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平成２９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４７分 

〇招 集 年 月 日             

  平成２９年３月６日（月曜日）     

〇招 集 の 場 所             

  余市町議事堂               

〇開     議

平成２９年３月１３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  滝 上 晃 一 

  地 域 協 働 推 進 課 長  笹 山 浩 一 

  財 政 課 長  山 本 金 五 

  税  務  課  長  堀 内   学 

  民 生 部 長  佐々木   隆 

  町 民 福 祉 課 長  上 村 友 成 

  高 齢 者 福 祉 課 長  濱 川 龍 一 

  保 健 課 長  須 藤 明 彦 

  環 境 対 策 課 長  秋 元 直 人 

  経 済 部 長  小 林 英 二 

  農 林 水 産 課 長  細 山 俊 樹 

  商 工 観 光 課 長  干 場 隆 利 

  建 設 水 道 部 長  久 保   宏 

  建 設 課 長  高 橋 良 治 

  まちづくり計画課長  亀 尾 次 雄 

  下 水 道 課 長  近 藤   勉 

  水 道 課 長  渡 辺 郁 尚 

会計管理者（併）会計課長  飯 野 徹 郎 

  農業委員会事務局長  中 村 利 美 

  教    育    長  中 村 寿 仁 

  社 会 教 育 課 長  松 井 正 光 

  選挙管理委員会事務局長  小 林 広 勝 
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  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 

  書         記  阿 部 航 大 

  書         記  細 川 雄 哉 

〇議 事 日 程            

      平成２９年度町政執行方針     

      平成２９年度教育行政執行方針   

  第 １ 議案第 １号 平成２９年度余市町 

      一般会計予算           

  第 ２ 議案第 ２号 平成２９年度余市町 

      介護保険特別会計予算       

  第 ３ 議案第 ３号 平成２９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２９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２９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２９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29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、安久議員は所用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。 

 また、小俣学校教育課長は公務のため自席待機

について申し出があり、これを許可したことをご

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、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

29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１番、

野呂議員の発言を許します。 

〇１番（野呂栄二君） 平成29年第１回定例会に

おいて、民友クラブを代表して次のとおり質問い

たします。よろしくご答弁お願いします。 

 １、国の予算は、５年続きの増額の予算規模で

あります。総額97兆4,547億円、その内訳は税収

57兆7,120億円、その他の収入５兆3,729億円、国

債、いわゆる国の借入金34兆3,698億円となってお

ります。一方、歳出予算は、社会保障費32兆4,735億

円で、公共事業費５兆9,763億円、防衛費５兆

1,251億円、国の借金返済金が23兆5,285億円とな

っており、アベノミクスの減速で税収が伸び悩ん

でいる中、財政運営が安定的になるのはほど遠い

ものではないかと思われます。 

 首相は、一億総活躍によって国の将来を見て、

これにより少子高齢化にも歯どめがかかるとし

て、また一方では介護士、保育士の給与水準の見

直しや返済の必要としない完全給付型の奨学資金
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制度をつくるとしています。しかし、内容は依然

として借金体質であることには変わりありませ

ん。現実的には高齢化による社会保障費は年々増

加することは必然的であり、特に年金の受給資格

年数を改正し、実際に給付が始まる時点では財源

不足は必ず生じるのではないか。さらに、子育て

支援対策の経費などは簡単に捻出できるものでは

ないと思われます。一方、防衛費は過去最大で、

５年連続でふえております。防衛費を極力抑え、

企業の倒産、廃業の防止対策を重点的に盛り込む

姿勢があってもよかったのではないかと思ってお

ります。 

 このままでは、国は平成32年度までに黒字とす

るとした国、地方を合わせた基礎的財政収支は逆

に赤字に移行し、達成は不可能となり、財政の健

全化はほど遠いものではないか。目まぐるしく変

わる世界の国々の現状を考えるとき、その第一は

国民に視点を置くことが当然であり、今のままで

は光が見えません。以下、国の予算から町長の考

えをお聞きいたします。 

 国が言っている基礎的財政収支は、平成32年度

には黒字になると予測されるのか。 

 地方が疲弊している現状で、経済成長率2.5％、

実質1.5％は達成できると思われるのか。 

 本来資金運用していない特別会計（外為）２兆

5,188億円の一般会計繰り入れする手法は、単なる

財源不足の穴埋めではないか。 

 社会保障費の財源不足は、直接国民負担となる

のではないか。特に年金、医療、介護、失業者に

対する給付等はどうなるのか。 

 ２、次に、自治体の組織と公務員のあり方につ

いて質問いたします。今新聞、テレビで連日報道

されている国民の共有財産、土地の払い下げ問題

であります。このような事案は、どの地方公共団

体でも十分に起こり得るものであります。財務省

から学校法人に対し、大阪府にある土地が破格の

値段で払い下げられました。その内容は、国有地

8,770平方メートル、評価額９億5,600万円であり、

ごみや廃材が投棄された土地として、これらの処

分費用として８億円がかかるとし、その残額の１

億3,400万円で土地を売却したものであります。し

かも、これ以前に埋設物の撤去費用として学校法

人に対し１億3,176万円を支出しており、結果的に

は学校法人は224万円で土地を取得したことにな

ります。 

 なぜこのようなことが、どうして起こるのか。

国民の大切な財産を預かっている財務省の体質と

公務員のあり方が問われることは言うまでもあり

ません。さらに、財務省においては、交渉時の記

録すら残っていない。国民の大切な財産を処分す

るに当たっては、積算の根拠を明らかにし、売却

することが有益でなければ国民の利益とはならな

い。資料が存在しないことは、省庁の長の責任で

あると言わざるを得ません。ずさんな事務執行が

行われたことは明確であり、不適格の公務員集団、

このようなことは国民から信用されない公務員と

なってしまい、やがてその矛先は地方公務員まで

に影響を及ぼしてしまうことは当然であります。

この国有地の払い下げについて、地方自治体の長

としてどう思われるのか。組織のあり方と公務員

はどうあるべきか。公務員の事務執行に対する正

否の判断についてと責任の明確をどのように考え

ておられるかお尋ねします。 

 ３、次に、関係がありますので、学校法人と道

徳教育について質問しますので、教育長において

はよろしくご答弁お願いいたします。報道された

幼稚園では、教育勅語を暗唱させていましたが、

教育に関する勅語は昭和23年６月19日に廃止され

ております。しかしながら、個別的には親、兄弟、

姉妹を大切に、夫婦、友達は仲よく大切に、自分

の言動に注意し、勉学に励み、知識を養いましょ

うというもので、広く社会のためになるよう、そ

の内容は道徳教育においては個別的には何ら問題

はありません。問題なのは、教育勅語が戦時下に
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おいて軍人の規律を説く軍人勅語と同列に扱った

ことであり、これにより軍事教育や軍国主義が加

速されたことにあります。そのことを考えた上で、

個別的に道徳教育の参考にすべきものである幼児

教育において戦前の教育勅語を暗唱させることは

教育基本法に触れるものではないか、教育長の見

解を求めます。 

 ４、次に、政治教育についてお伺いいたします。

同幼稚園では、同時に東シナ海南西に位置する８

つの島で構成されている尖閣諸島についても強く

日本領土であることを幼児教育の中に位置づけて

おります。尖閣諸島は、その歴史的背景からして

も日本領土であることは当然です。現在我が国が

実効支配しておりますが、複数の国が領有権を主

張しているこの海域では、時々問題が発生してい

るのが現状です。 

 次に、竹島です。竹島は、島根県日本海南西部

に位置する島です。現在は隣国が実効支配してお

り、島には武装警察官が多数常駐しています。領

土問題において複数国が主張している島であり、

外交上でも種々問題を抱えている島であります。 

 このように政治的課題がある領土を指し、幼児

教育に入れるなど、さらには安保法制の国会通過

まで覚え込ませる手法は、道徳教育からも逸脱し、

危険な教育と言っていいでしょう。政治教育を禁

止している教育基本法に抵触するものではない

か、教育長の見解を求めます。 

 いずれにしても、このような手法が認められる

なら、このことが行政の執行上全く支障がないこ

とになります。地方公共団体においてあり得ない

ことになると同時に、議会の使命を果たすことが

できなくなると危惧しております。 

 ５、次に、本町の人口は現在２万人を切り、１

万9,000人台となりました。本町は、昭和30年から

35年までは２万8,000人以上住んでいましたが、以

後年々減少し、減少に歯どめがかかっておりませ

ん。そして、今の人口は昭和15年当時の人口であ

ります。平成10年当時の余市町のまちづくりの方

針と今現在がどう考えが変化したのか伺います。 

 平成10年当時のまちづくり基本施策は、次のよ

うになっておりました。北後志の中心都市として

その役割を果たす。農業、漁業の振興を図るため

に担い手を育成し、自然に調和した町をつくる。

上下水道や交通機関の整備を実施、買い物等安心

で快適な町をつくる。近隣町村と結びつきを強化

し、多くのまちと交流を活発にする。農林、水産

業に力を入れ、他の産業と連携して総合的な発展

を目指す。自然環境を生かし、観光産業に結びつ

けると以上となっており、さらに細部にわたり申

し上げますので、どう変化したのかよろしくご答

弁願います。なお、数字は統計上２年ぐらいのず

れがありますので、その点はご了承ください。 

 小売店中間卸商店420店舗、就業人口2,000人。 

 水産加工業28件、機械金属ブロック工場15件、

衣類、家具等６件、畜産７件。 

 農業耕作地、樹園地1,240ヘクタール、畑412ヘ

クタール、田126ヘクタール、放牧地28ヘクタール、

樹園地が68％を占めている。樹園地、ブドウ494ヘ

クタール、リンゴ447ヘクタール、サクランボ108ヘ

クタール、梨85ヘクタール、プラム13ヘクタール。 

 漁船、３トン未満122隻、10トン未満52隻、20ト

ン未満13隻、20トン以上１隻。 

 行政の基本となる政策は、変化する町の動きに

的確に対処することが必要であります。産業構造

が変化することにより、町の姿が一変してしまい

ます。明らかに年々町の体力が低下していると思

うのは、私だけではないと思っております。もち

ろん以前と比較して高齢化が進んだために起きた

現象と捉えることは間違いでもありません。さら

に、少子化も町の弱体化を加速させていることも

現実です。このような現状にどう対処するのか、

行政としての緊急課題であることは言うまでもあ

りません。過去の行政施策を早急に検証し、現状

に即した方針を打ち出す必要も求められるところ
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であります。 

 以上を踏まえ、さらには昨年末、会派民友クラ

ブが提出いたしました要望書、そして平成29年度

の町政執行方針、教育行政執行方針をもとに具体

的な策について質問をいたします。 

 将来を見通して、学校の統合、廃止についての

考え方について。 

 平成30年度、北海道横断自動車道開通における

インターチェンジ近辺の地域開発と誘導路の考え

方、さらに高速道路利用における３次医療施設受

け入れ態勢による消防、北後志消防組合のあり方

と体制の見直しについて。 

 各施設の老朽化対策と長寿命化計画の問題につ

いて、特に今後町民にとって有効利用できる施設

をどう優劣をつけていくのか。 

 増加する福祉政策予算にどう対処していくの

か。 

 教育委員会、農業委員会等の法改正に伴い、組

織の見直しの考え方について。 

 職員の人事管理と健康管理はどのようにしてい

るのか。あわせて技術職員の新採用についての考

え方について。 

 町内の各団体との関係について、特に民生部門

でのかかわり合いが多い現状から基本的な姿勢と

実務的な内容との乖離について。 

 余市川の水源保全に際し、余市川上流域におけ

る各種の工事や企業のあり方について。 

 町内外の公共的交通について今後のあり方と考

え方について。 

 観光客の増加に伴い、その受け入れ態勢と住民

とのかかわり合いについて。 

 海外、国内において提携を結んだ国際交流、国

内交流の今後の方針と町内における体制のあり方

について。 

 旧協会病院を含む商店街、黒川２丁目の考え方

について。 

 以上、質問いたしますので、答弁のほうよろし

くお願いします。 

 以上で余市町議会民友クラブの代表質問を終了

させていただきます。 

〇町長（嶋  保君） 民友クラブ代表、１番、

野呂議員のご質問に答弁申し上げます。 

 初めに、基礎的財政収支の予測についてでござ

いますが、国は経済財政一体改革を集中的に進め

ることとしているものの、今後年３％以上の高い

名目成長が続いた場合でも平成32年度に国と地方

を合わせ8.3兆円の赤字になると見込まれており、

あわせて税収の伸び悩みなどにより昨年７月の前

回試算より赤字額が拡大するなど、社会保障の抜

本改革も含めた追加策を講じなければ、平成31年

10月の消費税の増税を織り込んでも財政健全化目

標の実現は厳しいと認識しております。 

 次に、経済成長率2.5％、実質1.5％は達成でき

るかについてでございますが、国は中長期の経済

財政に関する試算の中で、経済再生ケースの場合、

平成31年度以降実質２％以上、名目３％以上の経

済成長が実現するとしているものの、ベースライ

ンケースでは中長期的に経済成長率は実質１％

弱、名目１％半ば程度にとどまるとしており、当

初の目標達成は厳しいと認識しております。 

 次に、国の特別会計のあり方についてでござい

ますが、ご質問にあります外為会計、外国為替資

金特別会計につきましては、法令により運営に関

する経理を一般会計と区別して、特別に行うため

に設置されたものと認識しております。 

 次に、社会保障費の財源不足による国民への影

響についてでございますが、国においては右肩上

がりに増加する社会保障費への対策として、制度

改正により利用者負担や負担限度額の引き上げな

どが予定されており、さらに年金支給開始年齢の

見直しの議論も行われている状況にあります。現

時点では不透明な部分もありますが、日常生活へ

の直接的影響が懸念されるところであります。 

 次に、国有地の払い下げに対する私の見解との
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ことでございますが、本件に関しては報道の範囲

でしか状況を把握しておりませんが、現在国会の

中でも取り上げられ、日ごとに不可解な実態が明

らかになっており、ゆゆしき事態と思ってござい

ます。今後事実関係が明らかになるものと考えま

すが、いずれにいたしましても国有財産は国民の

大切な財産であり、適切に管理され、処分するに

当たっても説明責任も含め適切に行われるべきと

思慮します。 

 組織のあり方と公務員はどうあるべきかという

質問につきましては、地方公務員は地方公務員法

第30条で、「すべて職員は、全体の奉仕者として

公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に

当つては、全力を挙げてこれに専念しなければな

らない」と服務の根本基準がうたわれております。

組織としても公務員としてもコンプライアンスを

重視し、常に良心に従い、誠実かつ公正に事務の

執行に当たるべきものと考えます。 

 公務員の事務執行に対する正否の判断について

と責任の明確に対する考えはとのご質問につきま

しては、正しい判断を行うことができるよう日ご

ろから業務に係る調査研究を行うとともに、必要

な業務研修や公正な判断力を養うような各種研修

への派遣を行うなど、職員の資質の向上に努めて

いるところでございます。責任の明確ということ

については、職員個々の判断のみによることなく、

組織として決裁権者が判断していくべきものと考

えており、最終的にはその決裁権者が責任を負う

べきものであると考えています。 

 次に、平成10年当時のまちづくりの方針と今現

在の考えの変化についてでございます。いつの時

代においても住民生活の向上と地域の産業、経済

の振興、発展を目指して、行政として持続可能な

地域づくりを進めていかなければなりません。し

かしながら、近年の急速な少子高齢化と人口減少

の進行による労働人口の減少や基幹産業の担い手

不足などから、さまざまな産業構造の変化や町内

経済の縮小を招き、ひいては歳入の根幹である町

民税の減少につながり、住民生活に大きな影響を

及ぼすことが懸念されるなど、自治体を取り巻く

情勢はますます厳しさを増してきております。こ

うした状況を踏まえ、昨年策定いたしました余市

町まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、本

町が持つ優位性を最大限活用し、地域の特性を生

かした施策を展開することにより、本町の実情に

応じた人口減少問題の克服と持続的発展に向け、

取り組みを進めることが必要であると考えており

ます。 

 次に、北海道横断自動車道開通におけるインタ

ーチェンジ付近の地域開発と誘導路の考え方につ

いてでございます。ＪＲ余市駅東側地区につきま

しては、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、高速道路開通に

伴う利便性と施設の複合化や集約化等による効率

化と既存ストックの有効活用を基本とし、高齢者

から子育て世代が安心、安全で快適に生活を送る

ことができる利便性に配慮した地域づくりを進め

てまいります。また、高速道路からの車のスムー

ズな誘導により、交通渋滞等の発生を解消するこ

とが必要であることから、交通誘導標識や交差点

の改良など、引き続き関係機関と協議を進めてま

いります。 

 次に、平成30年度の北海道横断自動車道の開通

における３次医療施設の受け入れ態勢につきまし

ては、北海道横断自動車道の余市延伸に伴い３次

医療施設への搬送時間の短縮が見込まれ、より町

民の生命を守る体制が充実するものと考えており

ます。町といたしましても、平成29年度において

余市消防署の救急自動車の更新が予定されてお

り、さらに町民の安全、安心を確保するという面

からも救急隊の増隊について平成29年度中に十分

な検討を行っていきたいと考えています。 

 次に、各施設の老朽化対策と長寿命化計画の問

題点と有効利用できる施設の優劣についてでござ
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います。近年全国的に公共施設等の老朽化対策が

大きな課題となっております。地方自治体におい

ては、厳しい財政状況の中で人口減少等により施

設等の利用需要が変化してきていることを踏ま

え、公共施設全体の状況を把握し、長期的な視野

を持って更新、統廃合、長寿命化などを計画的に

行うことにより財政負担の軽減と平準化を図ると

ともに、町民が有効に利用することのできる公共

施設等の配置を行う必要があるものと考えており

ます。 

 本町におきましても、昭和40年代の高度成長期

以降に整備された多くの公共施設の老朽化が進ん

できているとともに、人口減少、少子高齢化等に

よる公共施設等の需要や活用の状況が変化してき

ていることから、今後におきましてはこうした公

共施設等の維持管理費を適正な水準に抑えなが

ら、町民ニーズに合った質の高いサービスの提供

と町民生活の向上が図られるよう公共施設等の整

備、更新等について計画的に実施してまいります。 

 次に、増加する福祉政策予算への対処について

でございますが、福祉関連事業の多様化に伴い、

地方自治体に求められる予算につきましても年々

増加する傾向にあります。特に介護、障害、子育

ての各分野においては、地域の実情に応じて市町

村が実施しなければならない事業も多く位置づけ

られ、一般財源での費用負担が求められているこ

とから、それぞれの事業効果を見きわめながら、

町民が安心して生活を送れるよう配慮した予算編

成に心がけてまいります。 

 次に、法改正に伴う教育委員会と農業委員会組

織の見直しについて答弁いたします。初めに、教

育委員会の事務局体制についてでございますが、

法律の改正により教育委員会の代表者である委員

長と事務の統括者である教育長が一本化されます

ことから、事務局体制につきましても強化を図る

べく部長級職員の配置を考えております。 

 一方、農業委員会につきましては、次期改選よ

り選挙制と市町村長の選任制の併用から市町村議

会の同意を要件とする任命制に変更されるもの

の、これまでどおり会長、会長職務代理が配置さ

れるとのことであり、組織体制に大きな変更はな

く、事務局体制についても現行どおりの体制を維

持してまいりたいと考えているところでございま

すが、今後においても組織のあり方につきまして

は農業委員会と十分に協議をし、対応してまいり

ます。 

 次に、職員の人事管理と健康管理、さらに技術

職員の新採用についての考え方についてでござい

ます。初めに、職員の人事管理についてでござい

ますが、平成26年５月に地方公務員法及び地方独

立行政法人法の一部を改正する法律が公布され、

本町でも平成28年度から人事評価制度を導入して

おります。地方公務員法第23条第２項では、人事

評価制度を任用、給与、分限その他の人事管理の

基礎とすることがうたわれており、本町において

も法に基づき人事管理の基礎としているところで

ございます。 

 次に、職員の健康管理についてでございますが、

労働安全衛生法第13条に基づき選任しております

産業医２名により労働者の健康管理を行ってお

り、平成28年度からは産業医が実施者となって職

場でのストレスによるメンタルヘルス不調となる

ことを未然に防止する１次予防を目的としたスト

レスチェックを実施しているところでございま

す。 

 また、技術職員の新採用につきましては、今後

の退職者を見込んだ中で計画的な採用を進めてい

るところであり、平成29年度においては技術職員

として保健師１名と土木系の技術職員２名の採用

を予定しております。 

 次に、町内の各団体との関係についてでござい

ますが、区会を初め各団体はこれまで地域住民の

福祉の向上や地域コミュニティの醸成に大きく寄

与するとともに、行政と地域住民を結ぶ基礎的な
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組織として、行政運営の円滑化などに重要な役割

を担っていただいております。今後においてもお

互いの自主性を尊重しながら連携を図り、町民が

主役の行政運営を実現するため職員が常に町民の

目線に立って行動し、住民からの信頼を得ること

により町民と行政が一体となったまちづくりを進

めてまいりたいと考えております。 

 次に、余市川の水源保全についてでございます。

余市川水源は、上流に位置する仁木町や赤井川村

から生活排水や点在する事業所など、水質管理上

注意を必要とする要素が多くありますが、水質自

動監視装置による連続監視のほか、職員が毎日の

巡視や水質試験を行い、安全な水道水の供給に努

めているところであります。また、水源パトロー

ルにつきましても、流域全体について庁内関係課

で構成するチームにより月１回パトロールを実施

し、上流域の状況を定期的に確認しておりますが、

各種事業の実施状況や計画など迅速な情報収集に

努め、水源への影響が懸念される情報を得た場合

は、関係事業者等への確認や積極的な働きかけに

より余市川水源の安全性を確保する体制を強化し

てまいります。 

 次に、町内外の公共的交通に関する今後のあり

方、考え方についてでございます。近年の高齢化

社会の急速な進行等により買い物や通院等におい

て移動手段を持たない方など、いわゆる交通弱者

の方々の移動手段である公共的交通の確保、充実

を図ることは、地域における重要な課題であると

認識しております。こうした状況の中、鉄道交通

のＪＲ函館本線につきましては、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

会において協議がされておりますが、本町といた

しましてはこれまで同様鉄路存続の立場をもって

会議に臨むとともに、議会ともご相談、ご協議を

申し上げながら、地域の重要な交通手段である鉄

路の存続を図ってまいります。 

 また、バス交通につきましては、平成29年度に

おきまして（仮称）余市町地域公共交通活性化協

議会を設置し、地域公共交通網形成計画の策定を

視野に入れ、全町的な地域交通体系のあり方や本

町における公共的交通の確保、充実に向けた交通

政策等において具体的な協議検討を進めてまいり

ます。 

 次に、観光客の増加に伴い、その受け入れ態勢

と住民のかかわり合いについてでございますが、

観光客の増加に伴い本町でもその受け入れ態勢、

特に宿泊環境の整備が必要と考えております。都

市部においては、訪日外国人の増加等で宿泊需要

が高まり、空き家や空き部屋を活用した民泊サー

ビスに対する期待が高まっております。一方で、

利用者の安全確保や住民とのトラブル事例も発生

するなどの課題もあると聞いております。本町で

は、小規模な宿泊施設が多いことから、今後こう

した民泊施設の需要が高まることも予想されま

す。地域経済への波及効果が大きい宿泊観光客の

増加を図るためには、民泊に対する町民の理解と

協力が必要であると考えます。現在国では、こう

した状況に対応するため関係法令の整備を進めて

いるところであり、本町としてもこうした動きを

注視しながら対応してまいります。 

 次に、交流提携を結んだ国内外の都市との交流

についてであります。現在本町では、国外では英

国スコットランドのイースト・ダンバートンシャ

イア市と姉妹都市提携を締結し、国内では奈良県

五條市と交流都市提携、福島県会津若松市と親善

交流都市提携を締結しているところでございま

す。これらの都市との今後の交流に当たっては、

相互理解のもと息の長い友好関係を継続していく

ことが必要であると考えます。また、親善交流を

推進していく体制といたしましては、行政はもと

より経済、文化などさまざまな分野での民間にお

ける友好関係の構築も重要であると考えます。こ

のことから、それぞれの都市と本町とのゆかりや

交流締結に至った経過などについて適宜周知、学



－131－ 

習の機会を設けて提携都市についての理解を深

め、交流機会の拡充と友好関係の充実に努めてま

いります。 

 次に、旧協会病院を含む商店街、黒川２丁目の

考え方についてでございますが、中心市街地の商

店街や飲食店街につきましては、本町を初め北後

志地域の人口減少や流通消費行動の変化に伴う景

気低迷により店舗数の減少が続き、にぎわいが薄

れております。商店街や飲食店街は、地域におけ

る交流の場であり、コミュニティの形成など重要

な存在と考えております。さらに、黒川２丁目の

飲食店街は、本町の食文化の発信と飲食産業の中

心的なエリアであると認識しております。ドラマ

「マッサン」の放映により観光客が増加しており、

今後の観光振興を推進するためにも受け入れ態勢

として商店街や飲食街の活性化も課題と考えます

ので、旧協会病院跡地も含め中心市街地全体につ

いて商工会議所や商店街連合会など関係団体とも

連携して取り組みを進めてまいります。 

 以上、民友クラブの代表質問に対する答弁とい

たします。 

 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） 民友クラブ代表、１番、

野呂議員の教育に関するご質問に答弁申し上げま

す。 

 １点目の学校法人と道徳教育についてですが、

教育勅語につきましては、明治23年に発布されて

以来50年以上にわたり天皇誕生日等の四大節の式

典において朗読されるなど国民教育の基本とされ

てきましたが、第２次世界大戦後、教育勅語の奉

読と神格的取り扱いが禁止され、昭和23年６月に

は衆議院と参議院において教育勅語等排除と失効

の宣言がなされたものと認識しております。教育

勅語にかわるものとして、昭和22年に教育基本法

が制定され、平成18年に全部改正となりましたが、

日本の教育に関しては幼児期を含めこの法律に基

づき行わなければならないものと考えておりま

す。また、教育基本法では、幼児期の教育は生涯

にわたる人格形成の基礎を培う重要なものである

と明記がなされております。 

 報道での学校法人が道徳教育として教育勅語を

暗唱させることにつきましては、私個人としては

理解できないものであり、教育委員会としまして

は小中学校において教育基本法に基づき、適切な

対応がとられるよう指導してまいります。 

 次に、政治教育に関するご質問についてお答え

いたします。領土問題につきましては、ある地域

がどの国家に属するかをめぐる問題であり、政治

的な問題でもありますが、日本には北方領土、竹

島、尖閣諸島問題などがあり、文部科学省では領

土問題については子供たちが自国の領土を正しく

理解することは極めて重要であるとし、発達段階

に応じた領土に関する教育の取り組みとして各学

習指導要領の改訂を行っているところでありま

す。教育基本法では、良識のある公民として必要

な政治的教養は教育上尊重されなければならない

とあり、教育委員会といたしましては、領土問題

について文部科学省の定める小中学校の学習指導

要領に基づき、適正な指導に努めてまいりたいと

考えております。 

 次に、学校の統廃合についてお答えいたします。

本町におきましても少子高齢化の影響により年々

児童生徒数が減少傾向であるとともに、学校施設

の老朽化も進んでいるところであります。教育委

員会としましては、現時点で小中学校の統廃合に

ついての検討はしておりませんが、今後の児童生

徒数、学級数の推移を見きわめ、保護者の方々、

地域住民の意向を踏まえ、子供たちの将来を考え、

学校現場とも協議した上で、将来を見据え、町内

小中学校の統廃合に関してその可能性を含めた検

討を計画的に進める必要があるものと考えており

ます。 

 以上、民友クラブ代表、１番、野呂議員の教育
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行政に関するご質問の答弁といたします。 

〇議長（中井寿夫君） 民友クラブ代表、野呂議

員の発言が終わりました。 

 暫時休憩します。 

休憩 午前１０時４０分 

再開 午前１０時５０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12番、庄

議員の発言を許します。 

〇12番（庄 巖龍君） 余市町議会第１回定例会

に当たり、平成29年度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、さき

に提出いたしております要望書を踏まえ、町政の

主要課題について順次質問をいたしてまいります

ので、町長、教育長におかれましては答弁のほど

をよろしくお願いをいたします。 

 第１に、町政の基本問題についてであります。

余市町も平成26年４月１日に過疎地域に指定さ

れ、余市町過疎地域自立促進市町村計画を作成し

ております。地方自治体とは、住民福祉の向上を

図ることを目的とし、地域社会における総合行政

主体として存在し、行政水準の向上のために大き

な責務を担っているものと考えます。住民の要望

に応え、行政水準の向上がなければ意味がありま

せん。町長のまちづくりに対する理念と地域の目

標をどう捉えているのかお伺いいたします。 

 社会経済情勢が目まぐるしく変化し、地域課題

と住民生活に直結する行政課題は複雑化の様相を

呈する中、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

められております。町民と行政が連携をして、み

んなが集い、いつも安心して過ごせる町余市づく

りにどう取り組むのか。また、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。 

 行政改革は、行政の体質改善であり、終わりの

ないものであります。行政改革には行政評価が不

可欠なものであり、体質改善を進めるには公平性

を前提とした効率性の徹底的な追求と限られた財

源の中での住民満足度の最大化という行動原理の

採用であります。単純な経済性や効率性の追求だ

けではなく、町民にとっての成果、町民満足度を

最上位の視点として位置づけた中で、限られた行

政資源を最大限に活用することが可能となるため

に行政評価を必要不可欠のものと考えますが、ご

見解と行政評価の確立のめどについてお伺いをい

たします。また、施策の成果を客観的に検証し、

見直しを図るＰＤＣＡサイクルの確立についてお

伺いをいたします。 

 次に、人口減少問題についてお尋ねをいたしま

す。平成27年国勢調査で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

は解決ができないテーマであり、息の長い取り組

みでありますが、同時に進行する人口減少、少子

高齢化の状況をどう解析され、どのように対応さ

れるのかお伺いをいたします。 

 余市町も過疎地域となり、全国的にも人口減少

傾向を呈している現在、過疎地域では人口をふや

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実

の問題として提起され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をいたします。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、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。 

 地域医療、地域福祉についてお伺いをいたしま

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
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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

育てられる地域に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尋ねを

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のまちづ

くりにどのように取り組まれるのかお伺いをいた

します。 

 次に、地域経済対策であります。社会経済情勢

が激動する中、地域経済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、詳細な地域経済の

分析と確たる根拠と検証のもと政策立案がなされ

るべきと思われますが、ご所見をお伺いいたしま

す。また、余市町の経済動向をどう認識されてお

られるのかお聞かせください。 

 本町農業の現状を踏まえた上で、将来をどう描

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。農業者の高

齢化、後継者不足という課題がある中、農業経営

基盤の強化をどのように進められるのかお伺いい

たします。 

 太平洋、オホーツク海域に比べ、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、本町漁業再生に向けて

対応は急がれます。新たな養殖事業への取り組み

や未利用、低利用の資源の有効活用など、即効性

のある対策が必要であると考えます。漁業経営の

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

組まれのかお伺いをいたします。 

 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品であります。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

対応されていかれ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を果たしております

が、商店街の活性化こそ地域コミュニティを支え

る大きな要素であります。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

まれるのかお尋ねをいたします。 

 社会資本の充実整備を図ることは、自治体の責

務であり、かつ経済波及効果が期待できるもので

あります。必要性の高い事業を選別し、公共投資

の経済性、効率性、効果性のある事業の実施を図

ることが必要であると考えておりますが、ご見解

をお伺いいたします。 

 次に、北海道横断自動車道余市小樽間供用開始

に向けた取り組みについてお伺いいたします。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

地域医療の充実強化、企業誘致、民間投資の誘発、

観光客の増加等の観光振興などのストック効果を

さらに高めると同時に、安全、安心の通行が確保

され、移動の拡大など効果ははかり知れません。

余市町の魅力と底力を発揮させるチャンスであり

ます。余市町の大転換点となる供用開始に向けて、

どのように取り組まれるのかお伺いいたします。 

 北後志地域との連携をどのように進められるの

かお聞かせください。 
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 今後の余市町のまちづくりのかなめであります

ワインツーリズムなどのワイン関係施策とどう関

連づけていかれるのかお伺いいたします。 

 教育についてお伺いいたします。少子化の中、

子供たちを取り巻く環境は、より複雑なものとな

り、我々大人も含め地域の教育力が問われている

と思います。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にあっても、

あすを見据え、希望と活力にあふれ、きらりと光

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、12番、庄議

員のご質問に答弁申し上げます。 

 初めに、まちづくりに対する理念と地域の目標

をどう捉えているかについてでございます。町政

を担うに当たり、私は第４次総合計画の柱として

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の３点をまちづくり

に対する基本理念としながら、さらに人口減少対

策と第１次産業の活性化を重要課題と位置づけ、

取り組みを進めてまいりました。特に地域の衰退

につながりかねない人口減少に歯どめをかけるこ

とが本町における喫緊の地域目標であると認識し

ております。本町の強みである第１次産業の潜在

力に磨きをかけるとともに、これを基点とした町

内経済の活性化や人の流れを創出することによ

り、持続可能な地域の実現につなげてまいります。 

 次に、みんなが集い、いつも安心して過ごせる

町余市づくりの取り組みと町民の行政に対する満

足度についてでございますが、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。 

 行政改革とは終わりのない不断の取り組みであ

り、また行政評価につきましては効果を点検し、

見直しや改善が加えられていくことが重要である

と認識しております。こうした認識のもと住民満

足度の向上を絶えず念頭に置いた行政運営に努

め、職員研修など研さんの機会を充実強化し、社

会経済情勢の変化に応じた新たな仕組みづくりや

意識改革が推進されるよう取り組みを進めてまい

ります。 

 また、ＰＤＣＡサイクルの確立について、現在

余市町まち・ひと・しごと創生総合戦略に係る施

策において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ＰＤＣＡ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、必要に応じた見直しを行う

ことにより効果的な取り組みを進めております。 

 次に、人口減少問題についてでございます。平

成27年国勢調査において我が国の総人口は、調査

開始以来初の人口減となり、本町においても人口

が２万人を割り込み、本格的な人口減少社会を迎

えようとしております。昨年３月に策定した余市

町人口ビジョンにおいて人口の現状分析とシミュ

レーションを行っておりますが、その後公表され

た本国勢調査の結果をもとに直近の人口動向の分

析を行ったところでございます。人口シミュレー

ションの結果、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り、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、現在の急速な人口減少傾向に歯どめをかけ

るため、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
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けた目標に沿った取り組みを着実に進めてまいり

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。急速な人口減少と少子高齢化の進行は、労働

人口の減少や町内経済の縮小を引き起こすだけで

なく、基幹産業の担い手不足や技術の喪失、社会

生活サービスの低下を招き、さらなる人口減少に

つながりかねないと認識しております。また、地

域力の低下は、歳入の根幹である町民税等の町税

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、地域コミュニテ

ィの弱体化、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。このた

め人口減少社会に対応した持続可能な町政運営の

実現に向け、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まちづく

りを目指してまいります。 

 次に、地方創生についてでございます。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、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

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本町が他地域に比べ

て持ち合わせているアドバンテージである平成

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点を重点フィルターと

して設定し、これを勘案することでより人口減少

問題に効果的な施策目標を定めたところでござい

ます。本町の優位性や地域特性を生かした施策に

より、本町の実情に応じた人口減少問題の克服と

持続的発展に向けた取り組みを進めてまいりま

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、現在の地域を取り巻く医療環境は、

医師及び看護師など医療従事者の都市部に集中す

る偏在がいまだ進んだおり、大変厳しい状況とな

っております。 

 本町における小児医療の体制につきましては、

町内の各医療機関が担っておりますが、夜間救急

に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

対し助成を行い、体制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、周産

期母子医療センターの指定を受けております小樽

協会病院の産婦人科が医師確保等が困難な理由か

ら、平成27年７月より新規分娩等を休止している

状況であります。周産期医療の確立につきまして

は、少子化対策として安全、安心な出産ができる

環境づくりが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北後志６市町村の関係団体

等による協議会において再開に向けた協議を進め

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、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、関係

機関と連携した支援の必要な方への見守り活動の

推進、社会福祉協議会を中心としたボランティア

活動の強化を行いながら、障害の有無や年齢に関

係なく、全ての方が地域の中で自分らしく生活を



－136－ 

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、地域経済分析につきましては、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、国の地方創生本部が提供している

地域経済分析システム、金融機関や経済団体が行

う経済、景気に関する調査結果などの活用が重要

であると考えます。また、経済状況でございます

が、北海道財務局の管内の経済情勢によると、個

人消費は持ち直し、観光は好調に推移、雇用は改

善の動きが続くなど全体的に持ち直しの動きが続

いているとの判断が示されておりますが、本町に

おきまして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、消費者のニーズや市場の動向を的確に捉え、

長期的な展望に立った各種の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、引き続き余

市町農業振興協議会を初め関係機関、団体等によ

る協議検討を踏まえ、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。 

 農業者の高齢化が進む中にあって、本町農業を

持続的に発展させていくためにも担い手や新規就

農者の育成に努めるとともに、各生産者の生産基

盤の確立に向けた支援を行ってまいります。 

 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

等により資源が減少し、漁業経営は厳しさを増し

ています。平成29年度においても日本海振興対策

緊急事業を活用し、ナマコやカキ、ホタテの養殖

試験事業を実施します。また、水産資源の拡大に

向け、ニシン、ウニ、アワビの種苗放流を継続す

るとともに、国や道と連携し、いそ焼け対策とし

て藻場の設置や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

る商品開発が必要でありますので、事業者や研究

機関等とも連携を図り、有効な施策を進めてまい

ります。 

 次に、商店街活性化対策につきましては、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。今後も検証作業を重ねながら

事業を継続するとともに、平成29年度では新たに

既存店舗改修への支援を行います。また、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、社会資本の充実整備についてでございま

す。社会資本の整備につきましては、第１に高度

成長期以降に集中的に整備されてきた社会資本が

今後老朽化を迎えることから、維持管理に係る費

用が大きくなること、第２に安心、安全、環境面

への配慮など社会資本に要求されるサービス水準

が高まっていること、そして第３には限られた財

源の中、効率的、効果的なサービスを提供してい

くことが課題として考えられます。社会資本の経

済波及効果については、整備過程における生産、

雇用、消費等の経済活動の活発化により生まれる

短期的な効果と整備された社会資本が十分に機能

することにより生み出される中長期的な効果があ

り、この両者を最大限に発揮できるよう選択と集

中を図りながら、町民生活の質の向上に資する社

会資本の整備について計画的に整備をしてまいり

ます。 

 次に、北海道横断自動車道余市小樽間供用開始
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に向けた取り組みについてでございます。北海道

横断自動車道余市小樽間の供用開始につきまして

は、平成28年３月に策定いたしました余市町まち

・ひと・しごと創生総合戦略における３つの重要

な社会背景の一つとして位置づけており、この優

位性を最大限活用した取り組みが必要であると考

えております。平成30年度に予定される供用開始

に向けては、小樽、北後志の６市町村が連携し、

本年２月に設立いたしました高速で行こう！！北

しりべし地域魅力発信協議会の取り組みによって

エリア全体の高速道路開通の知名度の拡大を図

り、人の流れを生み出し、観光、産業、定住促進

等につなげるなど開通の効果を広域的に波及させ

るとともに、高速道路の玄関口である本町におき

ましては、町民全体を巻き込んだ機運の醸成と各

種施策への反映に向けた取り組みを進めてまいり

ます。 

 また、ワインツーリズムを初めワイン関連事業

は、本町の観光資源として重要なものの一つであ

ることから、関係団体、事業者等との連携のもと

高速道路の余市延伸効果を最大限に生かした取り

組みを進め、交流人口の増加などに結びつけてま

いります。 

 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、12番、庄

議員の教育に関するご質問に答弁申し上げます。 

 １点目の子供たちの健全育成についてですが、

子供たちが心身ともに健やかに成長するために基

本的な倫理観や規範意識を身につけ、思いやりを

持ち、美しいものに感動するなど豊かな人間性を

育むとともに、みずからの生き方を主体的に考え

ることができる力を育成することが重要であり、

学校教育の全ての活動において生命のとうとさや

安全に行動する習慣を身につけるとともに、健康

教育と安全教育の充実に努めてまいります。 

 また、読書活動を推進するための子供たちの読

書環境の充実、さらにはいじめの対応について組

織的、かつ速やかに対応するよう各学校への指導

の徹底と学校における相談体制の充実を図るため

スクールカウンセラーの配置と活用を図ります。

さらに、子供たちをネットトラブルの被害者にも

加害者にもさせないよう家庭との連携や情報教育

のさらなる充実を図るなど、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。 

 次に、２点目の地域に根差した教育活動につい

て答弁申し上げます。社会が急激に変化する中で、

子供たちを守り育てていくためには、家庭や地域

など社会の幅広い教育機能を活性化していくこと

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、地域に信頼される学校づくりに向

けて、学校運営について学校評議員会や学校評価

制度の活用を図るとともに、学校だよりや教育活

動の地域公開などを通して、保護者や地域住民へ

の情報提供を行ってまいります。特に非行や犯罪

被害の未然防止には地域との連携が必要であり、

学校における指導体制や相談体制の強化、危険回

避に関する教育など防犯教室の開催や防犯訓練の

実施などの充実を図るとともに、積極的に保護者

や区会等への情報提供や啓発活動を行い、学校と

家庭、地域の連携した教育活動の強化と推進に努

めてまいります。 

 以上、明政会代表、12番、庄議員の教育行政に

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） 明政会代表、庄議員の発

言が終わりました。 

 暫時休憩します。 

休憩 午前１１時２３分 

再開 午前１１時３０分 

〇議長（中井寿夫君） 休憩前に引き続き会議を
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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14番、大物議員の発言を許します。 

〇14番（大物 翔君） 質問に先立ちまして、一

言申し上げたいと思います。ことしの３月11日で

東日本大震災から丸６年、いまだに避難生活を続

ける方はおよそ12万人、多くの方が命を失い、家

族を失い、仕事を失いました。日本共産党は、改

めて犠牲となられた方々に哀悼の意を表するとと

もに、被災された方々が一日も早くもとの普通の

生活に戻ることができるよう国として全力を挙げ

て取り組むことを求めたいと思います。 

 質問に入ります。私は、嶋町長の町政執行方針

並びに中村教育長の教育行政執行方針と2017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。 

 初めに、新年度予算についてです。2017年度予

算案は、再来年度の改選期を考えると、嶋町長町

政２期目の総仕上げとなる予算案であると言えま

す。町民とともに歩む町政、町民が主人公の町を

掲げ、嶋町政が誕生して７年目に入ろうとしてい

ます。誕生以来困難に直面しながらも、さまざま

な重要課題を町職員、町民の英知や意思を総結集

し、職員一丸となって解決に当たってきたか。そ

の検証と総括、次の一手に向けた思案を具体化す

る時期に来ているのではないでしょうか。今回の

予算案は、一般会計が82億6,000万円、１一般会計、

４特別会計を合わせた予算総合計は154億903万

3,000円となっており、前年対比で3.89％増となっ

ております。歳入では、地方交付税35億7,256万

8,000円と臨時財政対策債２億7,640万7,000円、過

疎対策事業債が合わせて１億9,070万円、合計で

40億3,967万5,000円、全体の48.9％となっており

ます。町税は、前年度当初予算に比べ4,449万

9,000円の増、前年対比2.55％増の見込みとなって

はいるものの、経常収支比率は依然として高く、

硬直化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、嶋町長は第４次総合計

画に基づいた上で、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。2017年度、町長が最優

先で取り組みたいと考えている政策、基盤となる

政策は何か、決意の部分も含めて伺いたいと思い

ます。 

 ２点目に、政府予算についてです。安倍内閣が

閣議決定した2017年度政府予算案は、一般会計予

算の総額は97兆4,547億円と第２次安倍内閣中で

最大規模となっています。ただ、内容は社会保障

の充実を願う国民の声に耳を傾けず、社会保障関

連費の自然増分を1,400億円も削減、文教予算、中

小企業対策費、農業関連予算などは前年対比で軒

並みマイナスとなっています。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。 

 特に国民健康保険などは、他の協会けんぽ等の

公的医療保険に比べ、高齢者や低所得者が多く加

入しているという構造的な問題を抱えており、そ

の結果として高過ぎる国保税や財政悪化につなが

っています。高過ぎる国保税は、国民が必要な医

療を受ける大きな障害となっています。また、

2015年度の全国の国保会計は2,843億円の赤字。

2018年度から国保都道府県単位化が行われようと

も、赤字の会計を合わせても黒字にはならず、結

局は際限なき保険税引き上げというこれまでの流

れを根本的に変える手段にはなり得ません。保険

税の引き下げは、喫緊の課題であり、国庫負担の

大幅増や保険税を引き下げることが必要です。 

 また、後期高齢者医療の分野でも所得の５割軽

減を２割に引き下げ、全国平均で月額1,310円の負
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担増が利用者に課せられようとしています。 

 介護保険の分野でも高額介護サービス費の月額

限度額を３万7,200円を2017年度８月から４万

4,400円に引き上げようとしています。さらに、政

府は、2017年度以降も介護保険への３割負担の導

入や要介護１、２向けの生活援助保険給付外しな

どを狙っています。介護離職ゼロへと叫んでも、

政府予算は高齢者の負担増だけでなく、若者の将

来不安や家族介護の負担をも招く改悪計画であ

り、断じて許されるものではありません。 

 一方、大企業には減税をばらまき、防衛分野で

の大学、研究機関の協力を強いようとし、軍事費

は今回も５兆円を超えるなど、戦争への道を進め

るという極めて反国民的な予算となっています。

日本共産党は、嶋町長がこうした国の悪政から町

民を守る防波堤となる町政を目指し、全力を尽く

すことが地方自治体の本分と捉えますが、町長の

見解を伺います。 

 ３点目に、ポスト「マッサン」についてです。

「マッサン」後の余市町の経済、観光と地場産業

をどのようにリンクさせていくのかについて伺い

ます。ＮＨＫ連続テレビドラマ「マッサン」によ

る宣伝効果もあり、観光客の入り込みは通年を大

きく上回り、2015年で100万人以上、2016年も前年

比で６割台を維持し、堅調に推移していると聞き

ます。大切なことは、生まれた新しい流れを商店

街を初め町全体へ波及させていくことです。観光

のモデルルートを作成することはもちろんのこと

ですが、見るべきものは文化財だけではありませ

ん。歴史とその歴史の中で築き上げられてきた人

の営み、特にリンゴやニシン、ワイン、ウイスキ

ーなど余市町の顔に関連する分野へ興味を持って

もらい、いかにしてそうした産品を購入してもら

えるように促していくのか。また、農園や飲食店

での体験など、そこでしか味わえないをいかに見

せ、伝えていくかが重要となります。この点につ

いてどのような方策を考えているのかお聞かせく

ださい。 

 ４点目は、６次産業政策の中間的な総括と今後

についてです。観光促進を促すためには、町が６

次産業化を進めている分野と周辺産業との相関性

や相乗効果も重要となってきます。現時点での検

証、総括についてお聞かせください。その上で、

今不足している、あるいは強化を優先すべきと考

えているセクターは何か伺います。 

 ５点目は、商工業の中心点とその広がり、かか

わりについてです。ＪＲ余市駅は、余市町のシン

ボルの一つであり、その周辺に展開する商店街も

それを含めた全てが余市町の顔であります。駅前

に限らず、徒歩圏内に日用品を調達できる商店等

があることは、日々の生活においても欠かせない

ものです。余市町として思い描く商店街の将来的

イメージはどのようなものか。空き店舗活用や新

規開業支援を含め、どのような政策支援をもって

町の振興政策としていきたいのか。流通、消費経

済の視点も含め、どのような視点で捉え、何が不

足していて、どのように活性化させたいと考えて

いるのか伺います。 

 ６点目に、余市町内の高校について伺います。

現在北後志５カ町村において高校は、余市紅志高

校、北星学園余市高校の２校しかありません。両

校をいかに存続させ、地域の高校として位置づけ、

方向性を見出していくかは、単に余市町だけの問

題にとどまらず、北後志地域全体の問題でもあり

ます。教育機関と町、地域の視点から見た場合、

２つの高校の両校存続に向けた動き、まちおこし

も絡め、北後志の高校として捉えた人的交流も含

めた生かし方について町はどのような方向性を持

っているのか伺います。 

 ７点目は、並行在来線、ＪＲ函館本線の存続に

ついてです。北海道新幹線札幌延伸開業予定

2030年の５年前に並行在来線対策協議会では方向

性を確認するとしていますが、ダイヤの改正のた

びに通勤、通学など利便性が悪くなり、住民生活
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の足と頼りにしている利用者を置き去りにしてい

ます。昨年の７月29日には、ＪＲ北海道は単独で

は維持困難として鉄道事業を抜本的に見直す方針

を発表していますが、国鉄の分割民営化について

の検証を初め、運用益や線路使用料などの問題を

国と話し合うべきで、それをせずにＪＲ単独で維

持困難な線区について地元自治体との協議に入り

たいなどというのは本末転倒です。 

 北海道は、新しい人権である交通と移動の権利

を守るためにも、線路の廃止など地方交通の衰退

とともに過疎化が深刻な問題となっている対策と

して地方公共交通の方針を示し、国にも要請し、

ＪＲ北海道を初めとした地域公共交通の衰退をと

め、維持と改善に責任を果たすよう進めるべきで

す。 

 並行在来線、ＪＲ函館本線もＪＲ北海道の経営

分離先にありきではなく、在来線あってこその新

幹線として検討を見直すことや駅を中心としたま

ちづくり、各地の観光拠点として位置づけるなど、

ＪＲとしての継続の声を広げることが必要です。

余市町としても観光や町の発展、住民の足として

ＪＲ函館本線を地域公共交通政策に位置づけ、ま

ちづくりを進めることが重要と考えますが、見解

を伺います。 

 ８点目は、ＴＰＰ、ＦＴＡ、１次産業を守るた

めの方策、方向性についてです。ＴＰＰ問題は、

米国でトランプ政権が発足して早々に離脱を宣言

するなど、政府の当初の思惑とは別の形を見せて

います。ＴＰＰへの参加そのものが問題であった

一方で、米国は２国間協定を軸に日米ＦＴＡ締結

に向けて動き出すとしています。ＴＰＰの問題に

おいても特に１次産業が危機にさらされるといっ

た懸念から、国民の間にも強い疑念や不安の声が

上がっていたことは周知のとおりです。余市町と

しては、先行き不透明ではあるが、仮にＴＰＰや

ＦＴＡのような今まで以上に競争を強いる環境が

現実のものとなった場合、常々町長もみずから明

言している１次産業こそが町の中核産業であると

いう思いと実際をどのように守り育てていくの

か、その方向性と具体性が求められています。今

後町として１次産業保護、振興をどのように進め

ていきたいと考えているのか伺います。 

 ９点目は、町内の地域公共交通についてです。

高齢者の事故などもあり、運転免許返納などが進

み始めています。このため自家用車ありきの現在

の生活スタイル、公共交通網体系は大きな転換点

を迎えています。地域公共交通については、協議

会を設置し、現状と課題の調査、交通政策につい

て具体的に協議検討を進めるとしています。町民

が積極的に参加し、余市町とともに交通政策をつ

くり上げる主体とならなければなりません。その

ための方策は何か。また、庁内の検討チームはど

のようなものか。町民が積極的に参加するために

は情報公開が欠かせませんが、その手だてはどの

ようなものかを伺います。 

 10点目は、子供の貧困の問題についてです。６

人に１人が貧困状態にあるとされている子供の貧

困問題。平成27年には北海道が責任主体となり、

実態調査や支援政策の策定に向けて動き出しまし

た。結果については、２月に発表された第１弾調

査の速報が公表されるにとどまり、対象の自治体

も蘭越町、岩内町など道内17市町で、余市町の実

態は未調査状態、未発表の状態です。小学生、中

学生の就学援助を受ける児童、学童が３割近くに

達しているのが余市町の現状です。この問題は、

教育委員会も含め、部局横断型の対応が不可欠で

あり、道もその旨の通知文書を昨年９月に発して

おります。道による本格的な発表はまだではあり

ますが、独自の調査を含めて実態を究明し、対策

を講じていくことが急がれると考えますが、見解

を伺います。 

 11点目は、子供の医療費中学卒業まで無料化に

ついてです。後志管内でも小樽市を除く19カ町村

中、既に16カ町村で中学卒業まで医療費独自助成
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を拡大するなど、もはやこの問題は一部の自治体

の先進的な事例ではなく、社会常識となっている

と言っても過言ではありません。この問題は、単

なる子育て支援政策というだけではなく、地域の

経済問題、人口問題、生活環境問題など文字どお

りまちづくりの中心的な問題であることは疑いよ

うがありません。どれほど立派な建物があろうと、

いかにすぐれた制度があろうと、肝心の担い手、

支え手である人がいなくては何も始まりません。

単に子育て支援策にとどまらないと考えますが、

見解を伺います。 

 12点目は、無料低額診療事業の院外薬局への適

用拡大についてです。北海道の事業として、社会

福祉法に基づき現在の無料低額診療は実施されて

いますが、院外薬局はその適用範囲とはなってお

りません。このためたとえ保険証を所持していて

も、薬代が払えないなどの理由で受診抑制といっ

た国民皆保険制度を有する日本での出来事とは思

えないような事態が現実に起きています。行きた

くても医療機関に行けない、行ってもお金が払え

ないという事態を少しでもなくし、必要な医療を

必要な分だけ受けられる体制を強化するために、

無料低額診療対象者に向けた院外薬局の薬代の補

助をしていくことが重要であると考えます。人の

命にかかわる問題です。見解を伺います。 

 13点目は、水道事業についてです。余市町は、

平成19年ごろより現在の余市川浄水場を新たに建

設するなど、インフラの充実、更新を町民の強い

思いと理解を受けながら行い続けてきました。し

かし、一方で余市町は海に面し、主要な水源とな

る場所が他の自治体と比べ河口付近であることな

どから水道水の生成、供給コストかさみやすく、

昨年初旬の段階では全道で６番目に高い水道料金

の町となっています。余市町の水道事業会計は、

町民の生活実態が厳しさを増す中、供給を受けや

すい水道料金の実現に向けて、一般会計も含めた

支援が必要であると考えています。また、簡易水

道統合時に縮小された簡易水道時代に起債され、

現在も返済が水道料金収入から行われている企業

債償還の費用を復活支援すべきと考えておりま

す。この問題についても見解を伺います。 

 14点目は、防災対策についてです。災害に強い、

安心、安全のまちづくりは町政の根幹です。2011年

の東日本大震災から６年がたちましたが、いまだ

多くの方が避難生活を送っています。いついかな

るときに余市町が災害に見舞われるかはわかりま

せん。そのためにも次の対策をとることが必要と

考えます。防災無線の設置や避難場所、避難路の

見直し、防災体制と防災計画の見直し、公共施設

の耐震化と個人住宅等の耐震化への補助制度の促

進です。そして、防災計画については、町民参加

を今まで以上に促し、協働でつくり上げていかな

くては実用性を伴いません。この問題について見

解を伺います。 

 15点目は、泊原発再稼働反対についてです。福

島原発事故から６年たちましたが、福島ではいま

だに８万人を超える県民が避難を強いられ、汚染

水の流出もとまらず、事故原因も未解明で、事故

収束のめども立っておりません。原発と人類が共

存し得ないことは明白です。また、原発が停止し

ていても電力不足は起きず、原発がなくても電気

は賄えることは明らかになりました。民意は、今

も原発再稼働反対や原発縮小、ゼロが多数派です。

原発再稼働ストップ、廃炉の決断こそが最も安全

で現実的な道です。 

 北電が泊原発の安全対策について後志管内20市

町村で昨年４月中旬から六十数回にわたって住民

説明会を開催しましたが、多くの会場で参加者か

らの北電の説明に疑問や異論が噴出し、とても住

民合意が得られたものとは言えません。防災訓練

も行いましたが、防護対策の手順確認が主な目的

で、風向きを理由に余市町住民が対象から外され

るなどして住民参加も少なく、事実上被曝前提の

避難計画によるもので、実効性の検証が最初から
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ないものだと言わざるを得ないものです。一たび

過酷事故が起きれば、命を守り、安全に避難でき

る保障はなく、郷土は汚染され、もとの生活が戻

ることはありません。余市町住民の命と生活、郷

土を守るためにも泊原発再稼働反対を表明し、貫

くべきと考えますが、見解を伺います。 

 16点目は、旧栄小学校施設の利活用についてで

す。かつて校舎だった建物は、建設当初から閉校

に至った場合の後利用も念頭に置き、地域のコミ

ュニティセンターなどに利活用できるようにとの

発想で設計、建設されています。閉校の際、建物

の利用については、地域より町にまずは一任する

といった旨の申し出を受けていると聞きます。ま

だ検討が続いているかとは思いますが、現時点で

どのような利活用方法を考えているか伺います。 

 次に、教育行政について伺います。１点目は、

子供の貧困問題についてです。子供の貧困問題は、

昨年９月に北海道が主に教育部局と福祉部局が連

携して行うようにと通知を出しており、余市町で

いえば教育委員会、町民福祉課など複数の部局が

連携して対応しなくては解決することができない

問題です。この視点を踏まえた場合、教育委員会

も町の担当部局と緊密に情報を共有し合い、問題

の発見、考察、対応検討、実行していかなくては

なりません。教育委員会としては、余市町内にお

いて現状がどうなっているのか、その事態に対し

どのような実行政策を行おうとしているのか伺い

ます。 

 ２点目は、就学援助の前倒し実施についてです。

６人に１人が貧困状態にあると言われている今日

の日本。２月に北海道が発表した貧困調査の速報

を見ても、調査対象の２割の家庭は家計が赤字状

態であり、約１割の家庭は借金をして生活してい

るなど、座視できない状況となっていることが調

査によって裏づけられました。特に問題となって

いる相対的貧困、日常生活を送る上である程度は

問題がなくとも、学用品の調達、修学旅行、急な

入院など短期で通常以上の出費を伴う際に対応困

難となるケースがふえています。現行の余市町の

制度では、就学援助の資金援助が入学式を過ぎて

からの支給となっており、資金の用立てに難儀し

ているという悲痛な叫びがこだましています。小

中学生の約３割の児童、学童が要保護、準要保護

世帯とされている余市町においても早急な対応が

必要と考えます。就学支援の年度前倒しの実施に

ついて見解を伺います。 

 ３点目は、就学援助制度対象世帯への無料低額

診療情報周知についてです。就学援助を受けてい

る世帯への無料低額診療制度の適用については、

対象者の認知度が高くない、より周知の徹底をと

いう指摘が昨年９月の北海道議会の中でもなさ

れ、教育長が通知文書を作成、自治体に通知して

います。そうした動きを受け、従前、そして今後

どのような形で周知を進めるのか伺います。 

 ４点目は、いじめの防止についてです。いじめ

は、人間関係を利用しながら相手に恥辱や恐怖を

与え、思いどおりに支配しようというもので、時

に死ぬまで追い詰める事件にまで進み、被害者の

その後の人生を大きく変えてしまうような心の傷

を与えます。いじめは、いかなる形をとろうとも

人権侵害であり、暴力であるという確固たる姿勢

が必要です。学校は、子供の安全に最大限の配慮

を払わなければならない安全配慮義務がありま

す。 

 そこで、伺います。学校にはいじめへの対応を

後回しにしない対策がとられているか。 

 いじめの疑いが出たとき全教職員で情報を共有

し、子供の命最優先の対応がとれる体制になって

いるのか。 

 いじめをなくしていくためには、子供たちの自

主的活動の中で連帯感を育むことが重要です。授

業も含め、対等で安心できる人間関係をつくるこ

とを学校教育の柱に据えるべきではないか。 

 多くの教職員がいじめ対応の時間が足りないと
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話しています。多過ぎる業務を整理し、いじめに

向き合う条件をつくっていくことについてどのよ

うに考えていますか。 

 ５点目は、全国学力テストについてです。全国

平均よりも上に、平均点アップをと数値目標を教

育現場に押しつけ、テスト対策が横行し、学力の

現状を調べる、指導改善に役立てることはできな

い状況です。直ちに廃止し、毎年の学力テストの

経費を一人一人の子供に目が行き届く教育条件の

整備に回すべきと考えますが、見解を伺います。 

 ６点目は、紅志高校を生かした地域づくりにつ

いてです。北後志５カ町村には高等学校が２つし

かなく、いずれも余市町内に設置されています。

両校の存続は、北後志地域の高等教育をいかに守

っていくかについて余市町だけの問題にとどまり

ません。私立高校については、教育委員会の担当

ではありませんが、重要なのはどちらかが存続で

きればよいということではありません。２つの高

校がそれぞれの特色を生かしながら相乗効果を上

げ、地域の学校として存続し続けることが何より

も重要です。こうした視点で捉えた場合、それぞ

れの高校がふだんから交流し合えるような環境整

備も重要になってくるのではないでしょうか。 

 余市紅志高校は、道立高校であるため余市町の

教育委員会単独で何かを行うということは難しい

かもしれませんが、設立以来の定員割れ状況を脱

するためにも継続的な行動が不可欠です。地域の

中の高校という視点で見た場合の紅志高校への援

助をどのように行っていきたいと考えているのか

お聞かせください。 

 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、教育行政執行方針について質問

をいたしました。日本共産党議員団は、町民の皆

さんの要求実現を目指し、全力を挙げて取り組む

ことを表明し、日本共産党を代表しての質問を終

わります。 

〇議長（中井寿夫君） 大物議員に申し上げます

が、昼食の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ますので、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５７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、大物議員の代

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、

14番、大物議員のご質問に答弁申し上げます。 

 初めに、新年度予算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、多様な資

源と人的パワーを生かした元気なまちづくり、町

民と行政が連携して歩むまちづくりの３本の柱を

政策の基本に、第４次余市町総合計画の推進や移

住、定住、子ども・子育て支援などまち・ひと・

しごと総合戦略に基づく人口減少対策の推進、さ

らには町営斎場の建てかえなど公共施設の老朽化

対策等を重点事項とする予算編成の基本方針とい

たしたところでございます。 

 次に、政府予算についてでございます。経済財

政運営と改革の基本方針2015で示された経済財政

計画の２年目に当たる政府予算案が示されており

ますが、地方自治体を取り巻く情勢は依然として

厳しく、本町においても将来を見据えた持続可能

な行財政構造の構築のために限られた財源の効果

的、効率的活用が求められております。人口減少

が加速し、少子高齢化や将来への不安など自治体

を取り巻く課題は山積しておりますが、集中的な

取り組みとして余市町まち・ひと・しごと創生総

合戦略に基づき、みんなが集い、いつも安心して

過ごせる町余市を目指して、地域資源を最大限活

用しながら着実に各種施策に取り組み、町民の皆

様が安心して住みやすいと実感していただけるよ
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うな持続可能な地域社会の実現に向け、職員一丸

となり、最善の努力をしてまいります。 

 次に、「マッサン」放映後の観光振興について

でございますが、ドラマの放映により本町を訪れ

る観光客が大幅に増加するとともに、本町の自然、

歴史、文化、産業、食に関することなどメディア

を通して全国に紹介されました。本町にはドラマ

の素材となったウイスキーはもとより、ニシン、

リンゴ、ワインなどの地場産品があり、これら産

品を生んだ背景や歴史、自然、文化など本町の魅

力とあわせてＰＲ、発信することにより、本町の

イメージ向上とブランド化につなげていくことが

必要と考えております。 

 次に、６次産業政策の中間的な総括と今後でご

ざいますが、この間６次産業の取り組みとして農

水産物を活用した加工品等の開発支援やＰＲ活動

を進めるとともに、ワイン産業の振興を進めてき

たところでございます。生産者みずからが加工や

販売まで手がけることにより収益が上がるメリッ

トはあるものの、加工や販売に係る時間や経費の

問題などの課題も多く存在します。これらの課題

を克服できるよう生産者を初め関係者と検討を重

ねながら、さらなる推進を図ってまいります。 

 また、ワイン産業の振興につきましては、ワイ

ン用ブドウの産地からワインの産地となり、ワイ

ンを柱とする観光産業への展開が始まってきてい

ると考えています。ワイン用ブドウの生産者と観

光関係者が連携を深めるとともに、町全体でワイ

ン産業の振興を図ることが重要であると考えてい

ます。 

 次に、商店街の活性化についてでございますが、

商店街はその地域の住民の買い物や交流の場な

ど、日常生活におけるコミュニティとして形成さ

れてきたと考えております。しかし、流通や消費

行動の大きな変化などにより商店街を取り巻く環

境が大きく変わり、厳しい状況になっております。

商店街の活性化に当たっては、商店街の持ってい

る役割や機能の維持向上という視点を持って、商

店街が主体的に取り組む活性化事業への支援はも

とより、空き店舗等活用支援事業などを活用した

起業促進、平成29年度から新たに取り組む既存店

舗改修への支援など商店街としての再生を図ると

ともに、商店街関係者の話し合いなど関係機関と

も連携しながら、活性化の取り組みを進めたいと

考えております。 

 次に、余市町内の高校についてでございます。

紅志高校については募集定員を割り込む状況であ

り、北星高校については閉校に係る協議が行われ

るなど、両校をめぐる状況は厳しいものがあると

認識しております。しかしながら、間口減や閉校

という事態となれば子供たちの学びの場の喪失だ

けでなく、地域社会の衰退にもつながりかねない

非常に大きな問題となります。両校の生徒の皆さ

んは、各種ボランティア活動、イベント等を通し、

積極的に地域に貢献され、教職員の方々は各種審

議会、協議会等に参画いただくなど、地域にとっ

て欠かすことのできない存在となっております。

町広報紙での紅志高校に関する特集記事の掲載、

北星高校入学相談会への参加などこれまでも両校

への支援を行ってまいりましたが、今後におきま

しても両校、教育委員会と連携を図りながら、町

として可能な限りの支援を行ってまいります。 

 次に、並行在来線、ＪＲ函館本線の存続につい

てでございます。北海道内のＪＲ路線につきまし

ては、昨年11月にＪＲ北海道から単独では維持す

ることが困難な線区が公表され、鉄路の維持に向

けて関係自治体から切実な要望が出されている状

況でございます。こうした状況の中、北海道新幹

線札幌延伸に伴う並行在来線、函館小樽間につき

ましては、従来より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協

議が進められており、本町としてはこれまで同様

鉄路存続の立場をもってこの協議会に臨んでまい

ります。 
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 また、本町といたしましては、今後とも国や道

などに対しまして鉄路存続に向けて積極的な役割

を果たすよう要請するとともに、ＪＲ北海道に対

しましても余市駅の利便性向上等の要望を行い、

町民の重要な交通手段である鉄路の存続を図って

まいりたいと存じます。 

 次に、１次産業を守るための方策、方向性につ

いてでございますが、アメリカ大統領がＴＰＰ離

脱の大統領令に署名したことにより発効のめどが

立っておりませんが、今後の動向に注視してまい

ります。 

 本町の１次産業を将来にわたり守り育てるため

には、足腰の強い経営基盤の確立を進めていくこ

とが大切であると考えておりますので、関係機関

と連携を図りながら担い手対策や生産物のブラン

ド化、販路拡大、栽培技術の高度化などの取り組

みを引き続き進めてまいります。 

 次に、町内の地域公共交通についてでございま

す。高齢化社会の急速な進行等により、買い物や

通院等で移動手段を持たない方など、いわゆる交

通弱者の方々の移動手段の確保が地域における重

要な課題であると認識しており、平成29年度にお

きましてはこうした地域公共交通における現状を

踏まえ、移動手段の確保、改善に向け、（仮称）

余市町地域公共交通活性化協議会を設置し、全町

的な地域交通体系のあり方や交通政策等について

具体的な協議検討を進めてまいります。 

 また、その協議会におきましては、住民や交通

事業者等の関係者、各関係機関、団体の皆様を初

め庁内の関係職員を構成員とし、住民と行政の協

働による協議検討を行うとともに、地域公共交通

を取り巻く現状や課題、問題点等について整理す

るため町民アンケート調査を実施するなど、広く

町民の皆様からのご意見、ご提言等をいただきな

がら取り進めてまいります。 

 次に、子供の貧困問題につきましては、北海道

において平成27年度、北海道子どもの貧困対策推

進計画が策定され、教育、福祉、労働等の各部局

が連携し、効果的な推進を図るよう位置づけられ

ております。こうした中、平成28年度においては、

子供の生活実態を把握するため道内小中高生のい

る世帯を対象とした抽出調査が実施され、さらに

乳幼児のいる世帯を対象とした抽出調査が現在行

われているところでございます。今後公表される

分析結果に基づき、北海道において検討される施

策のあり方を注視しながら、本町での対応につい

て検討してまいります。 

 次に、子供の医療費の中学校までの無料化につ

いてでございますが、この問題につきましてはさ

まざまな団体でのご意見等により国において慎重

な議論が行われているところでございます。助成

拡大については、子供を持つ親に対する経済的負

担の軽減を図れることから、子育て支援対策とし

て引き続き検討しているところでございます。 

 次に、無料低額診療事業は、余市町内におきま

して２医療機関で実施しておりますが、両医療機

関とも院外処方のため、必要な薬代につきまして

は無料低額が適用されていない状況にあります。

こうした生活困窮にある方の支援については、包

括的な対応が必要であり、平成27年４月に施行さ

れました生活困窮者自立支援法に基づき、北海道

が主体となり、生活困窮者の総合的な支援を進め

ていることから、現在自己負担となっております

院外処方の薬代についても生活困窮者自立支援事

業の中で対応いただけるよう引き続き要望してま

いります。 

 次に、水道事業についてでございます。本町の

水道料金につきましては、内部経費の節減と内部

留保資金等の活用、さらには一般会計からの繰入

金等により適正な料金水準の設定に努めておりま

すが、これまでの水道施設整備に要した企業債の

償還金が大きな負担となっているところでありま

す。本町においては、水道事業の経営の健全化と

安定化を図る目的で一般会計から水道事業会計へ
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の繰り出し措置を実施しており、ご質問の統合水

道分につきましても基準内繰入金として繰り出し

措置をいたしております。 

 次に、防災対策についてでございますが、安心、

安全なまちづくりのためには町民とともに災害に

強い町をつくることが重要であります。東日本大

震災を初め、全国各地で発生している災害の教訓

を受け、さまざまな災害に迅速かつ的確な対策を

行うことができるよう国や道、近隣の自治体や関

係機関などと連携を図るとともに、防災訓練など

の実施により避難経路及び避難所等の確認など、

町民との協働による実用性を踏まえた地域防災計

画の見直しを図ってまいります。 

 次に、泊原発再稼働についてでございますが、

福島第一原発事故から６年が経過しております

が、ご指摘のとおり、いまだに多くの方が避難生

活を余儀なくされています。そうした中、泊原発

の再稼働につきましては、福島第一原発の事故原

因の究明が進んでいない現状では、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、旧栄小学校施設の利活用についてでござ

います。旧栄小学校校舎は、平成８年に建築され、

グラウンド等の校舎周辺の土地を含めた一体的な

利用が可能であることから、その活用方法につい

ては公的施設としての利用に限定することなく、

地域の活性化にもつながるような利活用に向けた

検討を進めてまいります。 

 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） 共産党議員団代表、14番、

大物議員の教育に関するご質問に答弁申し上げま

す。 

 １点目の子供の貧困問題についてお答えいたし

ます。本町における貧困の状態は、議員ご指摘の

とおり、小中学生の約26％の児童生徒が要保護、

準要保護世帯となっていることからも厳しい状況

であるとの認識をしております。子供たちは、子

どもの権利条約に基づき、生きる権利、守られる

権利、育つ権利、参加する権利を持っております。

このため均等な教育機会の確保が重要であると認

識をしており、教育委員会としての子供の貧困対

策につきましては現行の各種施策の継続をすると

ともに、教育、福祉等の関係部署の連携を図り、

可能な範囲での今後の対応について協議検討をし

てまいります。 

 ２点目の就学援助の年度前倒しの実施について

お答えいたします。就学援助費の支給決定に当た

っては、公平かつ厳正な審査が重要であるとの認

識をしており、認定作業を行う際の要件でもあり

ます前年度の収入等が確定していることが必要で

あり、その確認を行える時期を考えますと、就学

援助費の前倒し支給については現時点では制度上

困難であると考えております。しかし、他町村で

の前倒し支給の実例もあることから、今後他町村

の動向やその内容も把握した上で前倒し支給の可

能性について検討してまいります。 

 ３点目の就学援助制度対象世帯への無料低額診

療情報周知についてお答えいたします。就学援助

制度対象世帯への無料低額診療情報周知につきま

しては、昨年北海道教育委員会教育長から通知さ

れたところであります。教育委員会といたしまし

ては、通知に基づき福祉部局と情報の共有を図り

ながら、支援制度に関する情報提供を本町の校長

会や教頭会などを含め機会あるごとに学校や保護

者に対し行ってまいりたいと考えております。 

 ４点目の学校におけるいじめに対する体制につ

いてお答えいたします。各学校にはいじめ防止基

本方針が定められており、その中で学校の責務や

教員としての責務について規定されており、学校

全体としてのいじめの早期発見や未然防止などに

ついて決められているところであります。また、

いじめの疑いがある場合には、特定の職員が抱え
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込むことなく、組織的かつ速やかに対応するよう

小中学校への指導をしてまいります。いじめは、

非人道的行為であり、あってはいけないものであ

り、教育委員会といたしましては学校などと連携

を図り、子供たちが安全で安心して学ぶことがで

きる環境づくりに努めてまいります。 

 ５点目の全国学力・学習状況調査についてお答

えいたします。全国学力・学習状況調査につきま

しては、義務教育の機会均等とその水準の維持向

上の観点から、全国的な児童生徒の学力や学習状

況を把握、分析し、教育施策の成果と課題を検証

し、その改善を図ることを目的として行われてい

るところであります。 

 本町におきましては、調査の結果を受けて、各

学校において現場の教師が児童生徒一人一人の学

習課題を探り、学習への取り組みの工夫をし、子

供たちの学習意欲の向上や学校における指導に役

立てているものと認識をしております。学校にお

いては、子供たちが将来自立していくために必要

な基礎学力を一人一人の子供たちに身につけさせ

る取り組みを着実に行うことが重要であると考え

ておりまして、今後とも過度な点数学力を競うこ

とのないように留意しながら、全国学力・学習状

況調査を実施してまいりたいと考えております。 

 ６点目の紅志高校を生かした地域づくりについ

てお答えいたします。余市紅志高校につきまして

は募集定員を割り込み、北星高校も閉校に係る協

議が行われるなど非常に厳しい状況であると認識

をしております。そのような中、両校には余市町

以外にも積丹町、古平町、仁木町、赤井川村から

も生徒が通学しており、北後志地域にはなくては

ならない高校であるとも認識しているところであ

ります。両校は、道立高校と私立学校であります

ので、教育委員会としてはなかなかかかわり方が

難しいところではありますが、高校受験に当たっ

ての志望校の一つとして考えていただくために

は、まずは町内の小中学校の保護者の方々に両校

に対する理解を深めていただくことが最も必要で

あると考え、今年度におきましては町長部局とも

連携し、紅志高校の活動内容などに関する特集記

事を町広報紙に掲載するなどの情報提供を行って

まいりました。教育委員会といたしましては、引

き続き町長部局との連携を図りながら、両校に関

する情報提供を行うとともに、今後の両校に対す

る支援のあり方などについて検討してまいりたい

と考えております。 

 以上、共産党議員団代表、14番、大物議員の教

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） 日本共産党議員団代表、

大物議員の発言が終わりました。 

 次に、発言順位４番、よいち未来代表、議席番

号４番、岸本議員の発言を許します。 

〇４番（岸本好且君） 平成29年余市町議会第１

回定例会に当たり、平成29年度町政執行方針並び

に教育行政執行方針及び予算大綱、また町政の重

要課題について、さきに提出しております要望書

を踏まえ、よいち未来を代表し、質問をいたしま

す。 

 昨今の日本は、人口が増加し、経済成長を謳歌

できた20世紀の成功物語に引きずられているうち

に、少子化や高齢化、地域経済の衰退といった新

たな課題に対応できぬままでおります。人口減少

による国力の低下に加え、都市と地方の格差拡大、

財政赤字、社会保障制度をどう構築していくのか

など国民の生活に直結する多くの課題と向き合わ

なければなりません。大規模な財政出動は、国家

財政に深いダメージを与え、マイナス金利を初め

とする異次元の金融緩和は、市場に深刻な影響を

もたらしています。この経済政策の行き詰まりを

一刻も早く改め、先を見据えた時代に適した政策

へと転換しなければなりません。教育、子育て支

援、人材育成など人への投資を中心とした政策に

かじを切り、経済成長と結びつけていくこと、消
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費の拡大に結びつけていくことから持続可能な社

会をつくり上げていかなければなりません。この

国のあり方というものを再度見詰め直すときであ

り、時代の大きな転換期だと思っております。 

 平成23年３月11日に発生した東日本大震災から

６年がたちました。苛酷な自然災害と原発事故は、

私たちに生き方や文明、科学技術のあり方までも

問い直していると言えます。一日も早い被災者の

生活再建と被災地の復興、再生を願うばかりであ

ります。そして、私たちは、東日本大震災を決し

て風化させてはならないのです。二度とあのよう

な悲劇を繰り返さないためにはどうすべきか、あ

の震災を教訓として前へ進んでいかなければなり

ません。 

 昨年７月施行された参議院選挙から満18歳より

選挙権が付与され、およそ240万人の若者が新たに

有権者となりました。少子高齢化や人口減少問題

が深刻化する中、社会保障の担い手となる若い世

代が政治に参画することが今後大いに望まれま

す。 

 国が進めてきたアベノミクスの政策は、これま

で３本の矢、新３本の矢、一億総活躍、地方創生、

輝く女性と矢継ぎ早に打ってきましたが、経済再

生や問題解決の糸口ともならず、特に地方はその

実感がないのが現実です。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、格差

の拡大に拍車をかけることにつながります。 

 また、働く者の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は喫緊の課題です。全

ての働く者の賃金の底上げ、底支えと格差是正に

力を入れ、労働環境を整えていかなければなりま

せん。国が進める働き方改革の動向を見きわめ、

真の同一価値労働、同一賃金を確立するため取り

組んでいかなければなりません。 

 こういった現状を踏まえ、国の政策による影響

が本町にどのように波及していくのか、今後の見

通しについて見解をお伺いいたします。 

 本町における歳入については、地方交付税及び

国庫支出金など７割以上が依存財源による財政構

造となっており、不足する部分を臨時財政対策債

に頼っている現状で、本年度においても非常に厳

しい行政運営となっております。地方交付税は、

地方自治体が住民の生活に必要不可欠な行政サー

ビスを安定的に提供するための財政的な基盤であ

り、安定的に確保されるべきと考えます。平成29年

度余市町一般会計予算は、前年度当初比3.9％増の

82億6,000万円、４特別会計を合わせた予算総額約

154億9,000万円で、前年度比1.9％増の予算計上と

なっておりますが、経常収支比率も非常に高く、

硬直化している現状にあり、町財政の根幹をなす

べき町税については17億8,690万円で、前年度比

2.6％増と微増したものの、厳しい現状には変わり

ありません。今後も地方財政を取り巻く環境は、

依然として厳しい状況が続くことと予想されま

す。そのような状況の中にあっても、行財政運営

は持続可能な財政基盤の確立とともに、町民目線

でめり張りのある予算執行が必要です。町長は、

平成29年度予算編成に当たり、何を基本理念とし

て予算編成に当たられたのかをお伺いいたしま

す。 

 町政執行方針の中で、主人公である町民がこの

町に住んでよかったと思えるような安心して暮ら

せるまちづくりを進めますと掲げておられます。

暮らしの安心の確保をどう構築するのか、首長の

姿勢にかかっており、大変重要な課題であると同

時に難しい課題でもあります。少子高齢化や人口

減少が全ての問題に絡んでおり、複雑化させます。

医療体制の確立、子供を産み育てる環境の整備、

家庭の格差が教育の格差につながることのないよ

うな安心して教育を受けられる体制の整備、また

台風、豪雨等の自然災害に強いまちづくりや原発

事故を含めた避難体制の確立など課題は山積み

で、町民の要望も多様化しています。国において

もさまざまな取り組みが行われていますが、最終
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的にはその自治体の本気度にかかっており、危機

感を持った政策に当たる姿勢が強く求められてい

ます。この町に住みたい、住んでよかったと感じ

ることができるまちづくりにはもう一歩踏み込ん

だ政策の展開も必要と考えますが、町長の見解を

お伺いいたします。 

 本町においても長寿社会にあって、高齢者の医

療、介護のニーズの高まりと同時に認知症患者も

増加しており、その医療体制の確立も重要です。

救急、外科などの医師不足も懸念されます。また、

本町には産婦人科がなく、周産期医療の中核的医

療機関である小樽協会病院も新規分娩の受け付け

を休止する事態となっていることは大きな不安で

す。助産師の確保など少しずつ体制整備もされて

いるようですが、万全とはほど遠い状態でありま

す。安心して子供を産み育てる環境の整備は何よ

りも重要な課題であり、今後も最優先で取り組ん

でいただきたいと考えます。見解をお伺いいたし

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。現在の社会保障制度を支える若い世

代にとって、高齢化社会が進んでいくことは大き

な負担となります。国の経済政策による物価上昇

や景気低迷なども子育て世代にとっては、産みづ

らさや育てづらさを感じている要因となります。

安心して産み育てる環境の整備と社会全体で育て

るという観点での政策を打っていただきたいし、

そのためのニーズの把握と対策の強化は必要であ

ります。また、そういった観点からの子供の医療

費助成制度の拡充なども再検討すべきであると考

えますが、見解をお伺いいたします。 

 本町の65歳以上の高齢化率は約35％であり、

10年後には40％を超えると予想されています。さ

らに、ひとり暮らしや高齢者のみの世帯が増加し

ております。高齢者が住みなれた地域で生活を継

続することができるような体制づくりとともに、

介護予防や要介護状態の改善が図られることも大

切です。そのためには現状とニーズをしっかり把

握したサービスの創出も必要です。医療、介護、

保健、福祉が連携し、区会などの地域の力も生か

し、地域で支え合うシステムをどう構築していく

のかが重要と考えますが、見解をお伺いいたしま

す。 

 成人保健対策の一環として、平成25年度からス

タートした余市町健康づくり計画の実施を踏ま

え、具体的な内容の検証が必要です。病気の早期

発見や早期治療の観点から町民の積極的な参画が

望まれますが、実施している各種がん検診、特定

健康診査の受診率向上に向けての取り組みについ

てお伺いいたします。 

 また、各種予防接種事業は、安全確保に万全を

期すため情報の提供が必要であると考えますが、

見解をお伺いいたします。 

 道路は、町民生活及び経済活動にとって不可欠

な基盤です。北海道横断自動車道余市小樽間の工

事も順調に進み、平成30年度に開通します。高速

道路完成を見据えた市街地道路交通網の整備、ま

た救急医療の観点からも小樽市内へ直接乗り入れ

できるインターの設置が必要であり、引き続き関

係機関への強い働きかけをいただきたいと思いま

すが、町長の見解と見通しをお伺いいたします。 

 冬期間における町民の足の確保を図るという観

点から、除排雪はもとより高齢化社会へ対応した

除雪体制を整えるべきと考えます。さらに、近年

の異常気象状況を十分把握した効果的な除排雪が

必要かと思います。通学路など児童生徒の安全確

保も含め、除排雪の体制についてお伺いいたしま

す。 

 福島第一原子力発電所事故を契機に、我が国の

エネルギー政策に大きな転換が迫られておりま

す。全ての国民が不安を抱いた原発リスクから解

放され、人に安全な、良質な電力が安定的に供給

されることが望まれます。その中でも太陽光、風

力、水力、地熱、バイオマスなどの再生可能エネ
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ルギーは、道内においても現在研究に取り組んで

いる市町村があります。本町においても再生可能

な自然エネルギーの調査研究する価値は十分ある

と考えますが、町長の見解をお伺いします。 

 余市町地域防災計画（原子力災害対策編）につ

いては、福島第一原子力発電所の事故対応や原子

力災害の特殊性を十分踏まえた上で策定及び見直

し作業を順次行っているものと思いますが、いか

に計画内容を町民に正確に周知徹底を図るかが重

要と考えます。どのような方法で全町民に対し計

画を周知していくのか、特に高齢者に対する避難

対応について具体的にどのように行うのか。また

今年度の原子力防災訓練の予定（冬期含む）、規

模についてもお聞きします。泊原発については、

核廃棄物の最終処分問題や原発事故についての抜

本的な解決策が見出せないままの再稼働には余市

町長として反対の姿勢で臨んでいただきたいと考

えますが、見解をお伺いいたします。 

 日本海に面している余市町は、地震、津波に強

いまちづくりが町民の命を守ることにつながるこ

とになります。地震、津波に関する防災知識の普

及啓発が必要となります。余市町地域防災計画（本

編）では、地域における防災力の強化を図るため

区会等との連携が不可欠と示されていますが、区

会役員の高齢化や区会活動が全体的に低迷してい

る現状の中、どのように地域の防災力を構築して

いくのかお伺いいたします。 

 産業間、産学官の連携、人的パワーの活用、教

育、文化芸術活動とスポーツ振興による元気なま

ちづくりと町政執行の基本方針に掲げております

が、町長は就任以来本町の基盤産業である１次産

業を中心に付加価値をつけ、高度化を目指す６次

産業化の推進について積極的に取り組み、成果を

上げてこられました。今後も大いに期待するとこ

ろであります。しかし、第一歩を踏み出したばか

りであり、今はしっかりと土台を固めていかなけ

ればならないと考えます。異業種間の連携、ネッ

トワークを強め、生産者みずから考え、行動して

いくシステムを構築し、行政はサポート役に徹す

るという体制を整えてこそ成果が上げられるもの

だと思います。余市町は、北海道初のワイン特区

に指定されています。ワイン用原料ブドウの生産

高においては全道一です。また、登地区の景観に

おいても高い評価を得ております。これからは余

市ブランドの確立と同時に、流通、小売、食品加

工などの関連産業がさまざまな形で参画し、そし

て挑戦しやすい体制づくりに着手し、相乗効果を

引き出せるような環境づくりに本腰を入れて取り

組む必要があります。観光振興を含めた６次産業

化の推進を具体的にどう結びつけていかれるのか

お伺いいたします。 

 本町の基盤産業である果樹を主とする農業は、

生産者の高齢化や後継者不足により近年低迷傾向

にあり、打開策が急がれます。果樹経営支援対策

事業を行うとのことですが、事業内容とその効果

についてお伺いします。 

 また、余市町農業再生会議の人・農地プランで

は、本町において中心となる経営体の育成に力を

入れるとありますが、各種補助金や給付金の活用

がどのように生かされ、本町を希望する新規就農

者の定着率向上にどう結びつけていくのかをお伺

いいたします。 

 日本海を漁場とする本町の漁業は、海水温の変

化や漁業従事者の不足とも重なり、漁業生産高は

数量、金額は年々減少しています。今後の漁業振

興は、つくり育てる漁業に期待するところも大き

いと思いますが、関係団体との連携、また今後の

見通しについてお伺いいたします。 

 また、水産加工業においては、近年の魚離れの

影響もあって消費の低迷が続いています。消費拡

大とブランド力の向上を目指すため、ニーズに即

した商品開発は重要です。具体的な支援策につい

てお伺いいたします。 

 商店街の空き店舗対策、それらを活用した起業



－151－ 

支援についてどのように取り組まれるのか。また、

余市という地域ブランド確立と観光面とのかかわ

りで道の駅は重要な施設です。売店、生産者直売

所を含めた機能拡充が当面の課題です。本町の観

光アンテナ基地としての役割は大きいと考えま

す。道の駅の活性化についてお伺いいたします。 

 連続テレビ小説「マッサン」の放映により本町

は全国的な知名度を獲得し、これからの観光産業

振興に大きなはずみがつきましたが、放送終了し

た現在、既存の観光資源とどう結びつけていくの

かをお伺いいたします。 

 季節労働者の通年雇用を初め、非正規労働者の

労働環境の整備など、雇用対策は本町においても

重要な施策です。町政執行方針の中では、新卒者

の就職支援、また独自対策として失業者の就労支

援に取り組むとされておりますが、ハローワーク

との連携等雇用対策についてお伺いいたします。 

 地方公共団体は、基礎的な行政機関として規模、

機能、能力、運営の内容について一定以上の均質

な水準が要求されます。その基盤となる財源の確

保、持続可能な行政基盤の確保が重要となります。

町長は、町民と行政との協働のまちづくりを進め

るため、自治基本条例を中心に捉えた町民参加の

制度を確立していくとされております。地域のこ

とは地域で決めるという地域主権改革の流れの

中、自治体に課せられる任務も比重を増してきて

います。町民への理解をどう深めていくのか。議

会との関係も含め、条例制定に対する町長の見解

を改めてお伺いいたします。 

 地方公共団体には地域の自主性及び自立性を高

めるため、これまで以上に地域の実情や町民のニ

ーズを的確に捉えた効率的な行政運営が求められ

ます。この変革の時代に対応するため、職員の能

力を初め資質の向上が不可欠です。町長は、職員

とともに町民から信頼される公正な町政運営を確

立しなければなりません。今こそ町長の強いリー

ダーシップが求められます。庁舎内の体制づくり

について見解をお伺いします。 

 町民の重要な交通手段である並行在来線につい

ては、鉄路の存続と国及び道の支援を強く求めて

いくとともに、ＪＲ北海道に対し新たな技術対策、

駅の利便性向上など協力要請の強化を図り、広域

交通体系の整備に尽力していただきたいと考えま

すが、町長の見解をお伺いいたします。 

 今町内にある高校２校が間口減、もしくは存続

の危機に直面しております。教育関係者のみなら

ず、町を挙げての関係機関への強い要請行動が必

要と考えます。現状と今後の両校の支援について

お伺いいたします。 

 教育行政執行方針について教育長にお伺いいた

します。教育は、国の将来を担う人材を育てるた

め重要な基盤として位置づけられております。社

会情勢の変化とともに、子供たちを取り巻く環境

も変化しております。家庭環境の格差が教育格差

につながるという調査報告もあります。子供たち

の学習権をしっかり保障することは重要なことと

考えております。そのためには義務教育費の国庫

負担を２分の１に復元すること、また30人以下の

学級を目指した制度の改善など教育予算拡充は必

要であります。国に対し、しっかりと声を上げて

いくべきと考えます。 

 学校教育においては、現場の声に耳を傾け、子

どもの権利条約にのっとり、全ての子供たちがひ

としく教育を受ける権利を有していること、保護

され、支援を受ける権利を有していること、過度

な点数学力を競い合う方向に向かわないことを念

頭に置いて取り組んでいただきたいと考えます

が、教育長の見解をお聞きします。 

 子供の貧困や教育格差が社会問題として取り上

げられております。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格差につなが

ってはなりません。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
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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

政策も検討すべきと考えますが、見解をお伺いい

たします。 

 さきの東日本大震災では、津波が多くの児童生

徒の命を奪いました。日本海に面している本町の

学校における防災意識の高揚は、非常に重要な課

題です。津波に対する避難訓練を日常的に実施し

た学校では、多くの命を救った事例があります。

町内の学校における児童生徒の安全確保は重要な

施策です。各学校の避難訓練の実施についてお伺

いいたします。 

 町民が豊かな心を持ち、生涯にわたって学習で

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が送られ

るような施策が必要です。本町の社会教育の環境

整備向上についてお伺いいたします。 

 以上、主要な施策について質問いたしました。

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、４番、

岸本議員のご質問に答弁申し上げます。 

 初めに、国の政策による影響が本町にどのよう

に波及していくかについてでございます。この間

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

できる状況にはなく、依然として厳しい経済情勢

が続いております。本町への影響としては、不安

定な雇用停滞が低所得者の増加を招くことによる

個人消費の落ち込みなどが懸念されるところでご

ざいますが、国内の経済動向や施策を注視し、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、平成29年度予算編成に当たっての基本理

念についてでございます。平成29年度予算の編成

に当たりましては、厳しい財政状況ではあります

か、第４次余市町総合計画の推進や人口減少対策

として、まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づ

く取り組みの推進、さらには公共施設の老朽化対

策など将来にわたっての本町の持続的発展に向け

た課題解決に対して先送りすることなく、必要な

政策を取り組むものであり、住みよく安心して暮

らせるまちづくり、多様な資源と人的パワーを生

かした元気なまちづくり、町民と行政が連携して

歩むまちづくりの３本の柱を政策の基本とし、町

民の負託に応え、住みやすさを実感していただけ

るような持続可能な地域社会づくりのための予算

措置をいたしたところでございます。 

 次に、まちづくりの政策展開についてでござい

ます。平成29年度町政執行の基本方針においてま

ちづくりの大きな柱として、主人公である町民が

この町に住んでよかったと思えるような安心して

暮らせるまちづくりを掲げました。人口減少と少

子高齢化が進む中、この方針に基づいてまちづく

りを進める上では、医療や教育、防災など多様な

課題に的確に対応していくことが必要と考えてお

ります。こうした状況の中、本町におきましては、

さきに申し上げましたとおり、平成29年度の町政

執行に当たりましては第４次余市町総合計画を基

本に据えながら、現下の人口減少時代に対応する

戦略的な取り組みとして、余市町まち・ひと・し

ごと創生総合戦略に基づき、集中的な政策展開を

図ってまいります。 

 次に、安心して子供を産み育てる環境の整備に

つきましては、小樽協会病院の産婦人科が平成

27年７月より新規の分娩等を休止している状況で

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。周産期医療の体制確保につ

きましては、現在小樽市を含む北後志６市町村の

関係団体等による協議会において協議を進めてお

り、今後におきましても関係機関への要請も含め、

再開に向け最大限の努力をしてまいります。 
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 次に、子供の医療費助成制度の拡充でございま

すが、これまでも申し上げているとおり、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、助成拡大につきましては子供を持つ親に

対する経済的負担の軽減を図れることから、子育

て支援対策として引き続き検討いたしているとこ

ろでございます。 

 次に、高齢化の進展に伴う地域で支え合うシス

テムの構築についてでございます。高齢化が急速

に進む中、高齢者が可能な限り住みなれた地域で

自分らしい暮らしを続けることができるように、

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。このため介護予防・日常生活支援

総合事業の充実強化を図りながら、地域包括支援

センターや在宅介護支援センターを初め、各保健

医療福祉団体、さらには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、ともに支え合う地域づくりを進

めてまいります。 

 次に、成人保健対策における余市町健康づくり

計画の検証でありますが、本計画につきましては

平成29年度に中間評価を行い、必要に応じて見直

しを行う予定でございます。 

 また、各種がん検診、特定健康診査の受診率向

上に向けた取り組みですが、未受診者に対する受

診勧奨や広報へのチラシ折り込みのほか、女性特

有の乳がん、子宮頸がんの検診においては、一定

の検診料の無料化及び従来の集団検診に加え婦人

科医療機関での個別検診を実施し、受診率の向上

に努めます。 

 特定健康診査においては、健診項目を追加する

ことにより健診の充実と受診率の向上につなげて

まいります。 

 各種予防接種事業の実施に当たっては、その有

効性、安全性及び副反応その他予防接種に関し、

できる限り多くの情報を提供することは大変重要

でありますので、予防接種全般にわたる基礎知識

など情報の提供に努めるとともに、医師会及び医

療機関と連携を図り、安全確保に万全を期してま

いります。 

 次に、高速道路完成を見据えた市街地道路網の

整備についてでございます。高速道路のインター

が近接するＪＲ余市駅東側地区につきましては、

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、車

のスムーズな交通誘導や交差点改良など、高速道

路の開通後を見据えた市街地における渋滞解消に

ついて引き続き関係機関と協議を進めてまいりま

す。 

 また、小樽市内とのアクセスなど高速道路の利

便性を高めるためにも朝里地区のフルジャンクシ

ョン化が必要であり、今後とも関係機関と連携し

ながら強く要望を行ってまいります。 

 次に、除排雪の体制についてでございます。道

路の除排雪につきましては、例年降雪前に町内４

ブロックに分けて広く地域の方々を対象として除

排雪に係る地域懇談会を開催している中でさまざ

まなご意見をいただいており、そうした地域の意

見を伺いながら、通学路など児童生徒の安全確保

を最優先に安全、安心な道路の確保に努めている

ところでございます。 

 次に、再生可能な自然エネルギーについてでご

ざいますが、福島第一原子力発電所の事故の教訓

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活用が必要と考え

ております。本町におきましては、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、国や他の自

治体の取り組みなど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、調査研究を進めてい

るところでございます。 

 次に、余市町地域防災計画（原子力災害対策編）
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につきましては、災害対策基本法等関係法令の改

正などに伴う修正や災害対応の実効性を踏まえ、

随時見直しを行い、各区会や各関係機関に配付す

るとともに、避難所への配置、町ホームページへ

の掲載により周知を図っておりますが、今後にお

きましても区会連合会や防災関係機関と連携を図

りながら、周知に努めてまいります。 

 さらに、高齢者に対する避難対応につきまして

は、避難行動要支援者名簿を各区会や各関係機関

に提供し、情報の共有と避難態勢の整備に努めて

まいります。 

 今年度の原子力防災訓練につきましては、厳冬

期における訓練を実施する予定であるとの報告を

北海道から受けておりますが、詳細につきまして

は示されておりません。 

 また、泊原発の再稼働につきましては、福島第

一原発の事故原因の究明が進んでいない現状で

は、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、地域の防災力についてでございますが、

町民の生命を守るためには災害に強い町をつくる

ことであり、そのためには区会との連携は特に重

要なものであると認識しております。平成29年度

では新たなハザードマップを策定し、全戸配布を

行い、町民への周知を図ってまいりますが、区会

役員の高齢化や区会活動の低迷している中、各区

会の現状を把握しながら防災訓練や学習会等を開

催し、地域の防災力の構築に努めてまいります。 

 次に、６次産業化の推進についてでございます。

この間６次産業化の取り組みとして、農水産物を

活用した加工品等の開発支援やＰＲ活動を進める

とともに、ワイン産業の振興を進めてきたところ

でございます。今後におきましても、生産者や事

業者が産品の付加価値を高める６次産業化の取り

組みに支援をしてまいります。さらに、ワイン産

業の広がりを観光振興へとつなげるため、引き続

きワインツーリズムの取り組みを進めてまいりま

す。 

 次に、農業振興に係るご質問でございますが、

果樹経営支援対策事業につきましては、余市町農

業協同組合が事業主体となり、余市町果樹産地構

造改革計画に基づく奨励品種、品目への改植や園

地整備、さらには未収益期間の管理費支援を受け

ることができる制度でございます。本事業により

収益性の高い品種、品目への転換を促すものであ

り、本町においても多くの生産者が利用している

ところでございます。 

 また、人・農地プランの中心経営体に位置づけ

られた農業者は、青年就農給付金や経営体育成支

援事業などの対象者となります。青年就農給付金

は、就農の初期段階における経営の安定化に極め

て有効であり、定着率の向上につながっているも

のと考えております。 

 次に、水産振興に係るご質問についてでござい

ますが、日本海沿岸漁業が厳しさを増す中、養殖

事業への期待の高まりから、日本海漁業振興緊急

対策事業を活用し、ナマコ、カキ、ホタテの養殖

試験を行っております。また、水産加工業におき

ましては、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。 

 鮮魚並びに水産加工品の消費拡大に向けては、

消費者嗜好の変化やニーズを的確に捉えた魅力あ

る商品開発が必要でありますので、漁業者や水産

加工業者、研究機関等とも連携を図り、有効な施

策を進めてまいります。 

 次に、空き店舗対策についてでございますが、

平成23年度から余市商工会議所が実施する空き店

舗等活用支援事業に対し、建築費、改装費、賃借

料を補助しており、新たに既存店舗改修への支援

などにつきましても取り組んでまいります。 

 次に、道の駅につきましては、より魅力あるも

のにするためトイレ、売店、生産者直売所等点在

している施設を集約するとともに、地域情報の発
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信、交流拠点としての機能充実を図るため、平成

29年度において道の駅再編整備に向けた基本調査

を行います。 

 次に、「マッサン」放映後の観光振興について

でございますが、放送終了後約２年を経過し、一

段落したとはいえ、観光入り込み客は高水準で推

移している状況であり、高速道路の余市延伸も見

据え、引き続き本町の自然、歴史、文化、産業な

どの観光資源の活用、ＰＲに努め、観光振興のさ

らなる発展に取り組んでまいります。 

 次に、雇用対策についてでありますが、ハロー

ワーク小樽が主催する雇用対策推進協議会での意

見交換、新規高卒者のための就職促進会の共催の

ほか、北後志通年雇用促進支援事業協議会が行う

資格取得事業や助成事業実施のための季節労働者

の実態把握や情報提供、町が実施する雇用対策事

業の求人募集について協力いただくなど、ハロー

ワークとの連携に努め、雇用対策を進めてまいり

ます。 

 次に、自治基本条例についてでございますが、

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、条文の検討

など策定に向けた取りまとめ作業を進めるととも

に、町民向けフォーラムを開催しておりますが、

継続して策定趣旨を広く町民に周知してまいりま

す。今後においても条例制定に向け、精力的に作

業を進め、議会にもご相談をさせていただきなが

ら、早期策定に向け取り組んでまいります。 

 次に、職員の資質向上についてでありますが、

私自身町政を預かるものとしてリーダーシップを

発揮し、常に職員の先頭に立ち、町政を執行して

まいらなければならないと認識しております。ま

た、町民から信頼される公正な町政を確立するた

め、職員のコンプライアンスの徹底、研修の充実

を進めてまいります。 

 次に、広域交通体系の整備についてでございま

す。並行在来線函館小樽間の対策につきましては、

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協議がされております

が、本町としてはこれまで同様鉄路存続の立場を

もって会議に臨んでまいります。 

 また、住民生活に重要な交通手段である鉄路を

維持していくためにも、利便性の向上による利用

者の増加を図っていくことは大変重要であると考

えております。今後におきましても国や道などに

対しましては、鉄路存続に向けて積極的な役割を

果たすよう要請するとともに、ＪＲ北海道に対し

ましても余市駅の利便性向上や安全対策の確保、

各種技術開発など要望を行い、町民の重要な交通

手段である鉄路の存続を図ってまいりたいと考え

ております。 

 次に、町内の高校についてでございます。紅志

高校については募集定員を割り込む状況であり、

北星高校については閉校に係る協議が行われるな

ど、両校をめぐる現状は厳しいものがあると認識

しております。しかしながら、間口減、閉校とい

う事態は、子供たちの学びの場の喪失だけでなく、

地域社会の衰退にもつながりかねない非常に大き

な問題であります。町広報紙での紅志高校に関す

る特集記事の掲載、北星高校入学相談会への参加

など、これまでも両校への支援を行ってまいりま

した。今後におきましても町としてどのような対

策が可能か両校、教育委員会と連携をとりながら、

町として可能な限りの支援を行ってまいります。 

 以上で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、４番、

岸本議員の教育に関するご質問に答弁申し上げま

す。 

 １点目の学校教育についてでございますが、子

供たちは子どもの権利条約に基づく４つの権利を

有しているとの認識をしております。この条約に
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つきましては、子供の基本的人権を保障するもの

であり、生きる権利、守られる権利、参加する権

利、さらには育つ権利があり、子供たちは教育を

受ける権利を持っているというものであります。 

 ご質問の過度な点数学力を競い合うことについ

ては、子供が自分らしく成長するという点におい

て望ましくないとの認識をしております。しかし、

学校においては、子供たちが将来自立していくた

めに必要な基礎学力を一人一人の子供たちに身に

つけさせる取り組みを着実に行うことも重要であ

ると考えております。学力テスト等につきまして

は、過度な点数学力を競うものではなく、現場の

教師が児童生徒一人一人の学習上の課題を探り、

学習への取り組みを工夫することにより、子供た

ちの学習意欲の向上や学校での指導に役立たせる

ものであると考えております。 

 ２点目の子供の貧困問題に関してですが、議員

ご指摘のとおり、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おります。また、

教育基本法に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など、家庭教育

を支援するために必要な施策を国や地方公共団体

が講じるよう努めなければならないとされており

ます。教育委員会といたしましても、子供たちの

教育機会の均等を確保することを念頭に独自対策

も取り入れながら、保護者の負担軽減に対する取

り組みを行うため、引き続き教育予算の確保に努

めてまいりたいと考えております。 

 ３点目の各学校における避難訓練についてお答

えいたします。各学校では防災計画を作成し、火

災などの災害時に備え、安全教育の一環として毎

年避難訓練を実施し、火災発生時における避難方

法などの指導のほか津波を想定した避難訓練や、

一部の中学校では原子力災害を想定し、北海道危

機対策指導員を講師に迎え、災害図上訓練や北海

道版避難所運営訓練なども実施し、児童生徒の安

全確保に向けた取り組みを進めているところであ

ります。今後におきましても東日本大震災の教訓

を踏まえ、避難訓練や防災教育の充実とあわせ、

さまざまな災害を想定し、子供たちの安全確保に

努めてまいりたいと考えております。 

 ５点目の本町の社会教育の環境整備向上につい

てですが、生涯教育は自分自身や生活を充実させ、

学んだことを生かして活力ある地域や社会をつく

るなど、個人のためにも社会のためにも大切なも

のです。そのために中央公民館における文化祭、

公募美術展、女性学級、寿大学、文化教室等の事

業を、図書館では感想文コンクール、おはなし会、

工作教室等を、博物館や文化財施設では特別展、

企画展、歴史ウオーク、歴史探訪講座等を、スポ

ーツでは各種大会、生涯、健康スポーツ教室等の

さまざまな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が活動しており、

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、町

民の皆様が自発的に必要に応じて自分に適した手

段と方法を選んで、生涯を通じて行うことができ

る学習内容の充実を図ってまいります。さらに、

その成果を教室や講座の講師として学校や図書

館、文化財施設におけるボランティア活動として

地域社会に貢献することで生きがいづくりの一助

となるよう各種関係団体と連携しながら、社会教

育の環境整備向上に努めてまいりたいと考えてお

ります。 

 以上でよいち未来代表、４番、岸本議員の教育

行政に対するご質問の答弁といたします。 

〇議長（中井寿夫君） よいち未来代表、岸本議

員の発言が終わりました。 

 暫時休憩します。 

休憩 午後 ２時０５分 
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再開 午後 ２時２０分 

〇議長（中井寿夫君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 代表質問を続行します。 

 発言順位５番、公明党代表、議席番号10番、野

崎議員の発言を許します。 

〇10番（野崎奎一君） 平成29年余市町議会第１

回定例会に当たり、平成29年度余市町町政執行方

針並びに余市町教育行政執行方針に対し、公明党

を代表し、要望意見書を踏まえ、町長、教育長に

質問してまいりますので、答弁のほどよろしくお

願いいたします。 

 町政執行方針についてお伺いいたします。住み

よく安心して暮らせるまちづくりを中心に質問を

申し上げます。地域福祉、高齢者福祉に関する施

策についてお伺いいたします。要支援者や軽度の

要介護者が住みなれた地域で暮らすために、地域

包括ケアシステムの構築に向けたさらなる取り組

みが重要とされております。地域住民がボランテ

ィアの力を活用したサービスを提供する姿勢が自

治体に求められておりますが、どのように進めよ

うと考えておられるのかお伺いいたします。 

 また、ボランティア活用によるポイント制度の

導入について28年度には考えるとの答弁をいただ

いておりますが、事業に向けての作業は進んでい

るのか見解をお伺いいたします。 

 次に、保健に関する施策についてお伺いいたし

ます。母子保健対策で、出産後の母親が育児への

不安や重圧などによって精神的に不安定になる産

後鬱は、新生児への虐待を招くおそれもあること

から、母体の回復や授乳の状況、精神状態を把握

して、適切な対応を行うことが重要とされており

ますが、産後ケアの取り組みについてお伺いいた

します。 

 次に、交通安全に関する施策についてお伺いい

たします。高齢者を対象とした自動車運転免許証

の自主返納は、運転手の自主性を尊重する制度で

すが、身分証のかわりに所持する人も多く、提示

するとバスやタクシー料金の割引や購入した商品

の無料配送サービスなど特典が受けられる地域も

ありますが、本町では助成制度に取り組むとあり

ますが、具体的にどのように取り組もうとされて

いるのか見解をお伺いいたします。 

 次に、国民年金に関する施策についてお伺いい

たします。公明党の推進により、昨年11月に成立

した無年金者救済法により、公的年金の受給資格

を得るために必要な加入期間がことし８月以降

25年から10年に短縮されました。この対象者は、

全国で約64万人ともされております。実際に年金

を受け取るには請求手続を行う必要があり、年金

請求書については日本年金機構が順次対象者に送

付するとあります。加入経歴が全て国民年金の人

は、市区町村の担当窓口で手続ができるとされて

おりますが、今後対象者への丁重な説明と混雑を

避けるための対応についてどのように考えておら

れるのか見解をお伺いいたします。 

 次に、地域公共交通の活性化と再生に関する施

策についてお伺いいたします。高齢者の免許返納

者や交通弱者の移動手段の確保は、今後重要な課

題と言われておりますが、具体的な協議検討とあ

りますが、目的を持って進めるべきと考えますが、

見解をお伺いいたします。 

 次に、防災に関する施策についてお伺いいたし

ます。近年台風による土砂災害が各地で起きてい

ます。地域における防災力の強化に努めるとあり

ますが、町民の生命と財産を守る行政の大きな役

割として、具体的にどのようなことを考えている

のか見解をお伺いいたします。 

 また、安心、安全な避難所についても、近くに

避難所のない町民に対しての対応と周知について

の考えをお伺いいたします。 

 多様な資源と人的パワーを生かした元気なまち

づくりについてお伺いいたします。農業に関する

施策についてお伺いいたします。多様な新規就農
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者の確保と手厚いサポートを支援するために、ど

のようなことを考えておられるのかお伺いいたし

ます。また、品質の保証、ブランド化に努めると

ともに、地域内競争にも勝ち抜いていく必要性が

あると思いますが、見解をお伺いいたします。 

 次に、漁業に関する施策についてお伺いいたし

ます。漁業を取り巻く環境は厳しく、漁獲量も天

候に左右されることから減少しており、養殖事業

の支援は重要であります。収入の増加や安定に向

けてのより有効な対策が求められますが、具体的

な取り組みについてお伺いいたします。 

 次に、観光に関する施策についてお伺いいたし

ます。ドライブ観光の拠点である道の駅は、観光

客に対して最高の宣伝ができる場所であると考え

ます。道の駅の再編整備に向けた取り組みとあり

ますが、どのように進めていかれるのか具体的な

考えをお伺いいたします。 

 次に、人口減少問題に関する施策についてであ

ります。平成27年度に策定した余市町まち・ひと

・しごと創生総合戦略に基づき、定住につながる

支援策をどのように考えておられるのかお伺いし

ます。 

 また、地方に移り住んで地域活性化に取り組む

地域おこし協力隊が急速に拡大しておりますが、

隊員の定住促進に今から手を打つことは、必ず将

来のまちづくりにつながると言われております。

本町では、この制度の活用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。 

 特別会計についてお伺いいたします。介護保険

特別会計についてお伺いいたします。国の新オレ

ンジプランに掲げられた７つの柱に基づき、認知

症初期集中支援チームの業務が着実に進められる

と思いますが、要支援の人向けのサービスの一部

を介護保険による全国一律の運営からことし４月

には全市区町村が介護予防・日常生活支援総合事

業に移行することになっております。総合事業は、

住民が住みなれた地域で安心して暮らせる地域包

括ケアシステムの一角を担う制度であり、円滑な

移行が欠かせません。地域包括や本町の担当課に

おいては、先行実施する自治体の実例を学び、住

民にとって納得できるサービスが提供できるよう

に取り組むべきであると考えますが、見解をお伺

いいたします。 

 教育行政執行方針についてお伺いいたします。

特別支援教育支援員についてお伺いいたします。

発達障害のある児童生徒が別室に集まり、授業を

受ける通級指導について近年児童数が増加傾向に

あることから、適切な教育が受けづらくなってい

る状況が全国に広がっておりました。国では、こ

うした状況を受け、誰もが教育を受けられる環境

を目指す一環として、教師の人材不足を解消する

ため教職員数が児童生徒数で自動的に決まる基礎

定数化を盛り込みました。今後加配についての取

り組みを教育長としてどう進めていかれるのか見

解をお伺いいたします。 

 また、通級を卒業された子供たちが困らないよ

うに中学校にも通級指導教室を設置していくべき

と考えますが、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、10番、野崎 

議員のご質問に答弁申し上げます。 

 初めに、地域包括ケアシステムの構築に向けた

ボランティアの力を活用したサービスの提供につ

いてでございます。地域包括ケアシステムの構築

に向けては、生活支援、介護予防の重要性が掲げ

られておりますが、それには地域資源の有効活用

と新たな資源の開発が必要であることから、地域

や関係機関とのネットワークやボランティアの養

成などが重要な課題となっております。ボランテ

ィアによる生活支援や移動支援について独自の取

り組みを行っている自治体がありますことから、

本町の地域の特性に応じたボランティア活動のあ

り方について調査研究を進めるとともに、多職種

協働による地域ケア会議等で協議しながら、ボラ
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ンティアの力を活用したサービスの取り組みにつ

いて検討してまいります。 

 次に、ボランティア活用によるポイント制度に

ついてでございます。ボランティア活用によるポ

イント制度は、高齢者が介護支援ボランティア活

動を通して地域貢献することを積極的に奨励し、

社会参加を通じた介護予防を推進するとともに、

要支援、要介護高齢者等に対する主体的な地域支

援活動を育成、支援するための有効な施策の一つ

であると認識しております。現在ポイント制度を

既に導入済みの市町村より関係情報を収集し、ボ

ランティア活動についてアンケートを行うなど実

施に向けた作業をしており、実施主体を予定して

おります事業所とさらに協議を進め、平成29年度

事業化に向けて取り組みを進めてまいります。 

 次に、産後ケアの取り組みでありますが、精神

的にも身体的にも負担がかかりやすい産後の早い

時期に保健師や助産師がかかわることは、疾病の

早期発見だけではなく、育児不安の軽減や虐待予

防に大変重要であると考えており、産後の母子に

おける健康等の確認と適切な支援を行うため、平

成15年度より全戸訪問を実施しております。また、

産後ケアは、妊婦期からのかかわりが大切と考え、

今後におきましても切れ目のない妊産婦支援の充

実に努めてまいります。 

 次に、自動車運転免許証の自主返納への助成制

度についてですが、全国的に高齢ドライバーの重

大事故が相次いでいることから、高齢ドライバー

が運転免許証を有効期限内に自主返納し、運転経

歴証明書の交付を申請した場合に、その交付手数

料分について助成を行ってまいります。 

 次に、年金の受給資格拡大に伴う窓口等での対

応についてでございますが、現在年金の受給資格

期間の短縮に係る年金請求の事前受け付けが開始

され、日本年金機構から受給権が発生した方への

申請用紙が７月上旬までの間に年齢ごとに送付さ

れる予定となっております。今後問い合わせや申

請が増加するものと思われますので、窓口でのわ

かりやすい説明とスムーズな対応に努めるととも

に、町広報などで周知を図ってまいります。 

 次に、地域公共交通の活性化と再生に関する施

策についてでございます。近年の高齢化社会の急

速な進行や免許証の返納等により買い物や通院等

において移動手段を持たない方など、いわゆる交

通弱者の方々の移動手段である地域公共交通の確

保、充実を図ることは、地域における重要な課題

であると認識しております。本町におきましては、

これまで国の制度を活用したコミュニティバスや

デマンドバスの実証実験など公共交通に関する取

り組みの先行事例の調査を行い、今後の地域公共

交通のあり方について検討を行ってまいりました

が、平成29年度におきましては（仮称）余市町地

域公共交通活性化協議会を設置し、地域公共交通

網形成計画の策定を視野に入れ、全町的な地域交

通体系のあり方や本町における公共的交通の確

保、充実に向けた交通政策等について具体的な協

議検討を進めてまいります。 

 次に、防災に関する施策についてでございます

が、近年全国各地で大雨による大規模な土砂災害

が発生しており、土砂災害警戒区域等における土

砂災害防止対策の推進に関する法律に基づき、北

海道において土砂災害の発生により被害が予想さ

れる区域内の居住者や土地所有者を対象とした説

明会を開催し、順次土砂災害警戒区域としての指

定を進めているところでございますが、説明会の

際には本町としての避難支援体制について説明す

るとともに、指定地域ごとの土砂災害ハザードマ

ップを配付し、避難経路及び避難所等について周

知を図っているところでございます。平成29年度

では新たな余市町のハザードマップを策定し、町

民へ全戸配布するとともに、土砂災害を初め自然

災害での町としての対応や避難所等について区会

や関係機関と連携を図りながら、防災訓練や学習

会等を開催し、広く町民への周知を図ってまいり
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ます。 

 次に、農業に関する施策についてでございます

が、本町において新規就農をされた件数は過去

10年間で53件となっており、本町で就農を希望す

る方の相談も多数寄せられているところでござい

ます。新規就農された方のサポート、さらには就

農を希望する方のコーディネート等が今後ますま

す重要となっています。現在本町では、新規就農

活動支援センターを組織し、就農に向けた相談や

コーディネート、さらには就農後の技術支援等を

行っているところでございますが、新規就農者か

らの要望などをお伺いしながら支援をしてまいり

ます。 

 また、産地間競争に勝ち抜いていくためには、

生産物の高品質化やブランド化を進めていくこと

が重要であります。産地としてのブランド力を高

めるためには、量と質のどちらも重要な要素であ

りますので、生産基盤の強化に向け、引き続き支

援を行います。 

 次に、漁業に関する施策についてでございます

が、日本海沿岸は資源の減少や来遊魚の不振もあ

って漁業生産は低迷しており、加えていそ焼けの

進行や海獣被害などによる漁業被害の拡大、漁業

者の減少など漁業経営は厳しさを増しておりま

す。そうした中、養殖事業への期待の高まりから

日本海漁業振興緊急対策事業を活用し、ナマコや

カキ、ホタテの養殖試験を継続して実施いたしま

す。 

 次に、観光に関する施策についてでございます

が、本町の道の駅スペース・アップルよいちは、

平成10年４月に道内49番目の道の駅として登録さ

れ、これまで多くの方々に利用されてきました。

しかし、近年本町の道の駅については、売店やト

イレなどが分散して設置されていることから、利

用者にわかりづらいなどの意見が寄せられてお

り、このような状況から平成27年度から余市町道

の駅振興協議会構成団体の実務者等によるワーキ

ンググループを設置し、小樽商科大学の協力も得

ながら、今後の道の駅のあり方などについて意見

交換や議論をいただいているところであり、平成

29年度において現状施設の再編のための基本調査

を実施してまいります。 

 次に、人口減少問題に関する施策についてでご

ざいます。現在移住、定住に係る支援策といたし

ましては、本町への移住、定住を目的に土地、住

宅の取得を希望される方への住宅取得等支援補助

制度、新規就農希望者への農業研修制度などがご

ざいます。今後におきましても移住相談ワンスト

ップ窓口の一層の機能充実など、余市町まち・ひ

と・しごと創生総合戦略の基本目標であります余

市町に住みたいという希望をかなえ、人の流れを

つくるの推進に向けた取り組みを進めてまいりま

す。 

 また、地域おこし協力隊について現在本町にお

いて制度活用はしておりませんが、協力隊を導入

した自治体から多数の事例が報告されており、こ

うした自治体の先進事例を参照しながら、今後の

制度活用について検討してまいります。 

 次に、介護予防・日常生活支援総合事業につい

てでございます。本町では、平成28年３月より介

護保険サービスの一部を介護予防・日常生活支援

総合事業に移行しておりますが、これまで予防給

付として行われてきた通所型サービス及び訪問型

サービスについて移行前と同様の水準により実施

しております。介護予防・日常生活支援総合事業

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の提供が可能となったこ

とから、必要とされる町独自のサービスの提供に

向け、他自治体の先進事例の調査研究を進めなが

ら、より一層関係機関、団体等と連携し、予防給

付の多様化やサービスの充実強化を図るととも

に、地域包括ケアシステムの構築に努めてまいり

ます。 

 以上、公明党の代表質問に対する答弁といたし



－161－ 

ます。 

 なお、教育関係の質問につきましては教育長よ

り答弁を申し上げます。 

〇教育長（中村寿仁君） 公明党代表、10番、野

崎議員の教育に関するご質問に答弁申し上げま

す。 

 最初に、加配についての取り組みについてでご

ざいますが、議員のご質問にありますように、近

年通級指導教室に通う児童が本町におきましても

増加している状況でございます。現在沢町小学校

には、仁木町、赤井川村、余市町の児童を対象と

した通級指導教室を設置し、現時点で担当教員２

名体制で指導を行っているところでありますが、

対象児童の増加に伴い児童一人一人における指導

時間を調整しながら指導している状況で、今後に

おきましてもさらに児童数がふえることが予想さ

れるところであります。このため昨年12月に３町

村の教育長で後志教育局に対し現状を説明し、教

職員の増員について要望活動を行っております。

議員ご指摘のとおり、国の制度改正により児童数

に対しての教員数の基礎定数化が盛り込まれまし

たが、教育委員会といたしましては通級指導教室

の厳しい指導環境の改善と教職員増員に向け、引

き続き北海道教育委員会に対し要望してまいりま

す。 

 次に、中学校への通級指導教室の設置について

でございますが、現在後志管内では小樽市の中学

校１校で通級指導教室が開設されております。北

海道教育委員会におきましても中学校での通級指

導教室の設置について検討しているとのことであ

り、さらに沢町小学校の通級指導教室に通う児童

の保護者からも設置に関する要望があると聞いて

おります。本町で中学校へ通級指導教室を開設す

るためには、予算等の関係も含めて赤井川村教育

委員会や仁木町教育委員会との協議が必要であ

り、設置の必要性とその可能性を含めて、今後３

町村教育委員会で協議検討してまいります。 

 以上、公明党代表、10番、野崎議員の教育行政

に関するご質問の答弁といたします。 

〇議長（中井寿夫君） 公明党代表、野崎議員の

発言が終わりました。 

 以上をもちまして平成29年度の余市町各会計予

算と町政執行方針並びに教育行政執行方針に対し

ます代表質問を終結いたします。 

〇議長（中井寿夫君） ただいま審議中の議案第

１号ないし議案第６号までの議案６件について

は、さきに議会運営委員会委員長から報告のとお

り、議長を除く議員17名をもって構成する平成

29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29年度余市町各会計予算特別委員会を設

置し、付託の上、審査、調査することに決しまし

た。 

 なお、本日の会議終了次第、301、302号会議室

において本特別委員会を開催いたしますので、ご

参集願います。 

〇議長（中井寿夫君） お諮りいたします。 

 会議規則第９条第１項及び第２項の規定に基づ

き、14日から23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、14日から23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
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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、24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４７分 
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