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〇議 事 日 程            

  第 １ 一般質問             

  第 ２ 議案第 ６号 余市町自治基本条例 

      案                

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４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、15日に引き続

き一般質問を行います。 

 順次発言を許します。 

 発言順位９番、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29年第４回定例会

におきまして、さきに通告いたしました一般質問

１件について質問をいたします。答弁のほどよろ

しくお願いをいたします。 

 件名、農業の担い手不足について。有効求人倍

率がバブル期を超える高水準となる中、農業の生

産現場でも人手不足が深刻化しています。少子化

や高齢化の進展により全産業の人手不足は右肩上

がりで、中でも農業は全体の数字を上回る状況と

なっております。農水省は、2016年度から産地に

おいて労働力の募集、派遣を一体的に行う仕組み

や農業サービス事業体、援農隊による労働力の提

供を円滑に行う仕組みの構築に支援をするという

農業労働力最適活用支援総合対策を開始いたしま

した。しかし、今後の人口減少を見据えると、抜

本的解決策を見つけるのは難しいという声もあり

ます。本町の現状はどうなのか、以下お伺いをい

たします。 

 農業の生産現場における高齢化、人口減少に伴

う課題についてどう捉えておられるのか。本町の

担い手不足の現状はどうなのかお聞きいたしま

す。 

 外国人労働力の現状、活用についての見解をお

伺いいたします。 

 多様な農業人材、労働力の確保、育成、定着に

ついて今後を見据えた支援体制を構築しなければ

ならないと考えますが、見解をお伺いいたします。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

〇町長（嶋  保君） ５番、土屋議員のご質問

に答弁申し上げます。 

 我が国の農業者人口は、農林水産省の調査では

2015年で209万人と５年前より２割減少し、平均年

齢も５年前より0.5歳上がり、66.3歳となっている

ところでございます。本町におきましても農業者

人口は減少し続けており、本町の基幹産業である

農業を守るためにも大変重要な課題であると認識

をしているところでございます。 

 ご質問の１点目、農業の生産現場における高齢

化、人口減少に伴う課題についてでございますが、

農業センサスによれば本町の農業者人口は2015年

で818人であり、５年前より１割減少しているとこ

ろであります。高齢化も進んでおり、60歳以上の

方が６割を占めるに至っております。そのため町

といたしましては、関係者や関係機関のご協力を

いただき、新規就農者獲得の取り組みを進めてお

り、この５年間で32件の新規就農を受け入れてい

るところでございますが、農業をやめられる方の
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数を埋めるには至っていないのが現状でございま

す。労働力不足対策として、共同選果の導入によ

る省力化や生産現場における効率化の推進、さら

にはパート労働者の雇用により対応しております

が、恒常的な人手不足に陥っている生産者も多い

と伺っております。 

 ご質問の２点目、外国人労働力の現状、活用に

ついてでございますが、町内の幾つかの農業者が

外国人労働者を雇用していることは承知している

ところでございます。国内の農業労働力が恒常的

に不足している状況にある中においては、労働力

を確保する手法の一つであると考えております。 

 ご質問の３点目、多様な農業人材、労働力の確

保、育成、定着について今後を見据えた支援体制

を構築することについてでございますが、１つに

はこの間も進めております新規就農者の受け入れ

から定着までの支援を引き続き進めることが大切

であると考えております。また、新たな労働力を

確保するため、現在後志総合振興局の提唱で事業

が進められております国際リゾートを核としたし

りべし「人と仕事のベストミックス」加速化事業

により、冬期間ニセコ地域のリゾート関連企業で

働き、春になると首都圏等に戻る若者に農業関係

の仕事を紹介するマッチング事業や、国の事業で

あります農業労働力最適活用支援総合対策事業の

活用例なども参考にしながら、本町としての取り

組みについて調査研究をしてまいります。 

〇５番（土屋美奈子君） 再質問をさせていただ

きます。 

 町長の答弁にございましたように2015年度、平

成27年には207万人、10年前と比べて38％の減少と

いうことでございます。これは、日本全体でとて

も減っていっている。それは、高齢化があって、

そして農業という特質もあるのかもしれないけれ

ども、ほかの産業より減少率が大きいということ

です。 

 本町の状況をお聞きしました。５年前と比べて

１割の減少、そして新規就農はふえているのだけ

れども、やめるほうが多くなっているという状況

ということをお聞きしました。これは、まだまだ

これから進んでいくのかなというふうに思ってお

ります。このままでは、産地自体がなくなってし

まうのではという危機感を抱いている自治体もご

ざいました、調べた中には。私が調べた中にはあ

りました。本町もそこまではいかないのかもしれ

ないけれども、手だてはもう打っていかなくては

いけないのかなというふうに考えております。 

 今ご答弁にございましたリゾート地との人と仕

事のベストミックス何たら、マッチングプラン、

これも連携をしっかりしなければいけないのかな

というふうに思っております。今現在どうなので

しょう。これは、本町には機能しているというか、

入ってきている人はいるのだろうか。例えばニセ

コとか倶知安とかそういったところでインストラ

クターをしたり、冬のお仕事がある方たちをどう

やって本町に持ってくるのかなという課題という

のもあると思うのです。近隣には農業をやってい

るほかの自治体もたくさんあるわけだから、そし

て通うとなったら大変だろうし、どうやって受け

入れていくのかな。そういう課題はどのくらいあ

って、そしてそれを解決する、クリアする手段と

してはどんなことがあるのかなと、そういう検討

もしていかなければならないのかな、そういうふ

うに思います。本町の状況も調査しなければいけ

ないのかな。例えば人手が要るときはいつなのだ

ろうか。苗を植えるときなのだろうか、ハウスを

建てるときなのだろうか、それとも収穫期なのだ

ろうか。どこが一番人手が足りていないのかな。

野菜もあるし、果樹もあるし、それぞれ労働力が

必要な時期って違うと思うのです。だから、そう

いった調査もして、そしてマッチングプランを進

めていくという作業に入らなければいけないのか

なというふうに思っているのです。そういったこ

とを一律にする。先ほど答弁にありました国の労
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働力最適活用支援総合対策事業、これは国が２年

前から始めました。補助率２分の１なのだけれど

も、国も危機感を抱いていると思うのです。この

ままでは大変だというふうに思っていると思う。

こういった使える国の補助制度なんかも使いなが

ら、本町だけではなくてＪＡとも一緒になって、

関係機関とも一緒になって、総合的な窓口を検討

していくということで再度どうお考えかという答

弁をというか、再度の考え方を聞いておきたいな

というふうに思います。 

 それと、外国人労働力です。これもこれまで言

葉の壁だったり、習慣の違いだったり、さまざま

なトラブルもあったやに聞いております。しかし、

今後を見据えたら、やっぱり足りないところには

必要なのかなというふうにも思っています。管理

団体がしっかりしていればいいのだけれども、管

理団体自体が問題があるというところが多いか

ら、その見きわめも大変難しいのかなというふう

に思っております。ただ、外国人労働力、研修生

以外にもニセコ方面には外国から移住してきたと

いう人たちもいると思うのです。そういう方たち

は労働力となり得るのでしょうか。そういう調査

なんかもされたらどうなのかな、そこも視野に入

れるべきではないのかなというふうに思いますの

で、見解をお聞きしたいと思います。 

 それと、新規就農の答弁がございました。新規

就農の大きな力になっている今現在ある農業次世

代人材育成投資事業、150万円を就農できるまで年

間、５年間ですか、５年間150万円、それをもらい

ながら農業を学んで、そして自立するまでの支援

をするという制度があるのですけれども、これが

あと４年間、平成24年から平成33年までの事業と

なっているのです。先日国会の予算委員会見てい

ましたら、この年間150万円というのがとても大き

いという質問をされていた議員さんがおりまし

た。そして、ほかの産業と比べても手厚過ぎると

いうことをしゃべっていたのですけれども、国の

ほうの答弁としてはこの需要がとても多いと、大

きいと。全国の全ての都道府県から33年で終わる

のではなくて、延長してほしいという要請が上が

っているということでした。だから、その日本中

の状況を考えて判断をするというような答弁をさ

れていたのですけれども、こういうことにはやっ

ぱり声を上げていかないと、うちにもきっとこれ

は大きな有効な手段の一つというか、新規就農し

ようとされる方の力になっているのではないのか

なというふうに思うのです。だから、やっぱりこ

ういうところは国にも声を上げて、たくさん声が

上がったら延長される可能性もあると考えるので

すけれども、そこについてのご答弁、見解もお伺

いをしたいと思います。 

 以上、お願いをいたします。 

〇町長（嶋  保君） ５番、土屋議員の再度の

ご質問に答弁をさせていただきます。 

 本当に他産業から見ても農業従事者の農業人

口、この減少率というのは非常に大きいというふ

うに認識しております。そしてまた、工場生産で

なくて日本全体の食を担っていくと、食料自給率

の問題等もございます。そういった中では、非常

に憂慮すべき事態になっているなというふうに思

っているところでございます。 

 それでまず、ベストマッチングプランのところ

のご質問ございました。これは、余市町について

は該当というか、実績はございません。これは、

まだまだ後志全体でも20名ほどという中で、これ

は日本人、そしてまた外国人も含まれていますが、

リゾートでスキー場等で働いたときに、その後と

いうのはホテルだとかそちらのほうに流れていく

部分が多いというふうにも伺ってございます。し

かし、農業でも全体でも実績がないわけではござ

いませんので、後志でも20名のうちは農業も５名

ほどというふうに伺ってございますので、それら

余市町における先ほど議員おっしゃいましたよう

に施設の問題、そしてまた窓口の問題等を含めて、
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地道な取り組みをしていかなければならないとい

うふうに思っているところでございます。 

 それと、総合的な窓口というお話もございまし

た。これは、昔といいますか、当初は窓口がある

程度１つ、２つという形の中でやっていましたが、

仲介業者さんみたいな形のいろいろトラブル等も

あったようにも伺ってございまして、今は農家個

々で自分で外国で話をまとめてくるという中で、

今そういった中では系統立った窓口というものは

ないような状況でございます。 

 先日も政党の移動政調会等あったのですけれど

も、その中でも仁木のほうからも特区等を含めて

何とか年数の問題だとか研修の問題だとか、その

あたり実際問題なるべく現場で使いやすいと言っ

たらおかしいのですけれども、そういったような

ものもやっていかなければならないなというお話

もされておりましたので、私どもも農協から直に

は外国人問題というのは個々に対応しているよう

で、農協的にはやっていないと思うのですけれど

も、そのあたり含めて個々だけの問題ではなくて、

どこまで行政なり、農協、ＪＡが入っていけるか

は別にして、情報提供なり、情報収集なり、そし

てまたできれば一つの固まりの中で入ってくれ

ば、そしてまたできれば特区的なものがなってく

れればいいなというふうに思ってございまして、

そのあたりは若干私どもも個々に任せている部分

というのがほとんどでございましたけれども、そ

のあたり現状どうなっているのだという部分、現

状20件ほどというような町内の状況も伺っていま

すけれども、そのあたり含めてしっかりとした調

査も必要だというふうに考えているところでござ

います。 

 それと、新規就農の関係、これはおっしゃると

おり、私が昔農林課勤務、昭和62年ころのときは

ほとんどこういったものはありませんでした。で

すからまず、農業委員会勤務のときもそうでした

けれども、貯金あるのかなとかそういう中で、果

樹の場合だったら何年かないから、そしてまたア

ルバイト行く気持ちはあるのかとか、そういった

ところから入っていたのですけれども、そういっ

た中で国の助成等を含めて非常に充実はしてきて

いるなというふうに思っていますし、そしてまた

畑作等と違って果樹という部分もございますの

で、作付体系変えたら新たに植栽等を含めて無収

入の期間も発生することも多々ありますので、そ

ういった中ではこの延長という部分につきまして

は国のほうにもしっかり求めていきたいというふ

うに思っておりますので、ご理解を賜りたいと存

じます。 

〇５番（土屋美奈子君） ご答弁いただきました。

今労働力を確保するために町内の農家さん、経営

者さん、高齢化も進んでいるのだけれども、とて

も苦労しているという状況だと思います。繁忙期

の短期間のアルバイト、パート、ここを見つける

のも非常に苦しい、見つからないという状況が多

数あるのではないのかなというふうに感じていま

す。人が足りなくて、例えばシルバーに電話をし

て頼んでみる。でも、シルバーにもそれほどたく

さん農家に働きに来れるくらいの元気な方がいる

わけではない。労働力をどこにお願いしたらいい

のかなという状況があるのかなと思います。職安

に出してみた。そうしたら、職安から人が来たけ

れども、北海道外から来たというところもあった

のです。そうしたら、部屋も借りてやらなければ

いけない。そうしたら、テレビも要るだろう。冷

蔵庫も要るだろう。そうやって農家さん個人で用

意をして人を確保しようとしているのだけれど

も、１週間くらいしたらどろんといなくなってし

まったとか、今すごくみんなが苦労している状況

を見ていると、やっぱりここは本町の農業という

ものを考えたときにしっかりとした相談できると

ころ、ワンストップで全て労働力に関して一緒に

考えていけるところ、そしてニセコとのマッチン

グプランもしっかり進めていけるところ、本町だ
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けではなくて先ほど言ったように農家さんだと

か、農家さんも含めてだけれども、ＪＡだとか、

６次的なものだとか、そういった方たちが入って

みんなで策を練ってみる。そのためにかかった経

費というのは、国は２分の１出しますよというこ

とだから、再度町内の本当に大変な状況というの

を理解していただいて、しっかり検討というか、

もうやらなくてはだめなのかなというふうに私は

感じているのですけれども、再度見解をお願いし

たいなというふうに思います。 

 先ほどありました外国人労働力の問題も、これ

は私の持っている最近の資料なのですけれども、

農業労働力支援協議会というのが２年前に立ち上

がっていて、これは農協のＪＡの全日本とかそう

いういろいろな団体が入ってつくった中央のほう

の協議会なのだけれども、そこでもやはり外国人

労働力の問題は国の制度の問題であるというふう

にここには書かれているのです。しっかりと使い

やすい、これからなしではいけないのです、日本

はということも書かれている。そして、制度の改

正だとかいろいろなトラブルの問題、こういうこ

とがないように解決をしていただきたいという提

言を国に上げているのだけれども、やっぱり本町

としても何かのアクションを起こすというか、そ

ういう仕組みをしっかりと、これは国の制度です

よね、外国人研修生というのは。だから、そうい

ったところにもちゃんと状況を伝えるというか、

声を上げていかなければいけないのかなというふ

うにも思いますけれども、再度見解をお願いいた

します。 

〇町長（嶋  保君） ５番、土屋議員の再度の

ご質問に答弁を申し上げます。 

 余市町は、果樹であり、施設野菜という中でこ

の労働力という部分、機械化なり、大規模化とい

う部分が限られてくる部分ございますので、本当

にこの労働力不足というのは死活問題になってく

ると。これは、畑作であれば機械等で省力化がで

きてくる部分でありまして、それほどの大きな話

になってこないとは思うのですけれども、果樹で

あり、施設野菜であればこの労働力不足というの

は本当に重要な問題でございます。 

 １問目の答弁でも申し上げました。そういった

中ではトマトの共同選果機、さらにはリンゴの選

果機等も購入してございますので、そういった中

であそこに結集していただければ、いろいろな中

での労働力不足を補って、そしてまた選果だとか

の部分を栽培のほうに振り向ける等の部分ござい

ますが、なかなかトマトにしても100％になってい

かないという部分もございます。そういった中で、

そういった部分もあわせて手をつけていかなけれ

ばならないと。そういった中では、おっしゃるよ

うにマッチングプランの積極的な活用と。制度あ

るので、これは何とか活用できないかという部分

もう一度掘り起こしをしてみたいと思いますし、

それについてはＪＡ等との協議もまた必要になっ

てくるというふうに思ってございます。今個々の

農家がそれぞれやっているという部分を何とか行

政、ＪＡがある程度情報提供、情報の共有等もし

ていかなければならないというふうに思っている

ところでございます。 

 また、シルバー人材のお話もいただきました。

確かに現場の話を聞くと、作業的にも高所の作業

だとかいろいろな中での部分、重労働の部分だと

か限られてくるようでもございますので、そうい

った中でもこれらの労働力の確保というのは非常

に重要になってきますし、国の農業労働力最適活

用支援総合対策事業、この部分につきましても非

常に興味深い部分はあるのですけれども、冬期間

の問題等もあるので、北海道で可能かどうかとい

う部分もそのあたりも研究しなければならない部

分があるというふうに思っているところでござい

ます。そういった中では、外国人労働者の部分と

いうのは余市町の農業の、農業だけではなくて水

産加工、そして漁業はもう来年からですか、エビ
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かごにも外国人労働力が入ってくるということに

なっていますので、労働力確保という中では外国

人の労働力確保というのは避けて通れない部分だ

なというふうに認識してございますので、行政も

そのあたりの情報収集と、また他の関係機関、団

体に対する呼びかけ等もしっかり対応していきた

いというふうに思っております。 

〇議長（中井寿夫君） 土屋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２５分 

再開 午前１０時３５分 

〇議長（中井寿夫君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 一般質問を続行します。 

 発言順位10番、議席番号17番、茅根議員の発言

を許します。 

〇17番（茅根英昭君） 平成29年余市町議会第４

回定例会においてさきに通告いたしました一般質

問に対しまして、町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。 

 件名、余市町のデスティネーションマーケティ

ングについて。余市町の観光入り込み客数は、平

成27年度において過去最高の159万人を記録し、

「マッサン」ブームの影響等による関係と推測さ

れます。平成28年度は128万人、平成29年度は前年

を下回る傾向にあります。過去にさかのぼります

と、平成25年度までは年間80万人前後とあります。

余市町の観光振興計画（素案）では、平成34年度

の観光入り込み客数の目標については160万人に

設定し、その達成に向けて余市町の魅力を発掘、

発信しますとあります。また、観光客の内訳とし

ては、日帰り客の割合が依然として９割以上を占

めており、割合は５月から11月まで約77％で、平

成28年度においては全体入り込み客数の51％をニ

ッカウヰスキー余市蒸留所が占めております。 

 １、そこで、余市でもデスティネーションマー

ケティング（旅行目的地を商品として捉え、最大

の経済効果を上げるために消費者のニーズを満た

そうとする誘客活動）を活用し、観光振興を進め

るに当たり観光客の声を聞いて現状をより把握

し、新しい立案やお客様のご意見をどのように考

えるかを皆で議論し、人数の増加だけではなく、

観光消費額の重要性を認識することが大切で、観

光消費額と経済効果は連動していると考えます

が、ご見解を伺います。 

 ②、観光客の多い５月から11月までニッカに余

市観光ＰＲブースを設置し、町職員を設置する考

えについて。 

 ③、余市町の今後の観光消費額の調査を実施す

る考え方について。 

 以上、よろしくお願い申し上げます。 

〇町長（嶋  保君） 17番、茅根議員のご質問

に答弁申し上げます。 

 １点目の観光消費額と経済効果の連動について

でございますが、観光消費による経済効果につき

ましては、観光関連だけでなく農林水産業や製造

業など幅広い産業に及んでおり、今後も成長が期

待されている観光分野の需要増加を地域経済につ

なげていくことが重要なことと考えております。

また、単に観光消費額をふやすだけでなく、地元

の素材や食材にこだわり、町内での調達率向上と

ともに各産業間での連携した取り組みも強化し、

域内での観光消費の拡大を図り、本町経済への波

及効果を高めていかなければならないと考えてお

ります。 

 ２点目のニッカウヰスキー北海道工場に余市観

光ＰＲブースと職員を設置する質問についてでご

ざいますが、連続テレビ小説「マッサン」の放映

により、平成27年度にはニッカウヰスキー北海道

工場に多くの観光客が訪れ、本町も過去最高の観

光入り込み客数を記録しました。こうした機会を

捉え、本町とニッカウヰスキー北海道工場が連携
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協力して観光ＰＲに取り組み、町の観光振興を図

ることとして、平成28年４月からニッカウヰスキ

ー北海道工場内に新たに余市町観光ＰＲコーナー

を設けていただき、ドラマで使用した衣装や関係

資料の展示を初め、町制作の観光ガイドブックや

各種観光資料を設置し、配布しているところでご

ざいますので、今後におきましてもニッカウヰス

キー北海道工場との連携をさらに深めながら、町

内の他の施設にも寄っていただけるよう取り組み

を進めていきたいと考えております。 

 ３点目の観光消費額の調査の実施についてでご

ざいますが、現在観光消費額については都道府県

単位で調査が実施されており、北海道においては

道内客、道外客、外国人を合わせ、およそ1,800名

ほどを対象として年に４期にわたって調査がされ

ておりますので、本町においてもこうしたデータ

を活用し、観光による本町の経済効果を推計しな

がら、観光消費の拡大による地域経済の活性化に

向けた取り組みを推進してまいります。 

〇17番（茅根英昭君） １の再質問ですが、北海

道観光入り込み客数の調査報告書、これは参考ま

での数字ですが、平成28年の８月に北海道経済部

の観光局が出した数字でございます。北海道の観

光入り込み数の第１位は、札幌市の1,365万人、前

年対比でいうと1.8％増。２位が小樽市、隣町で

795万人、前年対比6.7％。３位は旭川市、553万人。

８位の洞爺湖町が301万人、後志管内でも９位の喜

茂別町が276万人、また20位のニセコ町でも169万

人と。これは、20位の市町村の中でも函館市の近

くの七飯町等を除く18市町村が前年対比1.3％か

ら35％の増でした。 

 続きまして、今後の余市町の対比として参考に

なられると思いますので、観光消費額の単価につ

いてご説明させてもらいます。道内これは13地域

の観光地点において実施したパラメータ調査によ

り得られた観光消費額の単価です。町長が先ほど

言われたように、４期にわたり示されております。

道内観光客の日帰りでいうと4,286円、これが宿泊

におきますと２万2,541円にはね上がります。ま

た、第１期、４月から６月期の道外客観光、道外

の観光客の日帰りの数字でございます。9,800円。

宿泊におかれますと７万7,033円という統計がな

されています。また、外国人観光でも日帰り客１

万4,141円、これが宿泊におかれますと15万

1,491円、ゼロが１個違うような数字があらわれて

おります。 

 余市町も５月から11月までの期間を重要ポジシ

ョンとしておりますので、第２期の７月から９月、

これにおかれましても道外客観光におきますと２

万4,345円、これは日帰りのお客様の数字でござい

ます。また、宿泊におかれましても８万7,191円と。

外国人観光に当たっては、9,511円が日帰りで、宿

泊におきますと何と15万498円に上ります。 

 さらに、ここで第３期の10月から12月、ここの

道外客の観光におきますと２万1,000円、日帰りで

ございます。宿泊におきまして６万8,769円。外国

人におかれますと、日帰りで１万1,579円、宿泊で

15万537円、こういう数字が観光消費額の数字にあ

らわれております。 

 余市町の平成27年度、過去最高の入り込み客数

159万人を記録した「マッサン」ブームのときでも

全道の市町村でも上位20番以内には、残念ですが

入っておらず、８位の洞爺湖町の301万人、後志管

内でも喜茂別町の276万人、ニセコ町の169万人と

続きまして倶知安と続き、後志管内町村でも一番

人口が多い余市町ですが、５番目という、このよ

うな内容でございます。 

 また、過去の80万人のときはどのような順番だ

ったか、とても厳しい数字が出てきております。 

 また、他市町村の取り組みでも町村にゆかりの

ある方々に積極的にアプローチを何度もして、町

のＰＲ増、観光客増対策にも果敢に取り組んでお

ります。 

 また、観光振興を進めるに当たって現状把握を
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する必要があるのではという私の質問の中で、観

光客の動向では要望などの現状把握をもとに計画

素案をどのように作成するかという論点が各市町

村でも議論となっております。また、観光客に向

けたアンケート調査実施した経過は、過去にどの

ようにありましたかという質問でも、アンケート

の内容はリピーターをふやす上でとても重要とな

っております。貴重な余市町に来られるお客様、

観光客の方をどのように町内に案内するか。どの

ような余市町の魅力があるか一人一人のお客様に

対しアプローチしていく、ＰＲしていく、その効

果が経済波及効果につながるわけで、先ほど町長

の答弁ありましたように確かにニッカウヰスキー

の中でもＰＲブースがありますが、その中で資料

を見て、どれだけの人がその資料をわかって、認

知して行動していくかというのもなかなか疑問の

つくところでございます。 

 国内外から地域への来訪者を呼び込むために

は、地域の関係者が一体となって、さまざまな地

域資源、余市町におきましては農産物、海産物、

農海産加工品、また海、川、山、またウイスキー、

ワインなど多種目にわたってあると思います。そ

ういうのを組み合わせた魅力的なストーリーづく

りが大変必要であると考えます。成功するために

は、豊富な地域おこしの成功実績を有する方々を

メンバーとして地域ストーリーをつくり、それに

関する課題と対応策の検討を行う研究会等を設置

することも一つの案ではないでしょうか。 

 ここにおきましても例で平成27年度、経済産業

省の地域産業グループが発信した資料におきます

と、経済産業省がかかわり兵庫県の豊岡市という

ところと群馬県の富岡市などの参考事例が載って

おります。この地域ストーリーを新たな地域産業

への波及効果を見える化、見えるように皆で議論

していく新たな指標の開発も試みております。参

考委員名簿によりますと、本州でございますけれ

ども、一橋大学の大学院の企業戦略研究科教授、

あとリクルートライフスタイル事業創造部じゃら

んリサーチセンター、角川グループＩＰ事業推進

本部長、またＪＴＢ観光戦略室観光立国推進担当

マネジャー、はたまたＮＨＫエンタープライズエ

グゼクティブプロデューサー、ＪＲ九州株式会社

鉄道事業本部営業部、このような参考委員が名簿

に載っておりました。我が余市町も今までのつな

がり、また近隣市町村の大学と連携するなりもし

て、こういった事業にも全然取り組めると思いま

す。余市町に例えますと、北海道大学、小樽商科

大学、またはＪＴＢ北海道、「マッサン」でも連

携していたＮＨＫエンタープライズ、はたまたＪ

Ｒ北海道の鉄道営業部など、余市町においても遜

色ないような形でこういう経済産業省と連携して

まちおこしの一端を地域ストーリーとして発信で

きる逸材が余市町にはたくさんあります。なぜ二、

三年前に余市町を舞台に「マッサン」が取り組み

になったのか。ＮＨＫがなぜこの余市の町を毎日

のように放送してくれたのか。それは、ニッカウ

ヰスキーの竹鶴政孝さんという題材があったと思

いますが、やはりこの余市町にはウイスキーだけ

ではなく、まだまだたくさんのストーリーがあっ

て、またこれを今後も生かし切れるストーリーが

あるのではないかと私は考えております。 

 観光ブームを持続可能な地域づくりにするため

には、まず観光客にアンケートをとって、観光客

の支出の構造、属性、満足度を調査して、各地域

大体1,000個や2,000個のサンプルを抽出して、そ

の中から、また最近ではネット調査というのが進

行しております。それに続きまして事業者のヒア

リング、余市町で事業をやっている方々にヒアリ

ングをして、観光客の売り上げの比率や各経費、

宿泊、飲食、小売業などの関連８産業の取り組み、

事業者に対するヒアリング調査を実施したりもし

ながら官民連携をして、こういう課題に推進して

いくと。地域ストーリーの特性と定義を生みなが

ら、この余市町独自のオリジナルストーリーを構
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築して、ストーリーの追体験ですとか、これは例

えば余市町しかできないもの、ワインを踏んで、

それを子供たち、またはお年寄り、全人口一体と

なって余市の魅力ある農産物と観光産業を連携す

るですとか、余市でしかないもの、ウイスキーの

たるを活用して、飲食店にたるを、そういう余市

町でしか味わえないものを観光客を引っ張る上で

構築する財源として官民連携となって観光客にＰ

Ｒするなど推進主体形成のきっかけづくり、行政

が地域の対策、また対話のきっかけとなって場づ

くりを支援したり、また外部の有識者、先ほど私

が言ったように北大、商大、ＪＴＢ北海道、ＮＨ

Ｋエンタープライズ、ＪＲ北海道などたくさんの

余市には連携している分野の方々がおられます。

そういう方々と外部有識者が少数グループで取り

組みのきっかけをつくって、キーパーソンを発掘

しながら活性化する取り組み、または地域外から

の注目を利用して、マスメディアですとか地域内

の関係者が動くきっかけづくりをしてはどうでし

ょうか。最終的な構成としては、デスティネーシ

ョンマネジメントシステムといいまして、観光資

源管理、販売決済機能、来訪者の調査、広告管理、

顧客のＣＲＭ化、レポート機能、これがＤＭＳと

いいましてデスティネーションマネジメントシス

テムということで、経済産業省のほうでも取り組

みを推進しております。 

 今後の展開といたしまして、地域ストーリーづ

くりの政策の位置づけとしまして、１番にまち・

ひと・しごと創生総合戦略アクションプランとし

まして、観光地域づくりのローカル版クールジャ

パンの推進とありまして、これは経済産業省で推

進している地域に対して予算を、今回は28年で２

億円程度でしたが、まだまだ今後は伸ばす可能性

のある事業ですということを示していました。ま

た、地域資源を活用したふるさと名物の開発支援、

このふるさと名物、いかにふるさとの名物をつく

るか。もう余市町はふるさとの名物をつくるまで

もなく、たくさんのふるさと名物があります。こ

の地域資源を活用したふるさと名物の開発支援を

行ってみてはどうでしょうか。また、地域ブラン

ドの確立等の付加価値の向上、こういった分野に

おいてもこの余市のブランド、余市は後志管内で

も有数のというか、これだけの海もあって、山も

あって、農産物もあって、果樹もあって、ウイス

キーもあって、ワインもあって、そういう町がこ

のエリアにほかにあるのでしょうか。もっともっ

と余市のブランドの確立を付加価値を位置づけて

発信してみる案もどうでしょうか。さまざまな地

域資源を組み合わせた余市のストーリーを軸とし

たデスティネーションマネジメントを支援すると

いう、確固として経済産業省もうたっております。 

 ２番目においては、ストーリー制作の実践とい

たしまして、平成26年度に補正予算で２億円の予

算をつけました。これは年々増加しております。

余市町もそういった経済産業省と連携して、また

支援の支出を申請するなり、地域ストーリーづく

りを実践する地域の取り組みを支援するという項

目に合致すると思いますので、そういった政策を

立案してみてはどうでしょうか。 

 また、３番目に、各地でのＤＭＯ形成、これは

最終的に広域連携のことなのですが、余市町は単

体でも観光的に魅力ある地域ですが、積丹半島、

また冬場のニセコと連携しながら、余市町の観光

をミックスして、連携してデスティネーションマ

ネジメントをしてみてはどうでしょうか。このマ

ネジメントやマーケティングの手法の確立を支援

するということで、ＤＭＯの運営に貢献いたしま

すということも経済産業省の資料としてもうたっ

ております。 

 最終的に余市でしか飲めないたるのウイスキー

ですとか、余市でしか体験できないワインたるの

パーティーですとか、また余市町の町長としてた

くさんの夢やビジョン持っておられると思います

ので、そういった構想、ビジョン、ぜひお聞きし
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たいと思います。 

 なぜ「マッサン」は余市町が舞台になったのか。

それをいま一度考えると、商店街でも今でも中島

さんが歌っていた「麦の唄」が流れております。

ああいった音楽も町民側からしたら歌は流れてい

るのだけれども、その二、三年前に流れていた歌

と今の現実の余市町の政策とどういうふうな形が

あるのでしょうかという思いの方も多々おられる

と思います。ああいった「麦の唄」が流れている

商店街でも来年の政策も含めて、二、三年前を思

い起こして政策に取り組むことは可能なのではな

いでしょうか。 

 ２番目の質問です。平成27年度、町の観光入り

込み客数が過去最高の159万人とあります。これ

は、「マッサン」ブームもありましたが、町内の

商店街でも現在こういったことに対して、余市は

ニッカウヰスキーがあって「マッサン」が来たわ

けです。その中で、先ほど町長の答弁ありました

が、資料は確かにあるのです。その資料が観光客

の人がどれだけ手にとっているのでしょうか。そ

の観光客の方がどれだけ資料を見て、どのように

思うか、どのように魅力を感じるか、そこの部分

で私は町長の政策として、51％の観光客がいるそ

この部分に、確かに観光協会もあるのです。ＪＲ

北海道の方々も観光客がうろうろしていると、そ

ちらに観光協会ありますからという案内もしてい

ますと。駅構内にも北後志観光案内所もあります

と。それも周知していますと。あくまでも各観光

協会は、北後志は北後志の案内でありますし、余

市観光協会は来た方に対しては一生懸命説明す

る。最善を尽くして説明しておると思います。た

だ、51％、半数以上の方は真っすぐ行かれている

のか、それともそういった大きなウエートの観光

客の方がいかに町内に来場する、町内に誘客する、

お酒が入りますので、ＪＲを活用する場合は最終

時間まで余市町内にいかに滞在を促すか。まだま

だこの余市町内の飲食店街さんもそうです。観光

客の方が来られるとやっぱりうれしいと。そうい

った声の中、行政もそういった部分をどう今後取

り組んでいけるのでしょうか。私が先ほど言われ

たように、買い物すると商店街では「マッサン」

の主題歌が流れます。あれというのは、その政策

というのは実際来年どのように、ただ音楽が流れ

ていくのか、それともまた違う可能性を秘める政

策を打てるのかが今後の余市町が「マッサン」ブ

ームから２年、３年後になったこの余市が捉えら

れているというふうに私は考えます。 

 そこで、再質問いたしますが、やはり町長の答

弁ありましたが、資料は資料で見ている方はいる

のでしょうし、ただそこが余市町は一歩も二歩も

踏み込んで、一人一人の観光客の方がいかに町内

を回っていただくか、それが町の飲食店の経営し

ている方々、町内の方々が期待していると思うの

です。ただ、「マッサン」のとき思い出していた

だければ、ＪＲ北海道からニッカを移動した方が

どのくらいいたのでしょうか。もったいなかった

と思っている町民の方々も多くいると思います。

おもてなしをしようとしても、飲食店街にはお客

さんがどれだけ流れていったのでしょうか。そう

いった部分も職員さんを配置することによって、

一人一人のお客様にきめ細やかな誘客活動ができ

るのです。そういった部分は、官民一体となって

取り組むべきなのではないでしょうか。ここはや

はり来年度の政策に一つでも二つでも多く取り入

れていただいて、先ほど私が質問したストーリー

づくりもそうですが、余市町はある程度のストー

リーはできているのです。こんなもったいない町

はないと。海産物もとれて、農産物もあって、そ

ういった部分は余市町の誇り得るところなので

す。このような政策課題が、他町村と比べると余

市は前を向いて一歩でも二歩でも前行くとどれだ

けのお客様が余市町に流れるでしょうか。リンゴ

もそうです。余市町は、すばらしい果実があり、

そのすばらしいものというのはどれだけの人がわ
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かっているのでしょうか。観光客も余市町がこう

いった事例もある、ああいった事例もあるという

ことでうなずいたり、滞在時間を延ばしたり、は

たまたまた来ようと。今回は、そういったことが

わからなくて時間をとっていなかったけれども、

また余市に来よう。歴史的文化施設もたくさんあ

ります。そういった点を結ぶ政策、誘客運動、こ

れはどこにお客さんが一番来るかというところの

ポイントを押さえて、そこに職員を配置するとい

う重要な政策を立案して、それに取り組むと課題

がたくさん見えてくると思います。そういったこ

とが観光客のお客様の声ではないでしょうか。来

たけれども、どこ行ったらいいかわかりません。

来たけれども、ニッカウヰスキーさんの職員さん

はニッカウヰスキーさんのことを説明はたくさん

してくれますけれども、余市町の説明はどこに行

ったらいいのでしょうかと。そういったあっちこ

っち行っている間に汽車の時間が来たり、車で帰

ってしまおうかという、そういったことがもった

いない。非常に残念だという声もお客様の中であ

るのも現実に事実です。こういったことで１、２

番目の質問について再度させてもらいます。 

 また、３番目の余市町の今後の観光消費額の調

査を実施する考えということは、これはことしす

ぐというのはもう12月ですから、来年度は経済産

業省も実施しておりますので、そういったいろい

ろなストーリーづくりを絡めている中で補正予算

の活用も一つですし、消費額を議論する上ではも

っともっと一歩も二歩も出る余市の観光政策があ

るのでないでしょうかという再度の質問です。お

願いします。 

〇町長（嶋  保君） 17番、茅根議員からの再

度のご質問に答弁をさせていただきます。 

 質問多岐にわたっております。そしてまた、い

ろいろな提言等もいただきました。若干の答弁漏

れ等あればご指摘をいただきたいと思います。 

 まず、第１問目の部分、これは庁内でのしっか

りとした連携、さらには学術機関等との連携、さ

らには経産省との連携等、内部の連携、そして外

部の連携、そして官民連携をやっていけというよ

うな趣旨かというふうに理解をいたしました。そ

ういった中では、まず経産省のお話出ました。こ

れは、先日北海道経済産業局のほうと初めての試

みでございましたが、私どもの各分野の職員、副

町長をトップとして10名、そしてまたあちらのほ

うも10名程度という中で、さまざまな分野にわた

っての意見交換、これは初めてのケースでござい

ました。経産省となかなか我々も行き来がなかっ

たのですけれども、いろいろな中でそういった人

脈もできたものですから、そういった中で本町か

ら副町長をトップとして各分野の人間と、そして

北海道経済産業局の部分といろいろな今後の補助

制度や地域振興等の部分の意見交換をさせていた

だきました。そういった中で、いろいろなまた事

業等の部分もございますので、これからもそのあ

たりは煮詰めていって、しっかりと連携を深めて

いきたいというふうに思っているところでござい

ます。 

 また、学校等、これはご存じのとおり小樽商大

等、これは「マッサン」のときの経済波及効果も

算出をしていただいて、今でもまち・ひと・しご

と創生総合戦略等を含めて教授、准教授等ともい

ろいろな中でのお世話になっているところでござ

います。また、果樹関係では北大とも定期的に連

携をしているところでございます。そういった中

では、我々が持っていないノウハウ等も各大学等

ございますので、こういった中では行政の不得意

分野等を含めて、そういった各専門機関等に連携

のアドバイスをいただきたいというふうに思って

いるところでございます。 

 それと、アンケートやネット調査、これにつき

ましてはいろいろな現状把握等をしていかなけれ

ばならない部分ございます。どういった手法でで

きるのかは別にしまして、こういったニーズの把
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握というのはやはり重要だと。行政だけが机上で

考えて想像している中でつくっていくというのは

不合理な部分が出てきますので、そういった中で

ネット調査等、このあたりの調査どの程度までで

きるのかを含めてやっていきたいというふうに思

ってございます。 

 それと、２点目の部分、ニッカウヰスキーとの

連携、これは資料等も置かせていただいて、いろ

いろな展示物等も以前よりかなり深いおつき合い

をさせていただいているというふうに思っており

ます。そういった中で、おっしゃるとおり、ここ

にこれだけの人数が集まってくるという中で活用

しない手はないなというふうに思ってございます

ので、そこに終日職員をずっと置いて案内すると

いうのはなかなか難しい部分もございますけれど

も、何とかそのあたりの部分、これは相手あるこ

とですからニッカさんともお話をさせていただき

ながら、今よりももっとそういった中で連携を深

めていける手法がないかという部分は、しっかり

と検討協議もしていかなければならないというふ

うに思ってございます。 

 それと、行政が先頭に立つのはもちろんでござ

いますが、観光協会を含めて例えば飲食店、そう

いった中からも私は提案いただいたりとか、我々

もこうやるから行政もこうやってくれとか、そう

いったお話もいただきたいというふうに思ってお

ります。もちろん私どもがその後ろに隠れてとか、

それがなかったらやらないというものではござい

ませんけれども、やはり飲食店等の部分含めてそ

このやる気という部分もまたもちろんあります。

そこを喚起するのも我々の仕事でございますが、

全て行政がという部分ももちろん議員はそういう

ふうに考えていないと思いますけれども、その部

分含めての官民連携という部分もしっかりとやっ

ていかなければならない。行政だけ動いてもうま

くいかないというふうに思っているところでござ

います。そういった中では、繰り返しになります

が、このニッカウヰスキーとの部分というのは、

あれだけの人数が来ている中で活用しない手はな

いということでございますので、終日職員を毎日

ずっと置くというふうにはなりませんけれども、

パンフレット等もかなりの追加、追加という形に

なるような部分もございます。そういった中で、

おっしゃるようにただパンフレットでいいのか、

それと一言説明をしてやったほうがいいのかとい

うのはもちろんそういった中では後段のほうにな

るというふうに思ってございますので、どこまで

やっていけるか、そしてまた相手があることです

ので、相手との兼ね合い等もございますので、そ

ういった中で一歩二歩踏み込んだ中での対応をし

ていきたいというふうに思っているところでござ

います。 

 また、観光消費額の調査等の部分でございます。

これは、ある程度の数式出てございますので、補

正等の部分なくてもやっていけると思いますし、

これはまた「マッサン」のときは、先ほど申し上

げましたが、小樽商大に経済波及効果、これはア

ンケート調査をして、そしてそれに単価に入り込

み客を掛けるという部分でございましたので、そ

ういった中での手法等を含めて、これらもやはり

いかに入り込み客をふやしていくか、そしてまた

消費単価をふやしていくか、その２つの部分ござ

いますので、そういった中では数だけの部分では

なくて、いかに消費単価をふやしていくか、それ

については、議員おっしゃるとおり、消費単価を

ふやすというのはニッカだけの部分ではなくて、

いかに町内に誘客、集客して、ほかの部分の消費

を高めていくかという部分になってこようと思い

ますので、それら含めて調査等もしっかりやって

いきたいというふうに思っております。  

〇17番（茅根英昭君） まず、１番目の町長の再

答弁に再々質問させていただきます。 

 行政のいいところ、民間の考え方のいいところ、

そういったコンセプトがあります。余市町の新し
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い職員の方が年々余市町役場に就職なさっており

ます。外を知るよさというか、いろいろな余市町

には観光客が来ておる現状も踏まえて、全国の自

治体では新しい職員に民間の施設、それは数十分

程度、数時間程度という割合もありますが、そう

いった観光連携をしている自治体も最近は多いで

す。なぜならば、職員も町内を見れる。なかなか

自分の仕事のときにはそういった市町村の施設を

見る機会が少ないという、両方のいい利点でとら

れている政策があります。はたまた、私も再々質

問で言おうとしていましたが、町長が言われたの

と同じく、余市町には退職した方も含めて「マッ

サン」をこよなく愛し、視聴率もすばらしくよく、

外部の有識者の中でもニッカウヰスキーに案内買

って出るよという方がおられるかもしれません。

おられると思います。そういった取り組みを行政

と民間と協力し合って、ぜひ政策を立案して、発

信していただきたいと思います。それは、余市町

にとっても、町内の町民の方々にとってもお互い

前を向いて手をとり合って、積極的な政策課題に

ピンポイントで協力し合えるという温かい政策が

できるのではないでしょうか。そこを再度来年に

おいて考えていただきたいと思います。 

 また、観光消費額がいかに重要かというのは、

これから事業をする、また今事業している方が気

持ちがもっともっとまだまだこの余市は頑張れる

町だなと、雪はどっさり置いていくけれども、観

光ではまだそういう政策もうたってくれて、いい

のではないかと。町長、実際笑っていますけれど

も、大きい重い雪を置いていく人には本当に大変

な問題であります。私が言うのは、観光を、新し

いビジョンを立案していくというのは、やはり町

としては新しい試みを一歩でも二歩でも前を向い

ていくというのは、町長、必要なことだと思いま

す。そういった意味で私が対比論として言ったま

でなので。 

 最終的に観光消費額の調査をなぜ実施しないと

いけないかというのは、先ほどの統計にもありま

したようにゼロが１個違う。観光客の日帰りでは

道外客が9,800円、宿泊が７万7,033円、これゼロ

が本当に違うのです。外国人観光としましては１

万4,141円、宿泊においては15万1,491円。この数

字があらわしているとおり、余市でも民泊をやっ

てみようかだとか、例えばそういったビジョンの

つながりになる可能性がふえるのです。そういっ

た部分で観光消費額の調査を実施する前向きな政

策をするということは、次のビジョンにつながる

ということを改めて考えていただきたい。そうい

った部分におきましても余市町は魅力あるものが

たくさんある町なので、私が言いたいのは余市町

は魅力のあるすばらしい産業が他市町村から見れ

ばうらやましいぐらいたくさんあるような町なの

です。そこで、皆で考えて今後の対策をとってい

ただければ、活性化にも夢にもビジョンがつなが

るのではないでしょうか。 

 以上、質問いたします。 

〇町長（嶋  保君） 17番、茅根議員の再度の

ご質問に答弁をいたします。 

 まず、１点目でございます。新規職員含めてと

いう部分のお話ございました。これにつきまして

は、そういった議員のおっしゃるような部分も含

めていろいろなイベントに、例えば大通のビアガ

ーデンの余市ＰＲ等を含めて、そういった部分も

職員研修含めていろいろなイベントにも仕事以外

の部分、例えば保健師さんでも観光のほうだとか

そういった部分もやるようにここ数年しておりま

す。そういった中では、ちらっとではございます

が、そういった中で自分の仕事、本来業務以外の

部分も見せるようにして、そしてまた余市町のい

ろいろなそういった取り組みも教えるようにして

おります。これは、議員おっしゃるとおり、そう

いった意味合いもあるというふうに思っておりま

す。 

 それとまた、退職者含めたボランティア、これ
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は全町的な取り組みと、新規職員、そしてまたボ

ランティア、そしてまた町内のいろいろな興味持

っている方で、そういった中でオール余市で取り

組めというようなご提言だったというふうに思っ

てございます。これは、私もそのとおりだと思っ

ていますし、そういった中ではそういった場をつ

くるのが行政の仕事だというふうに思ってござい

ますので、そういった中でのいろいろな中でのま

た多様な取り組み主体をいかに取り入れるかとい

うのが重要だというふうに思っているところでご

ざいます。 

 それと、観光の消費額、確かにこれも先ほど来

私も答弁してございます。これは、数だけではな

くて、そして来た人がどれだけこういうふうに変

わってきているのだというふうになれば、これは

事業者等の励みにもなるというふうにも思ってご

ざいますので、そういった中でのこの調査も進め

ていきたいというふうに思ってございます。 

 最後のご質問ございました。私も常々申し上げ

ておりますが、余市町には本当にすばらしい素材

がある。生産者は、それぞれの立場からすばらし

いものをつくっているけれども、それのＰＲなり、

連携、組み合わせがこれは行政なり、いろいろな

系統の仕事でございますので、そこが今まで余り

得意分野でなかったのかなというふうに思ってご

ざいますので、せっかくのいいものをしっかりと

行政が先頭に立って関係機関等とも連携しなが

ら、それとまた事業者等ともしっかり連携しなが

らＰＲ、そしてまた販路拡大に努めていきたいと

いうふうに思っております。 

〇議長（中井寿夫君） 茅根議員の発言が終わり

ました。 

 各会派代表者会議の開催、さらに昼食を含め、

午後１時まで休憩します。 

休憩 午前１１時２５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。 

 一般質問を続行します。 

 発言順位11番、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） 私は、今定例会に当たり

１件の質問をしております。要を得た答弁をぜひ

お願いいたします。 

 介護保険について。介護保険法制定からことし

は20年になります。高齢化が一層進む中で、介護

保険の充実は全ての高齢者、国民の願いです。介

護の社会化を求める世論を背景につくられたはず

が、社会保険とはいいながら、負担なくして給付

なしという保険原理を肥大化させ、給付の抑制と

負担増が次々と断行されました。 

 ことしの５月に政府は、改正介護保険法、地域

包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の

一部を改正する法律を成立させましたが、介護保

険の構造的欠陥を修復するどころか、むしろ一層

広げるものとなっています。介護を社会的に支え

るという当初の制度の理念に立ち返った現行介護

保険制度の抜本的改革が必要です。憲法25条を基

本理念に、現行の保険方式のもとで増大する介護

需要に応えつつ持続可能性を確保するためには、

介護保険財政における国庫負担の割合を大幅に引

き上げることが不可欠です。 

 １つ、第７期事業計画策定に当たって、基本姿

勢とさきのことを踏まえて町長の見解を伺いま

す。 

 ２つ、今後の介護保険料の動向について伺いま

す。 

 ３つ、低所得者の福祉対策として介護保険料と

利用料の減免をすることについて伺います。 

 ４つ、社会福祉法人等による生計困難者に対す

る介護保険サービスに係る利用者負担軽減制度の

実施について伺います。 

〇町長（嶋  保君） 15番、中谷議員の介護保
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険についてのご質問に答弁申し上げます。 

 ご質問の１点目、第７期事業計画策定に当たっ

ての基本姿勢についてでございますが、このたび

の介護保険法の改正では、介護保険制度の持続可

能性の確保として、利用者負担割合が２割の方の

うち特に所得の高い層については３割負担に、さ

らには２号被保険者の介護納付金に対し総報酬割

が導入されております。また、高齢者が健康で生

きがいを持ち、可能な限り住みなれた家庭や地域

で安心して自立した日常生活を営むことを可能に

するため、限りある社会資源を有効的かつ効率的

に活用しながら、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

る地域包括ケアシステムを深化、推進させること

が掲げられております。超少子高齢化に伴い、支

援を必要とする高齢者が増大するのに際し、支え

る側の人口が減少し、介護サービスの担い手が不

足する中で現実的な法改正がなされたものと受け

とめているところであり、この改正が社会的弱者

の切り捨てにつながることのないよう国において

はしっかり責任を果たしていただきたいと認識し

ているところでございます。 

 本町においても計画の策定に向けて、一般公募

の第１号被保険者の方を初め、社会福祉施設関係、

医療関係等から成る懇談会を設けてご意見等を伺

いながら、地域包括ケアシステムのさらなる深化、

推進を目指した計画の策定を進めているところで

ございます。 

 ご質問の２点目、今後の介護保険料の動向につ

いてでございますが、現在第７期余市町高齢者保

健福祉計画・介護保険事業計画の策定作業を行っ

ており、その中で第７期計画期間中における介護

サービスの供給見込みや量の推計及び目標値の設

定を進めておりますが、これまでの給付状況や介

護認定数の推移、さらには高齢化の進展等から考

えますと要介護、要支援者の増加が見込まれ、介

護給付費の増大が予測されているところでござい

ます。そのため第７期計画期間中の保険料につい

ては、第６期計画と比較して微増の範囲で想定し

ているところでありますが、介護給付費準備基金

に一定の積み立てがあることから、これらの充当

も考慮し、検討いたしてまいります。 

 ご質問の３点目、低所得者の福祉対策として介

護保険料と利用料の減免についてでございます

が、町独自の減免措置を講じた場合、原則減免分

の補填財源を第１号被保険者の保険料に求めるこ

とになり、結果介護保険料の高騰につながりかね

ないことから、現状では独自削減の実施は困難で

あると考えます。 

 ご質問の４点目、社会福祉法人等による生計困

難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担

軽減制度についてでございますが、本町におきま

しては昨年度から実施しているところであり、本

年度は３名の方が利用されております。今後も本

制度の利用について積極的に周知してまいりま

す。 

〇15番（中谷栄利君） つい先ほど介護報酬が上

がるという話で、そのもとで第７期の事業計画等

見直しするという話でした。保険料の動向につい

ては微増ということなのですが、積み立て等の関

係で介護保険料増大にならないようにという話な

のですが、１つには必要なサービスは安心して受

けられる、高齢化する介護のためには必要なこと

なのですけれども、そのことにより保険料が上が

ることによって生計が大変厳しくなるような状況

は避けなければならない課題だと思います。介護

保険の計画、第７期になっておりますが、その見

直しのために保険料が増大してきているという状

況のもとで、１号被保険者並びに２号被保険者の

関係では、特に１号被保険者では年金生活者が今

回の税制大綱の中でも年金の所得から10万円削っ

て、さらに生活が苦しくなるようなことも報じら

れていました。そういった中で、第７期事業計画

見直しすることによって保険料が上がらないため
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に積み立ての活用なども含めて増大、上がらない

ための対策を打つということなのですが、そのこ

とは微増ということのもとで、札幌市などではお

おむね500円程度上がるという話も聞いておりま

すが、本町の場合には増税にならない対応で頑張

っていきたいという答弁であることと思います

が、そのことをまず確認していきたいなと思いま

す。 

 特に２問目の関係で、介護保険料の動向を先ほ

どお伺いしましたけれども、最初に、１点目のこ

の介護保険の計画見直しに当たっての町の基本姿

勢なのですが、話お伺いしていれば、国のそうい

った計画のもとで十分な社会的背景を配慮した計

画だということでお話しになっておられますが、

社会的な介護を行うということで介護保険がつく

られたもともとのことを考えたときに、介護保険

制度が疲弊していて、当初の計画から例えば要支

援１、２の人方を介護保険から切り離して、自治

体、町行政のところにその分を総合支援事業とし

て丸投げする。しかも、専門家等の配置を最小限

にとどめる中で、ボランティア等で安価に進める

という中で非常に問題になっている。大変担当事

業所のほう、あるいは町行政も苦慮されていると

思いますが、こういったもとで介護保険が給付抑

制と利用負担増、そういったことで年々改悪され

ていく中で本来の介護保険の役割は果たしていな

い。それが憲法25条に決められた生存権と考えた

ときに果たしてどうなのか。行政としても法に基

づいて粛々と行うのか、介護保険法の改正があっ

たにせよ、それを最小限にとどめるための意見を

述べるなど何らかの対策講じて、安全な安心して

受けられる介護にしていくために努力が必要なの

ではないか。そのもとで行う事業計画なのか、国

の制度に基づいて、制度改正がされたからという

形でそれをそのまま行うのかでは大きな違いがあ

ります。特に低所得者に対してどのようなことが

できるか、これは３問目にかかわりますけれども、

もちろん１号被保険者にはね返ると言われていま

すが、とにかく一般会計の繰り入れなどを含めて、

やはりこれ以上の介護の利用負担増にならないた

めの対策、高齢者が安心してサービスを受けられ

ることが必要ではないでしょうか。私も89歳の亡

くなった父の介護を２年間やってつくづく感じま

したが、何回も言っていますけれども、介護のサ

ービスを安心して受けられることなしには健やか

な老後を迎えることがなかなか厳しい。そういっ

た中で、介護の居宅支援ケアマネジャーやそれぞ

れの事業所がその個人宅に訪問して、毎月相談を

伺って、利用サービスの状況を確認しながら、そ

の人の身体に合わせた必要サービス量を決めてお

ります。しかし、そのもとで生活困難者と言われ

ている人方が必要なサービスを安心して受けられ

るのかどうか。これから介護報酬等引き上がって

いくという話もある中で、そのことが問われてい

ます。そういった中で、保険料の町独自の減免並

びに利用減免については欠かせない課題でないか

なと思います。札幌市の例を出して恐縮なのです

が、低所得者の対策として、保険料はひとり世帯

の場合120万円からということで減免の対象、要す

るに保険区分の第１段階で対応するような制度に

もなっております。本町においても保険料の多段

階区分で軽減対策等も行っていますが、町独自の

生計困難者に対して保険料の減免並びに利用料の

減免は必要なことではないかなと思います。とに

かく財布の懐ぐあいを気にして受けなければなら

ない介護サービスで、年々介護の見直し、介護保

険制度の見直しによって給付の削減、抑制が行わ

れて、なおかつ負担増が広がっているという状況

のもとで、本来制度の持続性、持続可能性という

言葉がうたわれていましたが、制度あって介護な

しという状況に置かれています。そういった介護

保険法なのですが、それを誰もが安心して暮らし

ていくそういった制度にするために、町としても

さまざまな工夫、努力のもとに生計困難者に対し
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て安心して受けられる対策、そういった意味で保

険料と利用料の減額、独自減免というのが必要だ

と思います。 

 ４番目にかかわりますけれども、社会福祉法人

減免の関係なのですが、昨年行われていて、私も

町のホームページでどのようにうたっているかな

と思って確認しました。しかし、この介護保険の

利用する人たちにとってパソコン等を使う人も限

られていますけれども、事業者等も余市町でどう

いったサービスの減免制度があるか、そういった

形でホームページを頼るようにして見る、そうい

ったものだと思います。しかし、社会福祉法人減

免で今３名ということになっていますが、その案

内がそういった要綱があるという申請書のダウン

ロードをただうたっているだけの案内で、介護を

利用して困っている方に対してはこういった制度

がありますとか、お隣の仁木町では大々的にホー

ムページで社会福祉法人減免の案内がされており

ましたが、余市町の場合は残念ながらなかったと。

こういったところでもその姿勢がうかがわれま

す。ですから、住民の健康と命を守り、高齢者に

安心して健やかな老後を送ってもらうために、町

としてまたそれぞれが業者と携わって何ができる

か最大限の努力をぜひしていただきたい。そのた

めのホームページは、やはりわかるようにしてい

ただきたいなと思います。 

 この案内の徹底をまださらに拡大していくこ

と、そして社会福祉法人等による生計困難者の対

応なのですが、これに準じる対応という形で独自

減免の拡大が可能ではないでしょうか。当初保険

料をもらって、皆さんで支え合う制度だから、利

用料の負担減免については困難という対応でした

が、政府は消費税10％上げたら利用料の減免につ

いて考えるような話がありましたが、増税が今当

面見送られていますけれども、その減免制度はな

くなっている。利用料の減免するかどうかという

当初言っていた根拠がもう全くなくなったと私は

思います。ぜひ今３名という状況をさらに拡大し

て行うようにしていただきたい。生活相談であり

ますけれども、介護を受けることによって生活保

護基準以下の生計になってしまうような方、そう

いったことで実際に苦しく思う人方がいないよう

にしていただきたい。そういった意味で、安心し

て受けられる介護、国がどんどん給付負担等削減

していく中で、事業者ともケアマネジャーともよ

く協議のもとにぜひ計画していただきたいなと思

います。 

 また、総合支援事業の細かな中身については、

これから第７期の事業計画見直しに当たっての特

別委員会が設置されると思いますが、今後の計画

見直しに当たって総合支援事業は現行制度で行う

ということになって、余市町もそのように進めら

れているはずなのですが、介護費用が負担増にな

って、いよいよ大変苦しくなってくる状況のもと

で、多くの町村の中でもこの現行制度の見直し、

報酬単価の見直し等が行われて、単価制度が変わ

ってしまった。そういった中で、支える介護事業

者がその事業から撤退していくという例もふえて

きています。そういうことのないように、受け皿

となっているそういった要支援、要介護１、２の

介護予防にかかわる総合支援事業なのですが、そ

んなことのないようにぜひ協議、対応して、安心

して受けられる介護保険にしていただきたい。 

 最後に何回も言いますが、国の本来の介護保険

制度の本旨にも反して、給付抑制と負担増をさら

に推し進める介護保険ではなく、安心して住み続

けられる、誰もが憲法25条で保障する介護保険、

余市町がそういう立場に立ち返って事業計画を進

めていただきたいと思います。そういったことを

基本念頭に置いていただきたいと思いますので、

再質問させていただきます。 

〇町長（嶋  保君） 15番、中谷議員の再度の

ご質問に答弁をさせていただきます。 

 まず、１点目の第７期の策定に当たってという
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部分でございます。先日も申し上げましたが、こ

の介護保険の20年たったという部分で、当初

3,000円から始まった中で今五千数百円という保

険料になってございます。制度もかなり疲弊して

きているというふうになってきて、国の介護保険

法の改正の中でいろいろな手を打ってこられまし

たが、議員おっしゃるとおり、この給付費を抑え

るために使いづらくするというのは本末転倒な話

だと思ってございますし、この法改正が社会的弱

者の切り捨てにつながることのないよう国におい

てはしっかりと責任を果たしていただきたいと、

このように認識をしているところでございます。 

 しかし、ある一面この法改正がなされた中で、

私ども保険者でございます。この制度の中でどう

していくかという部分も考えなければならないと

いう、そういった責任もあるところでございます。

そういった中では、私ども先日、11月ですか、平

成29年11月、町村長の全国大会でも介護保険制度

の円滑な実施ということで決議をしてございま

す。厚生労働省、総務省、財務省に対してこの制

度の抜本的改正、さらには財政運営の充実等、こ

れをしっかりしていただきたいということの求め

もしているところでございます。そういった中で

は、保険者として責任果たすべきところはしっか

り果たしながら、そしてまた国に対しては総体的

な枠組み等を含めて申し上げるところはしっかり

要望を申し上げなければならないというふうに思

っているところでございます。 

 ２点目の今後の介護保険料の動向についての部

分のご質問もございました。先ほども答弁をさせ

ていただきました。第６期から第７期、この部分

につきまして今の段階では微増という形になろう

かと思っております。それら介護給付費準備基金

に一定の積み立てありますことから、ここで値上

げはしませんとかどうだとか言えませんけれど

も、そういった方向で今は検討させていただきた

いという形で答弁をさせていただきます。 

 また、３点目の減免の部分、これも繰り返しに

なります。これらの独自減免の部分が財源を第１

号被保険者の保険料に求めることとなるという制

度でございますので、私はこの部分は非常に困難

であるというふうに思っております。 

 そしてまた、４点目の生活困難者に対するサー

ビスの部分でございます。この部分につきまして

は、一昨年からさせていただいておりまして、現

在３件ということでございます。その周知の方法

等につきましては、私も仁木のホームページ等の

確認をしてございません。しかし、せっかく制度

ある中で、それが知られずに活用されていないと

いう部分あってはならないというふうに思ってご

ざいますので、どういった周知の方法がいいのか

再度検討させていただいて、他町村の事例等もき

っちり捉えて、そのあたりは周知すべきところは

しっかりと周知していきたいというふうに考えて

います。 

〇15番（中谷栄利君） 全国町村会で決議出され

たという形で話がありましたが、国がその介護保

険の全体の国庫負担割合を固定して、しかも利用

者がその１割負担をしていくという仕掛けにして

いること自体が根本的に構造的な欠陥だと私は考

えています。これまでの高齢者に対しての果たし

てきたいわゆる社会保障の措置からこうやって保

険制度に切りかわってきているものなのですが、

国の出してきている割合が非常に少ない。25％で

なくて、割合をやはり引き上げることが重大な問

題ではないかなと。この介護保険制度が、最初に

述べましたけれども、20年たってこんなに何回も

見直すことにより、見直すたびに対象を保険から

外して、保険料を取りながら介護の利用をしにく

くさせている。また、利用すればするだけ負担は

上がり、所得に応じて２割になるというような状

況、また特養なんかは介護度３でなければ入れな

いという状況の中で、本当に介護を必要としてい

る人方は、介護１が特に多くて、そういった中で
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も対応しなければならない人が多いはずなのに、

そこからもう既に本来の趣旨から外れている。そ

ういった制度的な疲労があるということを声を大

にして国の国庫負担割合を求める、引き上げを求

めるということを憲法で決まったそういった生存

権をきちんと保障するという立場に立ち返って、

住民の命と健康を預かる余市町の町長として、そ

の部分は特に声を大にして発言していただきた

い、そのように考えています。 

 問題は、第７期の事業計画なのですけれども、

従来の介護保険の改悪よりも今さらに総務省で目

指そうとしている介護保険の見直し出されている

案だとか、当面2018年度でなく、さらにそれより

も３年越しの2021年までに至っても介護保険の改

悪の見直し、それがめじろ押しになっているわけ

です。そういった中で、どんどん受けにくくなり、

負担増広がっていく、そういった介護保険制度に

なる。そして、介護予防については、専門職では

なくボランティアによる支え合いということで、

国の責任を放棄していくような、そういったもの

になろうとしている。そういったもとで町が保険

者としてという念頭よりも、健やかに老いる余市

の町をどうやってつくっていくのかという、そう

いう立場でのこの捉え方がまず大切ではないかな

と。そういったもとで考えたときに、国の介護保

険の改悪を絶対に許さない、そういったさまざま

な工夫が出るわけですし、それぞれの事業者やケ

アマネジャー、専門家の話なんかも大いに参考に

して、最大限利用できる計画は何なのか知恵が出

てくると思うのです。ぜひそういったことで保険

者としての第７期事業計画の見直しを粛々と行う

のではなく、これ以上の改悪を許さない、安心し

て受けられる介護にするのだという立場の旗振り

をぜひしていただきたいと思います。 

 私は、介護の利用料、保険料の減免というのは、

１号被保険者にかかわると言われていましたが、

国が消費税10％上がった場合減免について対策を

講じると、そういったことを言った場合もそうで

すし、一般会計からの繰り入れを認めないもので

はないと。そういったことでいろいろな通達でど

んどん解釈が変わってきていることがこれまで述

べてきたとおりなのですけれども、１号被保険者

の負担増にならないように生計困難者に対しての

対策を町行政の福祉対策として持つことが今大切

なときではないか。特に介護のサービスを受ける

ことによって生活保護基準以下になってしまうよ

うな人方も間々あるわけなので、そういったこと

がないようなセーフティーネットを町として持つ

必要はあると思います。今本当に年金が４万円と

かそういった状態でもらっている人も大変多い中

で、そういった苦労した人方はそれなりの生活の

仕方があるのだ、だから大丈夫という人も中には

おりましたが、お年寄りの１年というのは本当に

坂を転げるようにして体の能力も落ちていくわけ

で、そういった人方がやっとの思いで生活してい

る中で、介護の利用サービスというのは極めて重

要なポイントを占める。新聞紙上ではありました

し、余市ではないとかたく信じていますが、ご主

人の介護、あるいは妻の介護を理由に、苦しいが

ために自殺未遂したというような話が新聞で出た

こともあります。今介護保険が始まって20年と言

いましたけれども、介護というのは介護保険制度

がそれだけ疲弊している状況になっている、そう

いったものだということを捉えた場合、そういう

人がいないような対策、行政として独自減免の対

策は一般会計繰り入れ、福祉対策として講じるこ

とも含めて何らかの対策、近隣町村、札幌市等も

見習って対策を打っていただきたいと思います。 

 あと、社会福祉法人の減免等もありましたが、

この利用料の減免についてもそれに準じるもの、

町長が判断するもので対策は打てると思います

が、利用料、保険料の減免についてこれからの高

齢化が進んでいくこの余市町にとって不可欠な課

題だと思いますが、さまざまな対策講じていただ
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くこと、再度検討していただくことを再々質問さ

せていただきます。 

〇町長（嶋  保君） 15番、中谷議員の再度の

ご質問に答弁をいたします。 

 この制度の問題、介護保険制度、20年たった。

国で25％、道が12.5％、町村12.5％、そして保険

料で50％という制度の仕組みでございます。これ

ら当初の3,000円から5,000円以上の保険料と第１

号被保険者の部分なってきているところでござい

まして、そういった中で国においてはさまざまな

制度改正が進められてきております。生まれ育っ

た地域でしっかりと老後を送れるようにという、

私もそれが文言どおりであれば非常にすばらしい

ことだと思っていますし、そうあるべきだと思っ

ていますが、これが給付の抑制等につながる部分

であれば本末転倒だというふうに思ってございま

す。先ほども申し上げさせていただきました。全

国町村会、私の声上げるのは小さい声でございま

すが、そういった団体等を含めて、そういった中

でしっかりとこの制度の円滑な実施について国に

求めていかなければならないというふうに思って

いるところでございます。 

 また、減免等の部分のお話ございました。これ

も繰り返しになりますけれども、第１号被保険者

の保険料に求めることとなるというので、今は非

常に困難性があるというふうに思ってございま

す。しかし、これからこういった超高齢化社会で

ございます。介護保険と別個にも高齢者に対する

生きがい対策、これは１つとしては公民館等を使

ったサークル活動の充実、さらには予防の部分だ

とかそういった健康づくり、これにつきましては

介護保険の制度の部分と別個に町としてしっかり

と取り組んでいかなければならないと、このよう

に思っているところでございますので、ご理解の

ほどをよろしくお願い申し上げます。 

〇議長（中井寿夫君） 中谷議員の発言が終わり

ました。 

 これをもって一般質問を終結いたします。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第２、議案第６号 余

市町自治基本条例案を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇地域協働推進課長（笹山浩一君） ただいま上

程となりました議案第６号 余市町自治基本条例

案につきまして、その提案理由をご説明申し上げ

ます。 

 本条例は、地方分権の進展により地方自治体に

は自立した地方政府としての役割が求められてい

る中、多様化する住民要望や少子高齢化における

地域課題の解決のため町政運営の基本理念を明ら

かにするとともに、町民、議会及び町のそれぞれ

の役割や責務を明確にし、協働で取り組むまちづ

くりのための必要な事項を定め、町民みずからの

意思に基づいた自治の実現を図ることを目的とし

て制定するものでございます。 

 主な内容でございますが、この条例は本則37カ

条及び附則をもって構成されております。第３条

の基本理念では、自治の主体は町民を基本とする

こと、町民憲章を心得としてまちづくりを進める

ものと定めております。第５条、第６条では、町

民の基本姿勢と役割及び町民の権利についての規

定、第11条、第12条では議会の責務及び議員の責

務を規定、第14条、第15条では町長の責務及び職

員の責務を規定、第20条では町は町民の活動に対

等な立場で連携協力して地域の課題に取り組み、

協働のまちづくりを推進する規定、そのほか住民

投票の実施と取り扱いやこの条例が余市町にふさ

わしく、社会情勢に適合しているかの検討結果を

踏まえ、必要な措置を講ずるための町民自治推進

委員会の設置など、全37条で構成しております。

附則では、条例の施行期日を平成30年４月１日か

らとすることと、あわせて委員の報酬、費用弁償

に関する規定について定めているものでありま

す。 
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 以下、議案を朗読し、ご説明申し上げます。 

 議案第６号 余市町自治基本条例案。 

 余市町自治基本条例を次のとおり制定する。 

 平成29年12月14日提出、余市町長、嶋  保。 

 次のページをお開き願います。余市町自治基本

条例。 

 目次 

 前文 

 第１章 総則（第１条―第４条） 

 第２章 町民 

  第１節 町民の在り方（第５条―第７条） 

  第２節 町民参加（第８条―第10条） 

 第３章 議会（第11条・第12条） 

 第４章 町 

  第１節 町の基本事項（第13条―第15条） 

  第２節 行政運営（第16条―第18条） 

 第５章 まちづくり 

  第１節 ひと（第19条） 

  第２節 くらし（第20条―第23条） 

  第３節 しごと（第24条） 

  第４節 情報共有（第25条―第28条） 

  第５節 意見交流（第29条） 

 第６章 住民投票（第30条） 

 第７章 交流・連携（第31条―第34条） 

 第８章 条例の位置付けと見直し（第35条―第

37条） 

 附則 

 私たちのまち余市町は、日本海に面し、突き出

たシリパ岬はまちのシンボルとして愛されていま

す。古くは、にしん漁でにぎわい、多くの開拓者

により余市りんごが実を結びました。とうとうと

流れる余市川、豊かな気候・風土が生んだ果物、

ウイスキー、ワインは私たちの誇りであり宝です。 

 自然環境などの変化に対応し、多くの産業を創

造し、まちを形成してきた先人たちの意志を受け

継ぎ、次代へと伝えていかなければなりません。 

 誰かがまちをつくるのではなく、私たち一人一

人が自覚と責任を持ち、知恵を出し合い、お互い

支え合い、地域への関わりを持ち、より豊かな、

より安全な、より過ごしやすいまちを目指し、行

動することが必要です。 

 町民、議会及び町のそれぞれの役割や関係が明

らかになるように、私たち一人一人の行動を手助

けできるよう、まちづくりの基本となるこの条例

を定めます。 

 第１章 総則 

 （目的） 

 第１条 この条例は、余市町の町政運営の基本

理念を明らかにするとともに、町民、議会及び町

のそれぞれの役割や責務を明確にし、協働で取り

組むまちづくりのために必要な事項を定めること

により、町民自らの意思に基づいた自治の実現を

図ることを目的とします。 

 （定義） 

 第２条 この条例において使用する用語の意義

は、次のとおりとします。 

 （１）町民 町内に住所を有する人、又は町内

に通勤する人若しくは通学する人、若しくは事業

者をいいます。 

 （２）事業者 町内で事業活動その他の活動を

行う団体又は個人をいいます。 

 （３）町 町長をはじめとする執行機関を含む

地方公共団体としての余市町をいいます。 

 （４）まちづくり 町民が住みよく安心して暮

らせるまちをつくるための活動をいいます。 

 （５）協働 多様な主体が対等な立場で、共通

の目的に向かって、ともに力をあわせて活動する

ことをいいます。 

 （６）町民参加 まちづくりに関して町民が責

任をもって自発的に関わることをいいます。 

 （基本理念） 

 第３条 余市町の自治の主体は、町民を基本と

します。 

 ２ 町民は、町民憲章を心得として、まちづく
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りを進めるものとします。 

 （基本原則） 

 第４条 余市町の自治は、地方自治の本旨に基

づき町民自らがまちづくりに主体的に取り組むこ

とを基本とし、議会及び町長は、町民の信託に基

づき政策を定め、町政を運営するものとします。 

 ２ まちづくりは、年齢、性別、国籍、心身の

状況、社会的又は経済的環境等の違いに関わりな

く、個人の人権を尊重し、国際化が進む中、異な

る文化や価値観を認め合う文化を育むことを基本

とします。 

 ３ 町民及び町は、まちづくり及び町政に関す

る情報を共有するものとします。 

 ４ 町民及び町は、広く自治を担う人材を育成

するとともに、協働によるまちづくりを進めます。 

 第２章 町民 

 第１節 町民の在り方 

 （町民の基本姿勢と役割） 

 第５条 町民は、住民自治の基本を理解し、自

ら考え、行動し、まちづくりの主体としての役割

を果たすよう努めます。 

 ２ 町民は、互いの自由と人格を尊重し合い、

連携協力してまちづくりに努めます。 

 ３ 町民は、町民の信託に基づいて定められた

条例などを遵守するものとします。 

 ４ 町民は、ひとしく行政サービスを受けるた

めに必要な負担を分任するものとします。 

 ５ 町民は、まちづくりの主体として自ら考え、

行動し、自らの発言及び行動に責任を持つよう努

めます。 

 （町民の権利） 

 第６条 町民は、議会及び町の保有する情報に

ついて、知る権利を有するとともに、まちづくり

に参加する権利を有します。 

 ２ 町民は、ひとしく行政サービスを受ける権

利を有します。 

 （事業者の役割） 

 第７条 事業者は、地域社会の一員として、そ

の活動を通じ、又は持てる資源を活かして、産業、

教育、文化、環境等の分野で地域に貢献するよう

努めます。 

 ２ 事業者は、社会的な役割を認識し、従業員

等の行う地域活動にも配慮して、住みよい地域社

会の実現に寄与するよう努めます。 

 第２節 町民参加 

 （町民参加） 

 第８条 町民は、まちづくりの主体であるとい

う原則に基づき、町政に参加することを基本とし

ます。 

 ２ 町は、町政に広く町民が参加する機会を保

障し、積極的に町民参加を推進するものとします。 

 ３ 町民参加に当たっては、その自主性が尊重

されるとともに、参加すること又は参加しないこ

とによって不利益な扱いを受けるものではありま

せん。 

 （町民意見の公募） 

 第９条 町は、重要な政策、計画等の策定に当

たり、事前に案を公表し、町民の意見を聴き、そ

の政策、計画等に反映させるとともに、提出され

た町民の意見に対する町の考え方を公表するもの

とします。ただし、緊急性を要するものについて

は、この限りではありません。 

 （町民活動） 

 第10条 町民は、自ら行う活動が安定的かつ活

発に行うことができるよう町民活動団体を組織す

ることができます。 

 ２ 町は、前項の町民活動団体の役割と活動を

尊重します。 

 第３章 議会 

 （議会の責務） 

 第11条 議会は、町政における二元代表制の一

翼を担い、町民による直接選挙で選ばれた議員に

よって構成される意思決定機関として、その機能

を果たす責務を有します。 
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 （議員の責務） 

 第12条 議員は、町民の信託に応え、公平、公

正かつ誠実に職務を遂行する責務を有します。 

 第４章 町 

 第１節 町の基本事項 

 （町の役割と責務） 

 第13条 町は、条例、予算その他の議会の議決

に基づく事務及び法令等に基づく事務を執行する

役割を有します。 

 ２ 町は、前項の役割を達成するため、自らの

判断と責任において、公正で誠実に事務を管理し、

執行する責務を有します。 

 ３ 町は、町民の信託に基づく町政を効果的で

効率的に執行する責務を有します。 

 ４ 町は、町民の意思を反映するまちづくりを

進めるため、情報の共有と町民参加により、連携

協力して透明性の高い町政を執行する責務を有し

ます。 

 （町長の責務） 

 第14条 町長は、この条例の目的達成のため、

全力を挙げてまちづくりを推進する責務を有しま

す。 

 ２ 町長は、町民の信託に応え、公正かつ誠実

に町政を執行し、町民に対し、説明を果たす責務

を有します。 

 （職員の責務） 

 第15条 町の職員は、町民が自治の主体である

ことを認識し、公正かつ適正に職務を遂行する責

務を有します。 

 ２ 町の職員は、町民との信頼関係を深めるた

め、町民の視点に立ち、自らも地域の一員として

自覚し、まちづくりに積極的に参加するとともに、

全力を挙げて職務を遂行する責務を有します。 

 ３ 町の職員は、まちづくりの課題に対応する

ため、互いに連携を密にするとともに、政策の企

画及び立案並びに町民の求めることに的確に対応

できるよう創意工夫し、自己研さんする責務を有

します。 

 第２節 行政運営 

 （総合計画） 

 第16条 町長は、総合的かつ計画的な行政運営

を図るための長期的な方針を定めた基本構想及び

基本計画（以下「総合計画」といいます。）を策

定します。 

 ２ 各分野の政策を実現するために策定する計

画は、総合計画との整合を図るものとします。 

 （財政運営） 

 第17条 町長は、総合計画を踏まえ、中長期的

な財政見通しに留意しながら予算を編成し、計画

的かつ健全な財政運営に努めます。 

 ２ 町長は、財政の状況について、町民にわか

りやすく公表するものとします。 

 （危機管理） 

 第18条 町は、災害、不測の事態等の緊急時に

対処するため、機動的な危機管理体制を確立し、

町民の生命及び財産を守るために必要な措置を講

じます。 

 ２ 町民は、緊急時において自ら身を守り、ま

た、相互に助け合い、行動できるよう日頃から防

災等に対する意識の高揚を図り、地域が一丸とな

った協力体制の整備に努めます。 

 ３ 町民及び町は、あらゆる危機に対応するた

め、常に連携します。 

 第５章 まちづくり 

 第１節 ひと 

 （子育て及び教育の推進） 

 第19条 家庭、町民、学校等及び町は、深い連

携によって、次代を担う子どもたちの健やかな成

長及び郷土愛を育むための特色ある教育に取り組

み、あわせて、まちづくりの担い手となる人材を

育成するよう努めます。 

 ２ 家庭は、子育ての主体となり、子どもを守

り、しつけ、心身の健康を維持するよう努めます。 

 ３ 町民は、関係する機関、団体等と連携して、
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子どもの安全の確保と子育ての推進に努めます。 

 ４ 学校等は、保護者、地域とともに子どもに

対する知育、徳育、体育、食育等の充実に努めま

す。 

 ５ 町は、子育て及び教育に関し必要な政策を

実施するものとします。 

 第２節 くらし 

 （町民の活動との連携） 

 第20条 町は、町民のさまざまな活動に対等な

立場で連携協力して、地域の課題に取り組み、協

働のまちづくりを推進します。 

 （コミュニティの推進） 

 第21条 町は、豊かな地域社会づくりとその継

承に自主的、自立的に取り組んでいるコミュニテ

ィが自治の推進に大きな役割を果たすことを認識

し、その活動を最大限に尊重します。 

 ２ 町は、コミュニティの自主性、自立性に配

慮しながら、その活動の推進に役立つ地域情報の

提供その他支援に努めます。 

 ３ 町民は、コミュニティの活動を推進してい

くため、互いに権利を認め、協力し、情報提供を

行い、その活動に積極的に参加するよう努めます。 

 （健康の増進及び福祉の向上） 

 第22条 町民及び町は、健康増進及び福祉の向

上を相互理解と協力の中で推進するため、地域社

会における連帯意識を深めるよう努めます。 

 （保健、医療及び福祉の連携） 

 第23条 町は、保健、医療及び福祉に関する機

関、団体等との連携を図り、町民が必要なときに

適切なサービスを受けることができるよう努める

とともに、町民に心理的及び物理的障壁を感じさ

せないまちづくりを進めます。 

 第３節 しごと 

 （産業の振興と職場づくり） 

 第24条 町民及び町は、豊かな自然や温暖な気

候による特色ある風土を活かした産業の振興を図

るとともに、働く場の確保及び移住の受入れ促進

に努めます。 

 ２ 町民及び町は、次代の人たちが魅力を感じ、

誇りを持てる職場づくりに努めます。 

 第４節 情報共有 

 （情報の公開） 

 第25条 町は、町民に開かれた町政運営を推進

するため、町が保有する情報をわかりやすく提供

し、公開するよう努めます。 

 ２ 町が保有する情報については、別に条例で

定めるところにより、情報を公開します。 

 （情報の共有） 

 第26条 町民及び町は、まちづくりに関する情

報を積極的に収集し、提供し合うことにより、情

報を共有してまちづくりの推進に努めます。 

 ２ 町は、町政に関する情報をさまざまな手段

を用いて、わかりやすくかつ速やかに提供するも

のとします。 

 （説明責任） 

 第27条 町は、公正で開かれた町政を進めるた

めに、町政に関して町民にわかりやすく説明しま

す。 

 （個人情報の保護） 

 第28条 町は、個人の権利及び利益が侵害され

ないように、その保有する個人情報について、別

に条例で定めるところにより、適正な保護を図り

ます。 

 第５節 意見交流 

 （町民との意見交流） 

 第29条 町は、町政の状況把握及び改善の検討、

実施事業の更なる活性化に向けての取り組み、地

域の特色を活かす工夫等について、意見交流する

場を設け、町民が参加するまちづくりを推進しま

す。 

 第６章 住民投票 

 （住民投票の実施と取扱い） 

 第30条 町長は、町政に関する重要な事項につ

いて、直接、町民の意思を確認するため、住民投
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票を実施することができます。 

 ２ 住民投票の実施に関し必要な事項は、それ

ぞれの事案に応じ、別に条例で定めます。 

 ３ 町長は、住民投票を実施するときは、その

結果の取扱いを事前に明らかにします。 

 第７章 交流・連携 

 （国及び北海道との連携協力） 

 第31条 町は、地方自治の本旨を踏まえ、それ

ぞれの適切な役割分担のもと、国及び北海道と連

携協力します。 

 （他の地方公共団体等との連携協力） 

 第32条 町は、近隣市町村その他の地方公共団

体及び関係機関と積極的な情報交換及び相互理解

を図り、連携協力して広域的な共通課題の解決及

びまちづくりに取り組みます。 

 （町外の人々との交流及び連携） 

 第33条 町民及び町は、近隣市町村の人々と環

境、福祉、観光等共通する課題について積極的に

情報交換を行い、交流を深め、公共的な社会基盤

等が広域的に活用されるまちづくりに取り組みま

す。 

 （国際交流及び地域間連携） 

 第34条 町民及び町は、国際化社会において、

多様な文化の共生を目指すまちづくりを進めるた

め、姉妹都市等との交流を図り、互いの文化や価

値観の理解、尊重に努め、国際感覚豊かな人材を

育成します。 

 ２ 町民及び町は、交流都市等と教育、文化、

産業、観光などの交流及び連携を図り、地域社会

の発展を進めます。 

 第８章 条例の位置付けと見直し 

 （条例の位置付け） 

 第35条 この条例は、本町の自治の基本を定め

るものであり、町民、議会及び町は、これを最大

限に尊重するものとします。 

 （条例の見直し） 

 第36条 町長は、この条例の施行後４年を超え

ない期間ごとに、この条例が余市町にふさわしく、

社会情勢に適合しているかを検討します。 

 ２ 町長は、前項の規定による検討に当たって

は、次条に定める委員会に必要な意見を求めるも

のとします。 

 ３ 町長は、第１項の規定による検討の結果を

踏まえ、この条例とこの条例に基づく制度を見直

すことが適当であると判断したときは、必要な措

置を講ずるものとします。 

 （町民自治推進委員会） 

 第37条 この条例を守り育て、実効性を高める

ため、余市町民自治推進委員会（以下「町民委員

会」といいます。）を設置します。 

 ２ 町民委員会は、町長の諮問に応じるほか、

この条例の基本的事項について意見を述べること

ができます。 

 ３ 町民委員会の組織、運営その他必要な事項

は、別に規則で定めます。 

 附則 

 （施行期日） 

 １ この条例は、平成30年４月１日から施行す

る。 

 （余市町特別職の職員で非常勤のものの報酬及

び費用弁償に関する条例の一部改正） 

 ２ 余市町特別職の職員で非常勤のものの報酬

及び費用弁償に関する条例（昭和35年余市町条例

第２号）の一部を次のように改正する。 

 別表統計調査員の項の次に次のように加える。 

 町民自治推進委員会、委員、日額4,000円、

1,500円、同上。 

 なお、日額4,000円とは報酬の額であり、1,500円

とは執務日１日当たりの費用弁償でございます。

さらに、同上とは、費用弁償のうち旅費の額を指

し、その内容といたしましては余市町職員の旅費

及びその支給方法に関する条例別表１相当額とな

っております。 

 以上、議案第６号につきまして提案理由をご説
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明申し上げましたので、よろしくご審議、ご決定

賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（中井寿夫君） 提案理由の説明が終わり

ました。 

 お諮りいたします。本案につきましては、さき

に議会運営委員会の委員長から報告がありました

ように、議長を除く議員17名をもって構成する余

市町自治基本条例審査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、議案第６号につきましては、議長を除

く議員17名をもって構成する余市町自治基本条例

審査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２項の規定に基づき、19日か

ら20日までの２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、19日から20日までの２日間休会とする

ことに決しました。 

〇議長（中井寿夫君） お諮りいたします。 

 本日の会議は議事の都合により延会いたしたい

と思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、本日はこれにて延会することに決しま

した。 

 なお、21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０１分 
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