見解をお伺いいたします。 

 次に、執行方針に示されている３本の柱につい

て順次質問を申し上げます。 

 １、住みよく安心して暮らせるまちづくりにつ

いてお伺いいたします。地域福祉に関する施策に

ついて。本町の高齢化が進むにつれて、独居世帯

も増加しており、今後の高齢者への支援策は重要

なものと考えます。求められるボランティア活動

の推進が重要視される中で、ボランティア参加者

の確保についてどのように考えておられるのか見

解をお伺いいたします。 

 児童福祉に関する施策について。余市町子ども

・子育て支援事業計画に基づき、子ども・子育て

支援を推進するとある中で、放課後児童クラブの

学年の引き上げが親の切実な願いとして求められ

ております。早期の対応が必要と感じますが、見

解をお伺いいたします。 

 高齢者福祉に関する施策について。超高齢化が

急速に進む中、認知症高齢者の増加も見込まれ、

地域包括ケアシステムの構築に向けた取り組みが

急がれております。しかし、認知症に対する誤解

や偏見がいまだに根強く、地域の人たちから無視

されたり、嫌がられたりして人間としての尊厳を
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傷つけられている認知症の人も多いと言われてお

ります。年齢を重ねていけば誰もが認知症になり

得る時代に入ったということを理解し合うことが

出発点だと思いますが、どのように考えるか見解

をお伺いいたします。 

 また、超高齢化社会とは皆で支え合って生きて

いくということ以外に選択肢がない社会であると

いう認識を共有した上で、それぞれの地域に合っ

たシステムをそこで暮らしている住民が参加して

つくり上げていくという考え方で進めることが地

域に合ったサービスが提供できるのではと思いま

すが、見解をお伺いいたします。 

 防災に関する施策について。異常気象が各地に

甚大な被害をもたらしているときに災害時におけ

る避難所の確保は大事であり、日ごろの整備も重

要なことと考えます。本町の避難所の中には安全

性に問題がある施設もあると思いますが、現状は

どうなのか見解をお伺いいたします。 

 また、高齢者が多い本町としては、避難所へ誘

導する案内標識の整備は最も重要なことでありま

す。どのように考えておられるのか見解をお伺い

いたします。 

 ２、多様な資源と人的パワーを生かした元気な

まちづくりについてお伺いいたします。農業に関

する施策について。本町の基幹産業でもある農業

は、非常に重要なウエートを示しております。農

家みずから常に優良品種への転換と各種補助事業

を活用しながら取り組まれていると思いますが、

現状はどうなのか見解をお伺いいたします。 

 また、近年後継者の不在、高齢化等により営農

戸数が減少傾向にあると言われております。若者

など新たな担い手の挑戦を積極的に支援し、成長

へとつなげる施策が必要と考えますが、見解をお

伺いいたします。 

 漁業に関する施策について。近年海水温の上昇

等により漁獲量の減少が続いておりますが、漁業

生産者が安心して漁業に従事できるためにも積極

的に養殖に取り組むべきと考えますが、見解をお

伺いいたします。 

 観光に関する施策について。昨年法人化された

余市観光協会の組織基盤の強化に向け支援を行う

とありますが、どのような支援を考えているか見

解をお伺いいたします。 

 また、昨年から続いている連続テレビ小説「マ

ッサン」のおかげで来町者も増加し、全国的に知

名度もアップしましたが、今後変わりなく余市町

に来ていただくための対策が必要と考えますが、

どのように取り組んでいかれるのか見解をお伺い

いたします。 

 ドライブ観光の拠点である道の駅について伺い

ます。国土交通省は、２月26日、一般道の利用者

が立ち寄る休憩施設、道の駅のうち、地域活性化

の拠点として特にすぐれた全国モデル道の駅６カ

所と将来性の高い重点道の駅35カ所が選定されま

した。道内でも３カ所選定されております。国で

は、地方創生を後押しするため道の駅を地域の柱

として支援していく方向性が示されました。今後

の道の駅の整備、活性化に向けての考え方をお伺

いいたします。 

 人口減少に関する施策について。人口の急速な

落ち込みは、経済の停滞や生活水準の低下を招く

と言われており、都市圏への人口流出が続く地方

には既に深刻な問題があらわれている地域もあ

り、人口減少に歯どめをかけるには長い期間を要

し、早く手を打つほど効果は高まるとのことで、

国は総合戦略を打ち出しました。ことしは、各自

治体が人口動向や中長期の将来展望を示す地方人

口ビジョンを定めるとともに、人口動向や産業の

実態を踏まえながら、地方版総合戦略の策定と実

施に入ると言われております。特に自治体にとっ

ては、地方版総合戦略の作成がことしの大きな柱

となると言われており、とりわけ議論に当たって

は産官学に加え、地域の実情を詳しく知る金融機

関、労働団体、メディアや住民の代表を巻き込む
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ことが重要とも言われております。今後余市町と

して地域版総合戦略の作成にどのように取り組ん

でいかれるのか見解をお伺いいたします。 

 特別会計、介護保険特別会計についてお伺いし

ます。第６期計画に基づき、包括ケアシステムを

進めていくわけですが、政府はこのほど国家戦略

として認知症対策に総合的に取り組む新オレンジ

プランを策定しました。中でも認知症の早期診断、

対応のため、医師や看護師などが自宅を訪問する

認知症初期集中支援チームを今年度41市町村での

実施から18年度までには全ての市町村に設置する

目標を挙げておりますが、本町として今後の取り

組みをお伺いします。 

 教育行政執行方針についてお伺いします。小中

学校における道徳の教科化について。昨年10月、

中央教育審議会は、義務教育で教科外活動として

位置づけている道徳について学校全体で取り組

み、数値評価しない特別な教科として扱うことを

文科省は中央教育審議会の答申を受けて文章によ

る評価も含めて検討を進めていると報じられてお

ります。公明党は、子供の豊かな心を育てるため

の道徳教育の重要性を踏まえた上で、道徳教育が

特定の思想や価値観の押しつけにならないよう一

貫して訴えておりますが、道徳の教科化について

教育長としてどのように捉えておられるか見解を

お伺いいたします。 

 がん教育について。がんへの理解を通じて命の

大切さを学校で学ぶがん教育が全国で展開されて

おります。子供たちにがんの予防や治療など正し

い知識を学んでもらう特別授業として生きるの教

室が開かれたり、小中高の各１校をモデル校とし

て患者らによるがんの体験を聞く授業を行ってい

るところもあります。これからは、命の大切さと

生きる力を育む教育を進めていくことが大事なこ

とと思いますが、教育長の見解をお伺いします。 

 以上で公明党の代表質問を終わります。ご答弁

のほどよろしくお願いいたします。 

〇町長（嶋  保君） 公明党代表、10番、野崎

議員のご質問に答弁申し上げます。 

 最初に、地方創生に向けたまちづくりの取り組

みについてでございます。人口減少問題への対応

が国、地方を挙げての課題となっている中、政府

においてはまち・ひと・しごと創生本部を設置し、

昨年12月にはまち・ひと・しごと創生長期ビジョ

ン及びまち・ひと・しごと創生総合戦略を閣議決

定いたしました。都道府県や市町村につきまして

も努力義務として平成27年度中に地方版総合戦略

を策定するよう求められているところでございま

す。 

 こうした動きを受けての余市町としての取り組

みでございますが、本町におきましては昨年11月

に人口減少問題への検討を進めるため、余市町人

口減少対策検討会議を設置し、総合的な視点で人

口減少問題に取り組むための体制を整備いたしま

した。今後人口減少に歯どめをかけるべく全庁的

な体制の中で地方版総合戦略の策定を取り進めて

まいります。 

 次に、平成27年度予算の編成に当たりましては、

住みよく安心して暮らせるまちづくり、多様な資

源と人的パワーを生かした元気なまちづくり、町

民と行政が連携して歩むまちづくりを３本の柱と

し、厳しい財政状況ではありますが、第４次余市

町総合計画の見直しを踏まえ、現行の行政サービ

スを低下させることなく、計画的に実施してきた

事業、特に第４次余市町総合計画の計画的な推進

や人口減少問題への対策、防災対策など将来のま

ちづくりに向けての喫緊な課題に対して必要な政

策に取り組むものであり、町民の負託に応え、住

みやすさを実感していただけるような持続可能な

地域社会づくりのための予算措置をいたしたとこ

ろでございます。 

 ボランティア活動の推進につきましては、多様

な地域資源の連携を図り、平常時要援護者への把

握に努め、町及び地域包括支援センター、社協の
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持っている機能を活用し、ボランティア養成講座

の充実とさらなる育成強化を図ってまいります。 

 次に、子ども・子育て支援の推進についてです

が、児童福祉法の改正により平成27年４月から放

課後児童クラブの対象学年が小学校在学全学年に

拡大されますが、平成31年度までの経過措置があ

る中で、指導員及び実施場所の確保について関係

機関と協議を重ね、早期の受け入れに向け体制の

整備に努めてまいります。 

 次に、高齢者福祉に関する施策についてのご質

問ですが、2025年には高齢化進展の予想から認知

症の方が５人に１人とも言われており、地域包括

ケアシステムの構築に向け、施策の方向性を第６

期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画に位置

づけたところであります。認知症に対する地域の

住民がともに理解を進めることは、今後の高齢社

会を乗り切るための基本となるとの認識を深めて

いるところであります。その上で、地域が持って

いる多様な人々の組織のかなめとなる町及び地域

包括支援センターを中心に地域の連携を深めて、

地域包括ケアシステムの構築を図ってまいりたい

と考えております。 

 次に、防災に関する施策についてでございます

が、現在災害対策基本法の改正に伴い、町内の避

難所について見直し作業を進めているところであ

りますが、避難所の中には老朽化している施設も

あることから、今後随時整備が必要と考えており

ます。また、案内標識につきましても地域にお住

まいの方が容易にわかるよう看板の表示内容や設

置場所等について避難所の見直しとともに取り進

めてまいります。 

 次に、農業に関する施策について答弁申し上げ

ます。ご質問にございます優良品種への転換等補

助事業を活用した取り組みの現状ですが、今日ま

でイエスクリーン栽培やエコファーマーといった

クリーン農業の取り組みも消費者に浸透してお

り、安心、安全な生産物として市場での商品評価

も得ておりますので、今後とも各生産組織の取り

組みについて関係機関とも支援してまいります。

また、果樹における果樹奨励品種植栽事業の継続

による安定生産と優良品種への転換を推進してま

いります。 

 次に、後継者不足と経営主の高齢化による農家

戸数の減少につきましては、新規就農活動支援セ

ンターが中心となり、担い手として期待される新

規就農者を青年就農給付金の積極的な活用により

支援してまいりますので、ご理解願いたいと存じ

ます。 

 次に、漁業に関する施策についてご答弁申し上

げます。ご質問にもありますよう近年地球温暖化

が起因する海水温の上昇により漁獲高の減少と漁

獲物の変化など、漁業者にとっては大変厳しい状

況となっております。こうした中、漁業振興対策

として浅海増殖事業、アユ種苗放流事業の継続と

いそ焼け対策事業への支援を行うことにより漁業

経営の安定化に努めるとともに、ご提言のありま

した養殖への取り組みについて余市郡漁業協同組

合並びに中央水産試験場など関係機関と十分協議

し、検討してまいります。 

 余市観光協会におきましては、観光客誘致の促

進、観光産業の振興による地域経済の活性化、地

域発展を目的に昨年一般社団法人として組織化さ

れ、積極的な取り組みが行われているところでご

ざいますが、新年度においては「マッサン」効果

による観光客の急激な増加に伴い、受け入れ態勢

の整備が重要とされておりますことから、組織体

制の強化及び事業推進に対しまして支援を行って

まいります。 

 また、連続テレビ小説「マッサン」の放送によ

り、全国から大勢の方々が本町を訪れております。

引き続きニッカウヰスキー余市蒸留所を中心に多

くの観光客が訪れることが見込まれるところであ

り、今後とも効果的な宣伝誘客活動とともに、既

存の観光資源も生かした町内周遊観光を促進する
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ための２次交通の整備に向けた社会実験を行うな

ど受け入れ態勢の充実に努め、町内全域に及ぶ観

光振興策に取り組んでまいります。 

 道の駅につきましては、今やその町の顔ともな

りつつあり、単にドライブ観光の休憩拠点として

だけではなく、地域と観光客との交流の場として

の機能の多様化も求められております。本町にお

いても観光客のニーズに対応した施設機能の集約

化や各種サービス提供が可能な多機能を有する核

となる交流施設としての道の駅が求められており

ますことから、今年度より関係機関、団体とも協

議を行い、ご意見、要望などを伺いながら、本町

の顔となる魅力のある道の駅とすべく調査検討を

行ってまいります。 

 次に、地方創生に係る地方版総合戦略の策定に

ついてでございます。昨年11月のまち・ひと・し

ごと創生法の成立により、地方自治体においても

平成27年度中の地方版総合戦略の策定が求められ

ております。本町においては、人口減少に歯どめ

をかけるための対策を検討するため、昨年11月に

余市町人口減少対策検討会議を設置し、実務担当

者を含めた全庁的な体制で総合戦略の策定作業を

取り進めてまいります。さらに、戦略策定に当た

っては、広く町民の皆様や専門的な知見を有する

方々からのご意見、ご提言を頂戴すべく各種産業

団体や住民団体、研究機関はもとより金融機関や

ハローワークなどとも協議を行い、地域の経済や

雇用の実情について分析を行いながら、余市町の

特性を生かした実効性のある戦略を策定してまい

ります。 

 次に、認知症初期集中支援チームの取り組みに

対するご質問ですが、本町におきましては認知症

になっても本人の意思が尊重され、できる限り住

みなれた地域のよい環境で暮らし続けることがで

きる社会の実現を目指し、医師会等の関係機関と

の連携を強化し、認知症の予防、早期発見等、認

知症の高齢者と家族を取り巻く支援体制を構築し

ていきます。 

 以上、公明党の代表質問に対する答弁といたし

ます。 

 なお、教育関係の質問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） 公明党代表、10番、野

崎議員の教育問題についてのご質問に答弁申し上

げます。 

 １点目の道徳教育に関するご質問についてでご

ざいますが、道徳教育は児童生徒が生命を大切に

する心や他人を思いやる心、善悪の判断などの規

範意識等を身につける時間として学校の教育活動

全体を通じて行っており、児童生徒の発達の段階

を考慮して適切な指導を行わなければならないも

のと考えています。昨年10月の中央教育審議会の

道徳に係る教育課程の改善についての答申では、

道徳の時間を（仮称）特別の教科、道徳として位

置づけることとされております。さらに、評価に

当たっての基本的な考え方としては、道徳性は極

めて多様な児童生徒の人格全体にかかわるもので

あり、個人としての成長過程を重視すべきであり、

数値などによる評価は導入すべきではないとされ

ております。 

 児童生徒の道徳性は、一人一人さまざまに変容

し、成長していくものであり、長期的な視点に立

って継続的に成長を把握することも重要と考えて

おり、公平性、客観性を含めた評価の方法が数値

評価ではなく記述式であったとしてもどのような

評価の方法となるものか注目すべきものと考えて

おります。現時点において平成30年度以降に予定

されている道徳の教科化とそれに伴う評価の方法

については、これまで長い間正式な教科とならな

かった経緯や教科化によって特定の価値観が押し

つけられるのではないかとの懸念がされているこ

となどを踏まえて、全ての国民が納得して受け入

れることができるよう国において十分な説明をす

べきであると考えております。 
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 次に、２点目のがん教育に関するご質問につい

てでございますが、学校におけるがん教育につき

ましては、現在本町における小中学校におきまし

ては保健体育の教科で生活習慣病予防といった項

目の中でがんの影響について学習しているところ

でございます。本町においては、成人の各種がん

検診の受診率が低いとのデータもあり、子供のこ

ろからがんを正しく理解することによって大人に

成長してから検診の受診率向上も期待されます

し、家庭の会話の中で保護者の受診率向上につな

がることも考えられます。がんを発症する原因な

どの説明は、専門知識がなければ難しいこともあ

りますが、現在文部科学省においてがん教育の推

進に向け検討が進められておりますので、その方

向性をよく見きわめるとともに、引き続き現状の

保健教育の中で命の大切さを含めてがん教育の充

実に取り組んでまいりたいと考えておりますの

で、ご理解を賜りたいと存じます。 

〇議長（中井寿夫君） 公明党代表、野崎議員の

発言が終わりました。 

 以上をもちまして平成27年度の余市町各会計予

算と町政執行方針並びに教育行政執行方針に対し

ます代表質問を終結いたします。 

〇議長（中井寿夫君） ただいま審議中の議案第

１号ないし議案第６号までの議案６件について

は、さきに議会運営委員会委員長から報告のとお

り、議長を除く議員17名をもって構成する平成

27年度余市町各会計予算特別委員会を設置し、付

託の上、審議、調査することにいたしたいと思い

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、一括議題となっております議案６件に

つきましては、議長を除く議員17名をもって構成

する平成27年度余市町各会計予算特別委員会を設

置し、付託の上、審査、調査することに決しまし

た。 

 なお、本日の会議終了次第、301、302号会議室

において本特別委員会を開催いたしますので、ご

参集願います。 

〇議長（中井寿夫君） お諮りいたします。 

 会議規則第９条第１項及び第２項の規定に基づ

き、12日から22日までの11日間は休会といたした

いと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、12日から22日までの11日間休会とする

ことに決しました。 

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、23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３９分 
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