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平成２８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 ２時３６分 

〇招 集 年 月 日             

  平成２８年３月７日（月曜日）       

〇招 集 の 場 所             

  余市町議事堂               

〇開 議             

平成２８年３月１４日（月曜日）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  盛   昭 史 

  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  坂 本 満 彦 

  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  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  飯 野 徹 郎 

  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 

  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 

  庶 務 係 長  枝 村   潤 

  主         任  石 黒 未 来 

〇議 事 日 程            

      平成２８年度町政執行方針     

      平成２８年度教育行政執行方針   

  第 １ 議案第 １号 平成２８年度余市町 

      一般会計予算           

  第 ２ 議案第 ２号 平成２８年度余市町 

      介護保険特別会計予算       

  第 ３ 議案第 ３号 平成２８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２８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２８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２８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28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

28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、民友クラブ、２番、明政会、３番、日

本共産党議員団、４番、よいち未来、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、民友クラブ代表、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年余市町議会第１

回定例会に当たり、民友クラブを代表して代表質

問をいたします。質問の項目については、国、地

方が抱える大きな枠組みに視点を置き、詳細な部

分については予算特別委員会において会派の各議

員がそれぞれに質問いたすこととなっております

ことを申し添えます。 

 国の平成28年度予算は、現在審議中ではありま

すが、一般会計総額96兆円を超す予算であります。

歳出においては、年々増加する社会保障費は32兆

円に迫ろうとしており、構成比においては33.1％

であり、他と比較しても突出しております。これ

らを賄うため公債の発行額が34兆円以上にも及

び、歳入全体に占める割合は29.3％にもなります。

また、国の国債発行残高は838兆円にもなり、単純

に計算しても国民１人当たり664万円にもなりま

す。仮に３人家族の世帯であれば約2,000万円にも

なります。この額に地方の額を加えると１人当た

り1,000万円、３人家族世帯で3,000万円にもなっ

てしまいました。これは、子供が生まれたと同時

に1,000万円の借金を負わせるというのが現実で
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あります。そして、国は地方分権制度を意識し、

社会保障費の一部を財源移譲し、地域に合った手

法に基づく地方再生を図る施策を実行すべきであ

ると思っております。国は、介護離職者ゼロに直

結する施策を打ち出していますが、単に予算を配

分すればそれでいいというわけではありません。

介護における本質的な部分について町長の見解を

伺います。 

 介護保険制度における介護職員の報酬が上がれ

ば離職を食いとめ、担い手は増加するという考え

方をしている関係者の方の話が多くありますが、

離職の原因は施設の中での人間関係が最も多いの

が現実であります。報酬の増加は喜ばしいことで

はありますが、同時にそれに見合った質の高いケ

アとサービスの提供が求められることは当然であ

ります。現状においては、本当に介護の仕事が自

分に合ったいわゆる適職の方ばかりではなく、ア

ルバイトと比較して賃金が高いからとりあえずと

いう声も耳にします。経験のない人や資格のない

人でもとりあえず現状を覚えれば仕事をすること

ができる、ハローワークの求人の申し込みを見て

も介護職は誰でもできると捉えられているのが実

態ではないでしょうか。 

 体の不自由な方々等の介護に携わる方々には、

周りの細かい情報の交換や時には医学的な知識や

特別な介護技術が要求されます。真に老後の安心

できる社会を目指すため、介護職場は人手不足で

はあるが、一定の知識や技術を持つ者が就職可能

な職場に改革すべきであると思っております。さ

らに、介護職場で発生する多数の事件、事故を考

えても広い知識、能力を持つ能力の集積される職

場であれば報酬の増額は当然であります。どのよ

うな考え方を持っておられるのか町長の見解を伺

います。 

 本年の執行方針の中では、高齢者に関する部分

では地域包括ケアシステムの構築、そして要支援

者に関する情報を関係機関などと共有しながら地

域での見守りや支援体制の構築をするとあります

が、高齢者福祉だけではなく、地域福祉、児童福

祉、障害者福祉は地域の協力なくしては成り立た

ない時代となっております。個人保護条例とのか

かわり合いもありますが、協力を得るためには関

係機関だけではなく、かかわる全ての方に情報提

供をするということが必要になってくるのではな

いでしょうか。この点にかかわり、余市町はどの

ような姿勢で臨むのかの見解も伺います。 

 認知症についてお伺いいたします。さきのテレ

ビ、新聞報道によると、認知症の男性が徘回中に

ＪＲの路線に入り、ＪＲ東海の列車にはねられ死

亡、ＪＲ東海が損害賠償を遺族側に求めていた事

件であります。最高裁は、遺族に対し賠償責任は

ないという判決でありましたが、どうして一審、

二審、最高裁とその判決が異なるのでしょうか。

問題は、事故から約８年、関係者は何をしていた

のか。認知症の方は今後も増加し、2020年度には

800万人以上とも言われています。このような中で

は加害者側も被害者側も被害者です。被害者に対

する救済をする方法はないのか。保険等で処理す

ることはできるのか。公的判断がおくれればおく

れるほど国の政策が後手後手になってしまいま

す。国が責任を持つシステムづくりが緊急の課題

であると思います。 

 厚生労働省の調査では、65歳以上の認知症高齢

者は約462万人、さらにＭＣＩ、軽度認知症の方は

400万人いると推計されています。さらに、認知症

は必ずしも高齢者だけに発病する病気ではありま

せん。子育てや仕事に忙しい世代でも発症してお

り、現在でも４万人以上若年性認知症の方がいる

と言われております。特に認知症は、鬱状態や不

眠、更年期障害、職場の環境などでも発症し、初

期的病状では他の病気と判別することのできない

特徴を持っています。早期に発見ができれば予防

することもできるとされていますが、地方自治体

として何かできることはないのか、町長の見解を



－124－ 

伺います。 

 次に、生活保護についてお伺いいたします。余

市町は直接その事務を担当していませんが、でき

る範囲で答弁をお願いいたします。我が国におけ

る生活保護は216万人以上になっており、その支給

総額は16兆円にも及びます。65歳以上の高齢者は

80％以上であり、中でもひとり暮らしの方は70％

にもなっております。我が国の高度成長期にあっ

てそれぞれ努力し、働いてきた方も多いことは確

かです。しかし、現在の基礎年金受給者との間に

矛盾が生じております。満額の基礎年金を受給す

るためには、40年納付しなければなりません。し

かも、現在１カ月納付額は１万5,000円以上であり

ますが、給付額においては月額６万円程度であり

ます。これでは生活保護のほうがよかったという

声が大多数の考え方であります。生活保護のあり

方を変えるのか、基礎年金制度を抜本改革するの

か考える時期ではないかと思います。 

 今生活保護受給者の中の一部の方ですが、保護

費の支出が大きな社会問題になっております。生

活保護費は、憲法で定められた健康で文化的な最

低限の生活を営む権利の保障であること、そして

その財源は国民の税負担で賄われていること、そ

れは所得税、住民税、健康保険税等であり、滞納

をすると督促状や差し押さえ予告書まで送付され

てきます。言いかえれば国民の血税ということに

なります。保護受給者が遊興費として支出してい

る現状を見ると、納税者は、当然ですが、税など

納めたくない感覚になります。生活保護受給者は、

生活する上での最低限の保障であるはずですが、

その使い道は個々の道徳上の問題だと言い切って

しまえば、これは国民感情としては許すことので

きないことであります。町長の生活保護制度のあ

り方についてどのような見解を持っておられるの

かをお聞きいたします。 

 平成28年度の国の予算の重点項目である経済の

再生と財政の健全化を目指し、一億総活躍社会を

目指す、あるいは持続可能な社会保障制度の確立

を目指すなどと聞こえのいい言葉が記述されてお

りますが、直接地域住民と接する地方においては

簡単なものではありません。そのためには地方で

できる政策は地方で実施する財源を国を通過する

ことなく直接地方財源とすることにより、地方は

地域の特色を十分に発揮できる政策の転換ができ

ることになります。言いかえれば地方の自主財源

の充実を図らなければ地方の存続危機が現実のも

のになってしまいます。国の目指す重点項目を達

成するためには、地方の現状を的確に把握し、画

一的な予算配分にとどまることなく、効果的に交

付することが望まれます。地方における予算の現

状を見ても自主財源は総額の20％くらいであり、

不足財源は国の補助金や交付金に依存しているこ

とを考えると、夢がある活力のある未来を目指す

社会の構築は難しいことは目に見えるのではない

でしょうか。 

 平成27年度の国勢調査による北海道の人口は

538万人であり、22年の調査と比較して12万人減少

という結果になりました。そして、余市町の人口

も２万人以上を維持しておりましたが、ついに１

万9,000人台となってしまいました。今後の人口推

計においても減少傾向に歯どめはかからない、い

わゆる地方崩壊の加速が始まります。人口減少に

歯どめをかける対策として、各市町村はどのよう

な手法が効果があるのか頭を痛めております。嶋

町長の２期目の公約として、再選後の初議会で人

口減対策を挙げておられました。そして、北海道

知事の選挙公約も人口減対策でした。人口減対策

についてどのような手法を持って人口増を考えて

おられるのか見解を伺います。 

 全国で空き家の対策が問題になっております。

中心市街地の活性化や防犯上の面から考えても、

早期な対応をしていかなければなりません。長年

にわたり市街地に新築住宅の建設を推進した政策

がとられた結果も一要因であります。今マイナス
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金利政策となり、住宅ローンにかかわる不動産業

界では、住宅マンション建築購入とマイホームの

建築広告宣伝をしておりますが、今までの政策を

検証してみると大雨や地震の際の液状化等の災害

による被害が発生し、災害がより大きなものとな

ることが危惧されます。郊外に住宅建設が進むと

上下水道のインフラ整備費がかさみ、将来にわた

って財政負担が重くなることを考えても、市街地

の空き家の再利用を進めるべきと判断するところ

であります。このことに対し地方自治体は、補助

金や税制上の優遇措置を講ずるべきであります。

宅地が郊外に広がらない政策を推進するほうがイ

ンフラ更新費などの投資的財源も有効に活用で

き、安心で安全な住環境が維持できるのではない

かと考えます。町長の見解をお伺いします。 

 また、これに加え、本町においても新築住宅、

中古住宅を含め施策の推進を図ろうとしています

が、空き家対策についての町長の見解を伺います。 

 執行方針の中では、資源と人的パワーを生かし

た元気なまちづくりと題して各種の施策が記述さ

れていますが、大半は前年踏襲であり、これで本

当に余市町が元気になれるのかが疑問でありま

す。特に昨年末に発表された町内金融機関の再編

の話題以後、町内において景気のよい話は皆無に

等しいのではないかと感じております。一方、昨

年の農業分野の状況としては、余市町農業協同組

合の売上高は過去最高を記録しておりますが、感

覚としては好景気ではないというのが現状ではな

いでしょうか。個別に提案された各種施策を否定

するものでもありませんし、個々においてもその

必要性は十二分に感じております。ですが、もは

や従来的な個別的対処では対応できない時代にな

ってきているのではないでしょうか。町としてど

の方向を向いていくのか、何を柱としていくのか。

考え方なのか、具体的事業なのか、町長の見解を

お聞きいたします。 

 町長は、平成28年度の基本方針として３つの目

標を掲げており、町民と行政の連携を掲げておら

れます。これは、嶋町政１期目の公約でもありま

した自治基本条例の制定については、１期目の最

後の年にその作業に入られましたが、任期内には

完成せず、そして２期目も２年目に入り、作業を

していることは理解しておりますが、その完成、

そして条例が完成した後の姿が見えておりませ

ん。本当にそれがなければ町と住民の連携がとれ

ないのか。逆に条例制定をすることによって足か

せとなる場合もあるのではないでしょうか。執行

方針の中では協働、共有という言葉、さらにはコ

ンプライアンスや職員の資質向上の事項も挙げて

おりますが、条例があろうが、なかろうが最後は

人で決まるのではないでしょうか。そして、一般

の常識と役所の常識では格差があると見ておりま

す。格差なのか、壁なのか見解はさまざまでしょ

うが、これを取り払わない限り自治基本条例を制

定しても仏つくって魂入れずになるでしょうし、

また取り払われれば条例を制定しなくても住民の

理解は得られるのではないでしょうか。町長は、

この壁自体があると考えておられるのか、そして

この壁をどうしようと考えておられるのかの見解

も伺います。 

 原発問題についてお聞きいたします。我が会派

の吉田豊議員は、平成７年８月以降数度にわたり

原発問題に関して代表質問や一般質問を行ってお

ります。まして本町は原発30キロ圏内であり、ど

うするのかという質問を東日本大震災の起こる前

に質問しております。我が国は、地震、火山噴火

が起きることがはっきりしている国であり、原発

がどのような安全性を持っていたとしても自然に

起因する災害には到底勝つことができないもので

あり、他のエネルギーに電力を求めるべきである

と考えます。そして、原発事故が起こった起因は

別として、指摘していたとおりに人間の手が及ば

ない事故として福島県で発生し、いまだに福島県

では原発事故による深刻な放射能汚染被害で苦し
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んでいます。 

 私の親類が福島県の中央部に住まいしており、

「マッサン」の関係もあり、昨年余市町を訪問し

ました。その親類は、米農家であり、話を聞くと

福島県内で収穫された米は全て放射能検査をしな

ければ出荷できないと嘆いておりました。そして、

現在も36の市町村で除染作業が進行中であると言

われていますが、放射性廃棄物がフレコンバッグ

に詰め込まれ、山のように各地の仮置き場に積ま

れていると聞いております。除染された土が運び

込まれている大熊町や双葉町の中間貯蔵施設の確

保は、簡単ではないのではないか。みずからが生

まれ育った生活の場を奪われ、さらに中間貯蔵施

設のための用地では地権者にとっては故郷はない

と思うのは当然なことであり、福島県にとっても

これから先中間貯蔵施設や仮設焼却場建設など、

まだまだ先が見えないというのが現状ではないで

しょうか。国が描く復興とは何か。除染作業をし、

仮置き場にフレコンバッグを積み、その後中間貯

蔵施設に運び込んで除染作業は完了、そうすれば

住民は戻ってくるというようなものではないので

はないでしょうか。そして、仮設焼却施設をめぐ

るトラブルも生じ、ダイオキシン、放射性セシウ

ムなどの大気拡散などが心配され、同時に地域住

民の反対運動が起こるのではないかと危惧すると

ころであります。 

 一方、国会では原発30キロ圏内の自治体に対し、

事前協議と同意権を義務づける法案も協議されて

いると聞いております。法案が成立するというこ

とになれば、原発周辺、いわゆる後志全域の自治

体が同意権を得ることができることになります。

これにより各町村の具体的な意思を反映する場が

ふえるということになるのであれば、早急に法案

の成立を望むものであります。さらに、意思の反

映に当たっては、泊原発周辺の安全確認等の連絡

会においてその確認が同一であることがより大切

なことであると思っております。いずれにしても、

後志の町村が泊原発の再稼働について同意、不同

意の権限を有することになれば、余市町として意

思をどのように集約するのか町長の見解を求めま

す。 

 最後に、広域行政についてお伺いいたします。

広域行政では、広く北海道１区で実施されている

後期高齢者医療制度があります。全後志としては、

余市町は加盟しておりませんが、後志広域連合で

介護保険事業をしております。そして、北後志地

域としては、し尿処理業務を一部事務組合方式で

実施しており、ごみに関しては小樽市を含めた北

しりべし広域連合で実施しております。このほか

少子化、人口減、高齢化に対応すべく小樽市を中

核都市と位置づけ、北後志５町村と北しりべし定

住自立圏の締結をしております。特に定住自立圏

については、さらなる充実が求められるものだと

考えておりますが、これをもとに現時点でも出産

に関しては、前年の小樽協会病院の決算をもとに

利用者の人数によって協力金等の支払いをしてお

ります。町長は、広域行政についてどう考えてお

られるのか。そして、今後はどうしたいと考えて

おられるのか。さらには、余市町として構成市町

村に対し言うべきことはしっかりと言っていくと

いう姿勢が必要だと考えておりますが、この点に

ついて見解を伺います。 

 以上、民友クラブの代表質問といたします。 

〇町長（嶋  保君） 民友クラブ代表、８番、

吉田議員のご質問に答弁申し上げます。 

 初めに、介護保険制度における介護職員の報酬

についてのご質問でございますが、団塊の世代が

75歳以上になる2025年度には、全国的に介護職員

は大幅に不足するおそれがあるとも推計されてお

ります。このような中で、介護施設では多くの虐

待事件が報道されているところであり、その要因

として介護現場での慢性的な人手不足による職員

のストレスや介護技術の経験、知識の不足などが

影響しているのではないかと考えられておりま
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す。また、職場の複雑な環境がもたらす影響もあ

って、介護分野での離職率も高いことから、給与

水準の見直しや雇用条件の改善など人材の育成、

確保に向けた対策が急務となっており、国に対し

て関係機関を通じ、介護職の養成と処遇改善を要

望してまいります。 

 次に、高齢者に対する地域での支援体制の構築

についてでございますが、少子高齢社会にあって

高齢者が可能な限り住みなれた地域でその有する

能力に応じ、自立した日常生活を営むことができ

るよう医療、介護、介護予防、住まい及び自立し

た日常生活の支援が包括的に確保される体制とし

て、地域包括ケアシステムの構築が重要課題とな

っております。このため高齢者や障害のある方な

ど福祉的な支援を必要とする方々が地域から孤立

することがないよう、町が作成いたしました避難

行動要支援者名簿等の情報を地域での日常的な見

守りや災害等緊急時における避難体制の整備に活

用するため、各関係機関、団体、区会等と共有し、

地域全体で支え合う体制づくりに努めてまいりま

す。 

 次に、認知症に関するご質問でございますが、

国においては認知症高齢者等に優しい地域づくり

を推進していくことを目的に2015年に新オレンジ

プランを策定し、認知症の人の意思が尊重され、

できる限り住みなれた地域で自分らしく暮らし続

けることのできる社会の実現を目指し、市町村に

おいて各種認知症施策の推進を求めております。

また、老老介護や認知症患者同士の介護などが増

加している中で、非常に痛ましい事故や事件が報

道されているところでございます。高齢者ばかり

でなく若年性の認知症の方も含め、認知症の早期

診断、早期対応に向けて国の新オレンジプランに

基づく認知症初期集中支援チームの設置など、認

知症の人を支える体制づくりを構築してまいりま

す。 

 次に、生活保護制度に対する見解についてでご

ざいますが、生活保護制度は国民が健康で文化的

な生活を営む上でのセーフティーネットとして最

低限度の保障であるとの考え方に基づき、今後と

も制度の維持、継続は必要と考えております。し

かしながら、不正受給や不適切と思われる支出な

ど、不公平感を持たれるような制度であってはな

らないことから、生活保護のもう一つの目的であ

ります就労支援など被保護者の自立に向けた支援

が重要と考えます。 

 次に、人口減対策についてでございます。全国

的に人口が減少傾向を示す中、先般ご協議いただ

きました余市町人口ビジョンの分析にもございま

すとおり、本町におきましては2040年には人口が

現在の60％程度になるなど、人口減少の加速化が

懸念されるところでございます。人口減少に歯ど

めをかけ、本町の持続的発展を図ることは、本町

の行政執行上喫緊かつ最優先の課題であると認識

しております。現在パブリックコメント手続を行

っております余市町まち・ひと・しごと創生総合

戦略におきましては、国、道の人口ビジョン、総

合戦略を勘案した上で人口減少に対し、平成30年

度の北海道横断自動車道余市インターチェンジの

供用開始、ドラマ「マッサン」放映による本町の

知名度向上及び交流人口の増加、全国最上位のワ

インブドウ栽培量や特区制度を活用した牽引役と

してのワイン産業の３点を本町における重要な社

会的背景として設定し、それらを踏まえた各種施

策についてお示しをさせていただいたところでご

ざいます。今後は第４次余市町総合計画に基づき、

さまざまな行政分野における取り組みのより一層

の推進を図るとともに、特に人口減少対策につき

ましては地域の実情を的確に把握し、余市町まち

・ひと・しごと創生総合戦略でお示しした各種施

策の推進に重点を置きながら取り組んでまいりま

す。 

 次に、空き家対策に関するご質問でございます。

年々増加傾向にある空き家に対する具体的な対策
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としましては、平成28年度より空家住宅除却費補

助制度を創設し、不良空き家の除却費用の一部を

補助することにより危険な空き家の除却を促進す

るとともに、利用可能な空き家についてはしりべ

し空き家バンク協議会が運営する空き家バンク制

度の活用を促進してまいります。また、平成28年

度におきましては、住宅取得等支援補助制度を創

設し、その補助対象を新築住宅や建て売り住宅の

購入のほか、空き家になっている中古住宅の購入

についても対象とし、さらに購入した中古住宅を

改修する場合には補助を加算するなど空き家の活

用を促進するとともに、集約型のまちづくりの観

点から市街地である都市計画用途地域を基本と

し、まほろばの郷地区への住宅取得等の誘導を図

り、市街地拡大の抑制と既存ストックを活用した

コンパクトなまちづくりを推進することにより安

全、安心な住環境の整備を進めてまいります。 

 次に、私は常々申し上げておりますが、町の発

展、経済の活性化には基幹産業である農業や水産

業の振興なくしては実現できないと考えておりま

す。本町にとりましては、１次産業の再生、振興

を図ることが最も重要であると考えております。

そして、この恵まれた農水産物を生かした観光関

連産業の推進等により町全体の産業、経済の活力

が向上されるものと考えております。 

 次に、自治基本条例についてでございますが、

自治基本条例はまちづくりの理念、原則、制度な

どを規定し、その制定の目的は町民参加や町民と

行政の協働をかけ声だけに終わらせるのではな

く、町民が主人公であることを明確に位置づける

ことであり、今後も町民参加による（仮称）余市

町自治基本条例策定委員会でのこれまでの検討を

踏まえ、今年度においては町民向けセミナーの開

催などにより町民への策定趣旨の周知に努め、町

民の理解を深めてまいりたいと考えております。 

 また、住民と行政の間に壁があるとのご指摘で

ございますが、地方分権の時代、住民と行政が一

体となってまちづくりを進めることが求められて

いる中、職員が常に住民の目線に立って行動する

ことにより住民からの信頼を得、町民と行政が連

携して歩むまちづくりを進めてまいります。 

 次に、原発問題についてでございますが、福島

原発事故から５年が経過いたしましたが、ご指摘

のとおり、福島県ではいまだに多くの方々が原発

事故による放射能汚染により避難生活を余儀なく

されています。そのような中、事故の原因究明等

が進んでいない状況において泊原発の再稼働につ

いては慎重に対応すべきであると考えておりま

す。 

 また、国会におきまして原発30キロメートル圏

内における自治体に対する事前協議と同意権を義

務づける法案の提案がなされたところであります

が、審議時間が十分に確保できないまま会期末を

迎えたため審査未了となったと認識しており、今

後の国会の動向を注視してまいりたいと考えてお

ります。 

 また、再稼働の前提となる地元同意の範囲につ

いては、国が責任を持って対応すべきと考えてお

りますが、本町といたしましても可能な限り後志

管内全ての市町村を地元同意の範囲とすることが

望ましいと考えており、国や道並びに泊発電所の

安全確認協定に関する連絡会においても情報共有

を図りながら意思の反映を行うとともに、本町と

しての意思集約についても慎重に対応してまいり

ます。 

 次に、広域行政についての質問でございますが、

広域行政につきましては一部事務組合、広域連合

のメリットを生かし、町民生活にとって欠かすこ

とのできない事務の効率的、効果的な推進を図っ

ているところでございます。さらに、北しりべし

定住自立圏につきましては、平成27年度に平成

31年度までの５年間を新たな取り組み期間とする

第２次北しりべし定住自立圏共生ビジョンが策定

され、生活機能の強化、結びつきやネットワーク
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の強化、圏域マネジメント能力の強化に向けた取

り組みを行うこととなっておりますが、医療分野

における地域医療のネットワーク化、あるいは従

来の地域医療体制の維持、確保等の取り組みを初

めとする町民の皆様の生活にとって必要不可欠な

分野につきまして、小樽市を中心市とする圏域の

市町村とも連携を図りながら取り組んでいるとこ

ろでございます。 

 今後につきましては、町民の皆様が安心して暮

らせる町の実現に向け、町民各層のご意見を伺い、

議会のご審議をいただきながら、北しりべし定住

自立圏の一層の機能強化を図ってまいります。さ

らに、広域行政の推進に当たりましては、本町の

立場を明確にしながら、構成自治体との連携を進

めてまいりたいと存じます。 

 以上、民友クラブ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） 民友クラブ代表、吉田議

員の発言が終わりました。 

 暫時休憩します。 

休憩 午前１０時３４分 

再開 午前１０時４５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２番、明政会代表、議席番号16番、藤

野議員の発言を許します。 

〇16番（藤野博三君） 平成28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に対し、明政会を代表し、

当面する町政上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

答弁のほどよろしくお願いいたします。 

 まず、町長の政治姿勢についてお伺いいたしま

す。社会情勢が目まぐるしく変化する時代、住民

生活に直結する行政課題は多様化し、公共を行政

が独占する時代から地域課題を住民とのかかわり

から解決する新たな方策が求められております。

町長は、平成26年９月より２期目の町政を担って

おり、本年は任期の折り返しの年となります。将

来にわたり活力あふれる余市町を次の世代へと引

き継いでいくためには、まちづくりの理念の確立

と地域目標の明確化が求められると考えます。町

民が希望を持って毎日の生活に取り組んでいくこ

とのできる将来を見据えた施策が求められます。

町民と行政が連携して、住みよく安心して暮らせ

る元気なまちづくりにどう取り組むのか、町民の

行政に対する満足度をどう捉えているのか、ご所

見をお伺いいたします。 

 景気回復の兆しも見えず、不透明さを増す中、

財政基盤の確立を図りながら、自己責任、自己決

定のまちづくりをどのように進められるのか、ご

見解をお伺いいたします。 

 次に、人口減少問題についてお伺いいたします。

先般の平成27年国勢調査についての行政報告にも

ありましたとおり、人口減少がとまりません。人

口問題は、一朝一夕には解決できないテーマであ

り、息の長い取り組みでありますが、同時進行す

る人口減少、少子高齢化の状況をどう解析され、

どのように対応されているのかお伺いいたしま

す。 

 余市町も過疎地に指定され、全国的にも人口減

少傾向を呈している現在、過疎地域で人口をふや

すことは容易なことではありません。余市町人口

ビジョンのシミュレーションを受け、それに適応

したまちづくりの再考と行政組織の再構築が現在

の問題として提起されているものと考えますが、

ご見解をお伺いいたします。 

 地方創生についてお伺いいたします。余市町に

おいても余市町まち・ひと・しごと創生総合戦略

のもと余市町が持続的に発展を遂げるための施策

が進められていると存じますが、継続的に施策を

進めるためには入念な自己評価が必要であり、Ｐ
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ＤＣＡサイクルをどう生かすのか、またこれまで

の地域振興策と何が違っているのか、ご所見をお

伺いいたします。 

 次に、地域医療、地域福祉についてお伺いいた

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、住民の安全と安心を

守ることは行政の重要な責務であります。特に拡

充が強く求められる夜間救急、小児医療、また喫

緊の課題であります将来にわたり安心して子供を

産み育てられる地域となるための周産期医療の確

立についてどのような展望をお持ちなのかお伺い

いたします。 

 年齢を重ねても、またどんな障害があっても住

みなれた地域で安心して暮らしていきたい、これ

は誰もが抱く願いであります。年齢や障害の程度、

内容を超えて、多様な福祉サービスを提供する取

り組みや地域住民の参加により地域福祉を推進す

ることが望まれておりますが、多様な方々が共生

して安心して暮らせる、共生型の地域社会といい

ます、このまちづくりにどのように取り組まれる

のかお伺いいたします。 

 次に、地域経済対策についてであります。社会

経済情勢が激動する中、地域活性化への取り組み

は地域にとって実効性のある施策が求められま

す。経済対策の立案に当たっては、詳細な地域経

済分析と確たる根拠と検証のもと政策立案がなさ

れるべきと考えますが、ご所見をお伺いいたしま

す。また、余市町の経済状況をどのように認識さ

れておられるのかお聞かせください。 

 本町の農業の現状を踏まえた上で、将来像をど

う描くのかによって時代にマッチした活力ある本

町農業が構築されていくものと考えます。余市町

にとっての農業基盤をどのように進められるの

か。また、優良農地の確保と保全管理地活用の考

え方についてお伺いいたします。 

 太平洋、オホーツク海域に比べて漁業生産の落

ち込みが激しい日本海に位置する本町の漁業環境

は大変厳しい状況にあり、本町漁業再生へ向けて

の対応が急がれます。新たな養殖事業への取り組

みや未利用、低利用資源の有効活用など即効性の

ある確実な対策が必要と考えられます。漁家経営

の基盤強化のために資源の増大、いそ焼け対策、

海獣対策等も含め、漁業所得の向上対策にどう取

り組まれるのかお伺いいたします。 

 地域経済を支える水産加工業を初めとする地域

産業への支援は、地域ブランドの確立にとって重

要な施策の一つであります。特に水産加工品につ

いては、広範な販売ルートによって一定の認知を

得ている余市町の主要な産業であります。しかし、

電気料金を初めとする生産コストの増嵩は経営を

圧迫しており、新製品の開発などへの有効な支援

が望まれております。地域産業活性化に向け、ど

う対応されているのか、ご所見をお伺いいたしま

す。 

 地域に根づいて経済活動を営む地域商店街は、

地域コミュニティを守り、地域住民が安心して生

活できる環境を維持する機能も果たしておりま

す。商店街が抱える課題は多岐にわたっておりま

すが、商店街の活性化こそ地域コミュニティを支

える大きな要因であります。商店街の空き店舗対

策の検証を含め、商店街活性化にどのように取り

組まれるのかお伺いいたします。 

 平成30年供用開始予定の北海道横断自動車道の

開通は、圏域間の交流、連携、救急搬送を初めと

する地域医療の強化、企業進出や観光客の増加等

の観光振興などストック効果をさらに高めると同

時に、安全、安心の通行が確保されます。余市町

の大転換点となる２年後の開通に向けて、どのよ

うに取り組まれるかお伺いいたします。 

 また、これからのまちづくりのかなめでありま

すワインツーリズムを初めとするワイン関連戦略

とどう関連づけていかれるのかお伺いいたしま

す。 

 最後に、教育問題についてお尋ねいたします。
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少子高齢化の中、子供たちを取り巻く環境はより

複雑なものとなり、我々大人も含めた地域の教育

力が問われているように思います。生命の尊重や

他者への思いやり、人の守るべき行いの規律など、

非行や犯罪の未然防止など子供たちの健全育成が

重要と考えますが、ご見解をお伺いいたします。 

 子供たちの成長を見守りながら育んでいく地域

住民との連携など、地域に根差した教育活動が求

められていると思いますが、ご見解をお伺いいた

します。 

 最後に、我が町余市町が厳しい環境の中にあっ

ても、あすを見据え、希望と活力にあふれる町と

して次代へと引き継ぐという思いを込め、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、16番、藤野

議員のご質問に答弁申し上げます。 

 初めに、住みよく安心して暮らせる元気なまち

づくりへの取り組みについて、また町民の行政に

対する満足度の把握についてのご質問でございま

す。町政を担うに当たり、私は第４次余市町総合

計画の柱として、１期目に掲げました住みよく安

心して暮らせる町、余市町の多様な資源、人的パ

ワーを生かした元気な町、町民と行政が連携して

歩む町を基本としながら、さらに第１次産業の活

性化と人口減少対策を重要課題として位置づけ、

まちづくりを進めてまいりました。２期目の折り

返しを迎えるに当たり、本町の基幹産業でありま

す第１次産業を基点とする町内産業の活性化の推

進が重要であるとの認識のもと、地域経済の活性

化を図るとともに、人口減少という課題を踏まえ

た上で町民の皆様が安心して暮らせるための施策

の推進について限られた財源を有効に配分するこ

とにより住みよく安心して暮らせる元気なまちづ

くりに取り組んでまいります。 

 また、町民の行政に対する満足度につきまして

は、町政懇談会など各種の機会を捉えて町民の皆

様との対話を重ね、行政に対する要望、ご意見を

伺いながら、その把握に努めてまいります。 

 次に、財政基盤の確立と自己責任、自己決定の

まちづくりについてでございます。社会経済情勢

が目まぐるしく動き、自治体を取り巻く情勢が依

然として厳しい中、自己責任、自己決定のまちづ

くりを進めていくためには、町民参加の仕組みを

確立し、町民と行政が手を携えて歩むことが必要

です。このような考え方に基づき、町の財政状況

や政策について町民の皆様への情報公開を充実さ

せるとともに、パブリックコメント手続を初めと

する各種制度の積極的活用についても呼びかけを

行うことでご理解とご協力を賜りながら、町民参

加の中で地方分権の時代にふさわしいまちづくり

を推進してまいります。 

 次に、人口減少問題についてでございますが、

全国的な人口減少傾向を示している中、本町にお

いても非常に深刻な問題と考えており、現在パブ

リックコメント手続を行っております余市町人口

ビジョンにおきまして人口の現状分析とシミュレ

ーションを行ったところでございます。その結果、

出生率の上昇と人口移動の均衡が本町の急激な人

口減少の抑制に効果的であると見込まれておりま

すが、特に人口移動の均衡が本町の人口減少の抑

制効果が大きくなっております。これらの分析結

果等を踏まえ、余市町人口ビジョンにおいて定め

た本町の目指すべき将来人口の目標水準の実現に

向け、余市町まち・ひと・しごと創生総合戦略に

位置づけた目標に沿って取り組みを進めることに

より、現在の急速な人口減少傾向に歯どめをかけ

てまいりたいと存じます。 

 次に、余市町人口ビジョンのシミュレーション

を受けたまちづくりの再考と行政組織の再構築に

ついてでございます。余市町人口ビジョンの分析

により、人口減少がもたらす人口構造の変化は、

本町にさまざまな影響を与えることが推測されま

す。急速な少子高齢化の進行は、町内経済の衰退、

地域力の低下、歳入の根幹である町民税等の町税
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の減少につながるとともに、社会保障関係の負担

増、子供や介護、福祉への影響、行政サービスの

低下等、住民生活に大きな影響を及ぼすことが懸

念されます。こうした分析結果を受け、町といた

しましては余市町まち・ひと・しごと創生総合戦

略に位置づけた集中的な取り組みを進めるととも

に、人口減少社会に対応した行政組織の効果的、

効率的な運営を図ることにより、町民の利便性を

損なうことなく、将来にわたり安心して暮らせる

活力ある地域づくりを目指してまいりたいと存じ

ます。 

 次に、地方創生についてでございます。現在パ

ブリックコメント手続を行っております余市町ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略において今後の施

策目標として、余市町の強みを生かして産業の振

興と雇用の創出を目指す、余市町に住みたいとい

う希望をかなえ、人の流れをつくる、若い世代の

安定と安心して子供を産み育てられる環境をつく

る、町民が安心して暮らせる町をつくり、広域連

携を推進するの４点を設定しております。これら

施策については、重要業績評価指標であるＫＰＩ

を設定しており、その数値目標について毎年ＰＤ

ＣＡサイクルのもと実施した施策、事業の効果を

外部委員会において検証し、必要に応じて総合戦

略や施策を見直すことにより、人口減少問題に対

してより効果的な取り組みを進めてまいります。 

 これまでの地域振興策との違いにつきまして

は、この総合戦略について策定期間中の本町にお

ける重要な社会的背景として、平成30年度の北海

道横断自動車道余市インターチェンジの供用開

始、ドラマ「マッサン」放映による本町の知名度

向上及び交流人口の増加、全国最上位のワインブ

ドウ栽培量や特区制度を活用した牽引役としての

ワイン産業の３点を設定し、より人口減少問題に

効果的な施策目標を定めたところでございます。

本町が現在他地域に比べ持ち合わせているアドバ

ンテージを勘案することにより、本町の実情に応

じた人口減少問題の克服と地方創生に向けた施策

をＰＤＣＡサイクルを活用しながら取り進めてま

いりたいと考えております。 

 次に、地域における医療体制の確立についてで

ございますが、現在の医療を取り巻く環境は、医

師及び看護師等の都市部に集中する偏在がいまだ

に改善されておらず、診療等に与える影響は大き

く、大変厳しい状況となっております。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、夜間救急につ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て

おります余市協会病院に対し支援を行い、体制の

確保に努めているところでございます。 

 北後志管内の周産期医療につきましては、小樽

協会病院の産婦人科が唯一の周産期母子医療セン

ターの指定を受けておりましたが、昨年７月より

医師の確保が困難なことから新規の分娩等につき

ましては休止となっている状況であります。周産

期医療の確立につきましては、安全、安心な出産

ができる環境づくりとして大変重要と考えてお

り、今後におきましても小樽市を含む６市町村で

協議を行い、関係機関に要望、要請を行ってまい

ります。 

 次に、多様な方々が共生して安心して暮らせる

まちづくりへの取り組みについてでございます

が、住みよく安心して暮らせるまちづくりを実現

するため、第４次余市町総合計画を初めとする各

種計画に基づくサービスの提供に努めるととも

に、障害の有無や年齢に関係なく全ての方が日常

的に交流できる環境の整備や社会福祉協議会を中

心としたボランティア活動の強化、関係機関と連

携した要支援者への見守り支援を行うなど、地域

の中で誰もが自分らしく生活を送ることができる

社会の実現に向け、取り組みを進めてまいります。 

 次に、地域経済分析についてでございますが、

経済対策の立案には地域経済の分析や実態把握な

どが重要と考えており、産業連関分析や国の地方
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創生本部が提供している地域経済分析システムな

どの活用を研究してまいります。 

 また、経済状況でございますが、北海道財務局

による管内の経済情勢によると、観光は好調に推

移、生産関係も例年並みで雇用も改善の動きが続

き、全体的に持ち直していると判断しています。

本町におきましては、連続テレビ小説「マッサン」

放映効果による空き店舗を活用した起業の動きな

ど好材料はあるものの、全体的には持ち直し基調

を実感するまでには至っていないと考えておりま

す。 

 次に、本町農業の将来像についてでございます

が、消費者ニーズを踏まえた市場の動向を的確に

捉えるとともに、長期的な展望に立ちながら効果

的な施策を展開することが重要であると考えてお

りますので、余市町農業振興協議会や青果物流通

対策協議会を初め各種の関係者による協議、検討

を行い、町としての方向性を確立し、取り組みを

展開してまいります。 

 また、農業者の高齢化が進む中で、農地の保全

と活用が重要な課題となっています。新規就農者

や担い手の育成、さらには省力化栽培や機械化を

推進することにより優良農地の確保を図るととも

に、現状は耕作の用に供していない保全管理農地

の活用を進めてまいります。 

 次に、本町漁業再生に向けての対応についてで

ありますが、日本海地域の漁業は海洋環境の変化

により資源が減少し、漁業経営は厳しさを増して

います。こうしたことから北海道において平成

27年度から日本海振興対策緊急事業を実施し、日

本海地域における漁業の発展と安定及び漁業生産

の向上を図る取り組みを始めているところで、本

町としては漁業協同組合が実施している養殖試験

事業を支援しているところでございます。平成

28年度におきましては、引き続き本事業によりナ

マコやカキのほか、新たにホタテを加えた養殖試

験事業を実施する予定でございます。また、水産

資源の拡大に向けた取り組みとして、ニシン、ウ

ニ、アワビの種苗放流を継続するとともに、いそ

焼け対策として藻場の設置、さらには海獣対策等

を引き続き進めてまいります。 

 次に、水産加工業を初めとする地域産業への支

援についてでありますが、水産加工業は本町の基

幹産業の一つであると考えております。現在も多

くの事業者が余市ブランドでさまざまな商品を開

発し、全国に向け販売していただいているところ

であります。近年日本人の魚離れが進む中、鮮魚

及び水産加工品の消費拡大は大きな課題であり、

消費者嗜好の変化やニーズを的確に捉えた魅力あ

る商品開発が必要となっております。これらの取

り組みに対する支援も重要な課題であり、関係団

体と協議検討してまいります。 

 次に、商店街活性化対策についてでございます

が、商店街連合会が主体的に取り組む活性化対策

事業への支援や商店街を中心とした空き店舗を活

用した起業、創業への支援などの取り組みを進め

ているところでございます。今後におきましても

これまでの取り組みの検証を行いながら事業を継

続するとともに、既存店舗への支援の検討や国の

各種支援制度に関する情報提供など、商工会議所

や商店街連合会と連携し、商店街の活性化に取り

組んでまいります。 

 次に、北海道横断自動車道の開通に向けた取り

組みについてでございます。本町における人口減

少対策と地方創生に向けた取り組みの推進を図る

ために、先般ご協議をいただきました余市町まち

・ひと・しごと創生総合戦略におきましても３つ

の重要な社会的背景の一つとして余市インター供

用開始を設定したところであり、このメリットを

生かした産業の振興による雇用の創出や救急医療

搬送、通勤圏の拡大といった生活利便性の向上に

よる移住、定住の促進についても位置づけている

ところであり、これらの方向性に基づき各種施策

の推進に取り組んでまいります。 
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 また、ワインツーリズムを初めワイン関連事業

においても、交流人口の増加など開通効果を最大

限に生かした取り組みを進めることが重要と考え

ております。 

 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、16番、藤

野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点目の子供たちの健全育成に関するご質問に

ついてですが、子供たちが互いに尊重し合い、基

本的な倫理観や規範意識、思いやりの心や美しい

ものに感動する心などを育むとともに、心身をた

くましく鍛え、みずからの生き方を主体的に考え

る力を育成することが重要であります。このため

学校においては、全ての教育活動において生命の

とうとさや安全に行動する習慣など健康教育と安

全教育の充実に努めるとともに、児童生徒との信

頼関係の構築を図るため、心が通い合う人間関係

を基盤とした指導体制の充実や相談体制の強化、

防犯教育や防犯訓練の実施、性や薬物に関する指

導の充実を図り、さらには犯罪や非行のない明る

い社会を目指し、毎年北後志５町村での連携によ

る社会を明るくする運動を実施し、啓発などを行

っておりますが、引き続き子供たちの健全育成と

環境づくりに向けた取り組みを進めてまいりま

す。 

 ２点目の地域に根差した教育活動に関するご質

問でございますが、今日少子化が進み、教育を取

り巻く環境も目まぐるしく変化し、子供たちの成

長には学校教育のみならず地域社会での取り組み

が重要であると考えております。教育委員会とい

たしましては、いじめや体罰、非行など10の教育

重要課題を掲げ、教育行政と学校、家庭、地域が

一丸となって、その課題解決に向けた取り組みと

してのゼロキャンペーンの一層の推進と昨年制定

いたしました余市町子どものいじめ防止条例に基

づき現在いじめ防止基本方針の策定等の取り組み

を進めているところでありますが、今後におきま

しても学校、家庭、地域が連携した教育活動の推

進に努めてまいりますので、ご理解のほどよろし

くお願いいたします。 

 以上、明政会代表、16番、藤野議員の教育に関

するご質問の答弁とさせていただきます。 

〇議長（中井寿夫君） 明政会代表、藤野議員の

発言が終わりました。 

 暫時休憩します。 

休憩 午前１１時１４分 

再開 午前１１時２５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３番、日本共産党議員団代表、議席番

号15番、中谷議員の発言を許します。 

〇15番（中谷栄利君） 代表質問の前に発言させ

ていただきます。東日本大震災、福島原発事故か

ら５年に当たって、改めて犠牲となられた方に哀

悼の意を表するとともに、被災された方へのお見

舞いを申し上げます。 

 未曾有の大災害となった東日本大震災と福島第

一原発事故から３月11日で丸５年を迎えました。

被災地の懸命な努力にもかかわらず、いまだ17万

4,000人が避難し、14万人を超える人々が仮設住宅

での暮らしを強いられています。復興支援はまだ

必要です。被災した一人一人の生活再建を中心に

住まい、漁業や農業、商業などのなりわい、地域

のコミュニティを取り戻し、健康な生活を送れる

ようにすることが急がれます。そして、これを教

訓に福祉防災のまちづくりを進めていくことが重

要です。 

 私は、嶋町長の町政執行方針並びに中村教育長
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の教育行政執行方針と2016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。 

 １つとして、2016年度の予算案についてです。

地方財政を取り巻く状況は、依然として厳しい状

況が続いているとして、第４次余市町総合計画に

基づき町民と行政が連携して住みよく安心して暮

らせる元気なまちづくりを進めるとともに、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、町の地域資源を最大限活用して、さらなる

取り組みを進めるとしています。今回の一般会計

予算案は79億5,000万円、対前年度当初比は２億

8,500万円、3.5％減となっています。４特別会計

を合わせた総額は、同0.98％の減、151億9,800万

円となっています。歳入では、地方交付税36億

2,158万1,000円と臨時財政対策債２億9,967万

3,000円、過疎地域自立促進特別事業債8,350万円

を合わせて40億475万4,000円と見込み、全体の

50.4％となっています。町税は、前年度当初予算

に比べ4,924万6,000円の増、対前年度比2.9％増の

見込みとなっているものの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本を政策

の基本とし、職員一丸となって町民の負託に応え、

住みやすさを実感できる持続可能な地域社会づく

りに向けて全力を尽くすとしています。 

 今人口減少問題が国としてもその対策を課題と

している中、町も地方版総合戦略として27年度か

ら５年間を集中取り組み期間とし、余市町まち・

ひと・しごと創生総合戦略に基づき産業の振興、

移住、定住政策の促進、子育て支援、広域連携な

ど余市町の魅力と優位性を生かした多様な取り組

みを進め、持続可能な社会の形成を図るとしてい

ます。 

 その一方、政府は、消費税10％導入を前提とし、

社会保障の改悪を推し進め、財界、大企業には優

遇し、軍事費増強の28年度政府予算としています。

国民生活は、４年連続実質賃金はマイナスで、非

正規雇用の増加など労働環境は悪化し、家庭生活

への影響など子供の貧困がふえているなど社会問

題になっています。嶋町長がこうした問題を直視

し、国の悪政から町民を守る防波堤となる町政を

目指し、全力を尽くすことを求められますが、町

長の見解を伺います。 

 ２つとして、2016年度政府予算についてです。

昨年12月24日閣議決定した政府予算案は、2017年

４月の消費税10％への大増税を前提とした上、社

会保障改悪などによる負担を国民に押しつけるも

のとなっています。大企業には減税をばらまき、

軍事費を突出させて戦争への道を進めるという極

めて反国民的な予算です。一般会計の総額は、昨

年度よりも0.4％多い96兆7,218億円であり、第２

次発足直後の2013年度予算92兆2,611億円と比べ

ても４兆円をはるかに上回る過去最大規模となっ

ています。一億総活躍社会の名のもと第３の矢、

強い経済、子育て支援、介護離職ゼロなどの高齢

者福祉が打ち出され、地方財政にかかわる領域は

ますます重要性を帯びています。予算案では、防

衛費が7,400億円多い５兆541億円、1.5％増とな

り、初めて５兆円を突破する一方で、地方交付税

交付金は2,547億円少ない15兆2,811億円、1.6％減

となり、４年連続しての減額となっています。一

億総活躍社会の実現や成長戦略など重要課題に対

しては特別枠が設けられ、地方版総合戦略に基づ

く地方の取り組みの支援、新型交付金の創設には

1,000億円が計上されるなど、まち・ひと・しごと

創生事業が進められると同時に成果主義への転

換、歳出の見直しやサービスの合理化、民間委託

などがより一層推進されていくこととなります。

社会保障のためといって消費税増税を国民に押し
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つけながら、予算編成のたびに社会保障が削減の

焦点となること自体国民は納得できません。政府

は、16年度に消費税による収入を17兆2,000億円弱

と見込んでいます。法人税収の約1.4倍です。大も

うけしている大企業には、法人の実効税率32.11％

から29.97％まで前倒しで引き下げる大盤振る舞

いです。安倍政権は、庶民を苦しめながら財界、

大企業を優遇する。歳入面でも歳出面でもここま

でゆがんだ構造をつくり、その財政のゆがみをさ

らに拡大させています。大企業がもうかれば経済

がよくなるというアベノミクスは、もはや通用し

ません。一億総活躍社会とか新３本の矢などスロ

ーガンばかりで、アベノミクスの焼き直しの政策

では国民の暮らしの立て直しはできません。社会

保障拡充など暮らしを温め、消費を拡大する経済

への転換が急がれます。消費税に頼らず、社会保

障財源を確保する道へ進むことこそ必要です。政

府予算に対する町長の見解を伺います。 

 ３として、消費税増税について伺います。安倍

政権が進めている経済政策、アベノミクスのもと

で、勤労者の実質収入の落ち込みや個人消費低迷

が長期にわたって続いています。2017年４月から

強行しようしている消費税の増税を中止すべきと

の声が大きくなっています。安倍首相は、リーマ

ンショック級の経済変動や大震災でも起きない限

り増税は実施する姿勢ですが、財界関係者などか

らも凍結すべきだとの声が出ています。消費の低

迷が長引く中での消費税増税が経済を破綻させる

のは明らかです。消費税の増税はすべきではあり

ません。 

 また、本町は、消費税について議会審議を通し

て利用料など公共料金や水道料金にも転嫁しない

ことを決定しました。住民生活や町内経済を守る

立場からもその姿勢は変わらないと思いますが、

町長の見解を伺います。 

 ４つとして、安保法制の廃止と立憲主義の回復

について伺います。３月２日、安倍首相は、参議

院の予算委員会で憲法の条文そのものを変える明

文改憲を在任中なし遂げたいと表明しました。安

倍内閣は、安保法制、いわゆる戦争法を強行し、

日本をアメリカの戦争に組み入れることを狙って

いますが、憲法９条が行く手を阻んでいます。戦

争法を強行しても自衛隊は軍隊ではなく、海外で

の武力行使はできません。そのために憲法そのも

のを変えようとしています。 

 憲法99条は、首相を初め閣僚、国会議員、裁判

官、その他の公務員に対して憲法を尊重し、擁護

する義務を課しています。憲法が最高法規であり、

権力者を憲法で縛るのが立憲主義です。戦争法強

行で立憲主義を壊した安倍政権は、今度は明文改

憲を主張することで立憲主義の中心部分を破壊し

ようとしています。日本を殺し殺される国につく

りかえる戦争法、安保法制を撤回し、憲法９条を

初めとした憲法の平和的、民主的原則を守り抜く

ため、確固とした立場と態度をとるよう国に強く

要求すべきと思いますが、町長の見解を伺います。 

 ５つとして、ＴＰＰについて伺います。安倍首

相は、国民の反対の声を押し切ってアメリカなど

の交渉で合意、署名を強行した上、環太平洋連携

協定、ＴＰＰの承認案と関連一括法案を閣議決定

し、国会に提出しました。ＴＰＰは、米や牛肉な

どの農産物を含め関税を原則として撤廃、輸入を

拡大し、食の安全、著作権、雇用、医療などあら

ゆる分野で多国籍大企業に有利なアメリカ中心の

ルールを押しつけるものです。３月７日の参議院

予算委員会質疑で、交渉参加に当たって国会が決

議した重要農産品を除外するなどが踏みにじられ

ていたことが明らかになりました。国会決議違反

の協定の批准は許されません。関連一括法案も廃

案にされるべきです。 

 また、２月17日、北海道はＴＰＰの影響額を試

算しましたが、前回試算よりも大きく下回り、批

判が出ています。余市町への影響などどのように

検討されているのかあわせて伺うものです。 
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 ６つとして、原発ゼロ、自然再生エネルギーに

ついて伺います。ことしは福島原発事故から丸５

年目を迎えますが、いまだに10万人もの県民が避

難生活を強いられています。高濃度汚染水の流出

はとまらず、被災者への損害賠償や除染も大きく

おくれています。原発は、一たび過酷事故が起き

れば、人類には手に負えないものであることを福

島原発事故は証明しています。 

 安倍首相は、原発事故の原因究明と収束のめど

が立たない中、原子力規制委員会が許可すれば安

全とし、国民の声を無視して再稼働を強行してい

ます。この北海道でも泊原発の再稼働を推し進め

ようとしています。再稼働を許さず、原発ゼロを

目指し、再生可能な自然エネルギーへの転換を国

に求めることは緊急の課題ではないでしょうか。

余市町としても再生可能な自然エネルギーの活用

を進め、雇用の拡大や地域振興を図ることを探究

することは、後の世代にふるさとを残すためにも

重要ではないでしょうか。町長の見解を伺います。 

 ７つとして、子供の医療費無料化について伺い

ます。子供の医療費助成拡大についてです。昨年

９月と12月、北海道議会で子供の医療費問題に関

する意見書が全会一致で採択されています。国も

地方創生関連の分野で関連交付金を医療費助成の

分野に使用する場合、国庫負担金の減額措置は行

わないとしたことや厚生労働省が平成28年春ごろ

をめどに国庫負担金の削減措置の是非について見

直しを検討しようとするなど、国の制度としての

確立に向けた動きは加速しつつあります。これは、

地域住民、自治体、議会が長年にわたって声を上

げ続け、要請し続けてきたこと、国庫負担金削減

を覚悟してでも人口減少、少子化対策に真剣に取

り組まなければならないという不退転の決意と実

行がついに国さえも動かした典型例であります。

地域住民の切実な思いを国や道に届け、かつ福祉

の増進を図るべしと定めた地方自治法の精神に鑑

みても、国による制度確立までの間だけでも実施

しなければならないものであると考えますが、町

長の見解を伺います。 

 ８として、無料低額診療実施、保険薬局への拡

大について伺います。国保法第44条３項に基づき、

無料低額診療の院外薬局への適用拡大が必要なの

ではないでしょうか。我が国は、国民皆保険制度

にもかかわらず、経済的な理由で十分に医療にか

かれない方も少なくありません。その社会福祉法

第２条３項９の生活困窮者に対して対策として無

料、または低額な料金で診療を行う事業、いわゆ

る無料低額診療事業を実施している医療機関にお

いて診療を受けることができます。しかし、医薬

分業の進展する昨今においても保険薬局は無料低

額診療事業の対象事業所になれないことから、院

外処方箋を発行する無料低額診療事業の医療機関

を受診された患者の薬代の自己負担はその対象に

なっていません。 

 こうした中、旭川市や苫小牧市、東神楽町など

この状況に対して自治体が独自事業として無料低

額診療事業を受けられた患者の保険薬局での薬代

の助成を実施されています。この制度は、生活保

護世帯と通常世帯の間の制度のはざまを埋め、つ

なぎ合わせる役割を担います。また、実施してい

る自治体によると、高額な医療費を必要とする対

象の場合、そのまま生活保護に移行する場合が多

く、苫小牧市の場合などですと年間100万円程度の

財政支出で済んでいるとも伺います。さまざまな

助成、支援制度には現実に制度のすき間で苦しむ

方が大勢います。この問題を解決し、誰もが安心

して医療を受けられる体制の実現のために実施す

る必要があるのではないでしょうか。 

 ９として、ＪＲ函館本線の存続について伺いま

す。ＪＲ北海道は、３月26日、北海道新幹線開業

に伴うダイヤ改正で減便や廃線、駅無人化、廃止

の見直しをしています。車両の老朽化や利用客の

減少を理由にしていますが、通勤、通学など住民

生活に影響しています。ＪＲ北海道の地域公共交



－138－ 

通の責務を果たすよう各沿線地域の要望運動が広

がっています。また、ＪＲ北海道が管理するトン

ネル176カ所のうち避難訓練を行ったのはわずか

11カ所であったなど、安全軽視の姿勢が問題にな

っています。北海道新幹線札幌延伸による開業を

５年前倒しして2030年とし、その５年前には並行

在来線小樽函館間の今後のあり方について方向性

を決めたいとしています。安全、安心の運行と利

便性の向上とともに、住民の足を守る地域振興に

貢献する鉄道事業として並行在来線の存続の明確

な方策を町として示し、行政、議会、町民が一丸

となって運動を進めることができるよう最善の努

力をすることが求められます。町長の見解を伺い

ます。 

 10として、土地区画整理事業について伺います。

完了した黒川第一土地区画整理事業を総合10カ年

計画に位置づけて、町はみずから掲げたまちづく

り構想に基づいて福祉、教育、介護など各種施設

を中心とするまちづくり計画を年次計画を立て具

体化を図ることについて町長の見解を伺います。 

 11として、地方分権について伺います。安倍政

権の地方創生を掲げた総合戦略は、人口減少の克

服や一極集中を是正するとしていますが、大企業

のための規制緩和や社会保障切り捨てを進め、新

たな市町村再編成と道州制に向けた都市再編な

ど、地域経済の自立的発展や地方自治の拡充に逆

行する内容が盛り込まれています。地方自治の変

質、破壊につながる上からの統制、分断の地方創

生に反対すべきと思いますが、町長の見解を伺い

ます。 

 12として、介護保険について伺います。安倍内

閣は、一昨年成立させた医療介護総合法で要支援

者１、２の訪問、通所介護の保険給付を外し、自

治体事業に移しました。特養への入所制限など持

続可能性の確保を名目にサービスの切り捨てと負

担増を盛り込んだ介護保険制度見直しは断じて認

められるものではありません。さらに、要介護１、

２のサービスを保険から外す改悪に着手し、来年

度通常国会に法案の提出を計画しています。軽度

者が専門的なケアを受けられなくなると重症化が

一気に進み、かえって保険給付は増加します。国

に対して強く反対の声を届けるべきと思います

が、見解を伺います。 

 2016年度教育行政執行方針について中村教育長

に５点にわたって伺います。１つとして、就学援

助制度について伺います。就学援助制度について

生活保護基準の引き下げによる援助の打ち切りは

しないことと、準要保護の対象費目、クラブ活動

費や生徒会費、ＰＴＡ会費について後志の15町村

では実施されており、本町でも実施を求めます。

また、中学の新入学準備金については、小学校の

ときに就学援助認定手続を完了している児童の保

護者への支給となることから、３月支給が可能と

考えます。必要な時期に役立つよう柔軟な運用を

図ることについて伺います。 

 ２つとして、高校生の政治活動と主権者教育に

ついて伺います。2016年参議院選挙から18歳に選

挙権が拡大され、選挙が行われます。これを前に

高校生のデモ参加など政治活動について文部科学

省は、学校現場向けのＱアンドＡ集を作成しまし

た。休日に校外の政治活動について参加する場合

でも学校に届けさせることを認めるなど、憲法な

どで保障された政治的諸権利を侵害し、主権者教

育そのものを抑圧する内容となっています。文科

省は、昨年10月、高校生の政治活動に関する新た

な通知を出し、学校内にとどまらず校外の活動に

ついても制限、禁止した。ＱアンドＡ集は、この

通知を受けて出されたものです。質問は計20問。

校則で選挙運動、政治活動、投票運動を校内で禁

止すると定め、指導することについて不当ではな

いと容認。放課後や休日に校外で行う政治活動を

届け出制にすることも必要かつ合理的な範囲内で

適切に判断として認めました。届け出をした者の

政治的信条を問うものにはならないよう配慮が必
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要としていますが、届け出制によって活動を抑え

込む狙いです。学校門前でのビラ配布についても

学習活動に支障のないように注意して対応と提

起。投票日に学校行事を休んで投票に行くことは、

期日前投票など期間内に投票するのが適切であ

り、認められないと述べ、民間企業で行われてい

る就業日の投票さえ高校生には認めない考えで

す。 

 教職員については、憲法が保障する政治活動ま

で制限する不当な現行法令を列挙し、自分の政治

的意見さえも言わないように求める文科省通知を

徹底する構えを強調。国、私立学校教員による政

治活動で法律上禁止されていないものまで禁止に

該当する可能性があるとするなど、主権者教育の

取り組みを萎縮させかねない内容です。現状と改

善を求めて見解を伺うものです。 

 ３として、子供の貧困について伺います。日本

の子供の貧困率は16.3％、2012年度、と６人に１

人とＯＥＣＤ諸国の平均を上回り、依然として深

刻です。道内ひとり親家庭の子供の総数も15年前

の2000年と比較して14％増の８万7,533人、2010年

国勢調査、となっています。増加するひとり親家

庭の支援は、子供の貧困を解決するためにも重要

です。全道で就学援助を受給する児童生徒は９万

881人、2013年度、援助率は15年前と比べて約２倍

の23.06％、道調べ、に上っています。生まれ育っ

た環境で将来が左右されてはならないとの理念の

もとに子どもの貧困対策法が制定されました。医

療においては、就学援助世帯を無料低額診療に結

びつけ、早期の診断、治療が必要です。本町の現

状について、支援について伺うものです。 

 ４つとして、学校給食について伺います。学校

給食調理業務の民間委託等絶対に行わず、自校方

式を守ることについて伺うものです。また、地元

産品を積極的に取り入れるなど食育に取り組み、

子供たち、教師、父母の理解を求めることについ

て伺います。 

 ５つとして、紅志高校について伺います。北海

道余市紅志高校について生徒増に向けて地域に根

差した魅力学校となるよう最善の努力を行うこと

について伺います。 

 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、町民の皆さんと要求実

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。 

〇議長（中井寿夫君） 中谷議員に申し上げます

が、昼食時間の関係もありますので、答弁につき

ましては午後からといたしたいので、ご了承願い

ます。 

 昼食ため午後１時まで休憩します。 

休憩 午前１１時５２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。 

 午前中の日本共産党議員団代表、中谷議員の代

表質問に対する答弁を求めます。 

〇町長（嶋  保君） 日本共産党議員団代表、

15番、中谷議員のご質問に答弁申し上げます。 

 初めに、平成28年度予算案と今後に向けた取り

組みについてでございますが、地方自治体をめぐ

る情勢は依然として厳しく、本町においても財政

基盤の確立と地域経済基盤の確立を図っていくた

め、限られた財源の効果的、効率的活用が求めら

れているところでございます。また、社会の多様

化に呼応したさまざまな住民ニーズや人口減少に

対応するためには、職員が一丸となって課題解決

に当たっていくことで、町民が幸せを実感でき、

住みよく安心して暮らせるまちづくりを進めるこ

とが求められます。そのためにも現在中期計画期

間であります第４次余市町総合計画に基づき、本

町の総合的な発展振興を図り、さらには人口減少

対策への集中的な取り組みを推進するため、余市
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町人口ビジョン、余市町まち・ひと・しごと創生

総合戦略に位置づけた目標に沿って着実に各種施

策に取り組んでいくことが重要であると考えてお

ります。今後におきましても町民の皆様が住みよ

く安心して暮らせるための各種取り組みにつきま

して職員一丸となって進めてまいります。 

 次に、2016年度政府予算案についてでございま

すが、一般会計の総額が前年度比0.4％増の96兆

7,218億円と過去最大を更新したものの、一般歳出

の伸びを4,731億円に抑え、さらに税収の伸びを背

景に新規国債発行額を前年度より２兆4,310億円

減の34兆4,320億円とし、歳入に占める公債依存度

も前年度の35.6％とリーマンショック以前の水準

まで回復を図るなど、経済再生と財政健全化の両

立する予算としたところであります。しかしなが

ら、政府が掲げる2020年度に国、地方に通じたプ

ライマリーバランスの黒字化の目標達成について

は、厳しい状況が予測されており、地方財政への

影響も不透明であることから、今後の経済財政諮

問会議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、消費税の増税についてでございますが、

ご質問にありますとおり、消費税の引き上げは国

民生活に負担を生じ、購買力の低下を招くものと

考えますが、一方では急激に少子高齢化が進む中

で社会保障の機能強化や安定化を図るための安定

財源確保のため消費税の引き上げが決定された経

緯もございます。本町における消費税の転嫁につ

きましては、今後も引き続き検討を重ねてまいり

ます。 

 次に、安保法制の廃止と立憲主義の回復につい

てのご質問でございますが、日本国憲法は我が国

の最高法規であり、憲法を守ることは私ども地方

自治を担う者の務めであると考えております。ま

た、安保法制など外交、防衛にかかわる課題は国

の事務であり、基本的には国政の中で論議される

べき問題であると認識しておりますが、安心して

暮らせる地域や元気な地域をつくっていくために

も戦争は決してあってはならないことであると考

えております。 

 次に、ＴＰＰについてでございますが、昨年10月

５日に大筋合意に達し、ことし２月４日、協定の

署名が行われ、今後は各国の国内手続が終えれば

発効することとなったところでございます。北海

道は、国が公表した農林水産物の生産額の影響に

ついてにおいて試算対象品目としている農産物

19品目のうち本道での生産額が１億円以上の農産

物13品目について影響試算を行っており、本町に

関係するリンゴにおいては生産減少額を400万円

から800万円と試算しています。その他の本町に関

係する産品での試算は公表されておりませんが、

国や道の説明では本町主要作物のほぼ全てで影響

は限定的と見込まれるとしながら、長期的には価

格の下落も懸念されるとされています。ＴＰＰが

本町農業に及ぼす影響を現段階で明確に推計する

ことはできませんが、生産者の将来に対する不安

を払拭し、明るく希望を持てるよう国や道が進め

る各種の事業を活用しつつ、本町の強みを生かし

た農業振興に努めてまいります。 

 次に、原発ゼロ、自然再生エネルギーについて

でございますが、福島原発の事故は一旦事故が発

生すると長期間にわたりその影響は広範囲に及ぶ

ばかりでなく、甚大な被害が出ることが明らかに

なったことから、原子力エネルギーに依存しない

自然エネルギーなど再生可能エネルギーの積極的

な活用等の取り組みが必要であると考えておりま

す。本町における現在の取り組みといたしまして

は、後志総合振興局が設置しております後志地域

再生可能エネルギー資源活用可能性検討会議に参

加し、他の自治体の取り組みなどの情報収集や意

見交換を行うとともに、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、研究、

検討しているところでございます。 
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 次に、子供の医療費助成拡大についてでござい

ますが、直面する人口減少、少子化において重要

な対策の一つであると認識しており、基本的には

国において統一的な制度化を図るべきと考えてお

ります。医療費の助成拡大には恒常的な財源が必

要となることから、本町の財政状況等を含め、さ

まざまな角度から検討していかなければならない

問題であると考えております。 

 次に、無料低額診療の保険薬局への拡大につい

てでございますが、町内２カ所の医療機関におい

て無料低額診療が実施されておりますが、薬代は

院外処方のため自己負担となっていることから、

現在国及び北海道で進めております生活困窮者自

立支援事業の中での薬代の助成を要望してまいり

ます。 

 次に、ＪＲ函館本線の存続についてでございま

す。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。この間本町といたしましては、ＪＲ余市

駅の交通系ＩＣカード改札機の設置をＪＲ北海道

を初め関係機関に要望するなど、利便性の向上に

向けた取り組みを行ってまいりました。今後とも

利用者の立場に立って、運行体系や駅機能の充実、

さらには安全対策の強化などについてＪＲ北海道

や関係機関に要望を行い、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進め

てまいります。 

 次に、土地区画整理事業に関するご質問でござ

いますが、土地区画整理事業につきましては組合

が解散し、平成27年11月に清算事務が完了してお

りますが、町としてはこの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、高速道路開通の効果を活用した地域づくり

を進めることとしており、福祉、教育、介護等の

既存ストックの有効活用と施設の複合、集約化等

による効率化を図り、計画的な公的施設の配置に

より高齢者から子育て世代が安心、安全で快適に

生活を送ることができる地域づくりを進めてまい

ります。 

 次に、地方分権についてのご質問でございます。

平成26年度に施行されましたまち・ひと・しごと

創生法に基づきまして、本町におきましても余市

町人口ビジョン及び余市町まち・ひと・しごと創

生総合戦略について策定を行い、現在パブリック

コメント手続を行っているところでございます。

これらの策定に当たりましては、本町が現在直面

しております人口減少に歯どめをかけ、将来にし

っかりと引き継いでいくための主体的な取り組み

であるという考え方に立ち、産官学金労言の関係

者から構成される外部有識者から成る余市町まち

・ひと・しごと創生委員会を中心としてさまざま

なご議論をいただき、取りまとめたものでござい

ます。今後につきましては、引き続き外部委員会

のご意見も頂戴しながら、余市町人口ビジョン、

余市町まち・ひと・しごと創生総合戦略の検証を

行い、みんなが集い、いつも安心して過ごせる町

余市の実現に向け、町として主体性を持った地域

づくりを進めてまいりたいと存じます。 

 次に、介護保険についてのご質問でございます

が、国においては介護保険制度の財政基盤を安定

させるため、さらなる見直し案を検討しており、

要介護１、２の判定を受けた方についても介護保

険の対象から外す改正案を示しているところでご

ざいます。このような要介護者を保険対象から外

すことは、介護の重度化にもつながることから、

結果的に要介護者をふやすことが懸念されるとこ

ろでございます。このようなことから、国におい

てはしっかりとした制度設計や運営に取り組んで

いただき、適切な財政措置をしていただくよう関
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係機関を通じて要望してまいります。 

 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） 日本共産党議員団代表、

15番、中谷議員の教育行政執行方針に関するご質

問について答弁申し上げます。 

 １点目の就学援助制度についてのご質問でござ

いますが、生活保護基準の引き下げによる就学援

助費の支給につきましては、現在平成25年８月の

生活保護基準見直し後においても町部局との協議

により、一般財源を用いて見直し前の基準により

支給しているところでございます。教育委員会と

しましては、現在の基準を可能な限り維持するこ

とを考えておりますが、対象費目の拡大について

は、現状では財政状況を踏まえ困難な状況である

と考えております。 

 次に、中学生の新入学準備金の支給時期につい

てでございますが、就学援助認定につきましては

毎年度当初に前年度の収入により決定していると

ころであり、新入学準備金につきましても認定後

に支給して、これまでは３月中の支給はしており

ません。３月中の支給につきましては、会計年度

上の問題や財務規則上可能かどうかも含めて、他

町村の状況を調査研究してまいります。 

 ２点目の高校生の政治活動と主権者教育につい

てのご質問でございますが、教育委員会としては

義務教育学校以外の高校生の政治活動ということ

で十分その内容を認識しておりませんが、本年の

参議院議員選挙から選挙権が18歳に拡大されるこ

とであり、高校生活において混乱を招くことのな

いような適切な対応が図られるべきであると考え

ます。さらに、教職員につきましては、これまで

と同様に公務員であるという身分を有しているこ

とから、法令の遵守義務が課されているところで

あり、法律の範囲内で各自自覚と責任を持った行

動をとるべきものと考えます。 

 ３点目の子供の貧困についてのご質問でござい

ますが、就学援助世帯に対する医療費助成につき

ましては、現在要保護、準要保護世帯で齲歯、虫

歯治療を希望する保護者に医療券を交付して、そ

の治療費について町から支給しているところであ

ります。教育委員会といたしましては、平成28年

度も引き続き要保護、準要保護世帯の齲歯治療に

係る医療費助成の継続をしてまいりたいと考えて

おります。 

 ４点目の学校給食についてのご質問でございま

すが、現在の自校方式による給食につきましては、

児童生徒に対し温かく安全な給食を提供すること

を念頭に行っているところであり、教育委員会と

いたしましては現時点では自校方式による給食を

継続してまいりたいと考えております。 

 次に、食育についてのご質問でございますが、

地場産品の活用につきましては、給食調理員研修

会において地場産品を活用した学校給食新メニュ

ーの調理実習を実施し、旬の食材を取り入れるな

ど地産地消の取り組みを進めております。また、

食育に関する指導については、学級担任、教科担

任と栄養職員が連携を図りながら、授業や給食を

通して正しい食生活のあり方と望ましい食習慣を

育て、健康の増進を図ってまいりたいと考えてお

ります。 

 ５点目の紅志高校についてのご質問でございま

すが、本町においては毎年150人を超える中学校卒

業者があり、そのほとんどが高校へ進学している

ところです。また、平成27年度における余市紅志

高等学校への入学者総数は56名でございますが、

町内の生徒の余市紅志高等学校への入学者数は

40名となっております。なお、平成28年度現時点

における余市紅志高等学校への入学出願者総数は

30名とお聞きしております。 

 余市紅志高等学校は、北後志の町村にある唯一

の道立高等学校であり、他校にはない総合学科と
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いう魅力ある学校として広く認知していただくた

め、管内中学生や保護者、教育関係者への授業の

公開や町民を対象に学校開放講座を開催するなど

積極的なＰＲ活動が行われております。教育委員

会としましては、今後も町内中学校の生徒や保護

者へのＰＲ活動や後援会への補助など、あらゆる

面で支援をしてまいりたいと考えておりますの

で、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

 以上、日本共産党議員団代表、15番、中谷議員

の教育行政執行方針に対するご質問の答弁とさせ

ていただきます。 

〇議長（中井寿夫君） 日本共産党議員団代表、

中谷議員の発言が終わりました。 

 発言順位４番、よいち未来代表、議席番号５番、

土屋議員の発言を許します。 

〇５番（土屋美奈子君） 平成28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、さきに提出をしております

予算要望書を踏まえ、よいち未来を代表し、質問

いたします。 

 昨年９月、安全保障関連法が参院本会議で可決

され、成立いたしました。自衛隊による海外での

武力行使に道を開くこの法案の内容が憲法違反で

あると指摘される中、国民の間には疑念が大きく

膨らみ、国会議事堂前、また全国で反対の声を上

げるデモが行われました。この先頭に立ったのは、

高校生なども含む若者世代であり、子供を持つお

母さんたちでありました。動員されたわけでもな

く、市民がみずからの判断で参加をし、声を上げ

るということは、これまでなかった光景でありま

した。そのパワーは大きなうねりとなって広がり、

賛成、反対の立場を超えて何かしらの波紋を呼び、

国や社会に対し問題提起をいたしました。 

 一方、ことし７月の参議院議員選挙では、満18歳

からの選挙権が付与され、およそ240万人の若者が

新たな有権者となります。少子高齢化や人口減少

問題が深刻化する中、社会保障の担い手である若

い世代が政治に参画をするのは必要であり、ここ

を置き去りで議論を進めることはできないのだろ

うと考えます。また、大きな争点である憲法改正

をどう判断するのか、国はどこへ向かうべきなの

か、この鍵を握っているのはこれまで政治に無関

心と思われてきた若い世代なのかもしれません。 

 また、国が進めてきたアベノミクスという経済

政策により国内景気は上向いたとされています。

しかし、地方はその実感がないという声が多いの

も事実であり、実ったとされる果実はいつ届くの

か、届かないのか、そもそも果実とは何なのか甚

だ疑問であります。経済優先、大企業優先の政策

は、ともすれば大きな貧困層を生み出し、格差の

拡大に拍車をかけます。働く人の４割が非正規労

働者という現状と深刻化する貧困家庭問題、こう

いったところにスポットを当て、人への投資、底

上げ、下支えの政策にかじを切らなければ地方は

ますます疲弊し、人口は都市へと流れ、地方創生

は机上論となります。ＴＰＰ協定の大筋合意もさ

れ、北海道経済に大きな影響を及ぼすという中に

あって、消費税の増税が目前に迫っております。

こういった国の政策と影響、本町の経済、今後の

見通しについてどう捉えておられるのか見解をお

伺いいたします。 

 少子高齢化、核家族化が進む中、本町の人口も

年々減少傾向にあります。人口減少問題は、本町

だけではなく、全国的な課題であり、国を挙げて

の取り組みが始まっておりますが、最終的にはそ

の自治体の本気度にかかっており、危機感を持っ

て政策に当たる姿勢が求められます。この町に住

みたい、住んでよかったと感じてもらうためには

もう一歩踏み込んだ政策を展開する必要があると

考えますが、町長の見解をお伺いいたします。 

 また、喫緊の課題であります子供を産み育てる

環境の整備について、現在本町に産婦人科がなく、

小樽協会病院の産婦人科も分娩受け入れ休止の状
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態でありますが、ここを解決しなくては人口減少

問題も少子化問題も先が見えてこないと考えま

す。現状の課題と今後の取り組みについてお伺い

いたします。 

 また、子育て世代に対する支援策も重要な課題

であります。若い世代の定住を促す上でもニーズ

の把握と対策の強化は必要であり、子供の医療費

助成制度の拡充なども再検討するべきと考えます

が、見解をお伺いいたします。 

 高齢者福祉について、本町でも高齢化が進み、

ひとり暮らしや高齢者のみの世帯が増加をしてお

ります。高齢者が介護状態に陥ることなく、住み

なれた地域で生活が続けられるよう現状とニーズ

をしっかりと把握し、対応できるサービスの創出

も必要であります。保健、医療、介護、福祉など

との連携、また区会など地域の力をどう活用して

いくのかということも重要であります。見解をお

伺いいたします。 

 また、国は、介護離職ゼロとして特別養護老人

ホームの増設を打ち出しておりますが、入所条件

を要介護３以上と厳格化したばかりであり、入所

したくてもできないという事態になりかねませ

ん。また、介護現場で働く職員の労働条件なども

問題視をされており、処遇改善も大きな課題です。

本町でも施設待機者への対策は必要と考えます

が、一方で地域包括ケアシステムの構築との政策

の矛盾も感じます。高齢化社会に対応し得る体制

をどう築いていくのか、見解をお伺いいたします。 

 道路の整備は、町民の生活及び経済活動におい

て不可欠な基盤であります。北海道横断自動車道

余市小樽間が平成30年度完成の予定であり、これ

を見据えた市街地道路交通網を整備しなければな

りません。渋滞解消が見込める町道黒川町中通り

２号線の道道昇格と整備を早急に進めるととも

に、小樽市内へ直接乗り入れることができるイン

ターチェンジの設置が必要であり、引き続き関係

機関へ強く要望していただきたいと考えますが、

見解をお伺いいたします。 

 冬期間の除排雪について、町民の足の確保とい

う観点からの除排雪はもとより、高齢化社会に対

応した除排雪体制を整えるべきと考えます。毎年

屋根の雪おろし中の事故など痛ましい事件が増加

をしており、こういった対策に乗り出している自

治体や国のマニュアルなども参考にしながら対策

をとっていくべきと考えますが、見解をお伺いい

たします。 

 国は、昨年５月、原発から出る高レベル放射性

廃棄物、いわゆる核のごみの最終処分地に関し、

これまで公募方式から国主導で選ぶ方式に転換を

するという基本方針を閣議決定いたしました。こ

れにより平成28年度内にも科学的有望地を示す方

針であります。昨年12月、国は47都道府県に対し

調査を実施し、受け入れる、受け入れを検討する

余地はある、受け入れないなどの選択肢を示して、

その理由とともに書面で回答を得ております。こ

の結果、受け入れないと明確に拒否をした自治体

は15府県であり、北海道はその他との回答ではあ

りますが、記述欄で実質上の拒否をするという考

えを示しました。仮に北海道が最終処分地の候補

に挙がった場合、適性が高いとされる地域には本

町も含まれております。これを受け入れることの

リスクが余りに高いということを誰もが承知をし

ているし、一たび事が起これば取り返しがつかな

いということは東日本大震災で経験をしておりま

す。原発を稼働し続ける限りふえ続ける核のごみ、

この解決策が確立されないまま進められる原発再

稼働は、到底容認できるものではないと考えてお

ります。この点について町長の見解をお伺いいた

します。 

 また、４月から電力の小売自由化がスタートい

たします。消費者が多様な選択肢からエネルギー

源を得られるようになり、少しでも安いところと

いう価格面ももちろんですが、多少高くても環境

に優しい電気を買いたい、原発に頼りたくないと
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いった選択肢や意思表示ができるのだということ

も重要な点です。電力自由化は、国のエネルギー

構造を国民の声で変えていける絶好のチャンスで

もあります。再生可能エネルギーの普及拡大や環

境と経済、暮らしの両立ができる社会の構築に向

け、自治体としても取り組んでいただきたいと考

えます。 

 また、これまでの電気料金の値上げが区会の会

計を圧迫しており、区会活動に支障を来している

状況です。始まったばかりの電力自由化は、まだ

まだ情報不足であり、理解が進んでおりませんが、

ここの情報提供やサポートをしていただきたいと

考えますが、見解をお伺いいたします。 

 防災についてお聞きいたします。日本を初め世

界を襲う自然災害は、大規模化、多発化をしてき

ております。昨今の異常気象の原因と考えられて

いる地球の温暖化は右肩上がりで、昨年は世界の

平均気温が前年の記録を塗りかえ、過去最高を記

録をしております。こういった状況を踏まえると、

防災、減災対策には不断の準備が必要です。いち

早く町民に情報を伝える手段の確保、備品や資材

の確保、また町民の防災意識の高揚にも努めてい

くべきと考えますが、見解をお伺いいたします。 

 本町の農業は、果樹及び施設野菜の栽培を中心

に高品質、安定生産、安定供給を目指してきたと

ころであります。今後さらなる生産技術の向上、

余市ブランドの確立、効果的なＰＲ、販路の拡大

など農業基盤の強化に向け、政策を展開していた

だきたいと考えます。また、農業者の高齢化や後

継者不足といった課題に対し、人・農地プランを

活用した新たな担い手の育成と確保に努めるとと

もに、遊休農地の利用促進についても引き続き取

り組んでいただきたいと思いますが、見解をお伺

いいたします。 

 本町の漁業は、海水温の変化やいそ焼けなどに

よる漁業資源の減少、価格の低迷、トド被害など

による経費の増大などさまざま問題が経営を圧迫

し、高齢化や後継者不足が進んでいる状況であり

ます。安定した漁場の確保、水産資源の確保を図

り、足腰の強い漁業経営への転換を図ることが求

められる中、昨年度から日本海漁業振興緊急対策

事業を活用した養殖事業を展開しており、本年も

引き続き事業を進めるとのことですが、効果が検

証できるまでにどのくらいかかるのか今後の見通

しについて、また漁業を取り巻く諸課題の解決に

向けての見解をお伺いいたします。 

 ６次産業の推進について、ワイン関連は北海道

の中心産地として着実に前進をしていると思われ

ますが、とどまることなく歩みを進めねばなりま

せん。ワイン特区を生かした６次産業の推進と地

方創生加速化交付金の活用などによるワインツー

リズムプロジェクトについての展望、同時に水産

資源を生かした産業振興との連携など、次の一手

をどう展開していくのか見解をお伺いいたしま

す。 

 労働に関する施策について、前段で述べたよう

に国全体では働く人の４割が非正規労働者という

中にあって、格差の拡大に拍車をかける事態とな

っております。こういった状況は経済に支障を来

し、社会基盤の根幹を揺るがしかねません。本町

においても例外ではないと考えますが、実態を把

握し、相談窓口や支援体制の強化、労働環境の改

善に向けた取り組みについて見解をお伺いいたし

ます。 

 地方公共団体は、基礎的行政機関としての規模、

機能、能力、運営について一定以上の均質な水準

が求められます。町民の公平な受益と適正な負担

を念頭に持続可能な財政基盤の確立と行政改革に

取り組まなくてはなりません。また、町長は、町

民と行政との協働のまちづくりを進めるとし、そ

の中核に自治基本条例の策定を掲げております。

この進捗状況と本町の将来展望について見解をお

伺いいたします。 

 教育行政についてお伺いいたします。学校教育
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について、昨年４月、教育委員会制度が60年ぶり

に大きく変更されました。改革の概要としては、

首長による大綱の策定、総合教育会議の開催、教

育長と教育委員長を一本化した新たな責任者、新

教育長の設置と首長による直接任命、教育委員会

のチェック機能の強化、国の関与の見直しなどで

あります。現在首長の専権事項となってから初の

余市町教育大綱の策定に向け準備を進めていると

ころではありますが、この内容については法律の

規定がないため何を記載するかは首長に委ねられ

ております。これまで教育は、政治的中立性、継

続性、安定性が保たれてきました。ここをしっか

りと確保していただきたいし、混乱を生じさせな

いよう十分な協議、調整もしながら進めていただ

きたいと考えます。制度改正を受けての教育委員

会としての見解をお伺いいたします。 

 また、子供の貧困や教育格差が社会的な課題と

して取り上げられております。国は、ようやく動

き出したようですが、平成28年度の国の財源とし

ては寄附を充てるということであります。昨年

10月に創設した子供の未来応援基金ですが、広報

活動に２億円を使い、集まったのは2,000万円とい

うことで、今のところ期待できそうにありません。

子供たちへの投資は未来への投資であり、家庭環

境の格差が教育の格差につながってはいけませ

ん。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

とを念頭に取り組んでいただきたいと考えます。

保護者負担の軽減を図り、教育格差を解消するた

め予算の十分な確保とともに独自の対策も検討す

べきと考えますが、見解をお伺いいたします。 

 社会教育についてお尋ねいたします。町民が豊

かな心を持ち、生涯にわたって学習ができる機会

の提供、芸術文化の継承などを進める社会教育の

充実、また豊富な経験、知識、技能を社会貢献に

つなげ、生きがいを持った生活を送れるような環

境整備に引き続き取り組んでいただきたいと考え

ますが、見解をお伺いいたします。 

 以上、主要な施策について質問いたします。答

弁のほど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、５番、

土屋議員のご質問に答弁申し上げます。 

 初めに、国の経済政策の影響、本町経済の今後

の見通しについてのご質問でございます。国が推

し進めてきた経済政策、いわゆるアベノミクスに

つきましては、国内景気が上向いたとする評価が

ある一方、地方においては景気回復を実感できる

状況になく、依然として厳しい経済情勢が続いて

おります。さらには、ＴＰＰ協定の大筋合意によ

り、これまで地域経済を支えてきた農業を初めと

する基幹産業も非常に厳しい局面を迎えておりま

す。こうした中、本町におきましては、町発展の

基盤となった第１次産業の振興を基本として、地

域の持つ資源を最大限に活用しながら、官民の力

を結集して活力のある元気なまちづくりを進めて

きたところでございます。 

 一方で、経済のグローバル化が進むことにより、

世界経済の動きや国のさまざまな施策により地域

経済が大きく影響を受ける時代となっておりま

す。今後におきましては、こうした国内外の経済

動向や施策を的確に把握するとともに、民間の方

々の知見も頂戴しながら、それらの動向が地域に

与える影響を見きわめ、本町経済の振興と地域社

会の維持、発展に努めてまいります。 

 次に、人口減少問題に対する政策の展開につい

てでございます。現在国の長期ビジョン、総合戦

略に基づき全国の都道府県、市町村においては、

地方版人口ビジョン、地方版総合戦略の策定が求

められているところであり、本町においても素案

を作成し、現在パブリックコメント手続を行って

いるところでございます。人口減少の問題につい

ては、余市町人口ビジョンでもお示ししましたと

おり、本町の人口が今後どうなっていくのかとい
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う点について住民が共通の認識を持ち、危機感を

共有するとともに、必要以上に悲観することなく、

町民と行政とが連携を図りながら、余市町まち・

ひと・しごと創生総合戦略でお示しをした政策を

初めとする人口減少対策、そして将来に引き継い

でいくための各種取り組みを着実に進めていくこ

とが重要であると認識しております。そのために

も現在本町が持つ強みを最大限に生かした施策に

重点的に取り組むことで、この町に住みたい、住

んでよかったと思えるまちづくりを進めてまいり

たいと考えております。 

 次に、子供を産み育てる環境の整備についてで

ございますが、北後志管内の産婦人科につきまし

ては、小樽市内において唯一周産期母子医療セン

ターの指定を受けております小樽協会病院と個人

病院の２カ所において分娩等が行われてきたとこ

ろでありますが、小樽協会病院の産婦人科につき

ましては、昨年７月より医師の確保が困難なこと

から新規の分娩等につきましては休止となってい

る状況であり、本町にとりましても大変重要な問

題であると認識しております。これまでの対応と

しては、北海道に対する要望、要請を行うほか、

小樽市において設置されました周産期医療懇談会

の動向等もあわせ協議をいたしてきたところでご

ざいます。今後におきましても小樽市を含む６市

町村で協議を行い、関係機関に要請してまいりま

す。 

 次に、子供の医療費助成制度の拡充についてで

ございますが、子育て対策の一環として重要な施

策の一つであると認識しており、国において統一

的な制度化を図るべきとの基本的な考えのもと、

制度拡大につきましては対象となる範囲や必要と

なる財源を含め、さまざまな角度から検討しなけ

ればならないものと考えます。 

 次に、高齢化の進展に伴う地域の力の活用につ

いてでございますが、人口減少、高齢化が進む中

で、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に地域の特

性に応じた体制づくりが重要な課題となっており

ます。このため新しい介護予防・日常生活支援総

合事業の充実を図りながら、地域包括支援センタ

ーや在宅介護支援センターを初め、保健医療福祉

団体、さらに各種ボランティア団体や区会等と連

携を強化し、避難行動要支援者名簿等の情報を共

有するとともに、平時の見守りから緊急時の対応

など地域ぐるみによる支援体制づくりを進めてま

いります。 

 次に、高齢化社会に対応した体制づくりの構築

についてでございますが、政府においては一億総

活躍社会に向けた緊急対策として、介護離職防止

と特養自宅待機解消を目指して上乗せのサービス

基盤として在宅、施設サービスを整備する見直し

を示しております。また、介護従事者において離

職率が高く、この背景には給与水準や待遇が低い

ことから人手不足を招くなど全国的に労働環境の

悪化が問題視されております。このような状況に

あって、これまで予防給付でありました訪問介護、

通所介護が介護予防・日常生活支援総合事業へ移

行したことによってそれぞれの地域で多様な資源

を利用したサービス提供が可能となることから、

より一層関係機関、団体等と連携を図り、住民主

体の地域づくりを推進してまいります。 

 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、町内における道路網に

ついてはまちづくりを進める上で最も重要な基盤

整備と考えております。特に高速道路のインター

が近接するＪＲ余市駅東側地区については、高速

道路の玄関口に位置しており、新たな交通量の増

加に伴う交通渋滞が見込まれることから、町道黒

川町中通り２号線等を最重要路線と位置づけ、道

道昇格による整備を強く要望するとともに、高速

道路の開通後を見据えた市街地における渋滞解消

等について引き続き関係機関と協議検討を進めて

まいります。 
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 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のフルジャンクシ

ョン化が必要であり、今後とも関係団体と連携し

ながら強く要望を行ってまいります。 

 次に、高齢化社会に対応した除排雪体制につい

てでございますが、町はかねてから身体的、経済

的な理由等により冬期間自力で除雪が困難な高齢

者世帯等を対象に除雪サービス事業を実施してお

り、降雪状況に応じて公道から玄関先までのおお

むね１メートル幅の生活用道路を確保していると

ころでございます。また、落雪による事故等の危

険性がある場合については、屋根の雪おろしも実

施しているところであり、さらには農業従事者の

方々を中心とした団体等による除雪ボランティア

も行われているところでございます。今後も痛ま

しい事故が発生しないよう地域の民生委員と連携

し、対象世帯の把握に努めるとともに、国のマニ

ュアルに示されております共助による地域除雪な

どを参考としながら、高齢者等が冬期間安心して

生活できる環境づくりを進めてまいります。 

 次に、原発の再稼働についてでございますが、

昨年実施された原子力発電所から出る高レベル放

射性廃棄物の最終処分地候補に関する調査におい

て、北海道は実質上拒否するという考えを示して

おります。議員ご指摘のとおり、原発が稼働して

いる限り核のごみはふえ続けるものと認識してお

り、原発の再稼働については慎重に対応すべきで

あると考えております。 

 次に、再生可能エネルギーの普及に向けた取り

組みについてでございますが、後志総合振興局が

設置する後志地域再生可能エネルギー資源活用可

能性検討会議に参加し、他の自治体の取り組みな

どの情報収集や意見交換を行うとともに、再生可

能エネルギー検討庁内連絡会議において再生可能

エネルギーに関する研究、検討に引き続き取り組

んでまいります。 

 また、電力自由化にかかわる情報提供につきま

しては、ご質問にありますとおり、電気料金の値

上げが区会の会計を圧迫していることは認識して

おり、町としても街路灯のＬＥＤ化や電気料金へ

の助成を行っているところでございます。電力自

由化の情報提供やサポートにつきましては、地域

の実情を踏まえ、必要性を含め対応について検討

してまいりたいと考えております。 

 次に、防災についてでございますが、災害時に

おける情報伝達手段の確保は重要課題の一つであ

ると認識しており、防災無線も含め確実に情報が

伝わる手段を検討し、新たな無線システムの調査

や防災無線整備済み自治体の調査を進めるととも

に、避難所における備品や資機材を計画的に整備

してまいります。 

 また、防災意識の高揚については、日ごろから

の災害に対する備えが大切であることから、防災

学習会などを通じて区会など地域との連携を図る

とともに、防災に関する知識の普及啓発を行い、

地域における防災力の強化に努めてまいりたいと

考えております。 

 次に、本町農業の振興についてでございますが、

品質の向上と安定生産に向けては、消費者ニーズ

を的確に捉えながら、イエスクリーンや環境保全

型農業に取り組み、さらなるブランド化を進める

とともに、関係機関と連携し、生産基盤の強化に

向けた取り組みを進めます。 

 また、農業者の高齢化が進む中で農地の保全と

活用が重要な課題となっていることを踏まえ、新

規就農者や担い手の育成、さらには省力化栽培や

機械化を推進することにより優良農地の確保を図

るとともに、未利用農地の活用を進めてまいりま

す。 

 次に、本町漁業の振興についてでございますが、

将来的な養殖事業の実施を見据えて、平成27年度

から日本海漁業振興緊急対策事業によるナマコの

養殖試験事業を実施しているところであり、平成

27年度に放流したナマコは、生育状況を調査しな
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がら平成30年度に採取予定でありますので、生育

が計画どおり進めば３年サイクルで養殖事業が展

開されることとなります。 

 海洋環境の変化によりこれまでの回遊性資源を

主体とした生産体制を維持することは難しい状況

下において、漁業振興に当たっては今後も浅海増

殖事業など資源増大の取り組みを進めるととも

に、ナマコを初めとする養殖事業の確立を図り、

計画的かつ安定的に水揚げが確保できるような新

たな経営基盤体制づくりを進めることが必要であ

ると考えております。 

 次に、６次産業化の推進についてでございます

が、ワイン産業におきましてはワイン用ブドウの

生産者並びに栽培面積増加、さらにはワイナリー

の新設も続いており、今後より一層の振興が図ら

れるものと期待をしているところでございます。

ワイン特区につきましては、少ない投資でワイン

の醸造を手がけることができる制度として今後も

活用いただけるものと考えております。 

 現在地方創生事業として取り組みを進めており

ますワインツーリズム事業につきましては、本町

で生産されたブドウを原料としたワインのＰＲと

観光客の誘客手段として有意義な取り組みである

と考えていますが、ブドウの栽培が主体である本

町は受け入れ態勢の整備が必要であると考えてい

ることから、事業の検証と研究を積み重ねながら、

今後必要となる取り組みを取り進めてまいりま

す。また、ワインツーリズムの推進のためには食

とのマッチングが大切であり、本町の強みである

海と山の資源を活用しながら、食とお酒の魅力あ

る観光資源の育成を進めます。 

 次に、労働に関する施策でございますが、国に

おいて職業相談、就業支援、職業訓練などのほか、

事業主に対しましても非正規労働者の正規雇用化

や処遇改善に係る助成金などの非正規労働者の雇

用安定や処遇改善を図るための取り組みを進めて

いるところであり、本町といたしましてもハロー

ワークや北海道など関係機関、団体と連携を図り

ながら取り組みを進めてまいりたいと考えており

ます。 

 次に、自治基本条例についてでございますが、

（仮称）余市町自治基本条例の策定につきまして

は、町民と行政とが連携したまちづくりを進める

ため、（仮称）余市町自治基本条例策定委員会に

おいてアドバイザーであります大学教授からの助

言をいただきながら検討を重ねているところでご

ざいます。今後も町民参加による（仮称）余市町

自治基本条例策定委員会でのこれまでの検討を踏

まえ、本年度においては町民向けセミナーの開催

などにより町民への策定趣旨の周知に努め、策定

作業を進めてまいります。 

 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、５番、

土屋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いてですが、

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部

改正が平成27年４月１日に施行され、教育の中立

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たものでございます。 

 内容としては、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、首長が新教育長の任

命権を持ち、総合教育会議を主宰し、教育の目標

や施策の根本的な方針としての教育に関する大綱

を策定することとなりました。一方では、教育の

中立性を確保するために教育委員会が引き続き執

行機関となり、職務権限は従来どおりとなってい
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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、調整を行うものの、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。 

 教育委員会としては、総合教育会議において教

育環境の現状などを説明し、町部局との連携によ

り迅速な対応を図るとともに、今後とも制度改正

の趣旨であります教育の政治的中立性、継続性、

安定性を確保することを大前提とした教育行政の

推進を図ってまいります。 

 ２点目の保護者負担の軽減と教育格差の解消に

ついてですが、子どもの権利条約には子供がひと

しく教育を受ける権利を有し、必要な保護及び援

助を受ける権利があるとされているところであり

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

学習機会や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

らないとされており、全ての子供たちには全国ど

こにいようとも教育機会の均等が確保されている

ことが必要とされているところであります。教育

委員会といたしましてもこれまで独自対策も取り

入れながら、保護者の負担軽減に対する取り組み

を行ってきたところでありますが、今後につきま

しても引き続き教育予算の確保を含め、教育の機

会均等を図ってまいります。 

 ３点目の社会教育の充実についてですが、生涯

学習は自己の生活や職業上の能力の向上を目指

し、自発的に自分に適した手段や方法をみずから

選びながら、生涯を通じて行うものです。学習機

会の提供としましては、中央公民館における文化

祭、公募美術展、女性学級、寿大学など、図書館

では感想文コンクールなどを、スポーツでは各種

大会、生涯、健康スポーツ教室等の学習機会を提

供してまいります。 

 また、芸術文化の継承では、ソーラン太鼓の伝

承を目的として北海ソーラン太鼓少年団の活動を

継続しており、余市文化協会加盟団体では詩吟や

日本舞踊などの日本古来の伝統文化に取り組む団

体が発表会等を開催しております。 

 教育委員会としましては、今後も町民の皆様に

生涯にわたり学習機会を提供し、その成果を教室

や講座の講師や学校におけるボランティア等の活

動により地域社会に貢献することで生きがいづく

りとなるよう関係団体と連携しながら、環境の整

備に努めてまいりたいと考えておりますので、ご

理解のほどよろしくお願いいたします。 

 以上、よいち未来代表、５番、土屋議員の教育

行政に対するご質問の答弁とさせていただきま

す。 

〇議長（中井寿夫君） よいち未来代表、土屋議

員の発言が終わりました。 

 暫時休憩します。 

休憩 午後 １時５３分 

再開 午後 ２時０９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年余市町議会第

１回定例会に当たり、平成28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

代表して町長、教育長に質問を申し上げます。 

 町政執行方針。地方財政は、依然として厳しい

状況でありますが、国から示されたまち・ひと・

しごと創生総合戦略は、地域の実情に応じた基本

的な計画であり、少子高齢化の進展に的確に対応、

人口減少に歯どめをかけることにより、安心して
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暮らせる魅力あるまちづくりを一体的に進めるこ

とを狙いとしております。本町の総合戦略の素案

が示されている中で、第４次余市町総合計画に基

づき将来に向けたまちづくり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。 

 次に、住みよく安心して暮らせるまちづくりを

中心に順次質問を申し上げます。地域福祉に関す

る施策についてお伺いいたします。ひとり暮らし

の高齢者や高齢者だけの世帯も増加しており、地

域で孤立することなく安心して暮らすことができ

るように支え合う体制づくりを進めなければなり

ません。地域ぐるみでの見守りをどのように進め

ようと考えておられるのか見解をお伺いいたしま

す。 

 児童福祉に関する施策について。１番目に、平

成31年度までを計画期間として策定した余市町子

ども・子育て支援事業計画の見直しを行いながら、

地域子ども・子育て事業の拡充に努めるとありま

すが、国では妊娠期から子育て期にかかわるまで

のさまざまなニーズに対応して、総合的な相談支

援を提供するワンストップ拠点子育て世代包括支

援センターの整備を図ると言われております。今

後さまざまな事業展開が想定される中で、本町と

しての考えをお伺いいたします。 

 ２つ目に、ひとり親家庭世帯に対する支援はど

のようになっておられるのか。ひとり親家庭世帯

の子供は、親との離別、死別により精神面で不安

定な状況に置かれるとともに、日ごろから親と過

ごす時間が限られ、家庭内でのしつけや教育等が

十分に行き届きにくいと言われております。ひと

り親家庭の子供が抱える特有の課題に対応して、

貧困の連鎖を防止する観点から、ひとり親家庭の

子供の生活向上を図ることが求められていると言

われております。国では、放課後児童クラブ等の

終了後にひとり親家庭の子供に対し悩み相談を行

いつつ、基本的な生活習慣の習得支援、学習支援、

食事の提供等を行い、子供の生活向上を図る自治

体の取り組みを支援するとしております。そうし

た自治体の窓口のワンストップ化の推進をどのよ

うに考えておられるのか見解をお伺いいたしま

す。 

 高齢化福祉に関する施策について。高齢化が急

速に進む中、認知症高齢者の増加も進んでおり、

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。地域包括ケアシステムを進め

る上で、本町として関係機関との支援体制がどこ

まで進んでおられるのか、また今後の計画の考え

をお伺いいたします。 

 障害者福祉に関する施策について。１つ目に、

障害のある方が住みなれた地域で必要な支援を受

けながら、社会生活ができる環境づくりを推進す

るとあります。余市町障害者計画・障害者福祉計

画の中に住環境の向上があり、さまざまな障害の

特性に配慮した公営住宅の整備や快適な住環境整

備に努めるとありますが、障害のある方が入居で

きる住宅は少な過ぎると考えます。早急に環境整

備を進めるべきと考えますが、見解をお伺いいた

します。 

 ２つ目に、障害者や高齢者の交通手段の確保は

どこのまちでも必要な課題とされております。公

明党は、これまでも町内巡回バスの提案や乗り合

いタクシーの推進の質問など必要性を訴えてまい

りました。障害者や高齢者の交通手段を考える上

で、具体化に向けて地域公共交通協議会の設置に

ついて本町の考え方をお伺いいたします。 

 保健に関する施策について伺います。母子保健

対策については、家庭や育児環境の変化などさま

ざまな課題に対応し、安心してゆとりある出産や

子育てができるよう訪問、相談、乳児健診などの

充実に努めるとあります。最も重要な周産期医療

体制の確立も考えたとき、国が示された子育て世

代包括支援センターの各市町村における事業展開

に示されている実情に合った取り組みを進めると

よいのではないかと考えますが、見解をお伺いい
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たします。 

 防災に関する施策についてお伺いいたします。

災害時における情報伝達手段の確保については、

防災無線も含め確実に情報が伝わる手段を検討す

るとともに、新たな無線システムについて調査研

究に取り組むとありますが、大規模災害に備えて

人命にかかわる通信を確保することは防災上重要

なことと思いますが、防災無線の整備など今後ど

のように取り組まれるのか見解をお伺いいたしま

す。 

 農業に関する施策について。道内でも有数な果

樹生産地でもある地域の特性を生かし、将来に向

けて安定した農業経営が確保できるように農地の

適正な流動化、後継者の確保、育成、産地間競争

に勝ち抜くためにも国の各種補助金の活用や制度

の利用を図るとともに、生産品については全国で

通用する余市独自のブランド化を図るなど商品価

値を高めていく必要があると考えますが、見解を

お伺いいたします。 

 観光に関する施策について伺います。連続テレ

ビ小説「マッサン」の放映により本町は全国的な

知名度を獲得いたし、北海道観光にとっても大き

な資源として注目を集めているところですが、こ

の「マッサン」効果により増加した観光客への余

市町ならではのおもてなしの気配りが必要と考え

ますが、どういった取り組みを考えているのか見

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１点だけ

お伺いいたします。認知症の方や介護する家族の

方などを地域で支えるため、国の新オレンジプラ

ンに基づき各種施策を推進するとありますが、新

オレンジプランでは認知症に気づいた本人や家族

などから相談を受け、医師や看護師らが自宅に訪

ねてサービスを提供する初期集中支援チームを平

成30年度には全市区町村に設置すると言われてお

ります。これまでに医師会や関係機関との話し合

いは進んでいるのか、どのように進んでいるのか、

また計画性を持ってやらなければ進みませんが、

本町の考えをお伺いいたします。 

 教育行政執行方針について伺います。特別支援

教育支援員について。発達障害等の児童生徒に対

する学習支援、児童生徒の健康、安全確保、周囲

の児童生徒の障害理解促進等を行うことを目的に

特別支援教育支援員の増員の考え方についてお伺

いいたします。また、はざまにある児童生徒につ

いても同様にお伺いいたします。 

 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

いることを昨年代表質問で行い、がん教育の充実

に取り組む考えを示していただきましたが、どの

ように取り組まれたのかお伺いいたします。 

 学校給食について。学校給食調理場の環境改善

と衛生管理を徹底し、安全で安心な給食の提供に

努めますとありますが、学校施設の耐震化が進ん

でいる一方で、安全面や機能面で老朽化が進行し

た学校施設の割合が急速に増加したと言われてお

ります。本町の学校給食の調理場はどうなのか、

今後の改善に向けての見解をお伺いいたします。 

 以上、公明党の代表質問といたします。 

〇町長（嶋  保君） 公明党代表、11番、白川

議員のご質問に答弁申し上げます。 

 １点目のまちづくりについての質問でございま

すが、第４次余市町総合計画を基本として、余市

町まち・ひと・しごと創生総合戦略でお示しした

政策を初めとする人口減少対策、そして将来に引

き継いでいくための各種取り組みを着実に進めて

いくことが重要であると認識しているところでご

ざいます。 

 次に、地域福祉に関する施策についてでござい

ますが、少子高齢化社会にあって高齢者が地域で

孤立することがないよう住民主体の多様なサービ

ス支援を充実させ、生活支援コーディネーターの

配置など高齢者も含めた地域住民の社会参加を促

し、充実を図るとともに、避難行動要支援者名簿
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等の情報を地域での日常的な見守りや災害等緊急

時における避難体制の整備に活用して、その情報

を各関係機関、団体、区会等と共有し、地域での

支援体制づくりに努めてまいります。 

 次に、児童福祉に関する施策についてでござい

ますが、国は妊娠、出産を経て子育て期に至るま

で切れ目のない支援において総合的相談支援を提

供するワンストップ拠点として子育て世代包括支

援センターを立ち上げ、おおむね平成32年度まで

に地域の実情等を踏まえながら全国展開を目指し

ていくと示しております。本センター構想におき

ましては、基本となる要件を満たした上で、妊娠

期から子育て期の各ステージで切れ目のない支援

の仕組みづくりや人口規模や地域の実情と照らし

合わせ、どのような支援体制を構築し、どう組み

合わせて実施していくかは最終的に各市町村が選

択することとなることから、調査研究してまいり

ます。 

 次に、ひとり親家庭に対します支援についてで

ございますが、ひとり親世帯の貧困率が他の世帯

に比べて高い水準にあることが全国的な問題とな

っております。こうした中、余市町ではひとり親

家庭に対し医療費の助成、保育料の軽減や社会福

祉協議会が運営主体の子育てサポートセンターに

おいて小学校６年生までの子供を対象に午後８時

まで幼稚園、学校、塾への送迎や預かりを実施し

ており、さらに新年度からは父子家庭を含むひと

り親家庭の保育料の無償化を行うこととしており

ます。 

 また、子供の生活、学習支援事業や子育て、教

育、生活や就業に関する内容までワンストップで

応じることができる体制整備につきましては、今

後検討を進めてまいります。 

 次に、高齢化福祉に関する施策についてでござ

いますが、地域における医療、介護の総合的な確

保を推進することを目的として、2015年に介護保

険制度の改正が実施され、地域包括ケアシステム

の構築に向けた各種施策が示されたところでござ

います。本町におきましては、３月に新しい介護

予防・日常生活支援総合事業へ移行し、今後にお

きましては予防給付の多様化の実施や生活支援サ

ービス体制の整備、さらに認知症初期集中支援チ

ームの設置など、各種認知症施策を医師会、福祉

団体等関係機関と連携を図りながら、包括的な推

進を図ってまいります。 

 次に、障害のある方に配慮した住環境の整備に

ついてでございますが、障害のある方が自立した

生活を送るためには住環境の整備は必要と認識し

ており、障害者の視点に立った公営住宅の整備な

どに努めてまいります。 

 次に、地域公共交通協議会の設立についてでご

ざいます。安心して暮らせるまちづくりを進める

に当たって、障害者や高齢者の方々の交通手段の

確保は重要な課題であると認識しております。町

内巡回バス、乗り合いタクシーの導入について本

町では、この間先進事例の調査や町内でバスが運

行されていないエリアの中で比較的居住者が多い

地区の方々との懇談を行ってまいりました。今後

さらにこうした取り組みを進めて実情の把握に努

めるとともに、地域公共交通協議会につきまして

も近隣自治体において設置の経過もあることか

ら、事例調査を行うなど検討を進めてまいりたい

と存じます。 

 次に、母子保健対策についてでございますが、

安心してゆとりある出産や子育ての充実における

各種事業の実施及び周産期医療体制の確立は、大

変重要であると認識しております。国におきまし

ては、妊娠期から子育て期までのさまざまなニー

ズに対して総合的相談支援を提供するワンストッ

プ拠点として子育て世代包括支援センターを立ち

上げ、事業展開を目指していくと示しております

が、本事業の展開におきましては切れ目ない支援、

ワンストップ相談窓口における個別ニーズの把

握、地域の関係機関とネットワーク構築など満た
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すべき基本３要件や人口規模による市町村ごとの

体制の確保等、今後その内容につきまして調査研

究してまいります。 

 次に、防災に関する施策についてでございます

が、災害時における町民の不安を解消するために

は本町の実情を的確に把握し、分析し、情報伝達

手段を選択、整備することが重要であると考えて

おります。今後も新たな無線システムの調査や防

災無線整備済み自治体の調査を行うなど、研究を

重ねてまいりたいと考えております。 

 次に、農業に関する施策についてでございます

が、高齢化や後継者不足による離農や経営規模の

縮小により耕作を行わない農地が増加傾向にある

と認識しております。本町におきましては、毎年

ワイン用ブドウを初めとする果樹栽培や施設園芸

作物の栽培を志し、多くの新規就農者が入ってき

ておりますが、耕作地の減少を食いとめるには至

っていないのが現状であります。本町農業を安定

的に発展させるために優良農地の確保は大変重要

な課題でありますので、引き続き新規就農者の受

け入れ、さらには担い手の確保に向けた取り組み

を進めるとともに、農業者の経営基盤強化を図る

ため各種補助制度等を積極的に活用してまいりま

す。また、本町農産物のより一層のブランド化を

図るため、栽培技術の向上や集出荷の機械化等に

よる高品質化を進めることにより商品価値の向上

に努めます。 

 次に、観光客へのおもてなしについてでござい

ますが、連続テレビ小説「マッサン」放映により

多くの観光客の方々に訪れていただいており、こ

れからさらに観光地としての満足度を向上させる

ためにはおもてなしの心を大切に、また訪れてみ

たいと感じていただくことが重要と考えておりま

す。これまでも受け入れ態勢整備のため「マッサ

ン」町民講座やおもてなしセミナーを開催しまし

たが、今後も観光関連施設などのハード面の充実

はもとより観光事業者だけでなく町民の方々も参

加して本町の自然や歴史、産業など本町の魅力を

観光客に伝えることができるような環境づくりが

必要と考えております。 

 次に、新オレンジプランに基づく認知症初期集

中支援チームの設置についてでございますが、認

知症サポート医養成研修が平成27年９月に札幌市

で開催され、余市医師会の医師４名に受講してい

ただき、認知症サポート医となっていただいたと

ころでございます。今後余市医師会を初め、医療

福祉関係者により認知症初期集中支援チーム検討

委員会を設置し、平成30年度からの支援チームの

設置に向けて推進してまいります。 

 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、11番、白

川議員の教育行政執行方針についてのご質問に答

弁申し上げます。 

 １点目の特別支援教育支援員に関するご質問に

ついてでございますが、特別支援教育における学

習支援員につきましては、平成20年度から町独自

政策として配置し、特別支援学級に在籍する児童

生徒、発達障害のある児童生徒、さらには授業に

ついていけない困り感のあるはざまの児童生徒を

含め、学校教育活動上の介助やサポートなど学力

向上に関する業務の支援を行い、教育の充実を図

っているところであります。各種支援員の配置に

よる教育的効果は、各学校においても認識され、

平成20年度の配置当初に比べて予算の増額対応を

しておりますが、今後におきましても学習支援員

等をより効果的に活用するため取り組みを工夫す

るなど、教育的ニーズに応じた適切な支援を行う

ための体制の強化を図ってまいりたいと考えてお

ります。 

 次に、２点目のがん教育に関するご質問でござ

いますが、がんは現在日本人死亡原因の第１位と
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なっており、国民の２人に１人が罹患されるなど

重要な問題であることから、学校におけるがん教

育を充実することが必要であると認識していると

ころであります。現在小中学校でのがん教育につ

きましては、保健体育において生活習慣病の予防

などの項目の中でがんを含めた生活習慣病とその

予防などについて指導しておりますが、専門的な

分野での対応は十分ではないとの認識をしており

ます。子供のころからの専門的ながん教育により、

がんは生活習慣が影響する病気であることを認識

することになり、日ごろの生活習慣の見直し、さ

らには家族を含めたがん検診の受診率向上につな

がることも期待されます。しかし、現実的にがん

教育には専門的な知識がなければ正しい知識を習

得させることは困難でありますが、現在文部科学

省ではがん教育の推進に向けた検討が進められて

おり、学習指導要領の改訂などその方向性を見き

わめるとともに、教職員みずからががん教育の重

要性を認識した上で現状の保健体育の教科におけ

る生活習慣病を含めたがん教育の指導に取り組ん

でまいります。 

 ３点目の学校給食調理場に関するご質問でござ

いますが、町内の学校給食調理場につきましては、

建築当初から年数も経過し、老朽化が進みつつあ

る状況でございます。現在教育委員会では、学校

給食調理場の安全確保や機能の充実に向け、順次

老朽化した設備等の更新を行い、日々安全で安心

な給食の提供に努めているところであります。今

後につきましても学校給食調理場の安全面を最優

先に考えながら、安全で安心な給食の提供に向け、

引き続き学校給食調理場の環境整備と衛生管理に

努めてまいりますので、ご理解のほどよろしくお

願いいたします。 

 以上、公明党代表、11番、白川議員の教育行政

執行方針に対するご質問の答弁とさせていただき

ます。 

〇議長（中井寿夫君） 公明党代表、白川議員の

発言が終わりました。 

 以上をもちまして平成28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す

る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

28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28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、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、15日から24日までの10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、15日から24日までの10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。 
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 よって、本日はこれにて延会することに決しま

した。 

 なお、25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３６分 
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