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平成２８年余市町議会第３回定例会会議録（第１号）

開 会  午前１０時００分 

延 会  午後 ２時３３分 

〇招 集 年 月 日             

  平成２８年９月１３日（火曜日）      

〇招 集 の 場 所             

  余市町議事堂               

〇開 会             

  平成２８年９月１３日（火曜日）午前１０時 

〇出 席 議 員  （１８名）       

  余市町議会議長  ６番 中 井 寿 夫 

  余市町議会副議長 １１番 白 川 栄美子 

  余市町議会議員  １番 野 呂 栄 二 

      〃      ２番 吉 田   豊 

      〃      ３番  井   潤 

      〃      ４番 岸 本 好 且 

      〃      ５番 土 屋 美奈子 

      〃      ７番 近 藤 徹 哉 

      〃      ８番 吉 田 浩 一 

      〃       ９番 佐 藤 一 夫 

      〃     １０番 野 崎 奎 一 

      〃     １２番 庄   巖 龍 

      〃     １３番 安 久 莊一郎 

      〃     １４番 大 物   翔 

      〃     １５番 中 谷 栄 利 

      〃     １６番 藤 野 博 三 

      〃     １７番 茅 根 英 昭 

      〃     １８番 溝 口 賢 誇 

〇欠 席 議 員  （０名）        

 〇出 席 者             

  余 市 町 長  嶋     保 

    副    町    長  鍋 谷 慎 二 

    総  務  部  長  前 坂 伸 也 

  総 務 課 長  須 貝 達 哉 

  企 画 政 策 課 長  滝 上 晃 一 

  地 域 協 働 推 進 課 長  笹 山 浩 一 

  財 政 課 長  山 本 金 五 

  税  務  課  長  堀 内   学 

  民 生 部 長  佐々木   隆 

  町 民 福 祉 課 長  上 村 友 成 

  高 齢 者 福 祉 課 長  濱 川 龍 一 

  保 健 課 長  須 藤 明 彦 

  環 境 対 策 課 長  秋 元 直 人 

  経 済 部 長  小 林 英 二 

  農 林 水 産 課 長  細 山 俊 樹 

  商 工 観 光 課 長  干 場 隆 利 

  建 設 水 道 部 長  久 保   宏 

  建 設 課 長  高 橋 良 治 

  まちづくり計画課長  亀 尾 次 雄 

  下 水 道 課 長  近 藤   勉 

  水 道 課 長  渡 辺 郁 尚 

会計管理者（併）会計課長  飯 野 徹 郎 

  農業委員会事務局長  中 村 利 美 

  教    育    長  中 村 寿 仁 

  学 校 教 育 課 長  小 俣 芳 則 

  社 会 教 育 課 長  松 井 正 光 
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  選挙管理委員会事務局長  小 林 広 勝 

  監 査 委 員 事 務 局 長  澤 辺 成 徳 

〇事務局職員出席者            

  事  務  局  長  杉 本 雅 純 

  議 事 係 長  枝 村   潤 

  書         記  細 川 雄 哉 

〇議 事 日 程            

  第 １ 会議録署名議員の指名       

  第 ２ 会期の決定            

      議長の諸般報告          

  第 ３ 議案第 １号 平成２８年度余市町 

      一般会計補正予算（第４号）    

  第 ４ 議案第 ２号 平成２８年度余市町 

      介護保険特別会計補正予算（第２号） 

  第 ５ 議案第 ３号 平成２８年度余市町 

      公共下水道特別会計補正予算（第１ 

      号）               

  第 ６ 議案第 ４号 余市町公共下水道事 

      業基金条例案           

  第 ７ 一般質問             

開 会 午前１０時００分 

〇議長（中井寿夫君） ただいまから平成28年余

市町議会第３回定例会を開会いたします。 

 ただいまの出席議員は18名です。 

 よって、定足数に達しましたので、会議は成立

いたしました。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 今期定例会に提出されました案件は、議案８件、

認定１件、他に一般質問と議長の諸般報告です。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第１、会議録署名議

員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第119条の規定によ

り、議席番号13番、安久議員、議席番号14番、大

物議員、議席番号15番、中谷議員、以上のとおり

指名いたします。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第２、会期の決定を

議題といたします。 

 この際、議会運営委員会の委員長からの報告を

求めます。 

〇18番（溝口賢誇君） 平成28年余市町議会第３

回定例会開催に当たり、昨日午前10時より委員会

室におきまして議会運営委員会が開催されました

ので、その審議経過並びに結果につきまして私か

らご報告申し上げます。 

 委員７名の出席のもと、さらに説明員として鍋

谷副町長、前坂総務部長、須貝総務課長の出席が

ありましたことをご報告申し上げます。 

 今期定例会に提出されました案件は、議案８件、

認定１件、一般質問は11名によります15件、他に

議長の諸般報告でございます。 

 会期につきましては、本日より９月16日までの

４日間と決定しましたことをご報告申し上げま

す。 

 なお、日程の割り振りにつきましては、議員各

位のお手元に日程表が配付されておりますので、

省略させていただきます。 

 さらに、内容につきましてご報告申し上げます。 

 日程第３、議案第１号 平成28年度余市町一般

会計補正予算（第４号）につきましては、即決に

てご審議いただくことに決しました。 

 日程第４、議案第２号 平成28年度余市町介護

保険特別会計補正予算（第２号）につきましては、

即決にてご審議いただくことに決しました。 

 日程第５、議案第３号 平成28年度余市町公共

下水道特別会計補正予算（第１号）につきまして

は、即決にてご審議いただくことに決しました。 

 日程第６、議案第４号 余市町公共下水道事業

基金条例案につきましては、即決にてご審議いた

だくことに決しました。 
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 日程第７、一般質問は、11名による15件です。 

 日程第８、議案第５号 余市町税条例の一部を

改正する条例案につきましては、即決にてご審議

いただくことに決しました。 

 日程第９、議案第６号 余市町国民健康保険税

条例の一部を改正する条例案につきましては、即

決にてご審議いただくことに決しました。 

 日程第10、議案第７号 余市町指定地域密着型

サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例案、日程第

11、議案第８号 余市町指定地域密着型介護予防

サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定

地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のた

めの効果的な支援の方法に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例案、以上議案２件につき

ましては、それぞれ関連がございますので、一括

上程の上、所管の民生環境常任委員会に閉会中と

いえども審査、調査のできることをつけ加え、付

託することに決しました。 

 日程第12、認定第１号 平成27年度余市町水道

事業会計決算認定についてにつきましては、議長

と議会選出の監査委員を除く議員16名で構成する

平成27年度余市町水道事業会計決算特別委員会を

設置し、閉会中といえども審査、調査のできるこ

とをつけ加え、付託するとともに、当該特別委員

会に対しましては審査、調査の円滑化を図るため、

地方自治法第98条の規定による書類の検閲及び検

査の権限を付与することに決しました。 

 なお、追加案件もあると伺っておりますので、

それらの案件が提出されました時点で議会運営委

員会を開催し、その結果をご報告申し上げます。 

 以上を申し上げまして、議会運営委員会の報告

といたします。 

〇議長（中井寿夫君） ただいま委員長から報告

のとおり、今期定例会の会期は本日から16日まで

の４日間といたしたいと思います。これにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、今期定例会の会期は本日から16日まで

の４日間と決定いたしました。 

 なお、会期中の会議予定につきましては、お手

元にご通知いたしました案のとおりでありますの

で、ご了承願います。 

 なお、今期定例会は、地方自治法第121条第１項

の規定により説明員として通知のありました者は

お手元に配付のとおりでありますので、ご了承願

います。 

 次に、傍聴人の定員について申し上げます。 

 傍聴規則第３条の規定により、傍聴人は報道関

係者と他に一般傍聴者38名となっておりますこと

をご報告申し上げます。 

〇議長（中井寿夫君） 次に、諸般の報告をいた

します。 

 初めに、地方自治法第235条の２第３項の規定に

よります例月出納検査の結果報告が監査委員から

ありましたので、その写しを配付しておりますの

で、ご了承願います。 

 次に、地方自治法第199条第９項の規定によりま

す定例監査の結果報告が監査委員からありました

ので、その写しを配付しておりますので、ご了承

願います。 

 次に、去る７月21日、国道229号余市・岩内・島

牧間整備促進期成会の総会が開催され、総会終了

後要請行動が実施され、お手元に配付の内容のと

おり要請いたしてまいりましたので、ご報告申し

上げます。 

 次に、議員の派遣についてご報告申し上げます。

去る８月24日に仁木町で開催されました後志町村

議会議員研修会に、各議員のお手元に配付のとお

り、会議規則第121条の規定に基づき議員の派遣決

定をしましたので、ご報告申し上げます。 

 次に、地方公共団体の財政の健全化に関する法
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律第３条第１項及び第22条第１項の規定によりま

す平成27年度決算に基づく財政の健全化判断比率

及び資金不足比率についての報告が町長からあり

ましたので、その写しを配付しておりますので、

ご了承願います。 

 次に、委員の派遣についてご報告申し上げます。

会議規則第73条の規定に基づき民生環境常任委員

会より10月17日から20日までの４日間、静岡県森

町、同じく伊豆市、山梨県北杜市に所管事務調査

にかかわる行政視察のため委員の派遣要求があ

り、これを承認いたしましたので、ご報告いたし

ます。 

 以上で諸般報告を終わります。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第３、議案第１号 平

成28年度余市町一般会計補正予算（第４号）を議

題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇町長（嶋  保君） ただいま上程されました

議案第１号 平成28年度余市町一般会計補正予算

（第４号）について、その概要をご説明申し上げ

ます。 

 今回ご提案いたします補正予算につきまして

は、余市協会病院バス路線運行維持対策に係る補

助金、定期予防接種の対象疾病追加に伴う予防接

種委託料の増額、寄附に伴う各種基金への積立金

等の補正計上を行ったものであります。 

 次に、ただいま申し上げました以外の各款にお

ける主な補正内容について歳出からご説明申し上

げます。民生費におきましては、黒川17区生活館

舗装補修工事と介護保険特別会計繰出金の補正計

上を行ったものであります。 

 衛生費におきましては、北後志衛生施設組合に

おける脱臭設備循環ポンプ取りかえに係る負担金

の増額と後期高齢者医療保険被保険者の歯科健康

診査事業に係る委託料の補正計上を行ったもので

あります。 

 農林水産業費におきましては、北海道が実施す

る水産物供給基盤機能保全事業に係る負担金の補

正計上を行ったものであります。 

 土木費におきましては、流雪溝油圧ケーブル故

障に伴う修繕費の補正計上を行ったものでありま

す。 

 教育費におきましては、中学校体育連盟全道大

会参加に伴う負担金及び現在使用しております圧

雪車が故障により修理不能となったことに伴う借

り上げ料の補正計上とあわせて、圧雪車に係る修

繕費の減額補正計上を行ったものであります。 

 公債費におきましては、保留地管理法人への貸

し付けの一部が返済されたことに伴う繰上償還金

の補正計上を行ったものであります。 

 次に、歳入についてご説明いたします。歳入に

つきましては、国、道支出金等の特定財源に求め

るとともに、必要となる一般財源については繰越

金に財源を求め、歳出との均衡を図ったものであ

ります。 

 この結果、今回の補正予算額1,970万8,000円を

既定予算に追加した予算総額は82億3,100万

1,000円と相なった次第であります。 

 以上、今回ご提案いたしました補正予算（第４

号）について、その概要をご説明申し上げました

が、詳細につきましては担当課長よりご説明申し

上げますので、よろしくご審議、ご決定賜ります

ようお願い申し上げます。 

〇財政課長（山本金五君） 議案第１号 平成28年

度余市町一般会計補正予算（第４号）。 

 平成28年度余市町の一般会計の補正予算（第４

号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞ

れ1,970万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ82億3,100万1,000円とする。 

 ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該

区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金
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額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 平成28年９月13日提出、余市町長、嶋  保。 

 歳出からご説明申し上げます。３ページをお開

き願います。３ページ下段でございます。３、歳

出、２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理

費、補正額10万円、18節備品購入費10万円につき

ましては、寄附による庁舎備品購入費の計上でご

ざいます。 

 次のページをお開き願います。４目財産管理費、

補正額146万2,000円、25節積立金146万2,000円に

つきましては、社会福祉施設等建設基金積立金

45万円、余市町の未来を担う人づくり基金積立金

76万2,000円、図書整備基金積立金25万円の計上で

ございます。 

 ５目企画費、補正額500万円、19節負担金補助及

び交付金500万円につきましては、余市協会病院バ

ス路線運行維持対策事業補助金の計上でございま

す。 

 ３款民生費、１項社会福祉費、７目生活館運営

費、補正額40万円、15節工事請負金40万円につき

ましては、黒川17区生活館前の舗装補修工事の計

上でございます。 

 10目介護保険費、補正額15万6,000円、28節繰出

金15万6,000円につきましては、介護保険特別会計

繰出金の計上でございます。 

 ４款衛生費、１項保健衛生費、３目予防費、補

正額107万8,000円、13節委託料107万8,000円につ

きましては、Ｂ型肝炎ワクチンが定期予防接種の

対象となり、予防接種委託料の不足見込み額の追

加計上でございます。 

 ４目環境衛生費、補正額143万7,000円、19節負

担金補助及び交付金143万7,000円につきまして

は、北後志衛生施設組合の機械設備改修に伴う本

町負担分の追加計上でございます。 

 ７目保健健康推進費、補正額78万円、13節委託

料78万円につきましては、北海道後期高齢者医療

広域連合から受託して実施する後期高齢者医療保

険の被保険者の歯科健康診査委託料の計上でござ

います。 

 ４款衛生費、２項清掃費、１目じん芥処理費、

補正額73万6,000円、11節需用費73万6,000円につ

きましては、本町が貸与してございますじんかい

収集車の修繕費の計上でございます。 

 ６款農林水産業費、１項農業費、６目農業土地

基盤整備費、補正額12万1,000円、19節負担金補助

及び交付金12万1,000円につきましては、余市川土

地改良区頭首工改修整備事業に係る調査費の補助

金の計上でございます。 

 ６款農林水産業費、３項水産業費、２目水産業

振興費、補正額200万円、19節負担金補助及び交付

金200万円につきましては、北海道が事業主体とな

って実施する余市漁港施設のうち、白岩町、潮見

町の漁港の機能保全事業に対する本町負担分の計

上でございます。 

 ８款土木費、２項道路橋りょう費、２目冬期除

雪対策費、補正額424万5,000円、11節需用費424万

5,000円につきましては、流雪溝の機械設備に係る

修繕費の計上でございます。 

 10款教育費、３項中学校費、２目教育振興費、

補正額61万1,000円、19節負担金補助及び交付金

61万1,000円につきましては、中学校体育連盟全道

大会参加に係る旅費参加負担金等に対する負担金

の追加計上でございます。 

 次のページをお開き願います。10款教育費、５

項保健体育費、２目ジャンプ台管理運営費、補正

額８万5,000円、11節需用費110万3,000円の減、

14節使用料及び賃借料118万8,000円につきまして

は、当初予算で圧雪車の修繕を予定してございま

したが、損傷が著しいことから本年度は借り上げ

により対応いたしたく、予算を組みかえて計上い

たすものでございます。 

 11款公債費、１項公債費、１目元金、補正額149万

7,000円、23節償還金利子及び割引料149万7,000円

につきましては、保留地の一部売却に伴う長期債
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繰上償還に要する公債費の計上でございます。 

 次に、歳入につきましてご説明申し上げます。

２ページをお開き願います。２ページ中段でござ

います。２、歳入、14款国庫支出金、３項委託金、

３目土木費委託金、補正額314万5,000円、１節道

路橋りょう費委託金314万5,000円につきまして

は、歳出でご説明申し上げました流雪溝機械設備

修繕に係る国庫支出金の計上でございます。 

 15款道支出金、３項委託金、３目土木費委託金、

補正額110万円、３節道路橋りょう費委託金110万

円につきましては、流雪溝機械設備修繕に係る道

支出金の計上でございます。 

 17款寄附金、１項寄附金、２目総務費寄附金、

補正額86万2,000円、１節総務費寄附金86万

2,000円につきましては、余市町の未来を担う人づ

くり寄附金といたしまして、町外在住、福島演雄

様からの３万円、西山政市様からの10万円、バッ

ク・トゥ・ザ・ヨイチャー実行委員会様からの２

万円、その他匿名希望の方々53名からの61万

2,000円、合計76万2,000円と庁舎備品購入寄附金

といたしまして国際ソロプチミスト余市様からの

10万円でございます。 

 ３目民生費寄附金、補正額45万円、１節民生費

寄附金45万円につきましては、社会福祉寄附金と

いたしまして佐野道朗様からの30万円、斉藤秀敏

様からの10万円、匿名希望の方１名からの５万円

でございます。 

 ４目教育費寄附金、補正額25万円、１節教育費

寄附金25万円につきましては、玉谷正夫様からの

５万円、川向基紀様からの20万円でございます。 

 ５目衛生費寄附金、補正額1,000円、１節衛生費

寄附金1,000円につきましては、環境対策事業寄附

金としまして匿名希望の方１名からの573円でご

ざいます。いずれもご寄附をいただいた方々のご

意向に沿った予算措置をさせていただいたもので

ございます。 

 19款繰越金、１項繰越金、１目繰越金、補正額

1,162万3,000円、１節繰越金1,162万3,000円につ

きましては、必要となる一般財源の追加計上でご

ざいます。 

 20款諸収入、３項貸付金元利収入、４目保留地

管理法人貸付金元金収入、補正額149万7,000円、

１節保留地管理法人貸付金元金収入149万7,000円

につきましては、保留地販売に伴う保留地管理法

人からの貸付金元金収入の計上でございます。 

 20款諸収入、５項雑入、１目雑入、補正額78万

円、１節雑入78万円につきましては、歳出でご説

明申し上げました後期高齢者の歯科健康診査に係

る広域連合からの健診委託金の計上でございま

す。 

 以上、議案第１号の提案理由につきましてご説

明申し上げましたので、よろしくご審議の上、ご

決定賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（中井寿夫君） 提案理由の説明が終わり

ました。 

 これより質疑を行います。 

〇８番（吉田浩一君） ２点質問いたします。 

 まず、中央バスのほう、27年度の収入と経費、

あとその差、これをお願いします。 

 ２点目です。圧雪車の借り上げということなの

ですけれども、今まで使っていた圧雪車は、それ

では廃車にするということなのでしょうか。それ

で、この圧雪車を借り上げるということは、今回

はこの金額で借り上げるということなのでしょう

けれども、リースみたいに借り上げるだとか、そ

ういう方式なのか、それとも次年度以降もう一回

契約し直すのか、もしくは壊れたやつを本格的に

修理してもう一回使うのか、その辺はどういうふ

うになっているのでしょうか。 

〇企画政策課長（滝上晃一君） ８番、吉田議員

からの協会病院線の関係のご質問にご答弁申し上

げます。 

 平成27年度の決算状況でございますが、収入が

941万3,000円、支出が1,767万5,000円、差し引き
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826万2,000円の赤字となっている状況でございま

す。 

〇社会教育課長（松井正光君） ８番、吉田議員

からの圧雪車に関しまして２点ほど質問にご答弁

申し上げます。 

 １点目、廃車にするのかということでございま

すが、もうほとんど動かない状況ですので、廃車

にしたいと考えてございます。 

 今年度についてのリースにつきましては、今シ

ーズンだけ中古をリースして対応したいと考えて

います。これから新規購入するには期間がなさ過

ぎるというのがございますので、リースを考えて

ございます。リースを考えているのは今回補正計

上となってございます。次年度以降につきまして

は、新規購入をしたいと考えておりますので、今

ある圧雪車については廃車として購入するか、ま

たは新規購入の際に引き取っていただくかという

ことを検討しているところでございますので、ご

理解のほどお願い申し上げます。 

〇８番（吉田浩一君） 圧雪車のほうはわかりま

した。 

 中央バスの補助金のほうなのですけれども、今

の数値を聞いたら、この質問毎年しているもので

すから、26年が最終的には970万円の赤字だったの

が826万円と減っているということです。今回の数

値というのは、25年度の数値とかなり近くなって

きたのでないのかなと。だから、何年もずっと赤

字がふえていたところがちょっと戻ってきたのか

なというふうに思っています。 

 そういう中で、収入がちょっとふえたというの

はどういうふうに分析しているのでしょうか、町

として。26年が884万円しかなかったのが大体

100万円ふえたということです。26年と27年の比較

では収入が単純に100万円ぐらいふえているはず

なのですけれども、これはどうしてなのかと、ど

ういうふうに分析しているのか。ちょっと赤字の

幅が縮まって、いい傾向なのですけれども、依然

500万円を補助したとしても27年も300万円の中央

バスとしては持ち出しがあったということで、町

としてもいろいろな要望もして、増を図りたいと

かというふうに毎回答弁しているのだけれども、

抜本的に何か新たにこういうふうにしたらいいの

でないかとかというふうに考えていることという

のは果たしてあるのかどうか、これも再度お尋ね

いたします。 

〇企画政策課長（滝上晃一君） ８番、吉田議員

からの再度のご質問にご答弁申し上げます。 

 議員ご質問の１点目、平成27年度と26年度の収

益の増加に関するご質問です。ご質問にありまし

たが、平成26年度は884万円の収益、27年度は941万

3,000円の収益ということで、差し引き57万

3,000円程度の増ということでございますが、これ

につきましては事業者からのお話を聞きましたと

ころ回数券等の廃止を行っていると。そういった

中で57万円ほど収益が上がったというお話を伺っ

ているところでございます。 

 ２点目の本路線の赤字解消にかかわる抜本的な

対策についての考え方ということでございます

が、協会病院線のバス運行維持につきましては、

事業者ともいろいろこれまで協議をしておりま

す。低床車の導入による利便性の向上であります

とか、区会の集まりに事業者が出向きまして利用

促進に向けた取り組み、そういったものもしてお

ります。なかなか効果があらわれていないところ

でございますけれども、この収支の改善につきま

しては町としても継続して協議を行っておりま

す。利用促進に向けて、どういった解決策がある

か、利用状況等の内容分析を踏まえながら場合に

よりましては、大幅な見直しはできませんが、運

行時間帯の見直しでありますとか、公共交通の利

用促進に向けてＣＯ２の削減を含めた町としての

公共交通の利用促進のＰＲ等も含めて検討しなが

ら、今後とも協議を進め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。 
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〇８番（吉田浩一君） 今課長の答弁の中で回数

券の使用を中止したというふうな答弁をしたと思

うのだけれども、ということは回数券の使用中止

によって売り上げは伸びたということなのだけれ

ども、乗車人数というのはどうなのですか。27年

何人乗って、行きも帰りもあるのでしょうけれど

も、何人ぐらい乗って、そして逆に26年と比較し

てふえているのか、減っているのか。回数券の使

用を中止して、それでも前年維持しているという

のだったら問題ないけれども、逆に回数券の使用

を中止したことによって人数も減ってしまったよ

というのであればこれからも先細りということが

はっきりしてしまうので、その辺で町としては何

らかの中央バスに対して意見具申だとかそういう

のをしなかったのかどうか、その辺はどうなので

しょうか。 

〇企画政策課長（滝上晃一君） 吉田議員からの

再度のご質問にご答弁申し上げます。 

 まず、１点目の乗車人数の関係でございます。

乗車人数につきましては、平成26年度が４万

6,764名、27年度が４万3,601名ということで、

3,000名程度の乗車人数が減少してございます。ま

た、そういった中でも27年度におきましては、昨

年12月に当該路線の平日の便数、往復便数を11便

から８便に減便されております。そういった点で

の乗車人数の減少もあったのではないかというふ

うに捉えているところでございます。 

 また、その回数券につきましては、回数券の中

には一定の割引率がございます。そういった部分

が廃止されることによって、乗車人数は減少して

ございますが、最終的なトータルとしては57万円

程度の収益の増加につながったものというふうに

考えておりますので、ご理解いただきたいと存じ

ます。 

〇５番（土屋美奈子君） ４ページの予防接種に

ついてお聞きします。 

 国の法改正でＢ型肝炎の予防接種が定期接種化

されるということなのですけれども、この対象は

どこでしょうか。何歳の子かな。そして、この予

防接種を打ったことによって効果はどのくらいあ

るのでしょう。抗体は何年ぐらい続くということ

なのでしょうか。お願いします。 

〇保健課長（須藤明彦君） ５番、土屋議員のワ

クチンに関する質問に答弁したいと思います。 

 まず、今回のワクチンの対象なのですけれども、

生後１歳までの間に３回打つというワクチンの指

導になってございます。 

 それから、効果なのですけれども、ワクチンに

よって抗体ができ、免疫の期間は個人差やワクチ

ンの種類にもよります。一般的には３回打つこと

によりまして10年から15年という形に言われてお

ります。 

〇５番（土屋美奈子君） 対象は生後１歳までに

３回ということで、本町でＢ型肝炎にかかってい

るという子はどのくらいいるのでしょうか。私は、

それほど聞かないというか、このワクチンの必要

性というものをどうなのかなと思うのだけれど

も、生後すぐに打って、そして10歳から15歳くら

いまでＢ型肝炎にかからないのですよね、ワクチ

ンが効くと、個人差があって。その後再度は個人

負担ということでしょうか。 

 そして、Ｂ型肝炎というのは、多分予防接種を

国がして、それで注射器の使い回しなんかによっ

てなった人がたくさんいるのだけれども、その親

から子供が生まれたときに肝炎になっているとい

う可能性はあると思うのです。ただ、それ以外で

今の医療機関で医療を受けたことによる感染とい

うのは、すごく考えづらいのかなというふうに思

うのです。定期接種化はいいのだけれども、本町

でどの程度肝炎にかかるということがあるのか。

それほど必要性がなくてもやっぱり打つというこ

とは本町は進めていくのでしょうか。ここのとこ

ろをお聞かせいただきたいと思います。 

〇保健課長（須藤明彦君） ５番、土屋議員の再
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度のご質問にご答弁します。 

 まず、本町のＢ型肝炎の人数はということなの

ですけれども、現在幼少時期における正確な人数

は把握してございません。 

 今回のＢ型肝炎の打つ経過なのですけれども、

Ｂ型肝炎ウイルスは血液ないし唾液、汗から感染

するというふうに言われてございます。最近では

小児の集団感染も報告されております。それで、

１歳までの間に接種することで、今議員言われま

した10歳から15歳ぐらいまでの間が免疫が持続す

れば小学校、中学校の集団生活の時期もある一定

の間はクリアできるのではないかなというふうに

なります。そして、ご質問の10歳から15歳以降に

つきましては、現時点では抗体検査を行って、も

しその抗体価が含まれていなければ任意の接種と

いう形の解釈になろうかと思います。 

 それから、親からの可能性等々の質問ですけれ

ども、通常親がＢ型肝炎持っている場合には垂直

感染といいまして、そういう場合は医療行為とし

てワクチンの接種を行います。それで、その子供

に対して抵抗をつけるという形になっておりま

す。今回の必要性なのですけれども、具体的な人

数は今把握してございませんけれども、先ほど言

いました今後幼少時期における人数とか、そうい

う蔓延を防ぐために国のほうも今回のワクチン接

種を定期化したというふうに解釈してございます

ので、ご理解を賜りたいと思います。 

〇５番（土屋美奈子君） 蔓延をしたという例が

あるということでしたけれども、これまで定期接

種化されていなくてもそれほどそんな例は私は余

り聞いたことがないから。 

 何にしても体に打つものだとか薬だとか食べる

ものだとか取り込むものに関しては、とても気を

使っていただきたいなと思うのです。予防接種と

いうのは、リスクがゼロではないということは前

も質問させていただきましたけれども、この４月

に日本脳炎が定期接種化になって、そして10月か

らＢ型肝炎の定期接種化になって、どんどん、ど

んどんふえていくのだけれども、お父さん、お母

さんにしっかりと、随分多くなってきて、何でも

ワクチンで予防せよという考えは私は余り好きで

はないのですけれども、その情報をしっかりと伝

える。そして、Ｂ型肝炎に関しては、大きな副反

応というのはこれまでは聞いたことがないのだけ

れども、世界的に見てもないと思うのだけれども、

とりあえず親から感染する場合、だからお父さん、

お母さんの検査も必要なのかなというふうには私

は思うのです。だから、そういったところでもし

っかりとしていただきたいと思うし、情報提供の

部分で再度お願いをいたします。 

〇保健課長（須藤明彦君） ５番、土屋議員の再

度のご質問に答弁します。 

 ワクチンに関する全般の情報提供ということ

で、本町におきましては12種類16項目にわたって、

多岐にわたり国の指導のもとに予防接種を実施し

ております。それぞれの実施におきましては、住

民に対する広報におけるチラシ等で進めておりま

したり、またその時期になりましたら個別に接種

がわかる方に関しては個別のいろいろな案内もし

てございます。ワクチンに関しましては、それを

打つことによって人間本来が持っている免疫に対

するもの以外に免疫をつけるという、さまざまな

考え方もございますけれども、当町としましては

国とかの方針に基づき周知等を徹底して情報提供

に努めてまいりたいと思いますので、ご理解を賜

りたいと思います。 

〇４番（岸本好且君） １点だけお聞きします。 

 ５ページの農林水産業費の農業土地基盤整備の

関係で、余市川土地改良区の頭首工の改修整備事

業、今回調査費ということで12万1,000円というこ

とで計上されていますけれども、これは老朽化と

いいますか、40年、長いものは45年ということで、

一刻も早い改修というのが関係者から求められ

て、説明会もあったように聞いていますけれども、
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今回今年度は調査費で、本格工事というのはいつ

から、これ５カ所ぐらいあるのでしょうか、完全

に全部の頭首工が改修が終わるというめど、それ

は何年ごろになるのでしょうか。それを１点だけ

お聞きします。 

〇農林水産課長（細山俊樹君） ４番、岸本議員

からの余市川土地改良区頭首工改修整備事業につ

いてのご質問にご答弁申し上げます。 

 この頭首工におきましては、大変老朽化してい

るという状況の中で、今般調査を実施して施設の

改修工事を行うという予定になってございます。

現在余市川土地改良区の所有する５カ所の頭首工

のうち、私ども余市町に関係する仁木頭首工につ

きましては28年度、今年度調査を実施し、工事予

定は現在は31年の改良工事の予定となっていると

ころでございます。ただ、これにつきましては他

の頭首工の事業との関連もございますので、事業

予定についてはこの調査結果をもって今後若干の

変更があるというふうにお伺いをしているという

ことでございます。頭首工の工事につきましては、

今回の調査で３カ所の頭首工の工事を、長沢と大

江と仁木の頭首工について調査を実施し、２期工

事といたしまして残りの銀山と尾根内ということ

でお伺いをしているところでございます。これに

つきましては、いずれにしましても今回の調査結

果を持ちながら今後の工事予定が決まっていくと

いうふうに聞いてございますので、ご理解を賜り

たいと存じます。 

〇４番（岸本好且君） １期工事が28年から31年

までということで３カ所、そして余市関係が仁木

頭首工ということなのですけれども、あくまでも

これはことしの調査結果で、これは３カ所もし調

査の結果予定どおり28年度から改修工事がスター

トするということで、３カ所同時にスタートして、

３カ所５年かけて31年で完成になるのか。聞くと

ころによると、かなりの大工事と聞いています。

余市の関係ですが、仁木の場所がなるのかどうか

あれですけれども、川を一旦とめて工事をしなけ

ればならないところもあるということで、そのこ

とについて農家の人方に影響はもちろんないよう

にそういう工程でやると思うのですけれども、１

期の工事、２期の工事ということで、相当長いス

パンでやるということで、関係者にすると一刻も

早く、今の風水害の関係もありますので、早目の

工期、完成ということなのですけれども、余市に

関することで仁木の関係については調査終了後は

っきりするということですが、要は順番です。そ

の辺はあくまでも調査のほうの結果次第というこ

とであればそれで結構ですので、お願いします。 

〇農林水産課長（細山俊樹君） 岸本議員からの

再度のご質問にご答弁を申し上げたいというふう

に思います。 

 先ほどお話しさせていただきましたように、私

どもに関係する余市川の土地改良区につきまして

は、現段階で31年度の改良工事予定ということで

お伺いし、それに向けて今後調査、さらには実施

設計等が行われるというふうに聞いているところ

でございます。総体的に５カ所の頭首工があり、

かなり大規模なというか、高額な工事になるとい

うことも聞いてございまして、そういった意味で

はほかの頭首工の状況も含めて調査結果を待って

の形になっていくのかなというふうに思ってござ

いますので、ご理解を賜りたいと存じます。 

〇７番（近藤徹哉君） ５ページなのですけれど

も、考えを聞きたいのですけれども、港湾の水産

物供給基盤機能保全事業で200万円、これトータル

でどのぐらいになっているのか。そして、余市は

200万円なので、いいのですけれども、その中でこ

れを今議会で決定したらもちろん漁組のほうに言

うと思うのですけれども、こういうことで工事何

年に着工するというのですけれども、そういう段

階に入ると思うのです。そのときに漁業者のうち

のそれに携わっている人たちに町から言うのか、

漁組の人から言うのか、その辺の伝達事項と、そ
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して浅海漁業について一生懸命頑張ってほしいと

いう叱咤激励も兼ねた中でこの補助事業の使い

方、そういうような考え方をぜひしてほしいと思

うのですけれども、その中でトータルでどのくら

いの道とか国の予算になっているのか。その中で、

くどいようですけれども、余市町が200万円ですけ

れども、どういうことになるのか。その辺のトー

タルの数字だけ教えていただきたいと思います。 

〇農林水産課長（細山俊樹君） ７番、近藤議員

からの水産物供給基盤機能保全事業についてご説

明を申し上げたいというふうに思います。 

 本事業につきましては、本町の漁港のうち出足

平と島泊の２漁港について今回改修工事を計画を

しているところでございます。事業費でございま

す。今年度につきましては調査事業でございまし

て、事業費のトータルとして現段階で予定してい

ます金額は1,500万円の事業費でございます。その

うち国が６割、道が４割で、その４割のうち町村

が３分の１を負担するという事業費でございまし

て、本町の負担は現段階の予定といたしまして

200万円の計上をさせていただいているところで

ございます。 

 さらに、この漁港の利用者に対する説明という

ことでございますが、本事業につきましては北海

道の事業ということになってございます。当然道

を含めて地元漁業者に対する説明をしながら、利

用者との調整をし、工事等、調査等をしていきた

いと考えてございますので、ご理解を賜りたいと

存じます。 

〇議長（中井寿夫君） 他に質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 これにて質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。本案につきましては、会議

規則第38条第３項の規定により委員会の付託を省

略いたしたいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第１号については委員会の付託を

省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第１号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第１号 平成28年度余市町一般会

計補正予算（第４号）は、原案のとおり可決され

ました。 

 暫時休憩します。 

休憩 午前１０時５０分 

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。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第４、議案第２号 平

成28年度余市町介護保険特別会計補正予算（第２

号）を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇高齢者福祉課長（濱川龍一君） ただいま上程

されました議案第２号 平成28年度余市町介護保

険特別会計補正予算（第２号）につきまして、提

案理由をご説明申し上げます。 

 今回ご提案いたしました補正予算の主な内容で

ございますが、年度末までに不足の見込まれる包

括的支援事業委託料の増額補正と地域包括ケアシ

ステムの構築の推進等に向けた地域ケア会議定着

等支援事業委託料の補正計上を行うものでござい

ます。 

 また、歳出に要する歳入の財源といたしまして

は、国、道支出金、一般会計繰入金の特定財源に
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求めるとともに、一般財源については繰越金に財

源を求め、歳入歳出の均衡を図ったところでござ

います。 

 以下、議案を朗読し、ご説明を申し上げます。 

 議案第２号 平成28年度余市町介護保険特別会

計補正予算（第２号）。 

 平成28年度余市町の介護保険特別会計の補正予

算（第２号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞ

れ160万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳

出それぞれ24億6,078万5,000円とする。 

 ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該

区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 平成28年９月13日提出、余市町長、嶋  保。 

 初めに、歳出からご説明を申し上げますので、

４ページをお開き願います。４ページ中段でござ

います。３、歳出、３款地域支援事業費、３項包

括的支援事業・任意事業費、１目包括的支援事業

費、補正額160万円、13節委託料160万円につきま

しては、年度末までに不足の見込まれる余市町地

域包括支援センターの運営に係る委託料の追加計

上と地域包括ケアシステムの構築に必要な地域ケ

ア会議の運営体制を整備するための補正計上でご

ざいます。 

 次に、歳入についてご説明を申し上げますので、

３ページの上段をごらん願います。２、歳入、３

款国庫支出金、２項国庫補助金、３目地域支援事

業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外

の地域支援事業）、補正額31万2,000円、１節現年

度分31万2,000円につきましては、包括的支援事業

委託料の増額補正の財源となります国庫支出金に

ついての増額補正でございます。 

 ５款道支出金、２項道補助金、２目地域支援事

業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外

の地域支援事業）、補正額15万6,000円、１節現年

度分15万6,000円につきましては、同様に包括的支

援事業委託料の増額補正の財源となります道支出

金についての増額補正でございます。 

 ３目地域ケア会議定着等支援事業費道補助金、

補正額80万円、１節地域ケア会議定着等支援事業

費道補助金80万円につきましては、地域ケア会議

定着等支援事業に伴う道補助金の計上でございま

す。 

 ７款繰入金、１項一般会計繰入金、３目地域支

援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業

以外の地域支援事業）、補正額15万6,000円、１節

現年度分15万6,000円につきましては、包括的支援

事業委託料の増額補正の財源として一般会計から

の繰り入れを行うものでございます。 

 次のページをお開き願います。８款繰越金、１

項繰越金、１目繰越金、補正額17万6,000円、１節

繰越金17万6,000円につきましては、同様に包括的

支援事業委託料の増額補正の財源となります繰越

金の追加計上でございます。 

 以上、議案第２号につきまして提案理由のご説

明を申し上げましたので、よろしくご審議の上、

ご決定を賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（中井寿夫君） 提案理由の説明が終わり

ました。 

 これより質疑を行います。 

〇15番（中谷栄利君） 地域支援事業というか、

地域包括ケアの定着を図るために会議を行う道か

らの定着させるための補助金ということで80万円

が設けられていますけれども、この地域包括ケア

システムの問題については、町が主体となって行

うという形で、そのとどのつまりは要支援だとか

そういった介護予防の当たる人でもその人の介護

の特性、そして必要なサービス、そういった身体

能力を維持させて、介護に至らないような心身と

もに健康に過ごすために何が必要なのか、そうい

った目的を達成するための場だと思います。そう

いう意味で地域ケア会議というのは、介護保険で
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いえばケアマネ会議等でその人にとって必要な介

護について自主的に行っている会議と同等のもの

と思われますが、どのような運営方法で行われる

のか、そこをお尋ねしたいと思います。あえて言

うならば、私も一般質問でこれからやりますけれ

ども、給付費を抑制したいというそれぞれの思惑

が介護保険ではありますし、また総合支援事業の

中でもそういった思惑が出てくる可能性もありま

す。ですから、その人に必要なサービスについて

の調整、伝達会議の場になり得るのではないかと

いう心配が懸念されておりますので、どのような

趣旨で行うのかあえてお尋ねします。 

〇高齢者福祉課長（濱川龍一君） 15番、中谷議

員のご質問にご答弁申し上げます。 

 地域ケア会議定着等支援事業についてのご質問

でございますけれども、現在地域包括ケアシステ

ムの構築に向けまして、平成29年度中までに大き

な柱の一つとして地域ケア会議の推進が求めら

れ、取り組みを進めております。この地域ケア会

議は、多職種協働による個別事例の検討を行い、

地域のネットワーク構築、ケアマネジメント支援、

地域課題の把握等を行い、高齢者に対する支援の

充実等を図るためのものでありまして、このたび

の地域ケア会議定着等支援事業は、今後のそうし

た地域ケア会議の実施方法の定着や持続的な地域

ケア会議の運営体制の構築について支援すること

を目的としたものでございます。 

 また、中谷議員おっしゃられるように、これま

でもいろいろな会議は開いてございます。個別課

題の地域ケア会議につきましては、継続的に実施

されておりますが、その中でなかなかまだ地域づ

くりですとか資源開発機能、政策形成機能の地域

ケア会議等は行われてございませんので、このた

びの支援事業を活用しながら、今後の地域ケア会

議の導入に向けて体制の整備に努めてまいりたい

と考えてございますので、ご理解のほどよろしく

お願い申し上げます。 

〇15番（中谷栄利君） あえてお尋ねしましたが、

高齢者福祉を増進させるためにその人の人権を尊

重する自主的な会議とすることになるかなと思っ

ていますが、そのことが担保されるかどうかお尋

ねします。 

〇高齢者福祉課長（濱川龍一君） 15番、中谷議

員の再度のご質問にご答弁申し上げます。 

 この地域ケア会議の目的につきましては、先ほ

どもご説明させていただきましたけれども、高齢

者に対する支援の充実等を図ることを第一の目的

としておりまして、多職種協働による個別事例の

検討など地域課題の把握等を行いながら、重ね重

ねですけれども、地域の高齢者の方々の支援の充

実を図るためのものでありますので、ご理解のほ

どよろしくお願いいたします。 

〇11番（白川栄美子君） 包括的支援事業の上の

ほうの金額なのですけれども、運営費なのですけ

れども、これは家賃と捉えてよろしいでしょうか。 

〇高齢者福祉課長（濱川龍一君） 11番、白川副

議長のご質問にご答弁申し上げます。 

 ただいまの地域包括支援センターに関する件で

ございますけれども、地域包括支援センターにつ

きましては町内中心地より遠隔地にあって、各種

相談支援を求めて来所する町民の方々が少ない状

況が続いたこともありまして、その機能を町内中

心地に移転することで町民にとって最も身近な存

在となり、容易にサービスが利用できる環境が整

備され、大きな効果が期待できるということから、

本年４月に町内の中心地でありますイオン余市店

に移転したものでございます。ただいまご質問あ

りましたようにこのたびの補正予算につきまして

は、移転に伴いますテナント料計上ということと、

あと一部事業の精査によります減額等からこのた

びの補正額の計上となっておりますので、ご理解

のほどよろしくお願い申し上げます。 

〇11番（白川栄美子君） わかりました。 

 テナント料というのは、月にどのぐらいなので
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しょうか。 

〇高齢者福祉課長（濱川龍一君） 白川副議長の

再度のご質問にご答弁申し上げます。 

 テナント料の額ということでございますけれど

も、よいち福祉会より提示されております額につ

きましては、年額でこのたびは135万円ほどという

ことになってございますので、ご理解のほどよろ

しくお願いいたします。 

〇議長（中井寿夫君） 他に質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 これにて質疑を集結いたします。 

 お諮りいたします。本案につきましては、会議

規則第38条第３項の規定により委員会の付託を省

略いたしたいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第２号については委員会の付託を

省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第２号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第２号 平成28年度余市町介護保

険特別会計補正予算（第２号）は、原案のとおり

可決されました。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第５、議案第３号 平

成28年度余市町公共下水道特別会計補正予算（第

１号）を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇下水道課長（近藤 勉君） ただいま上程され

ました議案第３号 平成28年度余市町公共下水道

特別会計補正予算（第１号）について、その提案

理由をご説明申し上げます。 

 今回ご提案申し上げます補正予算の内容といた

しまして、歳出におきましては将来にわたり安定

した下水道事業を継続するため、中長期的な経営

の基本計画である経営戦略の策定推進が国により

求められていることから、当該策定業務の補正計

上を行うものであります。 

 なお、補正に伴います財源の不足分につきまし

ては、これを繰越金に求め、歳入歳出の均衡を図

ったところでございます。 

 以下、議案第３号を朗読し、ご説明申し上げま

す。 

 議案第３号 平成28年度余市町公共下水道特別

会計補正予算（第１号）。 

 平成28年度余市町の公共下水道特別会計の補正

予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞ

れ540万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳

出それぞれ12億2,030万1,000円とする。 

 ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該

区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 平成28年９月13日提出、余市町長、嶋  保。 

 歳出よりご説明申し上げますので、３ページを

お開き願います。３ページの下段をごらん願いま

す。３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、１

目一般管理費、補正額540万円、13節委託料540万

円の増につきましては、経営戦略策定業務に係る

委託料の補正であります。 

 次に、歳入についてご説明申し上げますので、

同じく３ページ上段をごらん願います。２、歳入、

５款繰越金、１項繰越金、１目繰越金、補正額540万

円、１節繰越金540万円につきましては、補正に伴

います財源を繰越金に求めるものであります。 

 以上、議案第３号につきましてご説明申し上げ
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ましたので、よろしくご審議、ご決定賜りますよ

うお願い申し上げます。 

〇議長（中井寿夫君） 提案理由の説明が終わり

ました。 

 これより質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。本案につきましては、会議

規則第38条第３項の規定により委員会の付託を省

略いたしたいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第３号については委員会の付託を

省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第３号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第３号 平成28年度余市町公共下

水道特別会計補正予算（第１号）は、原案のとお

り可決されました。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第６、議案第４号 余

市町公共下水道事業基金条例案を議題といたしま

す。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇下水道課長（近藤 勉君） ただいま上程され

ました議案第４号 余市町公共下水道事業基金条

例案につきまして、その提案理由をご説明申し上

げます。 

 このたびご提案申し上げます余市町公共下水道

事業基金条例案につきましては、ご案内のとおり、

昨今の公共下水道事業を取り巻く環境は、従前の

施設の整備拡張を中心とした事業展開型から施設

の延命化及び改築更新とそれを担保とした経営基

盤の強化を図る維持管理型への転換が進む一方

で、人口減少や下水道施設の老朽化が進む中にあ

っても中長期的に安定して運営することが不可欠

となっており、将来費用の急増に備える必要があ

ります。今回の基金の設置につきましては、地方

自治法第241条に基づき今後の下水道事業におい

て予想される下水道施設の老朽化対策や健全な財

政運営を行うため、剰余金の積み立てをもって公

共下水道整備事業の円滑な推進と施設の適正な管

理、効率的な運営を図るため、このたび新たに基

金条例を制定しようとするものでございます。 

 以下、議案を朗読し、ご説明申し上げます。 

 議案第４号 余市町公共下水道事業基金条例

案。 

 余市町公共下水道事業基金条例を次のとおり制

定する。 

 平成28年９月13日提出、余市町長、嶋  保。 

 次のページをお開きください。余市町公共下水

道事業基金条例。 

 （設置） 

 第１条 余市町公共下水道事業の健全かつ円滑

な運営を図るため、余市町公共下水道事業基金（以

下「基金」という。）を設置する。 

 第１条につきましては、基金の設置及びその名

称について規定したものでございます。 

 （積立） 

 第２条 基金として積み立てる額は、公共下水

道特別会計歳入歳出予算（以下「予算」という。）

において定める額とする。 

 （管理） 

 第３条 基金に属する現金は、金融機関への預

金その他確実かつ有利な方法により保管しなけれ

ばならない。 

 （使用） 
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 第４条 基金は、次の各号のいずれかに該当す

る場合に使用するものとする。 

 （１）公共下水道事業の整備及び施設の老朽化

対策等に要する経費の財源に充てるとき。 

 （２）償還期限を繰り上げて行う公共下水道事

業に係る町債の償還の財源に充てるとき。 

 （３）その他必要やむを得ない理由により生じ

た経費の財源に充てるとき。 

 （運用益金の処理） 

 第５条 基金の運用から生ずる収益は、予算に

計上して、この基金に繰り入れるものとする。 

 （繰替運用） 

 第６条 町長は、財政上必要があると認めると

きは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定め

て基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用

し、又は歳入歳出予算の定めるところにより歳入

に繰り入れて運用することができる。 

 第２条から第６条までにつきましては、他の基

金条例との整合性を図りながら、基金の積み立て、

管理、使用、運用について規定したものでござい

ます。 

 （補則） 

 第７条 この条例に定めるもののほか、基金の

管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。 

 附則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 以上、議案第４号 余市町公共下水道事業基金

条例案につきましてご説明申し上げましたので、

よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い

申し上げます。 

〇議長（中井寿夫君） 提案理由の説明が終わり

ました。 

 これより質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。本案につきましては、会議

規則第38条第３項の規定により委員会の付託を省

略いたしたいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第４号については委員会の付託を

省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第４号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第４号 余市町公共下水道事業基

金条例案は、原案のとおり可決されました。 

 諸会議の開催、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２４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。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第７、一般質問を行

います。 

 順次発言を許します。 

 発言順位１番、議席番号８番、吉田議員の発言

を許します。 

〇８番（吉田浩一君） 平成28年第３回定例会開

催に当たり、さきに通告いたしました一般質問を

行います。町長におかれましては、答弁のほうよ

ろしくお願いいたします。 

 １点目であります。駅前のバスターミナル化に

ついてを質問いたします。現在余市駅前と名前が

つくバス停留所は、事実上では遊技場ギンザ前、

水野歯科医院前、茶木薬局前、シャディ佐々木前、
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そしてＪＲ余市駅と５カ所が存在しています。現

状としてバス時刻表の看板下のコンクリート台座

に番号を打って間違えないようにしております

が、町内利用者は別として地方から来た方にとっ

てはまことにわかりづらいのが現状となっており

ます。 

 さて、「マッサン」効果によって一昨年から本

年にかけて余市町を訪れる観光客の方もふえまし

たが、観光の対象としてはウイスキーであり、飲

酒運転が厳しく取り締まりをされる中、試飲をさ

れる方はＪＲ、またはバスを利用して来町される

方も多いと見ており、札幌余市間はＪＲ利用の場

合は小樽での乗りかえがあるものの１時間程度で

移動可能となっており、今後もＪＲやバスを利用

する観光客の方は常に一定程度いるのではないか

と推測しております。町長の選挙公約でもＪＲ在

来線の存続はあるのでしょうが、現実問題として

１日1,000人の乗降客がいても赤字解消とはなら

ないでしょうし、何らかの施策がなければ利用者

はふえないと考えております。多くの住民は鉄路

の廃線は望んでいないでしょうし、そのような中

で余市町内で観光客の足の確保を考えたとき、将

来的には余市町はウイスキーと並んでワインとい

う産品は、ブドウの産地という利点も相まって、

また現在ワインの関係の多くの企業、個人が余市

町に参入している現状から今後も伸びる可能性も

あり、それに伴う観光客の方も余市町を訪れ続け

ることが推測されます。 

 アルコールという特性ゆえに公共機関を利用す

るという観点から、現状の余市駅までは公共機関

を利用しての来町となるのでしょうが、余市駅ま

ではバスとＪＲ、その後町内の移動はバスを利用

して利用者の利便性を向上させるのが有効的と考

えます。現状のバスの利便性を向上させるととも

に、現在の余市駅前を小樽駅のようにバスの発着

場を整備し、ターミナル化をして集約、分散して

いる停留所をまとめ、さらには将来的には各ワイ

ナリーを含めた町内観光施設をめぐる町内循環バ

スの発着場ともなり得る可能性を含め、余市町と

して駅前のバス発着場の整備の考え方と将来展望

をお伺いいたします。 

 ２点目であります。福祉避難所の設置と開設に

ついてを質問いたします。厚生労働省より福祉避

難所についての設置、運営ガイドラインが出され

ており、これは高齢者、障害者、妊産婦、乳幼児、

傷病者等一般的な避難所では生活に支障を来す人

を対象として、何らかの特別な配慮がされた避難

所という位置づけになっております。一般的な避

難所である公民館や学校体育館ではなく、バリア

フリーを施した施設であり、ある程度の機材も備

えてある施設ということで、多くは福祉施設とい

うこととなっているのが現状のようです。このガ

イドラインは平成20年に出され、各自治体ではそ

れぞれに設置要綱を策定し、民間の社会福祉施設

と締結して、万が一の場合は民間施設に避難でき

ることとなっており、北後志でも民間施設と締結

している自治体もあるようです。 

 さて、近年の自然災害は人知の及ぶ範囲を超え

て発生しており、先月に連続して襲来した台風と

それに伴う豪雨によって各地に大被害が多発しま

した。余市では、12年前の台風18号において暴風

によって大被害が発生した事例があり、今後再び

余市町が災害に見舞われる可能性はあると考えて

おります。福祉避難所の開設の場合、余市町側に

おいて一定の条件が必要となり、避難生活をする

上での支援を行う必要な物品、機材や消耗品等を

準備しておかなければならない決まりとなってお

ります。余市町の場合通常災害の備品の用意、備

蓄がされているのかはわかりませんが、高齢化も

相まって福祉避難所の締結があろうが、なかろう

がそれなりの備品の用意はしておかなければなら

ないものと考えます。余市町として福祉避難所の

設置の考え方について、福祉避難所を開設すると

した場合機材、備品関係では何が必要で、必要な
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ものとされている中で既に備蓄されているものは

どのようなものがあるのか、以上お尋ねいたしま

す。 

〇町長（嶋  保君） ８番、吉田議員の駅前の

バスターミナル化についてご質問に答弁申し上げ

ます。 

 議員ご指摘のとおり、余市駅前におけるバス停

留所につきましては、各停留所の看板に停車する

バスの系統名や５カ所の停留所の位置を示した図

面を掲示するなど利用者への案内はされておりま

すが、運行系統ごとに停留所が分散されているこ

とから、特に地方から来られた利用者が戸惑うケ

ースもあると伺っております。 

 本町におきましては、一昨年のＮＨＫ連続テレ

ビ小説「マッサン」放映を契機としたニッカウヰ

スキー北海道工場の見学者を初め、余市・仁木ワ

インツーリズム事業等による余市産ワインのＰＲ

効果によりワインを求めて本町を訪れる観光客が

多くなっており、アルコールを飲まれる方につい

ては自家用車を利用せずにＪＲや都市間バスによ

り来町することから、そうした観光客の皆様を余

市駅前の周辺に限らず、いかに町内の観光施設等

に誘導することができるかが大変重要であると考

えております。昨年の７月から11月にかけて余市

観光協会が主体となって「マッサン」ゆかりの町

余市周遊観光モニターツアー事業を実施いたして

おりますが、期間中の参加者が600名を超える状況

となっているところでございます。 

 ご質問のバスターミナル化につきましては、駅

前広場を含む現有施設内における可能性等につい

て関係機関との協議が必要であると考えておりま

すが、今後におきましても本町における新たな観

光振興の発展を図る上から、余市駅前における停

留所の集約等を含め、町民の皆様はもちろん本町

を訪れる観光客の利便性の向上に向けた公共交通

のあり方について検討していく必要があるものと

考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じま

す。 

 続きまして、福祉避難所の設置と開設について

のご質問に答弁申し上げます。１点目の余市町と

して福祉避難所の設置の考え方についてでござい

ます。ご質問にありますとおり、福祉避難所とは

災害発生時において高齢者や障害者などの配慮を

必要とする方々が一般の避難所では避難生活に支

障を来すため、特別な支援を受けることができる

避難所であり、設置の必要性を認識しているとこ

ろでございます。現在のところ本町において指定

している福祉避難所はございませんが、今後指定

に向けて公共施設及び民間の社会福祉施設等につ

いて施設自体の安全性や施設内における要配慮者

の安全性や避難スペースの確保など、福祉避難所

としての要件を満たす施設の管理者と十分協議を

させていただいた上で指定をさせていただきたい

と考えております。 

 ２点目の福祉避難所を開設した場合の機材、備

品についてでございますが、福祉避難所として特

に必要とされる機材や備品といたしましては、紙

おむつや生理用品などの介護、衛生用品を初め、

要配慮者に配慮した食材や洋式のポータブルトイ

レ、ベッド、車椅子や歩行器等の福祉用品などが

挙げられます。本町におきましては、避難所にお

ける備蓄品を計画的に配備することとしており、

福祉避難所に必要とされる備蓄品の中で現時点で

はアレルギーに対応したアルファ米、飲料水、ポ

ータブルトイレなどの備蓄は進んでおり、今年度

中には紙おむつや生理用品、簡易担架、車椅子に

ついて備蓄する予定としておりますが、災害発生

時においては福祉避難所に避難された方の身体等

の状況により必要とする資機材も異なってくるた

め、要望のあった資機材については速やかに確保

できるような体制の整備に努めてまいりたいと考

えております。 

〇８番（吉田浩一君） まず、１点目なのですけ

れども、町としては駅前のバスターミナル化は、
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そういう認識はしているというような答弁だった

と思います。ただ、あそこの駅前の施設はいろい

ろ管理者もあるので、それらの人と検討をしてい

きたいという答弁だったと思います。 

 それで、答弁としてはわかるのですけれども、

ではそれをいつまでにやるのか、どういう考え方

のもとでやるのかということがこれから問われて

くるのではないかなと思うのです。例えばこれを

いつまでというふうにはならないのでしょうけれ

ども、１つは高速道路というものの開通がありま

す。平成30年の秋に、雪降る前に開通するという

ふうに言われています。先般商工会議所の研修会

で高速道路の現地視察というのも私も参加してき

たのですけれども、これはバスターミナル化とい

う問題とはちょっと離れるのかもしれませんけれ

ども、上り、余市まで開通したら、今は倶知安と

か岩内方面から来ているバスだって国道５号線を

小樽まで行くという可能性はあるのですか。それ

はわからないです。わからないのだけれども、結

局余市から高速が乗れるのであれば、余市から高

速に乗って、余市小樽間は乗降客がもともとない

というか、停留所自体が余市駅前の次は小樽です

よね、たしか。小樽駅前でないのかな。そういう

ふうになったときに、小樽札幌間はバス便もある

から、余市から真っすぐ高速に乗って札幌に入る

というふうにだって考えられるのではないです

か。そういうふうになったときにやっぱりバスタ

ーミナルというのは必要になってくると思うので

す。そういうふうになったときに、逆に札幌から

余市まで高速で真っすぐ来れるというのであれ

ば、もっとバスの利用客というのはこれからふえ

てくるのでないのかなと思うのです。そういうこ

とを目指して、やはりバスターミナル化というこ

とも考えていくべきではないのかなと。 

 先般１カ月くらい前の新聞でしたか、倶知安町

で町内の循環バスを走らせるということもありま

した。ああいう問題も含めて、それは試験的にや

っているのでしょうけれども、これからさっき町

長も答弁があったように、ニッカの見学者という

のはもともと駅前にあるから駅でおりて歩けばい

いだけの話ですけれども、ワインのワイナリーと

かというのは町内各所、農村部にあるのですから、

当然そういうところを回るというふうになれば逆

に地域の方々が利用するバスというのも含めて考

えられるのでないのかなと。そういうふうになっ

たときにどうなのだといったら、ちゃんと駅前に

バスターミナルがあって、そこのところに全部集

約したほうが非常にやりやすいのでないかなと思

うのです。それで、考え方だとかそういうのは認

識しているというのはわかったのですけれども、

もう少し具体的に検討する必要があるのではない

のかなと私は考えますけれども、再度町長の答弁

をお伺いしたいなと思います。 

 たしかこの駅前のバスターミナル化というの

は、今の駅舎ができたときにそういう話し合い、

検討もされたのだと思うのです。ただ、今の駅舎

できて何年になりますか。もう20年ぐらいになる

のではないですか。そのときと今の状況とやっぱ

り違うので、そのときそういう議論したからとい

うことではなくて、それが現実的に可能になるよ

うな検討というのが必要ではないのか。だから、

場合によってはあそこら近辺の、駅の東側という

考え方もあるのでしょうけれども、駅の西側も、

民有地があるのでしょうけれども、そこを例えば

買ってやるだとか、そういう考え方もあるのでは

ないかなと思うのですけれども、町長の考え方を

再度お伺いいたします。 

 福祉避難所のほうに行きます。これに関しても

町としてはそういう福祉避難所ということは必要

だよというふうになっていると。指定に向けて要

件を満たすところとこれから協議をしていきたい

と、そういう答弁なのですけれども、それで今ど

ういうものが必要で、どういうものが現状で用意

されているのだといえば、米だとか毛布だとかは
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多少あるけれども、あとはまだ用意していないよ

と、これから整備していきますというような、そ

ういうような答弁だったと思います。 

 それでまず、福祉避難所を札幌市のあれも見た

のですけれども、そういう設置をすれば、締結を

結べば簡単にいいのかなというふうに思っていた

のだけれども、よくよく見てみると例えばこうい

う障害を持った人が最初に避難してくるのは一般

の体育館だとか公民館だとかそういうところで避

難してきて、それで保健室だとかそういうある程

度隔離されたようなところに福祉避難スペースと

いうのを確保しなければならないと。それで、そ

こから新たなところに移動させなければならない

というふうになっているのです。では、その移動

させるのは誰が判断するのだとか、その内部整理、

要するに内部の取り決めというのが非常に大変な

ことになっているのではないかなと思うのです。

だから、もちろん避難先との締結をするのは大切

なのでしょうけれども、その前に整備というか、

庁舎内で検討していくということが大切なのでし

ょうし、例えば法的には10人に１人ずつ相談員を

つけなさいだとかというふうになっているようで

すけれども、そういうことも含めてちょっと今の

答弁では、単にこれからやりますよというだけで

はなくて、そういう内部規定も含めて具体的にも

う少し検討していく必要があるのではないのかな

と思うのですけれども、その点は町長どのように

考えておられるのか、再度考え方お伺いいたしま

す。 

〇町長（嶋  保君） ８番、吉田議員の再度の

ご質問に答弁をいたします。 

 １点目の駅前のバスターミナル化についてでご

ざいます。議員ただいまの質問の中でもおっしゃ

っていましたけれども、エルラプラザ、駅前の合

築やるときにあの部分の駅前広場のバスターミナ

ル化検討されてございます。改めて私も今回のご

質問をいただいてから担当課にこれらの経緯につ

いて資料等も要求して、見させていただいたとこ

ろでございます。やはりそのときにもおっしゃる

とおり、状況は今とはかなり違っておりますが、

あそこにターミナル化をして一本化すべきだとい

う話にはなって、検討されたようでございますが、

いかんせん面積的な部分で一本化できなかったと

いう経緯があったようでございます。 

 それと、もう一点は、当時とは、20年程度前で

ございますが、ニッカの関係、そしてワインの関

係、大きく違ってきているという部分、観光の部

分では大きく違ってきていると。それとまた、地

域の公共交通という部分の役割もまた大きく違っ

てきているという部分もございます。改めまして

私も先日もまたあそこわざわざ行って見たところ

でございますが、やはり今の分散化になっている

時点でも駐車の問題やバスのあそこを回ってくる

という問題ございまして、議員からありました今

の状況の中では今の交通量を耐えていくのはかな

り難しいのかなと。そういった中では、ご提言も

ございましたようにいろいろなスペースを活用し

ながら、あの地域を何とかできないかという部分

は再度検討する必要があるというふうに思ってい

るところでございます。 

 また、観光以外の部分、倶知安町の町内循環バ

スのお話もございました。これは、先日仁木町で

もそういった部分の動きもございました。今まで

議会の中でも各議員からそういった公共交通の持

ち方についてのいろいろなご質問も受けてござい

ますので、それらにつきましてはデマンドバスが

いいのか、デマンドタクシーがいいのか、そのあ

たり含めて地域公共交通活性化協議会、これを立

ち上げて、しっかりと今後の地域公共交通のあり

方について協議していかなければならないという

ふうにも考えているところでございます。 

 それと、２点目の福祉避難所の部分のご質問で

ございます。これは、おっしゃるとおり、今回の

台風、北海道、東北地方を襲った台風によって、
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本町、後志はおかげさまで大きな被害はございま

せんでしたが、非常に大きな被害をもたらした台

風災害でございました。改めて私どもも担当課、

そしてまた副町長ともいろいろな話をさせてもら

っております。そして、これらに対応するための

ただ単に計画、そう言ったらおかしいのですけれ

ども、先日も総務文教常任委員会で防災計画の見

直しという形の中での提案もさせていただきまし

た。その中でも各委員からいろいろなご質問もい

ただいております。計画的には了とするが、きち

んとしたバックデータがあるのかと。例えばここ

で逃げるとしたら、保育士さんがどういう配置に

なるのだ、保健師さんがどういう配置になるのだ、

そのあたり含めてしっかりとした裏づけを持っ

た、机上だけの計画でなくて、そういった実際逃

げるとしたらどうするのだというような部分をし

っかりつくりなさいというご提言もいただいてお

ります。改めて今回のそれらの質疑をいただいた

中、ご提言をいただいて、そしてまた今回の被害

等、各首長から想定外といういろいろな発言も出

ていました。確かに想定外ではあったかもしれま

せんけれども、今は想定外という言葉は本当に通

じないという部分もございますので、それらしっ

かり厳しく計画等を含めて事前準備に当たってい

かなければならないというふうに思ってございま

す。 

 そういった中でも、おっしゃられるとおり、単

に指定というだけではなくて、指定したら、そし

たら今度そこでの命令系統、例えば要援護者に対

する命令は施設が出すのか、町が出すのかを含め

て、そのあたり実効性の上がるような事前の準備

をしながら指定をさせていただきたいと。これは、

私どもの公共施設で賄えればいいのですけれど

も、耐震等の安全性、そしてまたいろいろなバリ

アフリー等の問題でこれはなかなか公共施設では

無理があるというふうにも認識してございますの

で、そこら辺を指定に当たっては施設としっかり

と事前の準備を、協議をさせていただきながらや

っていきたいと、このように考えておるところで

ございます。 

〇８番（吉田浩一君） まず、バスのほうなので

すけれども、今町長２回目の答弁の中で地域公共

交通活性化協議会の立ち上げをしたいというふう

に答弁されたと思うのです。それで、これがどう

いう名称でもいいのだけれども、ではこの協議会

というのはいつくらいまでに立ち上げたいという

ふうに考えておられるのか、それをお尋ねいたし

ます。 

 次です。福祉避難所のほうです。実効性があっ

たものにしたいというふうに答弁されているので

すけれども、もちろんこれは実効性が伴わなけれ

ばならないでしょうし、相手もあることですから、

相手がどういうふうに判断するかという問題もあ

るのだけれども、大体これもいつくらいを目途に

締結したいというふうに考えておられるのか。例

えば年内だとか、来年度中にとかといろいろと考

えておられると思うのだけれども、いつくらいま

でに具体的にしたいというふうに考えておられる

のか、これもあわせて答弁をいただきたいと思い

ます。 

〇町長（嶋  保君） ８番、吉田議員の再度の

ご質問に答弁をいたします。 

 まず、駅前のバスターミナル化の部分でござい

ます。これにつきましては、地域公共交通活性化

協議会のご質問でございます。これにつきまして

は、いろいろな国の補助等の関係ございますので、

今年度中に所管の委員会等にも再度ご説明をさせ

ていただきながら、これは来年度早々に申請等の

手続に入りたいというふうに考えてございます。 

 それと、２点目の福祉避難所の部分でございま

す。これにつきましては相手があることでござい

ますけれども、私どもの意向としては今年度中に、

今回の災害等大きな部分見てございますので、ス

ピーディーに進めたいという思いもございますの
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で、今年度中には福祉施設と協議をさせていただ

きながら、合意に至ればそういった締結に今年度

中にしていきたいというふうに考えているところ

でございます。 

〇議長（中井寿夫君） 吉田議員の発言が終わり

ました。 

 発言順位２番、議席番号４番、岸本議員の発言

を許します。 

〇４番（岸本好且君） 余市町議会第３回定例会

に当たり、さきに通告いたしました一般質問１件

につき質問をいたします。町長におかれましては、

答弁方よろしくお願いをいたします。 

 件名、自然災害における本町の危機管理につい

て。最近全国広範囲にわたり大きな被害をもたら

している台風及び集中豪雨による洪水、高潮、崖

崩れなどの風水害が深刻化しています。台風10号

を初め複数の台風が上陸し、北海道や東北地方に

甚大な被害をもたらしました。記録的な大雨で河

川の氾濫、橋の崩壊、交通網の寸断など被害が相

次ぎました。十勝管内では、避難所に通じる唯一

の橋が崩落し、転落した人が亡くなりました。現

地では今なお行方不明者の捜索が続いています。

上川管内では、身を守るはずの避難所が浸水しま

した。風速においても2013年までの過去37年間で

日本を含む東アジアの国々に上陸する台風のピー

ク時の風速が15％増したと専門家チームが発表し

ました。さらに、今後も地球温暖化に伴い、海面

水温が上昇すると予想されており、日本を直撃す

る台風は今以上に激しさを増すのではないかと警

告をしています。特にこの数年は、大型台風やゲ

リラ豪雨、竜巻といった激しい気象現象が起きて

おり、本町においても過去の経験で予測がつかな

い災害に遭うおそれが非常に高まっているのでは

ないかと思います。今回の被害を見ても、北海道

でも台風は珍しくなくなった、常に警戒と万一の

備えをしっかりと行わなければならないと考えま

す。 

 日本では、地震への備えは手厚いが、台風がも

たらす河川氾濫や土砂災害については、避難所選

びなどの対策が後回しになっているとの指摘があ

ります。多発化、深刻化する自然災害は、いつ起

きるかわかりません。特に近年の風水害は、頻度、

規模が大きく変化していることを受け、より深刻

な事態を想定した防災体制の整備が緊急の課題と

考えます。以下、質問いたします。 

 １、想定外の風水害が各地で起きている現状を

踏まえ、現在策定されている余市町地域防災計画

の見直しが必要と考えますが、見解をお伺いいた

します。 

 ２、本町においても気象情報の分析などを強化

し、風水害の予見可能性を高める災害対策技術の

向上が強く求められています。現状についてお伺

いいたします。 

 ３、地域防災機能の強化には自然環境保護と両

立した流域における森林、農地、河川などを一体

化した治水計画が必要です。本町の策定状況につ

いてお伺いいたします。 

 ４、本町の危険箇所など町民に影響を及ぼす可

能性のある情報提供や各地区の実情を踏まえた周

知広報は、迅速かつ確実に行わなければなりませ

ん。住民避難の目安についてお伺いいたします。 

 ５、災害発生時には一刻も早い河川や道路、橋

などの正確な情報が必要です。本町が現在民間企

業（事業所）等で結んでいる防災協定についてお

伺いいたします。 

 ６、９月１日は防災の日と定められています。

地域住民を対象とした防災訓練が道内各地で実施

されています。本町の防災意識向上の対策につい

てお伺いいたします。 

〇町長（嶋  保君） ４番、岸本議員のご質問

に答弁申し上げます。 

 ご質問の１点目、余市町地域防災計画の見直し

についてでございますが、余市町地域防災計画は

災害対策基本法に基づき余市町防災会議が作成す
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る計画であり、災害対策基本法や国の防災指針な

どを定めた防災基本計画及び北海道地域防災計画

と整合性を図りながら作成、修正を行うこととし

ております。ご質問にあります各地で発生してお

ります災害の現状を踏まえた計画の修正につきま

しては、今月末開催予定であります余市町防災会

議において協議をいただき、余市町地域防災計画

を修正してまいりたいと考えております。 

 ２点目の気象情報の分析強化による風水害の予

見についてでございます。本町におきましては、

天候の変化による災害発生が予想される場合リア

ルタイムの気象情報を把握するため、札幌管区気

象台が提供している市町村向けの防災情報提供シ

ステムの情報や市町村担当者向けのホットライン

など、さらには河川の水位等につきましては国土

交通省が提供している市町村向けの川の防災情報

により情報収集を図っておりますが、今後も精度

の高い情報の収集に努め、災害対策に活用してま

いりたいと考えております。 

 ３点目の森林、農地、河川などを一体化とした

治水計画についてでございます。本町においては、

現在、森林、農地、河川などを一体化とした治水

計画は策定しておりませんが、水防法の規定に基

づき本町地域における河川、湖沼、または海岸の

洪水、津波、または高潮の水災を警戒、防御及び

被害軽減を図ることを目的として余市町水防計画

を策定しているところでございます。今後におき

ましても各関係機関に必要な治水対策の要望を行

いながら、水害対策に努めてまいりたいと考えて

おります。 

 ４点目の住民避難の目安についてでございま

す。本町においては、土砂災害危険箇所を初め、

河川の氾濫による浸水想定区域や津波等の危険区

域など災害が予想される区域を設定しており、こ

れらの危険区域等につきましては余市町防災ガイ

ドマップに掲載し、全戸配布を行い、町民周知を

図ってまいりましたが、住民避難の判断の目安と

いたしましては、各気象情報を初め土砂災害警戒

判定メッシュ情報や川の防災情報による精度の高

い情報をもとに、町民への情報提供や地区の実情

を十分に見据えた中で、迅速かつ確実に避難の判

断を行ってまいりたいと考えております。 

 ５点目の防災協定についてでございます。災害

発生時においては、生活用品などの物資の供給や

速やかな災害応急対応が求められますが、災害対

応は民間企業からの協力を得ながら対応していか

なければならないものと考えております。現在本

町の防災に関する民間企業との協定締結の状況に

つきましては、応急生活物資の供給や施設被害の

応急対策など23件の協定を締結しているところで

ございます。 

 ６点目の本町の防災意識向上の対策についてで

ございます。近年全国的に災害が発生しており、

町民の方々の防災意識も非常に高まっているもの

と認識しております。本町においては、本年度は

各区会や町内学校を対象に図上訓練や学習会を実

施しており、さらには平成14年度から継続して実

施しております町民を対象とした防災講演会の開

催を予定しておりますが、今後におきましても町

民に対し訓練や学習会の必要性について積極的な

啓発を行い、町民の防災意識の向上に努めてまい

りたいと考えております。 

〇４番（岸本好且君） まず、１点目の余市町地

域防災計画の見直し、今町長から答弁ありました

ように今月末ですか、町の防災会議を開いて、見

直しに向けていくということで、これは聞くとこ

ろによると災害が頻繁に起きているということで

国からの指導もあったように聞いています。それ

で、平成２年ですか、平成２年の１月にこの防災

計画策定されていますけれども、４回ほど修正を

繰り返してきて、直近では25年ですか。今回見直

されるということなのですけれども、ぜひ今回の

防災会議、多分今回のいろいろ起きている災害を

含めた中で本当に実態に合った、想定外という言
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葉はよく出ますけれども、想定外よりも限界とい

う言葉を今使っているようです。ですから、想定

外では済まされないという観点から、防災会議等

で余市町の地理的な観点からもしっかり計画が見

直されるようにお願いしたいと思います。 

 ２点目の災害対策の技術の向上なのですけれど

も、今お聞きしましたら市町村向けのホットライ

ンといいますか、リアルタイムで常に情報が入っ

ているということで、多分きめ細かく予見を高め

ていると思うのですけれども、国交省の河川の関

係もありました。今頻繁に起きている災害を受け

て、国交省が今回新たに、これは今使っているの

に多分該当しないと思うのですけれども、リアル

タイムとかありましたけれども、災害に備えて時

間に沿って対応を決めていくタイムラインとい

う、日本語に直せば事前防災行動計画というので

すけれども、これを各自治体に呼びかけて、全国

的に進めていると。まだまだ策定しているところ

はないのですけれども、道内においては滝川市が

急遽それを受けて策定をして、今回の台風に間に

合ったと。そんなことで、防災対策で非常にアッ

プすると言われています。本町も果樹園地帯とい

う、人命が第一なのですけれども、基盤産業の大

事な産業の予見も含めて、特にハウス栽培も多い

ですので、特に風水害の予見可能性を高めるには

今の国交省のタイムラインという、そういうもの

の導入も非常に効果があるかなと思いますが、も

しその関係で何か入っていればお話聞きたいと思

います。 

 治水計画、本町にはないということは、これは

わかりました。地域防災の中に水防計画が入って

いますので、その中で計画されているということ

ですので、これもあわせて今回の大きな被害にな

っている、それもふだん余り起きないところで台

風の影響、もしくはいろいろ低気圧の影響で予想

もつかないところで起きている。辛うじて余市は

今起きていませんけれども、しっかり水防計画の

中に位置づけをしていただきたいと思います。 

 次、４点目の住民避難の目安についてなのです

けれども、町長からも答弁ありました。この避難

の目安については、非常に判断が難しいというこ

とで、これ３つありますよね、避難の準備と避難

勧告と避難指示ですか。これは、出す側も受ける

側も非常に悩ましいところで、避難を行うタイミ

ング、一歩間違うと命にかかわるということで、

事実今回の台風で、これは今回だけでなく以前に

もあったのですけれども、ちょっとおくれて痛ま

しい事故に発展したということも起きています。 

 １点だけ事実確認したいのですけれども、再三

今テレビとかラジオで災害になったときに、もし

くは台風が近づいたときに放送される避難準備、

この関係についてどういう規定なのかというのが

理解していない特に一般の方が多いということ

で、これは先ほど吉田議員からも話ありましたそ

ういう福祉の避難所の関係の高齢者とか障害持っ

ている方が非常に歩行に困難だということで、時

間がかかるということで、避難準備の段階でもう

避難をさせるということです。当然これは本人も

そうですし、家族、それから何よりもその地域に

一緒に暮らしている方々の声かけによって、勧告

とか指示ではなくて準備の段階でもう避難をする

というふうになっていると思います。ですから、

もし余市町においても準備なのだから準備をして

おけばいいという考え方は、高齢者だとか障害を

持っている要は要援護者には該当にならないとい

うことで指示を徹底する、町民にわかりやすく周

知する必要があると思いますので、その辺の周知

の仕方とか伝達の仕方について再度お聞きしたい

と思います。 

 ５番目の協定の関係です。23件民間を含めてた

くさんの事業所と協定書、私も防災協定書を見ま

したらいろいろ事業所が入って、大変多くの事業

所、団体が協力していただいているということで、

非常に町民にとっても安心感があると思います。 



－29－ 

 それで、町長答弁にありましたように衣料だと

か生活物資の供給、それから被災車両の迅速な移

動とか、そういう実際に災害が起きた後、町と連

携して協力体制をとるという協定書が23件、圧倒

的にそのほうが多いと思うのですけれども、今回

私質問した中身は本当の趣旨は、当然それはもち

ろん23件ありますので、十分過ぎるほど協力して

もらっているのですけれども、例えば台風が近づ

いてきて余市に被害を及ぼす可能性が、今お隣だ

とかいろいろな情報が入って、大変危険な状況に

あるということを、例えば河川の今の水位がどの

ようになっているだとか、それから今は風吹いて

いないけれども、今後どうなるのだと、いろいろ

な情報があるからそれはそれでいいのだけれど

も、気象庁だとかそういうところも当然信用性は

高いのですけれども、実際に余市の町の中で民間

も含めてそういう情報を出してくれる、もしくは

町に情報提供するという機関というのは実際ある

のかどうか。こんな質問の仕方はあれなのですけ

れども、例えばＪＲなんかは実際に走らせますよ

ね、列車を。だけれども、実際そういうところは

すぐとめます。とめるということは、水位が上が

っているとか風速、それで安全第一でとめます。

列車をとめるということは、人も車も走行にはか

なり厳しさがあると。ですから、そういう情報と

いうのもこれから、これも相手があることですの

で、あれですけれども、列車も河川のそばも走っ

ていますし、風なんかは一番影響受けますので、

専門家の担当者もいますし、そういう計器類、風

速計、水量計というのは当然配置して、情報をそ

れで社内で共有していますので、そういう情報と

いうのは自治体に提供とかお互いにできれば余市

町内で情報をとることができるのではないかなと

思っていますけれども、それは考え方だけでいい

ですのでお聞きしたいと思います。 

 最後に、防災意識の向上対策なのですけれども、

いろいろされているということでそれはそれでい

いのですけれども、９月１日、防災の日というこ

とで、それで今回余市町特に町としては何かされ

たのでしょうか。区会独自でやったところもある

のかどうかちょっとわかりませんけれども、十数

年台風が来ていない、大きな被害が余市町は本当

に幸運にも来ておりませんので、ややもすると余

市だけは大丈夫だと、そんなふうに思っている人

はいないと思うのですけれども、何かそんなもの

が気持ちの中にあるとしたら大変なことになりま

すので、ふだん起きていないときこそそういう備

えによる対策向上というのは大事かと思っていま

す。今回管内では、黒松内町が大々的に防災の日

に町内会主体で防災訓練を独自に行っています。

発電機など防災の機器類の点検、それから非常食

の調理も行って、本当に実践に合った訓練を行っ

ています。余市町内の区会でも自主的に訓練を行

っているところもありますけれども、まだまだだ

と思っています。ですから、区会単位は少し大き

いので、できれば班単位で本当に近所の世帯同士

で若い人も高齢者も一緒になって、最初は歩行訓

練なんかもなかなかいきなりできないと思います

ので、図上訓練というか、机上訓練といいますか、

例えば休みだったら子供も交えて、そんな近いと

ころからやっていく必要が本当にある。そのため

にはただやれ、やれと言ってもなかなか難しいの

で、これはやっぱり町というか、担当課のほうで

そういう環境づくりをしていくことが必要だと思

っています。多分今大災害が起きて、今はすごく

関心ありますけれども、これが１カ月、２カ月た

って余市町に大きな台風ことしも来なかった。そ

れで、安心してしまって、気持ち的にそういうふ

うな防災意識が停滞するようなことにならないよ

うに、これは役場といいますか、担当課、区会の

ほうにも協力してもらってやる必要があると思い

ますので、９月１日、防災の日はきちんと意識し

た１日にしたいなと思っていますので、その辺の

見解があればお聞きしたいと思います。 
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〇町長（嶋  保君） ４番、岸本議員の再度の

ご質問に答弁をいたします。 

 まず、１点目の防災計画の部分でございます。

ご指摘のとおり、先日総務文教常任委員会でもお

話しさせていただきました。これにつきましては、

国の改正の部分がほとんどでございます。しかし、

先ほども答弁申し上げましたが、今回の台風等の

災害の状況を見て、私どもも担当部課、さらには

副町長ともう一度これらの計画見直す必要がある

という部分で協議を重ねております。そういった

中で、今回は国の改正の部分の防災計画の修正で

ございますが、先ほど申し上げました総務文教常

任委員会でもいろいろな意見もいただいてござい

ますので、それらを含めて内部でしっかりとこの

見直しをして、次回早い時期にこれは町独自の修

正という形の中で防災計画を見直していきたいと

いうふうに思っております。 

 ２点目のタイムラインの部分、これはちょっと

私勉強不足で承知していない部分でございます

が、これらにつきましては小樽開建等々を含めて

情報の入手に努めたいというふうに考えてござい

ます。 

 それと、要配慮者の住民避難の部分でございま

す。これは、確かにおっしゃるとおりでございま

す。健常者と用意ドンでここから避難してくださ

いという部分では、これは完全におくれてしまう

という部分ございますので、そういった部分では

空振りになっても構わないという中でまずはそう

いった配慮がされなければならない方々の避難等

も含めて、そのあたりはＰＲ、そしてまたいろい

ろな周知徹底に努めていかなければならないとい

うふうに思っているところでございます。 

 それと、協定の部分のご質問でございます。こ

れは、公共同士の部分はかなり緊密に、今回も台

風来そうだなというときにも小樽開建の道路事務

所長から私のほうに直接携帯のほうに電話入りま

して、何かあったらすぐ駆けつけるから、この携

帯のほうにホットラインで言ってくださいという

形の中で、そういった中では今小樽開建、道も含

めてなのですが、小樽開建は特にそういった意味

では事後の部分でも何かあったらいろいろな資材

等も、土のう等も含めて備蓄はあるから、町のほ

うで足りなかったらどうぞ使ってくださいという

中でそういった連絡もいただいております。そう

いった中で、公共同士の部分はかなり緊密な連携

できておりますが、先ほどご提言ございました民

間企業や機関等からの情報の収集等につきまして

はほとんど、電話であるのか、ＪＲ等々はないよ

うな私は気もいたしてございますが、そういった

中で変にまた逆にどうでしたかと言ったら、見に

行ってもらったりしたら困るという部分もござい

ますが、そういった中でお互い持っている情報の

共有というのを公共以外での部分でも模索するの

は当然かなというふうに思っているところでござ

います。 

 それと、最後の９月１日の防災の日の関係でご

ざいます。これは、１日という中での訓練等はし

てございません。しかし、今年度につきましても

６月に７北区会、そして７月に合同防災訓練、８

月には６南、９月には養護学校、ここまではもう

既に実施されてございまして、今後９月30日には

余市町防災講演会の予定もしてございまして、ま

た西中学校、さらには原子力防災訓練等の今年度

の計画等もまだございます。おっしゃるとおり、

９月１日を基点に考えるという部分もやはり大き

なＰＲ効果というか、そういった部分もございま

すので、私どももそれらを含めて来年度もしっか

りとこの訓練等に当たっていきたいというふうに

思ってございますが、年々区会や各学校等の防災

訓練要望等も多くなってきている。それだけ災害

に対する備えというか、そのあたりの必要性とい

うのは町民自身も感じているのかなというふうに

思ってございますので、そのあたりしっかりと防

災訓練等に当たっていきたいというふうに考えて
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ございます。 

〇４番（岸本好且君） 民間事業所との協定の関

係なのですけれども、紙に書いた協定書にならな

いように、公的機関は非常にそういう連絡等とか

ふだんからもおやりになっているので、多分そう

いう話なので、民間です。多分民間と協定書を結

んで、そういう集まることないですよね。集まる

必要があればということでございますけれども、

それぞれ分野が違いますよね、車両、医療、物資

の関係だとか。この機会と言ったらおかしいです

けれども、せっかく協定書を町と結んでいますの

で、定期的までいかないまでも、今回のこういう

全道的な災害が起きているこのときにそういう場

を設けることもある意味では必要でないかなと思

いますので、それはできるかどうかはそれぞれの

ほうでお任せしますけれども、協定書を結んだ側

も多分感じていると思いますので、何年か前に結

んでそれ以来、何も起きていないので、これはこ

れでいいのです。起きていないから当然接点もな

いのですけれども、今回は起きる可能性がある、

余市町でも起きる可能性が近々あるという想定の

上で、そういう場を設ける場があればより一層協

定書の中身をお互いにまた確認し合う場があると

思いますので、そんな場がもしできればそういう

ふうにしていただきたいと思います。 

 それから、もう一点、最後の防災意識の向上の

関係です。私は、９月１日にはこだわりませんけ

れども、ぜひより近いところで机上訓練も含めて、

歩行訓練も含めてやることに意味があると思うの

です。確かに９月30日に大きな講演会がある。そ

れも大事です。そこに行ける方はまだいいのです、

そういう意識持っていますから。防災について聞

きたくて、当然公民館に行かれるのですから。た

だ、なかなかそういう場所にも行けない。だから、

地域で区会単位、もしくは私は班単位で、そこま

でできるかあれだけれども、そういう努力してほ

しいと思います。班単位でやると世帯数も少ない

ですので、ふだんから顔合わせというか、進んで

いるところは誰がどこの家に声をかけるまでもう

きちんとなっているというのです。ですから、い

ざ起きたときにすぐ走って声をかけて、共助の部

分です。まず、自助ですけれども、そこの共助の

部分がきちんと。だけれども、これは町単位だと

か大きい区会単位でやると、そこまではなかなか

いかないと思います。ですから、それは努力必要

だと思いますけれども、もし区会中心でやるとし

たら班単位まで細かくしてこの関係ではやる必要

があると私は思います。特に高齢者が多くなって

いる余市町ですので、誰が誰に声をかける、そう

いうことをふだんから、それが意識向上につなが

って、それが減災につながりますし、余市町から

悲惨な事故によって亡くなる方がいなくなる。そ

んなことで町長から前向きな答弁いろいろといた

だいていますので、それを実効性のあるものにぜ

ひしていただきたいと思います。 

〇町長（嶋  保君） ４番、岸本議員の再度の

ご質問に答弁をいたします。 

 まず、協定の部分でございます。これにつきま

しては、おっしゃられるように協定を結んでそれ

で完結という部分ではございません。協定が発効

というか、実際問題協定内容が実行に移らないの

が一番いいのでございますが、やはり万一のこと

ということでございますので、協定を結んでいる

ところでございますが、それは今回のいろいろな

災害等を踏まえて、結びっ放しとなっている部分

も確かにございますので、再度そのような部分い

ろいろな実効性を上げるため話し合いをするとい

うのは重要だというふうに考えてございます。 

 また、協定に関しては、建設業協会とは協定を

結んでおりまして、その場合はいろいろな中で災

害起きる前に自宅待機等も含めてやっていただい

ております。そして、必ずそういった中では協議

もさせていただいておりますし、排水機場におき

ましても町職員と建設業協会の方々のお手伝いが
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なければ動かないような仕組みになって、今回の

台風全て含めて建協の方々にもこういった中で自

宅待機をお願いしたいという形の中で受けていた

だいているところでございまして、それらの中で

いろいろな話をさせていただきながら、今後に生

かしていきたいというふうに思ってございます。 

 また、９月１日の部分でございます。今回も９

月30日でございますが、そういった災害に対する

注意を喚起するというか、意識を持っていただく

というのは、一番いいのは１日という部分がいい

と思ってございますが、それはいろいろな日程の

部分もございますので、そういった中ではしっか

りと町民に対する災害への備えという部分をアピ

ールしていきたいというふうに思ってございま

す。 

 それとまた、今回従前から答弁させていただい

ておりますが、要支援者名簿の部分、これにつき

ましても策定をされて、８月に同意をいただけた

方につきましては民生委員さん等々にも配付して

ございます。そういった中では、従前よりきめ細

かな対応ができていくのかなというふうに思って

ございますし、それらまだ同意もいただけていな

い方に対するＰＲ、さらにはしっかりした同意を

いただいている方に対して、先ほどもございまし

たが、どの時点で、空振りでもいいからそういっ

た援助が必要な方については一般の方々よりかな

り早い時期での避難等を含めて、それら一番最初

の防災計画に戻りますが、委員会等でもいろいろ

なご意見いただいておりますので、より実効性の

ある防災計画にない部分、裏の部分だとか行間の

部分をいかに埋めていくかというのはこれから私

どもに課せられた大きな課題だというふうに思っ

てございますので、それらにしっかりと取り組ん

でいきたいというふうに思っております。 

〇議長（中井寿夫君） 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 ２時０４分 

再開 午後 ２時１５分 

〇議長（中井寿夫君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 一般質問を続行いたします。 

 発言順位３番、議席番号10番、野崎議員の発言

を許します。 

〇10番（野崎奎一君） 平成28年第３回定例会に

先立ち、さきに通告してあります質問に答弁のほ

どよろしくお願いいたします。 

 農業における働き手の確保についてご質問いた

します。農業は、当町にとっては主要な産業であ

ると思います。リンゴを初めとする果樹栽培に取

り組み、野菜の施設栽培、単独栽培、複合栽培と

他の地域にない農業経営に取り組んでいます。近

年当町においても農業経営者の高齢化、働き手の

高齢化等、従事者の高齢化に伴い働き手が不足し

てきております。関係機関を初め農家も働き手確

保に向けて努力をしておりますが、解決しており

ません。働き手が足りなくて、栽培面積を広げた

くても人手不足でできない場合もあるそうです。

働き手確保に向けてどのように取り組んでいくの

かお伺いいたします。 

〇町長（嶋  保君） 10番、野崎議員のご質問

に答弁申し上げます。 

 本町農業の経営形態は、果樹栽培と施設栽培を

中心とする野菜栽培、さらにはこれらの複合経営

が現在の主流となっているところでございます。

これら作物の栽培は、管理や収穫等人の手を必要

とする作業が多いため、ご指摘のとおり、多くの

生産者は働き手の確保に苦慮しているとお伺いを

しております。 

 高齢化に伴う農業人口の減少を受け、この間の

取り組みとしては、栽培の省力化実験としてリン

ゴの省力化栽培の試験研究や農作業の機械化、共

同選果の実施などにより農作業の省力化を推進し
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ております。今年度においては、余市町農業協同

組合がミニトマトの共同選果機を導入し、選果作

業の軽減を図っております。また、農林水産業と

観光産業を基幹とする後志管内において、冬期間

ニセコ等に滞在する外国人を夏期間に農業労働者

等として迎え入れるしりべし「まち・ひと・しご

と」マッチングプランの取り組みを後志総合振興

局と管内町村との連携により実施しているところ

であり、今後取り組みの効果があらわれることを

期待しているところでございます。 

 全国的に直面している労働力不足に対する対策

につきましては、農作業等の省力化を図るととも

に、労働力の確保対策を関係機関と連携して検討

してまいります。 

〇10番（野崎奎一君） これは余市だけの問題で

なく、全国的にこういう傾向にありますので、特

に当町だけの問題だというわけではありません。

いろいろなまち等で取り組んでおりますけれど

も、なかなか決定打がないのが現状でないかなと

思います。 

 その中で、一人でも二人でも多く農作業に働き

手として来てもらえるように取り組んでいかなけ

れば、せっかくの農家の後継者の方が育ってもな

かなか進んでいかないと、そういう状況にもなっ

てくると当町においても非常にまずい結果になる

のではないかなと思います。その中でも、町内で

なかなか集まらないのであれば、小樽、札幌、近

隣の都会にまで募集というか、宣伝というか、そ

ういう活動も進めていく必要があるのではないか

と思います。農家も親戚等、いろいろな知り合い

等を通して近隣のまちから来てもらっているのも

ありますので、何とか町としても、町単独でやる

のがいいのかどうかもちょっとわかりませんけれ

ども、関係機関とも相談しながら進めていってい

ただきたいと思います。 

 実習生、また研修生等、それからシルバー人材

センター、いろいろなところから人を集めてやっ

ておりますけれども、なかなか思うようには集ま

ってきていない中で、やっぱり一定の規模をこな

していかないと収入的にも問題が出てきますの

で、大変な思いをしながら農家の方も取り組んで

いるわけです。中には、今各地で移住、定住とい

う形で取り組んでおりますけれども、その中で体

験移住みたいな形で農作業を体験してみませんか

という形の取り組みについてはどうかなと思いま

す。１つは、その中で問題なのは知名度の高いと

ころは意外と行ってみようかなと、ちょっとやっ

てみようかなという気持ちになっていただきやす

いと思うのです。ただ、余市の知名度がどの辺ま

でいっているかちょっとわかりませんけれども、

「マッサン」効果等をあわせて少しは上がってき

ているのではないかと思います。そういう部分で

いろいろな部分で宣伝して、これは農業関係の部

分だけではなくて、全町挙げて取り組んでいただ

きたいと思うのですが、その中で取り組んでいた

だきたいと思います。この収穫作業は、最終的に

は人間の手でないとできない部分です。一部機械

で、ロボットですか、トマトの収穫等はやってい

る部分ありますけれども、これは昼夜関係なくい

つでも動けるという形でやっているところありま

すけれども、これはまた大型というか、施設栽培

大きくしてやっている、そういうところでないと

できないと思います。余市の農家にはちょっとそ

ぐわないのでないかなと。現状の中で何とか一人

でも二人でも来ていただけるように取り組んでい

ただきたいなと思います。 

 それと、何ら人を呼ぶ中で労賃の問題も出てく

るのでないかなと。働く側としては、少しでも多

くの金額にしてもらいたいと思いますけれども、

農家側にしてみれば余り高額になってしまうと採

算が合わなくなる。非常に相反するような部分あ

りますけれども、この辺は行政、それから関係機

関も入って、どうしたらいいか検討していただき

たいなと思います。先ほど町長も言いましたけれ
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ども、農協の選果機、選果機の選果作業に当たる

人もなかなか町内で集まらなくて、札幌のほうか

ら来ていただいている。その場合もかなりいい金

額を出さないとなかなか人が集まってこないとい

うのがありますので、あの金額をまともに農家の

方が払うというのはちょっと大変なので、その辺

の金額の面もあわせて再度考え方をお願いしたい

と思います。 

〇町長（嶋  保君） 10番、野崎議員の再度の

ご質問に答弁をいたします。 

 農業における働き手の確保という問題でござい

ます。この余市町、果樹栽培、そして施設野菜と

いう中でなかなか機械化できないと。そして、イ

コール大規模化できないという部分でございまし

て、手作業による部分が非常に多くの部分割いて

いかなければならないという部分でございます。

そういった中で、今までの出面さんといいますか、

そういった方々も高齢化して、なかなか熟練した

出面さんが確保が難しくなってきていると。そし

て、私どももハローワーク等の状況も伺ってござ

いまして、募集してもなかなか働き手が集まらな

いという部分ございまして、議員先ほどおっしゃ

いましたように農協のミニトマトの選果機動かす

部分につきましても人材派遣会社のほうから町外

から来るというのが実情でございます。選果機に

ついて言わせてもらいますと、そういった中で選

果機を動かす人間というのが町外から来ていると

いうことがございますが、これは町内の農家にし

ては選果作業がなくて、その部分を畑のほうに振

り向けることができるということで非常に好評だ

というふうにも伺ってございます。やはり先ほど

答弁でもさせていただきましたが、１つには直接

的な部分ではございませんが、行政としてできる

のはいかにそういった中で共同化なり、機械化な

りの部分をお手伝いしていけるのかと。そして、

そこで選果作業だとかの労力を少ない労力を農作

業のほうに向けていけるのかなという部分ござい

ます。 

 それとあと、移住、定住等の部分もございまし

た。おっしゃるとおり、これは農業だけの問題で

はなくて非常に大きな問題も含んでいるという中

で、一面ではチャンスでもあろうかなというふう

に思ってございまして、この移住、定住のプロモ

ーションビデオ、これの中にも、ごらんになって

いると思いますけれども、新規就農の方々いっぱ

い入っていますし、そういった中で農業の活性化、

新規就農の取り組み等を含めて移住、定住につな

げていかなければならないというふうに思ってご

ざいますし、従来から指摘もございました大学等

へのＰＲ、これもしっかりとやって、いろいろな

中でピンチではございますが、そういった中での

取り組みをすることによって、農業はもちろんで

ございますが、農業だけではなくて余市町の活性

化につなげていかなければならないと、そのよう

に考えているところでございます。 

〇10番（野崎奎一君） これといった多分町長さ

んのほうからも答弁は言えない部分があるのでな

いかと、十分その辺は理解しておりますけれども、

余市町のＰＲ、これはホームページとかいろいろ

な機会で取り組んでいると思いますけれども、実

習生の問題も絡むのかなという感じもしますけれ

ども、全国に発信しているのです、余市にぜひと。

ワインをやりたいという人は、何かたくさんいる

みたいですけれども、なかなかそれ以外の人たち

はそんなに多くないと聞いていますけれども、そ

の中で農家は無理だけれども、仕事はどうせなら

やりたいという、そういう若い人、若い人とは限

らないのですけれども、そういう方もいるのかな

という気もするのですけれども、枠をずっと広げ

て取り組んでいただきたいなと思います。果たし

てそれがどの程度農家にプラスになるかというの

は、一面だけ見れば大変かもしれませんけれども、

東北のサクランボ農家ですけれども、東京とか回

って都会のほうからも何人か、ずっとではないの
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ですけれども、半年とか２週間とか１週間とかそ

ういう形で来る方もいるのですけれども、それは

その地域に来てもらって、サクランボならサクラ

ンボだけ狩って、いいなという人はまた来て、毎

年来るかどうか知りませんけれども、そういう方

が実際に来て、自分でもいでみたい、そういう方

も中にはいらっしゃいますので、そういう方も手

伝って、手伝うというか、一応賃金払いますけれ

ども、そういう方も農作業に来ているという実例

もありますので、そこら辺もあわせて少し枠を広

げて取り組んでいただきたいなと思います。 

 それと、全国に農業高校もかなりありますけれ

ども、その辺も余市のあれは行っているとは思い

ますけれども、その辺も働いてみませんかという、

そういう言葉も入れて、その辺促してみたらどう

かなと思うのですけれども、その辺の考え方お願

いいたします。 

〇町長（嶋  保君） 10番、野崎議員の再度の

ご質問に答弁をいたします。 

 先ほども答弁させていただきました。具体的な

特効薬というのは持ち合わせてございません。し

かし、これがその部分だけで、農業の例えば農作

業を余市町で募集していますよだけの話でした

ら、それだったら来ないというふうにも思ってい

ます。おっしゃるとおり、いろいろな可能性、例

えば今のお話にございました大学への呼びかけで

あったり、農作業の体験であったり、さらには新

規就農のお誘いであったりと、そういったいろい

ろな部分を発信することによって、例えば1,000人

に発信したら10人は来て、農作業やったけれども、

農業はやらないけれども、余市に住んでみようか

なとか、そういういろいろな可能性はあると思っ

てございますので、そういった中でいろいろな多

様なアプローチをしていかなければならないとい

うふうに思っているところでございます。 

〇議長（中井寿夫君） 野崎議員の発言が終わり

ました。 

〇議長（中井寿夫君） お諮りいたします。 

 本日の会議は議事の都合により延会いたしたい

と思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、本日はこれにて延会することに決しま

した。 

 なお、明14日は会議規則第８条の規定に基づき、

午前10時から議会を再開いたします。 

 本日はこれにて延会いたします。 

延 会 午後 ２時３３分 
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