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平成２８年余市町議会第３回定例会会議録（第３号）

開 議  午前１０時００分 

延 会  午後 １時５１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               
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      〃     １８番 溝 口 賢 誇 

〇欠 席 議 員  （０名）        
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    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 
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  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 
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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 一般質問             

開 議 午前１０時００分 

〇議長（中井寿夫君） ただいまから平成28年余

市町議会第３回定例会を再開いたします。 

 ただいまの出席議員は17名です。 

 よって、定足数に達しましたので、会議は成立

いたしました。 

 なお、吉田豊議員は通院のため遅刻の旨届け出

がありましたことをご報告申し上げます。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第１、昨日に引き続

き一般質問を行います。 

 順次発言を許します。 

 発言順位８番、議席番号13番、安久議員の発言

を許します。 

〇13番（安久莊一郎君） 平成28年第３回定例会

に当たり、２件の質問をいたします。 

 １つ、栄町大浜中海岸の保全について。栄町大

浜中海岸は、夏の時期を迎えるとたくさんのグル

ープがテントを張って、海に入ったり、日光浴を

したり、食事をして楽しんでいます。自家用車で

来る人たちがほとんどで、砂浜まで乗り入れてい

ます。問題点が幾つか生じています。まず、この

海岸は遊泳禁止区域で、監視員はいません。こと

し８月、石狩市の海岸で男性５人が溺れて亡くな

った事故は記憶に新しいところですが、この海岸

は遊泳区域外で監視員はおらず、溺れても発見や

救助がおくれたと言われています。栄町大浜中海

岸でも同様の危険性があります。 

 また、人々が帰った後の放置されたごみの処理

の問題やし尿処理の問題もあります。簡易トイレ

持参のグループはまだ少ない状態です。近くに住

んでいる方も指摘しています。 

 水上バイクを楽しむグループもあります。自家

用車でバイクを牽引して水際まで乗り入れるの

で、砂浜には大きなわだちができています。 

 余市町民にとって海は大切なものです。町民憲

章は、「わたしたちは、青い海と、香りゆたかな、

果樹園の丘にかこまれた、余市町民です。」とう

たっています。2014年の余市町まちづくりアンケ

ートでは、３分の２の人が余市町に住み続けたい

と答え、理由の第２位は自然環境が豊かだからで

す。美しい砂浜を取り戻し、安全でさまざまな生

物が生き生きと生育できる海岸へと再生させ、多

くの人たちが楽しめる場とするために以下伺いま

す。 

 １、北海道の海岸保全基本計画に基づいた余市

町の保全計画は策定されているのか。 

 ２、ごみやし尿の処理についてはどのようにな

っているのか。 

 ３、砂浜への車の乗り入れについての対策はさ

れているのか。 

 ２件目、町立旭中学校の校舎側フェンスの破損

について。日々子供たちのために奮闘されている

教育関係者の皆さんに敬意を表します。未来を担

う子供たちが健やかに成長するための教育環境が

重要であることは論をまちません。しかし、旭中

学校の海側から校舎を囲んでいるフェンスが破損

したまま放置されています。潮風を受け腐ってし

まい、人が出入りできる箇所が幾つかあり、フェ

ンスの用をなしていません。小さな子供が針金に

ひっかかるおそれもあります。グラウンド側の大

きなフェンスは、昨年の強風で倒されましたが、
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直ちに立てられました。当該のフェンスの修繕は

いつ行うのか伺います。 

〇町長（嶋  保君） 13番、安久議員のご質問

に答弁申し上げます。 

 本町が面する日本海沿岸は、貴重な水産資源を

有し、浅海漁業の生産基盤となっているとともに、

景観の美しさ等により町内外の方々がさまざまな

形で海との触れ合いを楽しんでいるところでござ

います。栄地区海岸につきましても、近年多くの

方がご利用されているところでございます。栄地

区海岸のうち、フゴッペ川河口付近から大川方面

への約1,600メートルの区間は、農林水産省が所管

する海岸となっております。また、北海道の海岸

保全基本計画においては、余市町全域の海岸が環

境並びに利用に配慮すべき区域とされているとこ

ろでございます。海岸法では、海岸の防護、環境

整備と保全、適正な利用をもって国土の保全に資

するとされており、本町といたしましても環境を

保全しながら適正な利用をお願いしたいと考えて

いるところでございます。 

 ご質問の１点目、余市町の保全計画の策定につ

いてでございますが、北海道が策定をしておりま

す海岸保全計画は、海岸法の規定に基づき都道府

県に策定が義務づけられているものであり、余市

町としての保全計画はございません。 

 ご質問の２点目、ごみやし尿の処理についてで

ございますが、これらにつきましては利用者のモ

ラルでみずから処理していただくべきものと考え

ておりますが、ごみにつきましては環境の保全や

飛散等により地域住民の迷惑にならないよう町と

しても適宜収集、回収作業を実施しております。

さらに、この海岸を利用される方々も自主的にボ

ランティアで収集作業を行っていただいていると

ころでございます。 

 ご質問の３点目、車の乗り入れについての対応

でございますが、海岸法は海岸環境の整備と保全

及び公衆の海岸の適正な利用を図り、国土の保全

に資することを目的としており、一般的に海岸へ

の車両の乗り入れ等の規制は行っておらず、この

海岸についても同様となっております。今後同法

の趣旨に照らし、その対応について管理者である

北海道と協議してまいります。 

 なお、教育委員会関係の質問につきましては、

教育長より答弁申し上げます。 

〇教育長（中村寿仁君） 13番、安久議員の教育

委員会関係、町立旭中学校の校舎側フェンスの破

損についてのご質問に答弁申し上げます。 

 町内小中学校における施設整備につきまして

は、耐震化や校舎の老朽化に伴う設備の更新など

計画的な整備、充実を図り、児童生徒の教育環境

の向上に努めているところでございます。旭中学

校の校舎側フェンスにつきましては、学校建設時

に整備され、30年近く経過しており、全体的に塩

害による劣化が著しく、一部の補修をすることが

難しい状態となっており、全面的な改修工事が必

要との認識をしておりますが、昨年の強風により

倒壊したグラウンド側のフェンスにつきまして

は、クラブ活動等に支障があることから本年７月

に職員により直営で応急的フェンスを設置したと

ころでございます。また、議員ご指摘の校舎側フ

ェンスの枠が外れ、針金が露出した部分等につき

ましては、近くを通る児童生徒を含めた町民の皆

様に危害が及ばないように早急に安全対策をして

まいります。 

 さらに、フェンス全体の修理の時期につきまし

ては、町内小中学校各施設における改修整備や修

繕を要する多くの施設の中から安全性の確保を前

提として緊急性を考慮し、優先順位の高いものか

らの整備が必要であり、旭中学校のフェンス工事

を含めた全体の中での整備時期の検討をしてまい

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。 

〇13番（安久莊一郎君） 今町長のほうから海岸

の保全について答弁がありました。町長も言われ
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ているように、海岸法でこの海岸保全については

全般的に津波とか、それから高潮などから海岸を

守ること、それから海岸環境の整備と保全を図る、

それから一般の人々が海岸を適正に利用して国土

の保全に役立てる、これが目的であると。まさに

これを余市のこの海岸でも適用していくことが求

められているところです。 

 それで、この海岸法に基づいて農水省と国交省

が海岸保全基本方針を定めることになっておりま

す。そして、そこで都道府県知事は、その基本方

針に基づいて海岸保全基本計画を定めることにな

っております。これは、町長ご承知のとおりです。

それで、この海岸法においては、都道府県知事は

海岸保全基本計画を定めようとするときは、あら

かじめ関係市町村長及び関係海岸管理者の意見を

聞かなければならないとあります。そこで、お尋

ねします。北海道の海岸保全基本計画は、いつ策

定され、余市町が意見を求められたのはいつです

か。また、余市町の意見の内容を伺いたいと思い

ます。 

 それから、２点目です。ごみやし尿の処理につ

いてです。近くに住んでいる方の見方では、よく

なっているとの声もあります。町長も言われたよ

うにボランティア活動の成果もあるようです。美

しい砂浜を取り戻そうとの啓発活動が重要と考え

ますけれども、町としてどのような取り組みをし

ているのか。先ほどごみの収集ということを言わ

れておりましたが、管理者である道との連携、こ

れはどのようになっているか、それを伺いたいと

思います。 

 それから、砂浜への車の乗り入れについての対

策についてです。先ほど道としてこの乗り入れ規

制をしていないと。規制区域外だと言われており

ますけれども、実際に今水上バイク、先ほども申

しましたようにちょうど一般の方々が来る時期の

後にずっと水上バイクのグループの人たちが来て

おります。水上バイク、水際まで、海辺まで持っ

てこないとすぐに出せないものですから、どんど

ん、どんどん車が入ってきて、やっぱりＵターン

したりするために非常に砂浜が荒れた状態になっ

ております。ですから、適正な管理ですか、これ

は必要だと思います。ですから、そこをもっと考

えなくてはいけないのではないかと思いますけれ

ども、その点について伺います。 

 それから、教育長の答弁について伺います。今

教育長が答弁されたように、非常にフェンスの問

題は危ない状態になっております。それで、応急

的に処理をされるということが言われておりまし

たけれども、住民の方からも非常に危険性を訴え

られておりますので、優先順位の問題があるから

と言いますけれども、このフェンスの問題も非常

に高い優先順位にあるのではないかと思いますの

で、一日も早く改善すべきだと思うのですれども、

その点について伺います。 

〇町長（嶋  保君） 13番、安久議員の再度の

ご質問に答弁をいたします。 

 まず、海岸保全の計画の関係、私どもには平成

28年３月９日付で依頼がございまして、４月18日

付で報告をしているところでございます。それぞ

れ北海道の基本計画の一部変更が28年５月になさ

れているところでございます。 

 ２点目のし尿処理等のご質問でございます。よ

くなっているというような声もあるとご質問の中

にもございました。私どもでも28年におきまして

は、８月８日に町予算にて高齢者事業団に委託し

て、年間の予算額５万3,000円ございますが、これ

で清掃してございます。そのほかにもありがたい

ことに大川の第８区会でもボランティアで４月に

対応していただいておりますし、そして８月21日

には２団体、これはサーフィン等、そしてまた水

上バイク等の団体だと思いますが、100名ほどが参

加いただいて、２団体がボランティアでごみの回

収等に当たってくださっておりまして、その回収

等はもちろん役場が最終的にやることになってい
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ます。そういった中で、27年も同様に区会、さら

にはボランティア団体、そしてまたソロプチミス

ト余市等が対応していただいているということ

で、これら含めて私どもで直接どんどん、どんど

んここに、道の管理のところにお金をつぎ込むと

いうのではなくて、最低限の部分は町としてもや

らなければならないのですけれども、啓発活動、

何とかきれいに使ってくださいという部分と、そ

れとこういったボランティア等の協力を得なが

ら、この余市町の海岸保全に努めてまいりたいと

いうふうに考えているところでございます。 

 また、砂浜への車の乗り入れの問題でございま

す。これにつきましては、先ほども答弁させてい

ただきました。道のほうでも海岸環境の整備と保

全という中で、これらの保全、整備に支障を来す

ようであれば管理をしなければならないという部

分ございますが、これら含めて引き続き道ともい

ろいろな中での協議をさせていただきながら当た

っていきたいというふうに考えてございますが、

北海道としては今の中では特に車の乗り入れを規

制するという法的な部分はないということでござ

いますが、なお一層これらについては対応を協議

していきたいというふうに思っております。 

〇教育長（中村寿仁君） 13番、安久議員の再度

のご質問に答弁申し上げます。 

 旭中学校のフェンスにつきましては、学校建設

当初に設置したものでございまして、30年近くを

経過しており、老朽化が進んでおります。先ほど

答弁申し上げましたように、昨年の強風により倒

壊したグラウンドの海側のフェンスにつきまして

は、野球部等の部活でボールが飛び出し、歩行者

への安全性が危惧されたということで、職員によ

る直営でフェンスを設置したところでございま

す。 

 先日私も現地を確認してまいりました。校舎の

海側のフェンスにつきましても、倒れてはおりま

せんが、数カ所にわたってフェンスがなかったり、

針金が露出しているというような部分もありまし

た。安全性の確保ということで、針金の露出やフ

ェンスがない部分につきましては、応急的な対応

をしてまいりたいと思っております。ただ、根本

的な改修につきましては、財源的な対応も含めて、

来年度以降に他の学校の改修整備を含めた全体の

中で優先順位を決めて対応してまいりたいという

ふうに考えております。 

〇13番（安久莊一郎君） まず、海岸の保全のこ

とについてですけれども、余市町のほうでは計画

は立てられていないということですけれども、道

のほうに意見を上げられたということですけれど

も、その上げた意見をもとにして余市町としても

全般的に海岸保全について計画をつくって、美し

い景観を守りながら、町民、それから町外からも

たくさんの方が見えるわけですから楽しめる、や

っぱり海というのはそこにいるだけでも心が安ま

る場所でもあります。そういうところがきれいな

砂浜であるということが非常に大事だと思いま

す。国でつくられている方針を見ていますと、海

岸保全についていろいろな角度から検討されて、

指針ができております。地球温暖化の問題も含め

て言われておりますから、ぜひそういうのをもと

にして余市町でも海岸保全についての余市町とし

ての計画、これを検討してつくっていくことが大

事ではないかと思います。道のほうは各市町村長

からの意見、だから今度余市町でつくる場合には

各住民、団体からの意見、こういうのも聞くこと

によって全般的に美しい浜をつくっていくという

計画をぜひ立ててもらいたいと思いますけれど

も、その辺について伺います。 

 それから、先ほども水上バイク等、サーフィン

のグループが砂浜の海岸のごみの処理とかそうい

うので清掃活動をやられているということで、そ

ういうボランティア活動は非常に大事だと思いま

す。ですから、町長も言われたような美しい海岸

を守っていくのだという啓発活動が非常に大事だ



－70－ 

と思うので、ぜひともそれを進めていってもらい

たいと思います。そのためには先ほど言いました

ように余市町の計画という中で、いろいろ話し合

われていると思いますが、正式に庁内で担当する

部署が集まって相談する。そして、住民の方の意

見を聞く。そういうものをぜひつくっていって、

海岸を守っていくようにぜひお願いしたいと思い

ます。そのことを要求します。 

 それから、旭中学校の問題ですけれども、先ほ

ど教育長が言われたようにきちんと現場も見られ

て把握されているということで、ぜひ急いで全面

的な改修、これができるように願っておりますと

いうことを言って私の質問は終わります。 

〇町長（嶋  保君） 13番、安久議員からの再

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いております。ここ

は北海道の所管でございまして、海岸保全計画は

北海道がつくるものということでございます。そ

れは管理だとか保全の部分でございます。それと、

海岸全般の余市町の美しい海岸残していくという

のは、この海岸保全計画とは別個にいろいろな中

で観光面含めてしっかり守っていかなければなら

ない部分だと思ってございますので、そういった

中ではそれらのどう自然を残していくかと、どう

こういうすばらしい環境を残していくかという部

分につきましては、ご指摘のとおり、課の横の連

携をしっかりとりながら、余市町の強みというか、

しっかりとした景観を残していくためにはどう保

全というか、清掃等を含めてしていくのがいいの

かという部分はしっかりと取り組んでいかなけれ

ばならないというふうに思ってございます。それ

とあわせてボランティア活動の啓発、これらにつ

きましては非常にありがたい行動だという形で思

ってございますので、これらの輪をもっともっと

広げていくようなＰＲ、周知に努めていきたいと

いうふうに考えております。 

〇教育長（中村寿仁君） 13番、安久議員の再度

のご質問に答弁申し上げます。 

 議員ご指摘のとおり、まず安全性の確保を最優

先として、フェンス全体を直すということはかな

りの高額になるものですから、ほかの学校の部分

での整備しなければならない部分もあります。そ

れも含めて優先順位を決めて、早急に対応してい

きたいと思います。 

〇議長（中井寿夫君） 安久議員の発言が終わり

ました。 

 発言順位９番、議席番号７番、近藤議員の発言

を許します。 

〇７番（近藤徹哉君） 第３回定例会におきまし

て１件について質問いたします。 

 ふるさと納税によるまちづくりについて。本町

の産業の中で特に漁業、町内商店街、飲食店関係

が低迷しており、打開策が求められております。

解決策として、寄附者の意向を踏まえて具体的に

検討していくことが急務と考えます。以下の点に

ついて伺います。 

 １つ、現在ふるさと納税の目標はどのくらい検

討しておりますか、お伺いしたいと思います。 

 それで、２つ目として、専門部署は今後どう検

討していますか、伺います。 

 もう一つ、クレジットカードほか専門業者の活

用はどのように検討しておりますか、伺います。 

 １つ、返礼品の吟味、クレーム等はどのように

なっておりますか、伺います。 

 最後です。今後の目標設定、後志一になるため

の目標設定がありましたらお伺いします。 

〇町長（嶋  保君） ７番、近藤議員のふるさ

と納税によるまちづくりについてご質問に答弁申

し上げます。 

 １点目の今後のふるさと納税の目標についての

ご質問でございますが、この制度については、自

分の生まれ育ったふるさとや応援したい自治体に

寄附をしていただくという趣旨でありますので、

具体的な目標金額や件数は設定しておりません
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が、より多くの方々に余市町を応援していただき、

制度を利用していただけるよう本町の魅力につい

ての情報発信を充実させてまいりたいと考えてお

ります。 

 ２点目の今後における取り進めと３点目のクレ

ジットカードや専門業者の活用につきましては、

関連がございますので、一括して答弁をさせてい

ただきたいと存じます。これまでの本町における

ふるさと納税につきましては、ホームページ等を

活用したＰＲや返礼品の選定と取り扱っていただ

く町内業者との対応など全て担当課が行っており

ますが、今後の取り進めといたしましてはより多

くの方々に本町を応援していただくため、寄附者

における手続の簡素化と利便性の向上に向けたイ

ンターネットによるクレジット納付の導入とその

納付手続の対応、また本町の魅力発信と感謝の気

持ちを伝えるための返礼品等の充実を図るための

民間事業者によるノウハウの活用、さらにふるさ

と納税制度による寄附金活用による事業の充実等

について現在担当課において検討を進めていると

ころでございます。 

 ４点目の返礼品の吟味とクレームに関するご質

問でございますが、返礼品の贈呈につきましては

平成26年度から開始しておりますが、これまでの

返礼品といたしましては、当初は水産加工品のほ

かリンゴジュースやウイスキー、ワイン、その後

水産加工品の充実を図るとともに、平成27年度か

らは余市町のリンゴや梨、サクランボといった余

市町の果物についても取り入れてきております。

こうした返礼品の拡充による本町の特産品ＰＲ等

により、年々余市町を応援していただける方々も

増加してきているものと考えております。また、

現在まで返礼品に対するクレームが担当課に寄せ

られたとの報告は受けておりません。 

 ５点目の今後の目標設定についての質問でござ

いますが、前段の質問でも答弁を申し上げており

ますが、多くの方々に余市町を応援していただき、

寄附をしていただけるよう寄附者の利便性向上を

図るとともに、感謝の気持ちを伝えるための返礼

品の選定を含めた本町の魅力発信の充実を図るこ

とにより、余市町のＰＲと産業の活性化につなげ

ていくことができるよう取り進めてまいりたいと

存じます。 

 今後におきましてもふるさと納税制度の運用に

つきましては、所管委員会でご審議をいただきな

がら、制度の趣旨を踏まえた中でその充実に努め

てまいりますので、よろしくご理解をお願いいた

します。 

〇７番（近藤徹哉君） 今答弁いただいたのです

けれども、私ふるさと納税とまちづくりというこ

とで出したのですけれども、１つはふるさと納税

の中の返礼品は、消費者の立場から見ると余市の

町はどういうふうになっているのかなということ

なのです、商品。その中で、まちづくりについて

いいますと、主に余市の場合は水産物が多いので

ないかなと。農業関係のこともあるのですけれど

も、そうするとある意味で行政がリーダーシップ

をとっていかないとならないと思うのです。それ

は、今後2020年はオリンピックですから、それ以

前の問題で、今食品衛生業界の中でどういうこと

になっているかというと、ＨＡＣＣＰ、これがな

いと大手商社とかスーパーとかに出せないことに

なっているのです。道のほうで社団法人北海道食

品衛生協会、厚労省から来ているそういうことも

踏まえて、商品の管理運営ということ、それに力

を入れていかないとならないと思うのです。その

ためにまちづくりということは、水産加工業者に

対してどういうことを指示というか、協議会を開

いた中でやっていくかということが課題になって

きているわけです。それで、今のところはそうい

うのがないと聞いているのです。 

 それで、こういうことをやっているのはそした

らどこかというと、５カ町村の中で、こういうこ

とは他の町村のことを言うべきでないのですけれ
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ども、古平は大体２年の間で約３億7,000万円。そ

ういうことをやって、水産加工の人と、それから

行政と、それから民間の人も入れて、ほとんど本

州ですけれども、何を一番古平としてはしないと

ならないかということなのです。水産関係が非常

に打撃を受けたのですけれども、その中で余市は

まだ、私は旧態依然という言葉は言うべきでない

のですけれども、やはり今消費者の意向が非常に

変わっているというか。そういうことで、ふるさ

と納税の返礼品、品目があるのですけれども、そ

の地域の特産品をどういう形にするか。そういう

ことで、水産加工をやっている人がそういう指示

を受けたり、協議会開いたりしてけんけんがくが

くと意見をやることによって、今までよりもそし

たら違う商品をつくって編み出していくかと、そ

ういうような一つの提案をして、そういう協議会

みたいのをけんけんがくがくしていただかない

と、だんだん水産関係も、浅海漁業のほうは魚が

どんどん減少しているのです。そういうことをし

ていかないと、まちづくりの中で非常におくれを

とっていくのでないかなと思う。そのためにふる

さと納税の返礼品については、今町長言っていま

したけれども、クレームは何もないというからい

いのですけれども、そういうことで地場産業の育

成の中でもう一つは、今消費者は何を返礼品をい

ただくのが一番ラッキーというか、一番求めてい

るのかなというと、少量ですぐ食べれるものとい

うか、そういうことが東京なんかでは求めている

みたい。そういうことをひとつ意を尽くしてやっ

ていただきたいなと、そう思っているのです。 

 それと、もう一つは、だんだん煩雑になってき

ますと、１億円、２億円以上になっていくと担当

部署が必要になってくるはずなのです。それには

今度は領収書の発行とかでしょう。いろいろなこ

と出ます。それと、どこから来たとか。それは、

やる業者たくさんいるのです、札幌は、クレジッ

トカードで。そういうことを契約しておくと、月

４万円くらいで全部できるのです。そういうこと

もいち早く。 

 それと、もう一つは、返礼品について、お金に

いただいたりしたときに一般財源にはできないも

のですから、そういう納税支援条例みたいような、

そういうことをつくっていかないとならないので

ないかなと、これから金額が伸びていった場合。

そういうことも踏まえた中で、クレジットの会社

とも契約して、検討して、そうしていかないとな

らないし、それと商品のことについても水産加工

業者の人と何回ぐらい協議したりしているのかな

と思っているのですけれども、その辺はどうなっ

ているのかなと。暗中模索というか、そういうの

が多いのです。それには非常にその波及効果、水

産加工の人が少しずつよくなってくると、飲食店

とか商店街の人もちょっと商売やってみるかな

と、こうなるけれども、今皆さん歩いたらわかる

のですけれども、じり貧で、そして20年前と今と

例えば飲食店も３分の１になりました。景気が悪

いからということもありますけれども、やる人が

いなくなってきたのです。商売採算合わないから

やめているのです。例えば倶知安、岩内、余市の

中で20年前と飲食店どうなっているかというと、

私も役やっているものだから歩くのですけれど

も、今倶知安の３分の１です、飲食店については。

岩内の半分以下なのです。１万4,000くらいの人口

なのですけれども。これどこからきているかとい

うことになると、いろいろな社会条件がたくさん

ありますけれども、やはりこのふるさと納税につ

いて、返礼品について、行政もそうですけれども、

発注した人と協議した中でどれが一番いいのかと

か、これは絶対自信持っているとか、そういうこ

とでやっていかないと、今までどおりでやってい

るということは私言いたくないけれども、これを

起爆剤として少しでも地場の工場とかそういう人

に対して発奮してもらうにはどういうことが政策

的に必要なのかなという、そういう提案と、あと



－73－ 

協議と熱意を行政としてぜひそれに力を入れてい

ただきたいなと思うのです。そうすることによっ

て今やっている人は、私はマンネリとは言いませ

んけれども、もし新しい商品があったら、テレビ

見たり、本見たりなんかして、これをやってみた

からちょっと食べてみてくれませんかとか、そう

いう活発な交流を求めていかないとならないと私

は思っているのです。そのために一つのふるさと

納税というのは、返礼品については、それを起爆

剤としてどうしたらいいかとか、そういうことに

よってまだ伸びていくと思うのです、私は。旧態

依然の商品ばかりやると、そんなに伸びないと思

います。私たち商売も同じなのです。20年前と同

じメニューなら誰も来なくなるのです。そういう

ことはしていないと思いますけれども、ただそれ

にはやはりコミュニケーション必要だと。そうい

うことで、ぜひそういうことについて今後の話で

もいいのですけれども、それを考え方をお聞きし

たいなと思っております。 

 それから、クレームはないというからいいので

す。目標設定もなかなかできないからわかるので

すけれども、例えば仁木町は約１億1,000万円なの

です。それがいいとか悪いでないのです、私は。

古平もそうですけれども、水産加工の人は非常に

喜んでいるみたい、一回に1,000万円もらったりし

て。普通あり得ないという。商品開発もいろいろ

なことやっていきますと、ある人と会って話しし

たのです。私も食の関係で北後志歩くものですか

ら。何とかそれをもっとふやしてほしいと。それ

には私たちも努力しますということなのです。そ

ういう声は、今のところ私余り聞いていないので

すけれども、余市では。なぜそこからそういうふ

うになったのかなということなのです。やはり自

分たち一人一人が町に住んでいて、私もそうです

けれども、余市がよくならないと何の産業も、生

産して本州に送るのはいいのですけれども、地方

からこれからますます観光というか、そういうの

来ているのです。だけれども、特定のところしか、

あとのところ行きたいけれども、ないという。な

いということは、裏返しすると何かということな

の。そうすると、力がないのと何やっていいかわ

からない。それは、自助努力ですよというのなら

それまででいいのですけれども、そうではない。

景気がこうだから、やってもだめだなと思ってや

らない。水産加工の人とかそういう人たちに付随

する働く人とか、よくなると歩くのです。その最

低限度の基礎的なことは何かというと、商品をつ

くって販売して、少しずつ売り上げがアップする

ということなのです。そのためには私ふるさと納

税の返礼品については吟味して、そして発信して

いかなければならないし、やっぱりそれには中に

いろいろなこと書けるのではないですか。今やっ

ていないと思うけれども、例えばまほろばの土地

についてもこういうことやったらこうですよと

か、ふるさと納税の返礼品にそういうのパンフレ

ットを入れて、こういうような特典ありますとか、

恐らく入れていると思うのですけれども、その辺

もお聞きしたいなと。何でもいいからまず発信し

ていかないとならないと思う。そういうことない

と、だんだんこれから人口減少に歯どめがかから

ない中で生き延びる、私は住んでいる余市町大好

きなのですけれども、何とか活力を持っていかな

いとならないと。それには最低限度行政の人も力

をかしていただきたいし、町の人に対して。自分

たちの町なのです。そういうことでないとどうな

りますか。ただ送ればいいというものでないと。

それをどう活用して、返礼品に対して行政でやっ

ているいろいろなことが、さっき言った土地の問

題とかこういうことがありますから、ぜひ余市に

土地を買っていただけませんかとか、そういうＰ

Ｒもしないと、余市なのだ、そしたら行ってみる

か。それにまた付随して、こういう泊まるところ

もありますよとか、古民家もそうですけれども、

空き家も、いろいろなこと枝葉がついてくると思
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うのです。ベースは、やっぱり地方からお金を送

っていただいた人に返礼するときに包装して、お

礼の言葉を書いたりして、そして余市の町をＰＲ

したり、町長やっていると思うのです。町長の自

筆でやったやつで判押して、ぜひ余市お願いしま

すとか、そういうことをしないと、人の心に入っ

ていかないとどうすることもできないのではない

ですか。私はそう思っているのです。それで、今

までやっていなかったらやっていなくていいので

すけれども、これからの問題としてそういうこと

に意を尽くしていただきたいなと、そう思ってい

るのです。 

 それと、私はだんだんそういうことに意を尽く

していくと仕事がふえてくると思うのです。それ

で、やはり専門部署というのが必要でないかなと

思う。それと同時に返礼品のチェックというので

すか、種類別とか、一番何が喜ばれているのか。

送っていったときにクレームはないというのです

けれども、それにフォローしているのかどうか。

何がよかったですかとか、恐らく私はしていない

と思うのです。よそもみんなしていないのです。

やっているところもあるのです。そこは伸びてい

るのです。今回ありがとうございましたと、いか

がでしたかねと。何かあったらすぐ連絡下さいと

か、そういうの返礼品に入っているかどうか。そ

れがないと一過性だ。どこ行っても同じ。これで

差別化になっていくのです。日本人のよさは気配

りとか今盛んに言われています。2020年のオリン

ピックでないけれども、そういうのが日本人得意

なのです。そういうこともぜひ、もしやっていれ

ばやっていましたでいいのですけれども、やって

いなかったらこれからでもいいのですけれども、

そういうのに意を尽くしていただきたいなと、そ

う思っているのです。 

 あと、蛇足ですけれども、たしか海産物関係か

水産関係だと思うのですけれども、行政と年に例

えば、細かいことで失礼ですけれども、何回ぐら

い協議しているのですか。そして、その返礼品に

採用されて送ったりしたときの業者がどういうふ

うに感じ取っているのかなと思って。ありがたい

ですよとか、何かそういうことはチェックされて

ありましたらお知らせいただきたいと思います。 

〇町長（嶋  保君） ７番、近藤議員からの再

度のご質問に答弁をいたします。 

 まず、総体的な部分、まちづくりや産業振興と

いう部分については、議員おっしゃるような部分

等私もっともだなと思う部分がございます、もち

ろん。これからの余市町の元気のため、余市町の

産業振興のために何をしなければならないのかと

いう部分は、大いにご提言のとおりだというふう

に考えてございます。しかし、それとまたふるさ

と納税との部分というのは若干違うのかなとい

う、私の考え方と議員の考え方違う部分があるの

かなと。１つには、このまちづくりという部分、

これは安定的な財源等を持ってやる部分でありま

して、ふるさと納税はあくまでも臨時的な財源だ

というふうに捉えてございますので、まちづくり

との部分とは若干違うのかなというふうに考えて

ございます。まちづくり総体としては、議員おっ

しゃるとおり、さまざまな分野の連携等を含めて、

役場がいろいろな先頭に立って道を開いていかな

ければならないという部分は当然なことでござい

ますが、財源として捉えるときにまちづくりのた

めに臨時的なふるさと納税をこれを当てにしてや

っていくというふうにはならないというふうに。

結果として幾ら入ってきたという部分はございま

すが、それはただやっただけという形ではなくて、

努力した中での結果として幾らになったという部

分は私はあると思いますが、これを当てにして、

その部分を当てにしてまちづくりをやっていくと

いうのは、私どもの財政的な部分でいいますと若

干手法が違うのかなと。しかし、それはそれとし

て、こういった制度があるという部分で、そして

また古平のように金額が３億円等の部分もござい
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ました。私は、これは決して争う問題でもないと

いうふうに思ってございますが、我々は余市町の

特産品のＰＲ、そしてまた余市町の産業振興とい

う中の部分でございます。 

 常々申し上げてございますが、私このふるさと

納税制度というものについては非常に疑問を持っ

ております、制度として。例えば町の職員が仁木

にふるさと納税してサクランボもらって、余市の

税金安くなったと。それ聞いたら私おまえ何考え

ているのよと多分言うと思います。そういった制

度ですけれども、現存としていろいろな中で寄附

をいただいているという部分もございますし、そ

の使い勝手等もそこは認めざるを得ないという部

分でございます。そういった中で、私はこれは財

源の確保というよりも特産品のＰＲ、産業振興と

いうことで、そこをもってどんどん、どんどん拡

充をしたいと思ってございますので、先ほども申

し上げました。今はクレジット納付もやってござ

いませんが、クレジット納付をやることによって

かなり納付する方の利便性も違ってきます。さら

には、担当課で今直営でやっていますけれども、

ノウハウ等もございますので、しっかりとこれは

専門の業者にも任せていかなければならないとい

うふうに考えているところでございます。 

 それと、加工関係、これは古平でございますか

ら水産加工が主だという形の中でなってきている

と思いますけれども、私どもは水産加工品から始

まりましたが、そこから順次いろいろな議会等の

議論、そして委員会等の議論もいただきながら、

農産物等にも広げてきております。水産加工品だ

けに特化するつもりもございません。余市町の中

ではいろいろな産品ございますので、そういった

中での余市のいろいろな産品を提示することによ

ってふるさと納税する方が何を選んでくるかとい

うのは、また別個の問題だというふうに考えてご

ざいます。そういった中では、お話ございました

ように、１つには欠けているなという部分、これ

はリピーターの問題、気遣いの問題、これはきの

うの一般質問でも出ておりましたが、いろいろな

中を捉えて余市町というものを発信して、そして

余市町に来ていただくという方をふやしていく。

それによって余市町に住んでもらえる方等も少し

ではありますが、多くなるというふうに思ってご

ざいますので、ふるさと納税をいただいたそれに

対するリピーターをどう確保していくかと。お礼

の気持ちでは礼状等も出してございまして、そし

て人づくりの中でどういう事業をやったというこ

とを２回ほど出しているようでございますけれど

も、もっともっとそことの結びつきを強くしてい

かなければならないと思っていますし、ご提言あ

りましたように、私も思っておりましたのは物だ

けではなくてソフト的なもの。これは実現するか

どうかは別にして、笑い話としてもあれなのです

けれども、余市のソーラン祭りの花火、非常に全

道的に有名だと。ですから、この花火の特等席を

例えば納税した方にやると、そういうのも一つの

手でないのかなと。それとまた、試験地のリンゴ

のオーナー制度、そういうのも考えられるのかと。

ただ物品をやるというのではなくて、いろいろな

ソフト事業も含めてリピーターなり、余市に関心

を持ってもらうためにはいろいろなことやってい

かなければならないのかなということは、今内部

でもいろいろ協議もさせております。 

 そういった中で、そのあたり含めて１つ大きく

なるのは、いろいろやっていく中では今は人が限

られている部分でございますので、総務文教常任

委員会、所管の委員会のほうにも今後の取り進め

方、これは早くやらなければならないというふう

にも思ってございますので、協議もさせていただ

きながら、そのあたりを進めていきたいというふ

うに思っているところでございます。 

〇７番（近藤徹哉君） 最後になりましたけれど

も、今町長から話がありまして、誤解されたら困

るのですけれども、ふるさと納税の返礼品でまち
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づくり、それをやったら毎年例えば５億円ずつ間

違いなく入るという問題ではない。それに期待し

てすることではないのは私も百も承知。ただ、そ

ういうことに力入れないより入れたほうがずっと

いい。そして、つくっている人に感謝されるとい

うことはどういうことなのかなと、町長が。例え

ば言ったと仮定する。１年後になったら、町長、

本当によかったですと、そういう言葉、日本語で

すけれども、それだけでも人間というのは感謝さ

れると感動するのでないですか。そういうことに

うまくふるさと納税のそういうとうといお金です

けれども、返礼品に対してつくっている人たちに

対してそれが少しでも多く出るようにすることに

よって、業者の人、また働いている人、過去より

ずっと仕事がふえてきたとなったらどうするので

すか。これも一つのまちづくりなのです。だから、

それにびっしりやるとかでなくて、やはりそうい

うことが必要でないかなと。 

 これから決まり切った考えの社会でなくなりま

して、ＩＴとかいろいろなことがあって、ロボッ

トの時代になってきて、すごく進化していくし、

何が必要かというとやはり消費者とか人員が足り

なくなって、ロボット化になってきているのです。

そうすると、水産関係でも、例えば一番手っ取り

早いのですけれども、今手で開いているものが何

か機械がないかと。水産試験場もあるし、そうい

うところに行って検討したりして、いろいろな機

械のところ紹介してほしいとか例えばそういう意

欲、余市に住んでいる人に対して、これはみずか

ら自分たちがやればいいのです。だけれども、今

皆さん町歩いてどうですか。行政も働いている人

もみんなここに座っている人、番外の人は優秀で

すから、町出たときどうですかとか声かけたりし

て、何か困ったことありますかとか、そういうの

がまちづくりだと思っているのです、私は。全部

お金ではないと思う。やる意欲をどういう形で伸

ばしていくかという。それがない町は、どんどん

衰退すると私は思っているのです、学者でもない

けれども。みんなの力が結集して初めて余市町が

大きくなると思っているのです。そういうことを

踏まえた中で、何とかひとつ意を尽くして、今ま

で以上に誠意、渾身、ふるさと納税返礼品に対し

ても追跡調査して、調べて、そしてその人に対し

て先ほど町長言った花火大会、それもいいのでは

ないですか。だから、きょう読売新聞に出ていま

した。道のほうでふるさと納税で各振興局に対し

て、お金でないのです。全道の振興局あるところ

に対して観光のチケット、切符なのです。来てほ

しいと、北海道に。だから、さっき町長言ったよ

うに花火であれば、１カ月、２カ月前にそういう

寄附していただいた人に対して余市の花火は北海

道で３本の指に入っていますよとか、ぜひ花火を

見に来ていただきたい、例えばそういう招待券で

もいいのでないですか。心のこもったものを出す

ことによって、すごく変わってきたなという、そ

ういう町村少ないからと。例えば何でもいいので

す。そういう企画立案を今まで以上に、みんな優

秀ですから、ここに座っている人は。そういうこ

とに意を尽くしていただきたいなと。 

 最後は町民の皆さんを自分の家族だと思ってほ

しい。子供だと思ってほしい、極端なことを言う

と。こういうことをやったらどうですかと、そう

いうようなことがソフトの時代で今これから求め

られていることは私はそういうことでないかなと

思う。声かけ運動とかソフトの問題で、そうする

ことでやる意欲になってくると思う。時間がかか

るけれども、自分の商品でももっと違うことでお

客さんからたくさん注文いただきたいとか、飲食

店でも何でもそうです。商店でも何で来ないのだ

ろうかと。こういうのやったらどうですかと。や

っぱりそういう会話、コミュニケーション、それ

が私は余市の場合は欠落していると思っていま

す。これを機会として、ぜひそれに意を尽くして

やっていただきたいなと。くどいようですが、町
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長も農産物とかいろいろやっているのですけれど

も、返礼品で、これはいいことなのです。だから、

そういうのをもっともっと伸びていただければい

いのですけれども、相手があることだと言ったら

それまでですけれども、そしたらどうしたらいい

かという創意工夫を担当はしていると思っており

ますけれども、迅速にできるようにひとつ鋭意努

力をしていただきたいなと、そう思っております。 

 一番最初の質問にあって、ここ３年とか５年で

どのぐらい目標立てておりますかということはや

っていないと思うから、これは答弁なかったらな

くていいのですけれども、やっぱり人間目標設定

というのは、未知数だからってそういうことでな

い。そしたら、宇宙の月に行くロケットどうなの

ですか、極端なこと言うれども。だから、やっぱ

り目標設定も時と場合には必要。できなかったら

できないでいいのです。非常に難しかったと。だ

けれども、目標設定するとそれに努力すると思う

のです、人間。大学の受験でもみんなそうでしょ

う。行かなくてもいいのだったら何も勉強しない

し、落ちたとか入ったとか。やっぱり人間ノルマ

がかかるということが非常に必要なのです。そう

いうことで目標設定が最後に結びとしてもしあれ

ば教えていただきたいし、こういうことを考えて、

これも今検討課題だというのならそれでいい。あ

と委員会で出してくれればそれでいいですから。 

〇町長（嶋  保君） ７番、近藤議員の再度の

ご質問に答弁をさせていただきます。 

 先ほども私２問目の答弁でもさせて考えまし

た。産業振興全般という中では、議員ご指摘の部

分非常に共通の思いをしているところでございま

す。それとまたこのふるさと納税を使ったという

部分になれば、若干そのあたりは違う部分もある

のかなと。私の思いと違う部分もあるのかなとい

う気もしているところでございます。そういった

中で、気遣いなり、それと１つとしては議員いつ

もおっしゃられているように現場の声をしっかり

聞けというのは、これは私は常々職員にもお願い

しているところでございます。幾ら机上でいろい

ろな計画をつくったりなんだりしても、現場の声

が反映されていなければほとんど実施段階、実行

段階になっても、そして事業を実施したとしても

アウトカムの部分でほとんどないという部分ござ

いますので、しっかりそのあたりは現場の声を聞

きながら進めるようにという部分を申していると

ころでございますが、なかなかそういった中では

事務量等の中で出れないのかなと思ってもござい

ますが、私を筆頭になるべく現場に足を運んで、

いろいろな声を聞きながら事務事業を取り進めて

いくような形をとっていきたいというふうにも思

っているところでございます。 

 また、先ほども答弁させていただきました。制

度としては、このふるさと納税制度に対するいろ

いろな思いはありますが、制度としても現存して

いると、あるという部分でございますので、この

中でいかにこれを活用できるかという中で、今ま

で取り組んでこなかったクレジット納付、さらに

は専門業者への委託等も進めて、しっかりこの制

度を活用した中であらゆる産品のＰＲ、そしてま

たそこからの産業振興につなげていかなければな

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、最後のご質問ございました。目標の部

分でございます。１問目にも答弁を控えさせてい

ただいておりますが、例えばがん検診の受診率を

幾らにするだとか、そういう部分の目標というの

は当然何年に幾らというのは設定されるべきだと

私は思いますが、この寄附の部分につきましては

最大限努力していくと、この制度を活用しながら

努力していくということでご理解を賜りたいと存

じます。 

〇議長（中井寿夫君） 近藤議員の発言が終わり

ました。 

 暫時休憩します。 
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休憩 午前１１時０２分 

再開 午前１１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10番、議席番号17番、茅根議員の発言

を許します。 

〇17番（茅根英昭君） 平成28年第３回定例会に

おいてさきに通告しています一般質問に対し、町

長におかれましては要を得た答弁よろしくお願い

いたします。 

 件名、余市町のふるさと納税による財源増につ

いて。昨年９月の平成27年第３回定例会の一般質

問においては、私はふるさと納税増対策と余市町

の特産品の拡充をしていただきたいと質問させて

いただきました。私が一般質問した後の北海道新

聞の朝刊の記事にも、余市町、嶋町長はふるさと

納税をさらに取り組みますと出ていました。余市

町は、すばらしい農産物、農産加工品、水産物、

水産加工品があります。全国にもＮＨＫのテレビ

でも知られることがあったことで、余市町に行っ

てみたい方々や余市町を検索する方々や余市町の

特産品（ニッカ）を検索する方々がふえているこ

とと推測されます。また、他の町村でも何十億円

から何千万円まで単年度でふるさと納税での財源

増を行っている町村も多く見られます。小樽や後

志地区でも古平町の３億6,810万円、寿都町では２

億円、仁木町では１億200万円と北海道新聞等でも

掲示されております。納税額の高い町村では経済

効果は大きく、業者や生産者の方々は販売増やＰ

Ｒに向けてよりよくなっていることに感謝してい

るとあります。ふるさと納税や財源をふやす考え

をもっともっと行っていただきたい。また、こと

しより企業版のふるさと納税も始まりましたの

で、さらに町村間でのＰＲをふやしていく必要が

あると考えます。 

 １、平成25年から本年度８月までのふるさと納

税の返礼品の変化について。 

 ２、他の町村と余市町のやり方の違いや生産者

や加工業者などをふやすべきではないか。 

 ３、さとふるやふるさとチョイス等の業者やプ

ロ企画などの方々を取り入れての対策案や観光協

会など協力して連携も考えるべきではないか。 

 以上の件につきましてご答弁よろしくお願いし

ます。 

〇町長（嶋  保君） 17番、茅根議員の余市町

のふるさと納税による財源増についてのご質問に

答弁申し上げます。 

 初めに、平成25年度から本年８月までの返礼品

の変化でございますが、本町におきましては平成

26年度より返礼品の贈呈を開始しておりますこと

から、平成26年度から現在までの状況につきまし

て答弁申し上げたいと存じます。平成26年度にお

きましては、水産加工品のほかリンゴジュースや

ウイスキー、ワインを返礼品としておりましたが、

その後におきまして水産加工品の拡充を図るとと

もに、平成27年度からは余市町のリンゴや梨、サ

クランボにつきましても取り入れてきているとこ

ろでございました。こうした返礼品の拡充による

余市町の特産品ＰＲ等により、年々余市町を応援

していただける方々も増加してきているものと考

えております。 

 次に、他町村との違いや生産者等をふやすべき

との質問でございます。ふるさと納税の寄附額が

多い自治体の特徴といたしましては、インターネ

ットでの申し込みやクレジット納付ができる点が

共通していると考えておりますが、現在本町にお

きましても利便性向上の観点から手続の簡素化に

向けた準備を取り進めているところでございま

す。また、返礼品につきましても余市町の魅力を

発信する機会として捉え、品目を拡充することに

より返礼品の取り扱いをしていただく町内事業者

の増加に努めてまいりたいと考えております。 
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 次のご質問につきましては、民間事業者の活用

にかかわるご質問と考えますが、これまでの本町

におけるふるさと納税につきましては、ホームペ

ージ等を活用したＰＲや返礼品の選定と取り扱っ

ていただく町内業者との対応など全て担当課が行

っております。今後の取り進めといたしましては、

より多くの方々に本町を応援していただくために

も寄附者における手続の簡素化と利便性の向上を

図る環境整備、さらに本町の魅力の発信と感謝の

気持ちを伝えるための返礼品等の充実に向け、現

在担当課において民間事業者によるノウハウの活

用等について検討を進めているところでございま

す。 

 今後におきましてもふるさと納税制度の運用に

つきましては、所管委員会でご審議をいただきな

がら、制度の趣旨を踏まえた中でその充実に努め

てまいりますので、よろしくご理解をお願い申し

上げます。 

〇17番（茅根英昭君） さきの近藤議員の発言で

も答弁もありましたので、私のほうからは今年６

月に日経新聞の総合研究所でもふるさとチョイス

の須永トラストバンク代表が申していました。

2014年は、ふるさと納税の寄附額総額341億円、前

年の約2.4倍、また15年は1,000億円を超えると。

または、今年度から将来におきましては、5,000億

円から１兆円という大きな数字になるであろう

と。また、企業版も始まったことにより、どんど

ん稼ぐ自治体がふえていくということを申してお

ります。2016年度現在において、1,788自治体のう

ち半数以上の1,200を超える自治体がこのふるさ

とチョイスという制度を活用して、ふるさと納税

の活性化を自分の自治体の活性化においても幅広

く振興に取り組んでおります。このふるさと納税

の中で自治体の中で一番やりたい課題はと、そう

いうようなこともお話ししており、それがあって

初めてふるさと納税をどう活用するかという知恵

が生まれていく。地域の課題を解決されるために

たくさんの自治体ではふるさと納税を活用してい

き、地域が本当にしたいこと、伝えていくこと、

自治体がやれることを課題解決している現状があ

ります。 

 余市町も数年前まで「マッサン」等あり、この

ふるさと納税に関しましても余市町っていい町だ

よなと、「マッサン」のふるさとだよなと、そう

いった思いでニッカウイスキー並びにこの余市町

に足を運んでいっている方々もたくさんおられる

と思います。年々そのようなお話も薄まっており、

やはりいま一度ふるさと納税のさらなる活用をふ

やしていかないとならない。私も昨年度上士幌の

町長の講演を聞きに行きました。その町長の講演

の中でも俺はこの町を活性化するのだと。施設が

古くなっている。もうどうしようもない。お金も

ない。産業も苦しい。俺はこのふるさと納税で全

国有数の自治体にしていくのだと。産業の活性化

を、農業の活性化を、１次産業の活性化は自治体

の俺がやらなくてはいけないのだと、そういう思

いで発信、発言しております。全国でも非常に東

京都、大阪府、各市町、大きな都道府県からも講

演依頼があり、またはそこの百貨店からも上士幌

の町の産物を扱ってみたいと、そういった思いも

たくさんあると。非常に町の活性化について熱く

語っておりました。 

 嶋町長におかれましても「マッサン」等でたく

さんの報道陣に囲まれることもあり、余市町のＰ

Ｒも行ってきたと思います。または、今ワインツ

ーリズム特区として余市町、仁木町で活性化行っ

ておりますが、余市町の産物がこれから伸びるに

当たっては早くこのふるさと納税を取り組み、皆

さんのＮＨＫドラマの記憶が薄れないように、一

年でも二年でも早くどんどん事業を行っていく考

えもあると考えます。 

 この間の国会議員、道議、北後志の各市町村長、

議長並びに振興局の局長、開建の部長、教育長の

会合の席でも古平町の３億6,000万円、寿都町の２
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億200万円、ふるさと納税に関しまして仁木町の１

億200万円が取り上げられておりました。今はもう

稼ぐ自治体になっていただかないと国も道も大変

厳しい情勢でございますと。台風の被害もあり、

国の道の予算が交付税に100％反映できることも

少なくなってきておりますと。何とか稼ぐ自治体

を目指して、各自治体が一致団結し、発展してい

ただきたいという声もありました。町長も隣でお

聞きしていたことと思いますが、首長のリーダー

シップとふるさと納税担当者の熱意があれば、そ

の両輪、また観光協会、ＪＡ、漁組などの各１次

産業の関係団体とさらに熱意を込めて取り組み、

この余市の町の特産品をどんどん発信していかな

いと、30年後半から40年後半の余市町の施設が数

カ所、何十カ所とたくさんの施設が古くなってお

ります。さまざまなことでふるさと納税活性化に

つなげ、町をもっともっと振興していただきたい

と考えます。 

 あと、平成25年から本年８月までのふるさと納

税の返礼品の変化についてということですが、も

っともっとさらに踏み込んだ関係諸団体と振興会

議、この関係者の方々と連絡事業者協議会などを

立ち上げて、もっともっと町の応援になっていた

だく方をふやすように得策を考えていただきた

い。 

 ２番目の質問でも他町村と余市町のやり方の違

い、生産者や加工業者などをふやすべきではない

かと。これについても余市はワインがあって、ウ

イスキーがあって、お米を隣の田中酒造で醸造し

てやると日本有数のお酒の産地、お酒のＰＲがで

きる産地となります。これは広域観光連携という、

今九州の平戸でもそうですが、隣町にお願いして

やることが頻繁になっております。広域連携の活

用も模索しながら、この余市の特徴ある産物のＰ

Ｒにぜひ努めていただける考えはないか。 

 以上の３点、よろしくお願いします。 

〇町長（嶋  保君） 17番、茅根議員の再度の

ご質問に答弁をいたします。 

 ふるさと納税のご質問が２件続きました。先ほ

ども申し上げました。まちづくりの部分とふるさ

と納税の部分ときちんと分けて考えなければ、そ

こを一緒になっていくと私の認識の中ではちょっ

と違うのかなという気もいたします。ふるさと納

税として、先ほど来私は一貫して以前から申し上

げていますとおり、この制度については疑問を持

っています。しかし、制度は制度としてあるとい

う中で活用しない手はないという部分でございま

す。ですから、返礼品の問題もいろいろありまし

たけれども、何億円等の部分もございました。し

かし、ある町村では自分の町村でとれないものま

でやる。例えばノートパソコンを出したり、そし

てまた自分の産品でもないものを、ほかの有名な

それを返礼品に入れているとか、私はそういうこ

とはすべきでないと思っておりますし、私はそう

いった中では産業振興、余市町のＰＲにどうつな

げいくかという部分、そしてそれが余市の産品の

好評、人気と相まって、結果的にふるさと納税が

幾ら集まると。ですから、私はそこに手を抜いた

り、適当にやるというのではなくて、一生懸命も

ちろんやりながら、そして結果的にふるさと納税

としては幾らだったと。ですから、先ほど近藤議

員のときも目標というものは申し上げませんでし

たけれども、結果としてついてくると。これは、

あくまでも私はまちづくりの財源稼ぎというので

はなくて、余市町の産品のＰＲ、そしてまたいろ

いろな余市町を発信すると。そして、それによっ

て余市町の産業振興につながっていくものだとい

うふうに考えて取り組んでいるところでございま

すので、若干そのあたりは議員のご質問の趣旨と

は違う部分があると思いますけれども、そういっ

た中で取り組んできているという部分でご理解を

願いたいというふうに存じます。 

 また、国の問題、振興局等の会議等の問題も出

ましたけれども、全体的に国の中で税金とり合い
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になっているだけの話で、変わっていない。ふえ

ているわけでもないし、そして隣のまちがとった

とかとらないとかそういう形の中で、日本全国の

中では国民としては何も変わっていないという部

分ございまして、これは私ども地方、いろいろな

特産品を持っている地域はいいのですけれども、

都会に行けば本当に減ばかりで、何だ、この制度

という部分も多いわけでございますので。しかし、

いろいろくどくど申し上げていますが、制度とし

てある中では私はこの中で制度のよさを余市町で

どう取り入れていくかという部分はしっかり取り

組んでいかなければならない責任あると思ってご

ざいますので、そういった中ではいろいろな議員

ご指摘のとおりクレジット納付もやらなければな

らない。そしてまた、直営ではなくて、いろいろ

なノウハウを持った業者なり、ポータルサイトと

も連携しなければならない。それは今年度中にや

っていきたいというふうに思っているところでご

ざいます。 

〇17番（茅根英昭君） 今町長の答弁でもありま

したように、各省庁からノートパソコンなど物品

による納税は注意を受けています。そうではなく

て、余市町は農産物と水産物があるということを

踏まえてわかりやすく質問します。 

 新たにこのふるさと納税による協議会などを立

ち上げることが考えられるのでしょうか。もう一

つは、このふるさと納税による使い道を変更する

考えはあるのでしょうか。 

〇町長（嶋  保君） 茅根議員の再度のご質問

に答弁を申し上げます。 

 先ほど来答弁させていただいております。大き

く仕組みを変えようという部分の中で、今担当課

の中で協議を進めているところでございます。そ

の中で、直営でやっている部分を業者委託等を含

めて考えているところでございまして、協議会ま

では今どうするかという部分はここで答弁は差し

控えさせていただきますが、そういった中で大き

く制度を変えようと、今の取り組み方を変えてい

こうという部分で取り組んでいるという部分でご

ざいまして、これにつきましてはまず所管の総務

常任委員会のほうにある程度一定の方向出ました

らそのあたりご協議、ご相談をさせていただきた

いというふうに思っているところでございます。 

〇議長（中井寿夫君） 茅根議員の発言が終わり

ました。 

 諸会議の開催、さらに昼食を含め、午後１時30分

まで休憩します。 

休憩 午前１１時３５分 

再開 午後 １時３０分 

〇議長（中井寿夫君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 一般質問を続行いたします。 

 発言順位11番、議席番号11番、白川議員の発言

を許します。 

〇11番（白川栄美子君） 平成28年第３回定例会

に当たり、さきに通告の１件を質問いたします。 

 高齢者、障がい者等単身用の住宅の考え方につ

いて伺います。余市町の公営住宅等長寿命化計画、

また住生活基本計画が改めて昨年３月に示されま

した。その中には高齢化が急速に進行している中

で、これから増加が見込まれる高齢者の単身世帯、

夫婦世帯、また要介護者、障害者等が住みなれた

余市町に安心して暮らし続けることができるよう

必要な住宅の供給を推進するとあります。今後建

てかえや改善が行われる公営住宅においては、北

海道公営住宅等安心居住推進方針に基づきユニバ

ーサルデザインの導入を図るなど、高齢者、障害

者等の入居に配慮するとともに、障害者等が公営

住宅へ入居しやすい町営住宅の入居基準等につい

て検討すると示されておりました。障害者等が入

居しやすい入居基準について検討とありました

が、障害者等とはさまざまな状態があり、何を基

準に置いて検討しようと考えておられるのか見解
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をお伺いいたします。 

 また、高齢者等、障害者等に配慮した住宅を進

めるのは10年先のことであり、同時に今必要な方

の住宅の供給も考えていく必要があると思ってお

ります。さらに、老朽化により住宅の改修等は都

度進められていかれると思いますが、それは住む

者にとって当然のことと考えます。問題は、高齢

化が進むと認識をしていながら、今現在高齢者の

方や障害者等の対象となる住宅が少ないというこ

とが問題であります。そこを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。 

 また、この計画の中には低所得者への単身世帯

の住宅の考え方が見受けられませんでしたが、ど

のように示されているのかお伺いいたします。 

 最後に、高齢者の単身用住宅や年齢で区切られ

る単身用住宅は早急に整備すべきと考えておりま

すが、見解をお伺いいたします。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

〇町長（嶋  保君） 11番、白川議員の高齢者、

障害者等単身者の住宅の考え方についてのご質問

に答弁申し上げます。 

 ご質問の１点目、障害者等の入居しやすい入居

基準について何を基準に置いて検討しようとして

いるのかにつきましては、議員ご指摘のとおり、

障害者は身体、精神、知的障害等さまざまな状態

があることから、公営住宅への入居に関してもそ

の需要等を十分勘案し、さまざまな障害に応じた

住宅の供給が必要と考えております。また、入居

者資格の大きな要因であります入居収入基準につ

きましては、一般の入居収入基準は15万8,000円以

下でありますが、障害者等の入居収入基準につき

ましては21万4,000円以下に緩和いたしていると

ころでございます。 

 ２点目の高齢者の方や障害者等の対象となる住

宅が少ないとのご指摘でございますが、本町の公

営住宅につきましては昭和40年代から昭和60年代

までに建設された住宅の割合が約70％となってお

り、この年代の建物は高齢者や障害者等に配慮し

た現在のようなバリアフリー等の設備を設けた住

宅はない状況でございます。このような中で余市

町公営住宅等長寿命化計画を策定し、昭和50年か

ら60年代ストックのうち便所の水洗化が行われて

いない住宅につきましては、耐力度調査を行い、

躯体の安全性を確認の上、順次水洗化を図り、居

住性を向上させるものであります。また、高齢者

世帯向けの住宅は、黒川団地、美園団地Ａ棟、Ｂ

棟で31戸、高齢者単身向け美園団地Ａ棟、Ｂ棟で

12戸、障害者世帯向けは美園団地Ａ棟、Ｂ棟で２

戸、合計で45戸となっております。このほか高齢

者単身可能住宅として改良住宅48戸、白樺団地

21戸、梅川団地40戸で合計109戸となっております

が、入居希望者等の状況を勘案し、今後において

一般世帯向け住宅から高齢者単身可能住宅の用途

変更も含め検討してまいりたいと考えておりま

す。 

 ３点目の低所得者への単身世帯の住宅の考え方

につきましては、高齢者、障害者、ＤＶ被害者等

においては単身での入居が認められていることか

ら、公営住宅法により国及び地方公共団体が協力

して健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整

備し、これを住宅に困窮する低所得者に対して低

廉な家賃で賃貸することにより、町民生活の安定

と社会福祉の増進に寄与してまいりたいと考えて

いるところであります。 

 ４点目の高齢者の単身用住宅や年齢で区切られ

る単身住宅は早急に整備すべきとの点につきまし

ては、その需要等を十分調査し、計画的な整備を

図る必要があると考えており、既存住宅の改修等

の実施とあわせて、単身入居可能住宅となる団地

が一団地に偏ることのないよう高齢単身者等の単

身入居に関する対応について検討してまいりたい

と考えております。 

 また、単身用住宅の年齢基準につきましては、

高齢者単身入居住宅、単身者向け住宅ともに年齢
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としては60歳以上が入居可能となっておりますの

で、ご理解を賜りたいと存じます。 

〇11番（白川栄美子君） ただいま町長から答弁

いただきまして、用途変更いろいろ今後の中で検

討して考えていくという答弁だったと思っており

ます。 

 先日担当部のほうから現在の入居状況などを伺

いまして、実際に今可能な住宅というのは553件

で、そして入居の状況としては514件入っている

と。その中でも障害者の関係で聞いたところ２件

なのです、黒川団地と美園団地と。今後の中で、

そういう身体等も含めた中で基準を決めていくと

いうことを言われたのですけれども、新しい住宅

を建てるときに身体障害者向けの住宅戸数はふや

すと考えているのでしょうか。そこの部分をお伺

いしたいと思います。 

 それから、現在福祉住宅入居者として障害者が

84名となっておりましたけれども、これは多分障

害手帳の交付されている方だなとは思うのですけ

れども、どうなのでしょうか。それを含めた中で

の今の車椅子対応の住宅も２棟あるという中で、

いろいろな住宅の中に障害者の人も入っていると

いうことで考えてよろしいのかなと思うのですけ

れども。 

 あと、現在の高齢者が入居できる住宅は31棟で、

29件が入居していると。それから、その中でもひ

とり暮らし世帯が13件となっているのです。高齢

者の単身で入居できる件数というのは12件で、こ

の12件がもう既に入居していると。この高齢者の

単身の入居できる件数というのは、ここは亡くな

るか、施設に入るかでないとあかないという状況

がまず出てくるということです。それから、単身

で入居できる住宅というのも129件あり、122件が

入居となっていると。これも単身で希望される方

が低所得者が多くて、民間の住宅には入るのが厳

しいということで、安心して暮らせる公営住宅の

かかわりがここで出てくるのかなと考えておりま

す。そういった中で、今後の見直しの中で今町長

の答弁の中で用途変更もしながら、いろいろな部

分で入りやすい状況を考えていくということかな

と私は今思ったのですけれども、単身の方という

のは60歳からでないと入られないと。それから、

高齢者用の単身用の住宅も今後の中で考えていく

ということは、一般の世帯の住宅を単身用に変え

ていくということで考えてよろしいのでしょう

か。その考えお聞かせ願いたいと思います。 

 私もいろいろと住宅の関係では相談なんかを受

けるのですけれども、例えば白樺団地なんかは結

構住宅があいていて、２階建てがあいていてとい

う感じの中で、でもそこは世帯の人が入るにはち

ょっと狭過ぎるのかなと。だけれども、そこは世

帯でないと入られないと。そういうところを単身

可能に変えればいいのにというのを自分なりに思

ってみたり、あとは白樺団地ならお風呂がついて

いなくても近隣にお風呂屋さんもあるし、橋越え

ると福祉センターのお風呂もあると。そういう部

分では、お風呂のつける場所はあってもなかなか

設置までいかないという人のためには、そこの場

所を単身世帯だとか高齢者の世帯として向けるの

もいいのかなと自分なりに考えているのですけれ

ども、あとは沢町団地です。あそこは、単身世帯

とか高齢者世帯はたしかなかったかなと思うので

すけれども、あっても１戸ぐらいあったのかな。

そこも沢町湯があったり、商店も近いので、そう

いうところも見直すのであれば高齢者の単身だと

かに向けたほうが便利なのかなということも自分

なりに考えてはみました。 

 そういう部分で今後の中で町として高齢化がど

んどん進む中で、多分一般の住宅には入れないと。

家賃も高いし、あと保証人も要るし、また高齢者

のひとり暮らしの人にはなかなか一般の住宅は貸

してはいただけないという現状もある中で、やっ

ぱりここは町営住宅が本当に必要になってくるの

かなという思いはしております。そういう中で、
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今後の中で本当に今前向きなご答弁をいただいた

のかなと思いますので、いろいろなものを含めた

中での考えを私述べさせてもらったので、再度ご

答弁をいただきたいと思います。 

〇町長（嶋  保君） 11番、白川議員の再度の

ご質問に答弁をいたします。 

 全体的な問題でございますが、公営住宅の必要

性、高齢者や障害者等の皆さんについてはやはり

必要性はあるというふうに思ってございます。し

かし、全体的に人口減少の中では需要がどうなっ

ていくかという部分もございますし、今こういっ

た財政状況の中で、どんどん、どんどん高齢者住

宅、障害者の住宅建築できればもちろんそれで完

結する問題ではございますが、そういうような状

況でもないという中で、既存のストックをいかに

有効に使っていくかと。今例えば子育て世帯や若

者が入っているところにも面積要件の緩和や年齢

要件の緩和によって、高齢者の方々や単身者の皆

さん、そして障害のある方々が今の公営住宅の全

体の中で割合が例えばの話20％がそういう方であ

れば、ソフト的な要件をいろいろ改正等もしなが

ら、そこを30％、40％にふやしていくと。絶対量

は、私は今の時点ではどこを新築しますという形

の中ではなかなかなってこないのかなと思ってご

ざいますので、そういったソフト的な面で高齢者

や単身者、そして障害者の皆さんが安価な家賃で

住めるような公営住宅の配置にしていきたいとい

うふうに思ってございます。 

 それとまた、私どもの中では民間の住宅等もい

ろいろございますので、家賃の部分等ございます

ので、小樽でもありましたけれども、例えば借り

上げて、それに対する補助だとか、私どもが行政

として新たな施設をつくるのでなくて、民間の入

りやすい部分、そういった部分も今後検討が必要

かなというふうに思ってございますし、先日も委

員会にも報告させていただきました。道営住宅の

関係もございます。これは、子育て住宅が全体の

二、三割で、そしてほかは一般の住宅でございま

す。そこはユニバーサルデザインということで、

高齢者向けというふうになってございませんが、

障害者も高齢者もできるようなユニバーサルデザ

インというふうになってございますので、それら

も活用しながら、そういった高齢者、さらには障

害者、単身者等の部分の住宅の供給に意を用いて

いきたいというふうに考えております。 

〇11番（白川栄美子君） わかりました。新しく

何でも新築するというのはできないのはもうわか

っています。いかにして既存の住宅をいろいろな

方向に変えながら住みやすい状況に持っていくか

ということがこれから大事になってくるのかなと

いうことを思ったのです。 

 それで、いろいろなことを考えたときに本当に

高齢者の方が、それから単身者の方が住みやすい

状況をつくっていくということが役割でもある

し、私たちも何が一番大変なのかなというと、条

例もあって規律もあるから、そんな簡単に条例を

変えるということにはならないのかもわからない

のだけれども、ただ例えば入居の申請のときには

必要がなかったのだけれども、入居申請が終わっ

た後に入居したいという状況が出てきたときに、

入居申請がもう終わったのでという形の中で次の

申請になるまでということで数カ月間は待たされ

るというか、高齢者が入居したいとなったときに、

そのときに何を感じたかというと、その月内であ

れば例えば申請が終わったにしても入らなければ

ならない状況が出てきたときに入らせてくれるよ

うな状況をつくってもいいのかなと、その月内だ

ったら。確かに選考委員会にかけなければならな

い、何にかけなければならないという状況はわか

るのですけれども、それがあいているのであれば、

そこが全然対象がなくてあいた住宅であれば便宜

を図ってそこに入居させるような状況ってつくれ

ないものなのかなというのをちょっと感じたので

す。それは規定があるからできないというふうに
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言われると、そのお年寄りというのはどこかに一

回移らなければならないと。そしたら、そこで今

度お金のない中でそこでお金を工面して、そこに

一回住まなければならないと。そして、申請がな

ったときに、その申請に当たったらそこからまた

引っ越ししてお金がかかる状況が出てくるという

ところを何かどこかで防げないものなのかなとい

うのを感じたのです。そういう部分をもっと柔軟

な考え方にならないのかなということを含めて答

弁いただいて、終わりたいと思います。 

〇町長（嶋  保君） 11番、白川議員の再度の

ご質問に答弁をいたします。 

 まず、全体的な部分でございますが、全体的な

ストック、容量としては変わりませんけれども、

それの運用によって真に必要とされている方の割

合をふやしていくという部分でございまして、そ

れは例えばある程度新築できるような子育ての部

分、支援の部分で新築に対する非常に大きな援助

という部分もございますので、そういった方々は

なるべく新築なり、土地を新たに買って新築して

いただくというような誘導もさせていただきなが

ら、そしてまたどうしても家賃の問題等、そして

また単身等の問題でそういう公的な部分の住宅に

住まなければならない人につきましては、そうい

ったソフト面から改善をして、そういった方々の

窓口にしたいというふうに思ってございます。 

 それと、入居の選考委員会等の部分でございま

す。これにつきましては、災害、例えば火事等の

部分につきましては迅速に対応してございますけ

れども、今言った特殊のケースのようでもござい

ますし、それら全てが何でもそういう形で意に沿

えるような今の質問の中でのような部分にはなら

ないかもしれませんが、血の通ったそういった条

例の範疇の中でいかに先日申し上げましたが、行

間を読んだり、そういった中でのただ単に完全な

これだからこれですよではなくて、もちろん違反

はできませんけれども、そういった解釈の中で温

かい受け入れ等の部分もやっていきたいというふ

うに思ってございますので、ご理解のほどをお願

い申し上げます。 

〇議長（中井寿夫君） 白川議員の発言が終わり

ました。 

 これをもって一般質問を終結いたします。 

〇議長（中井寿夫君） お諮りいたします。 

 本日の会議は議事の都合により延会いたしたい

と思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、本日はこれにて延会することに決しま

した。 

 なお、明16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 １時５１分 
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