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  民 生 部 長  澤 谷 栄 治 
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  社 会 教 育 課 長  松 井 正 光 

  監 査 委 員 事 務 局 長  澤 辺 成 徳 
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〇議 事 日 程            

  第 １ 一般質問             

開 議 午前１０時００分 

〇議長（中井寿夫君） ただいまから平成26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。 

 なお、小林選挙管理委員会事務局長は選挙事務

のため自席待機について申し出があり、これを許

可しましたことをご報告申し上げます。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第１、一般質問を行

います。 

 順次発言を許します。 

 発言順位５番、議席番号６番、岸本議員の発言

を許します。 

〇６番（岸本好且君） 平成26年第４回定例会に

当たり、さきに通告いたしました一般質問１件に

ついて質問いたします。町長におかれましては、

答弁方よろしくお願いいたします。 

 要支援サービスの一部自治体への移行につい

て。介護保険サービスのうち介護の必要度が比較

的低い要支援向けのサービスの一部が制度の見直

しにより自治体の事業として来年度より移行する

こととなっております。しかし、最近の調査によ

りますと、自治体側の体制が十分整っていないこ

とが明らかになりました。調査したのは医療福祉

団体などでつくる中央社会保障推進協議会で、こ

の９月から全国の市町村や広域連合全1,579の保

険者を対象に調査したものです。現時点で回答が

あった650保険者、回答率41％の集計を見ますと、

その実施時期について来年４月からの実施と答え

たのは40の保険者にとどまっており、国が求める

多様なサービスの確保が非常に困難な結果がこの

たびの調査で明らかになりました。 

 要支援向けの通所、訪問介護サービスは、平成

27年度から２年間のうちに自治体のサービスとし

て移行することになっておりますが、実に８割の

500以上の保険者が見通しが立たないとの回答で

した。国は、サービスの提供にボランティアやＮ

ＰＯを活用することを求めています。しかし、多

様なサービスの確保が非常に難しい自治体が多い

のが現実です。多くの自治体が見通しが立たない

理由として、過疎、高齢化による人材不足、また

財源が不足する、さらに自治体によっては料金や

サービスに差が出る可能性があり、懸念されてい

ます。平成27年４月から順次要支援サービスの一

部が市町村事業として移行されるに当たり、本町

の現状と見通しについてお聞きをします。よろし

くお願いします。 

〇町長（嶋  保君） ６番、岸本議員の要支援

サービスの一部自治体への移行についてのご質問

に答弁申し上げます。 

 ご案内のとおり、平成26年６月に介護保険や医

療提供体制を見直す地域医療介護総合確保推進法

案が可決成立し、その中で介護保険制度の改正が

なされ、介護の度合いが低い要支援者に対する予

防給付の訪問介護及び通所介護については、新し

い介護予防・日常生活支援総合事業に移行し、市

町村独自の事業となったところでございます。こ

の新しい総合事業へは、市町村の判断によって平

成29年４月までに移行することとなっておりま

す。 
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 ご質問にあります通所、訪問介護サービスにお

ける本町の現状につきまして９月末現在で訪問介

護の受給者数は86名、通所介護の受給者数は170名

で合計256名となっております。この方々が新しい

総合事業に移行するものと考えられますが、この

ような支援を必要とする軽度の高齢者に対するサ

ービスの提供について今後の見通しといたしまし

ては、既存の介護事業所による専門的なサービス

を提供しながら介護予防事業を推進し、訪問介護

に係る生活支援サービスや通所介護に係るミニデ

イサービス、コミュニティサロンなどについては、

ボランティア団体等による多様な担い手による多

様なサービスを国においては想定しているところ

でございます。しかし、町村においては、担い手

を確保することは非常に難しいのが現状でありま

す。本町といたしましても平成29年４月の実施に

向けて、地域の多様な主体を活用し、サービスの

低下を招かないような施策について検討を続けて

まいりたいと考えておりますので、ご理解をお願

いいたします。 

〇６番（岸本好且君） 答弁ありがとうございま

した。 

 この介護保険事業の予防給付の見直しに係る今

回の市町村移行については、現行の介護予防給付、

要支援１、２で実施している町長からございまし

た訪問介護、それから通所介護、市町村がその地

域の実情に応じて取り組むことができると、そう

いう改正です。いわゆる新しい地域支援事業とし

て、総合事業ともいいますか、そういう位置づけ

で今回施行されるものと認識しております。そこ

で、現状と見通しについて今ご答弁ありましたの

で、３点ほど再質問させていただきます。 

 １点目は、今回の移行に伴う財源のことなので

す。その財源構成は、給付と同じく国が25％、都

道府県といいますか、道が12.5、市町村も同じく

12.5％、そして１号保険料として65歳以上、それ

から２号保険料、40歳から64歳までについては、

それぞれ１号が21％、それから２号が29％で、要

は保険料が50％、公費が50％の割合の財源でこの

制度が運用されていきます。この比率というのは、

今回の改正により移行するに当たって、その予防

事業が介護にならないために予防給付というのは

必要性がだんだん高くなっている中で、市町村の

負担がだんだん多くなっていくというのが予想さ

れますけれども、これは動向としては今後どのよ

うになっていくということで理事者側として見ら

れているのか、この点について１点目お聞きしま

す。 

 そして、２点目は、現行の介護予防事業、日常

生活の支援事業を含めた２次、１次の予防が今ま

でどおりの既存の事業として訪問型サービス、通

所型サービス、それから家庭に配付、配食ですか、

している生活支援サービス、ケアマネジメントな

どの既存のサービスと今回の改正によってもう一

つ、一般介護といいますか、一般介護事業に大き

く分かれていると聞いています。要は多様化した

サービスを自治体が提供していかなければならな

いと。財源もそうなのですけれども、今回の調査

で、これは全部の調査ではありませんけれども、

今回の移行が見通しが立たないという回答が多い

中で、いろいろな理由があると思うのですけれど

も、要は加速する高齢化、余市町も既に65歳は

34％、35％に届くところまできている中で、町長

今もおっしゃったように高齢化によるいろいろな

面で人材の不足が本町も全道的に高齢化率が高い

中でその影響が早くくる、そういうふうに当ては

まると思うのです。そこで一番心配されることは、

特に本町の高齢化率が全道的に非常に高い中での

サービスを利用する側も、それらを支えるといい

ますか、大変な時代にだんだん入っていくと。余

市町として今後こういう高齢化率がどんどん高く

なっていく、全道でもいち早く高齢化率が40％、

45％といく中で、どんなスタンスで今回の制度の

改正によって取り進めていかれるのか、再度その
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点お聞きをします。 

 それから、３点目なのですけれども、これは２

点目とちょっと重複するかもわかりませんけれど

も、要は加速する高齢化、ますます高齢化する中

で、既存の介護事業所によるサービスが今までに

加えて今回生活支援サービスというのが国の方針

で出されました。それで、答弁の中にもありまし

たようにＮＰＯや民間企業、さらにはボランティ

アなど、そのような方々、企業も含めて活用して

いくということなのですけれども、今回このこと

については最初の一般質問の中でも野崎議員から

も発言があったように元気な高齢者が支える側に

回っていく、また回っていかなければならない、

そう考えていかなければならないと思います。例

えば住民のボランティアによる見守りやごみ出し

などがそれに当たるのですけれども、余市町の現

状としてボランティアの育成、これについてはま

ちづくりの面からも非常に大切なことだと思うの

ですけれども、今まで何人かの議員がこのボラン

ティアの育成についてはいろいろ提言していると

思うのですけれども、要は求める側も多くなって

きた現状、それからボランティア活動を何らかの

形でしたいという、そういう方々も余市町は確実

にふえています。その接点をどのように結びつけ

ていくのかがさらに重要だと思いますので、現在

窓口になっている社協が先進地は非常にいいシス

テムをつくって、どんどんこのボランティアの育

成といいますか、それが進んでいると思いますが、

この点についても町長はどんなお考えなのか、以

上３点お聞きいたします。 

〇町長（嶋  保君） ６番、岸本議員からの再

度のご質問に答弁申し上げます。 

 まず、全般的なお話しさせていただきますが、

この介護保険制度、国が創設しましたが、今やは

り制度自体がかなりもう行き詰まってきているの

かなという部分がございます。保険料の問題、全

国平均でも5,000円なんなんとするという形で、本

町でも5,000円を超えてございます。そういった中

で、平成37年度の予測を見ましても8,000円程度と

いう予測もされているところでございます。そう

いった中で、今の制度でいけばどんどん、どんど

ん給付費が上がれば保険料が上がっていくという

仕組みでございます。もうこれだけの保険料にな

ってくれば、そのあたり抜本的な仕組みを変えて

いかなければならないというふうに私も思ってご

ざいますが、そういった中で施設から在宅という

形の中で自助努力という部分が国のほうの方針、

これは理念としては在宅でという部分は私は理念

には賛成するところでございますが、これが財源

の削減等の手法としてやられるのであれば本末転

倒ではないかなというふうに思ってございます。

そういった中で、国25％、道、市町村が12.5％、

そして１号につきましては21、２号は29という比

率、こういった中ではやはり市町村の財政的な負

担というのが大きくなってくるというふうに思っ

てございます。それが今回の改正の一つの国の負

担を少なくするという部分が大きな部分ではある

のかなというふうに思ってございます。 

 それと、人材の高齢化の部分でございます。２

点目、３点目は関連がございますので、一括して

お話しさせていただきたいと思いますけれども、

本町でもおっしゃったように高齢化率35％、

34.7ですから、これはもうそろそろ35という形に

なってきているというふうに思っております。こ

れは余市だけではございませんが、これはやはり

地方にとっては非常に大きな問題であり、課題で

あるというふうに思ってございます。そういった

中で、いかにこれらの方々を巻き込むと言ったら

語弊がありますが、先日も野崎議員からも先ほど

おっしゃったようにご質問もございました。要介

護の重症な方もいて、出られない方もいらっしゃ

るのは確かですが、かなり元気なお年寄り、そし

てまだまだいろいろな経験や知識を持ったお年寄

りというのはたくさんいらっしゃるというふうに
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は私もそれは思っておりますので、いかにこれら

の方々を家にこもるのではなくて外に出て活動を

していただくと、そういった部分の仕組みをつく

っていかなければならないと。これは、本当にそ

この部分をしなければ、これからの介護保険制度

の隘路にしている部分に対応できていかないとい

うふうに思ってございます。先日も野崎議員から

もご提言を受けましたが、そのボランティアなり、

これは一介護だけではなくて今後の余市町のまち

づくり等を含めて非常に重要な問題だと思ってお

ります。今までも取り組んできておりますが、も

っともっとスピード感と力点を今やらなければな

らないという部分に置いてこのあたりはやってい

かなければならないというふうに思っています。 

 それと、ボランティア、やはり余市はいろいろ

な中でまだまだ都会に比べて少ないとか、高齢化

があるから少ないとか、そういったような悲観的

な見方もあろうと思いますが、一昨年のいけまぜ、

これのとき私は当初苫小牧のこの代表の高橋義男

ドクターが町長室に来られて、これだけのボラン

ティアを集めろと言ったときに、先生、それは無

理ですよと、余市ではそんなに絶対集まりません

からと言ったことを覚えています。しかし、高橋

ドクターの情熱、いろいろな中での町民のご協力

によりまして当初の人数よりかなり多く集まった

という部分もございます。そういった意味で、私

どもの進め方によってはこれらのボランティア等

を含めてもっともっと力を結集できるものと、そ

してまたいろいろな力をかしていただける、まだ

まだ余市町はそういった素地があるというふうに

思ってございますので、それらも含めて、見守り

等、ごみ出し等を含めて、まちづくり、そして介

護の部分を含めてそういったボランティア活動、

そして高齢者の方々がまちづくりに参加していた

だくそのシステムという部分をしっかりつくって

いかなければ、今の介護保険制度に対応していけ

ないと。これは、私も国に対してはいろいろな部

分、財政の部分、そして法改正の部分について、

六団体等、町村会等を含めて申し上げることは申

し上げますが、しかし保険者としてはその対応、

決まった場合どうするという対応もやはり考えて

いかなければなりませんので、そのあたりご提言

の部分十分に意を酌んで、それらに取り組んでい

かなければならないというふうに思っておりま

す。 

〇６番（岸本好且君） 現状と見通しについては

今町長から答弁ありましたので、29年４月ですか、

約２年間かけて実施するということで、余市地域

に合った、対象者もそうなのですけれども、今私

は支える側のほうの体制もやはり十分この改正を

機につくっていく必要がある。余市町の町民はま

だまだボランティアに対する考え方について、今

町長言ったように、非協力的だというふうに見て

いる人もいますけれども、私は町長と同じように

そう思っていないのです。私もいけまぜにも参加

して、意外な余市町民の姿も見ましたし、我々議

員に対しても厳しい意見もその場でも言われまし

た。逆に我々がしっかりしなければならないとい

うのを感じたところです。そして、さっきいけま

ぜの話がありましたけれども、ことしは恵庭でも

あって、私もちょっと関係者と知り合いになって

いるものですから前の日から参加したのですけれ

ども、やっぱりシステムがきちんと完全でないま

でも恵庭市もそういう体制づくりができているよ

うには聞いています。 

 そこで、ボランティアはそういうことなのです

けれども、１点だけ、ＮＰＯの関係なのです。そ

れで、今回移行の中にもＮＰＯという言葉が国か

らも相当出ています。それで、例えば訪問介護の

場合は掃除、それから洗濯などの生活支援サービ

スもこれに入って、実際にこういうサービスを提

供するのをＮＰＯでやるという方向、それから通

所についてはＮＰＯによる町長も言いましたよう

にミニデイサービスの事業などが考えられていま
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す。そこで、町長、再質問でちょっとお聞きした

いのですけれども、このＮＰＯについて余市町の

現状といいますか、どのようになっているのか。

それから、ＮＰＯ法人に対して町長は今後どう育

成していくのか。数字的なものはいいです。状況

だけ答弁していただきたいと思いますので、よろ

しくお願いします。 

〇町長（嶋  保君） ６番、岸本議員の再度の

ご質問に答弁を申し上げます。 

 支える側の体制という部分で、私もいけまぜ恵

庭行きたかったのですけれども、ちょっと公務が

ありまして行けませんでした。若干いけまぜの関

係でもお話しさせていただきますが、やはりこの

流れは私はとめてはならないと思っていますし、

高橋先生もまだまだぽれぽれペンギンくらぶ等を

含めて、古平の、ごめっこくらぶ等を含めて、こ

の北後志地区の障害者の部分と非常に大きなかか

わりを持っている部分でございまして、先日チカ

ホで行われたトークショーに私も高橋先生と出演

をさせていただきまして、やはりそういった中で

これらをきっかけにしたボランティアの取り組

み、そして町民参加の協働のまちづくりという部

分で大きく活用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、ご質問のございましたＮＰＯ法人の関

係、今介護等を含め数字等は持ち合わせておりま

せん。しかし、こういった中で今後介護の部分の

みならずまちづくり等を含めてこれらの育成とい

うのが、ボランティア団体を含めＮＰＯ法人等の

育成というのは非常に重要な部分を占めてくる

と。といいますのは、きめ細やかなまちづくりを

進めていく上で行政だけで全てそれで完結すると

いうのはなかなか厳しい状況にもなってきており

ますので、やはり多様な主体をまちづくりの主体

としてお力添えをいただき、そしてまたそれらの

育成をしなければならないというふうに考えてご

ざいますので、これはＮＰＯ法人の設立のいろい

ろなノウハウ等を含めていま一度庁舎内で検討を

強化して、そしてまたその結果等を含めて町民に

いろいろな中での情報提供もしていかなければな

らないというふうに思っております。 

〇議長（中井寿夫君） 岸本議員の発言が終わり

ました。 

 発言順位６番、議席番号14番、佐々木議員の発

言を許します。 

〇14番（佐々木正江君） 私は、第４回定例会に

当たり、さきに通告の１件について一般質問を行

います。理事者におかれましては、要を得たご答

弁よろしくお願いいたします。 

 件名は、後期高齢者医療制度についてです。後

期高齢者医療制度は、小泉政権の社会保障破壊構

造改革路線の柱として2006年に導入が決められ、

2008年に実施が強行されました。75歳以上の人を

それまで加入していた公的医療保険から切り離

し、後期と名づけた別建ての医療制度に囲い込み

ました。年齢で医療を差別する医療制度は、世界

でも異例のものであり、うば捨て山だという国民

の声が渦巻きました。 

 2014年10月15日、厚生労働省は社会保障審議会

保険医療部会に対し、後期高齢者医療制度の保険

料の特例軽減措置を世代間、世代内の不均衡があ

るとして廃止し、810億円の医療費を削減する方針

を打ち出しました。対象となるのは全国で約865万

人で、2016年度から段階的に廃止したい考えです。 

 北海道後期高齢者医療広域連合に加入している

被保険者数は約72万6,000人と言われていますが、

所得なしの人約42万人を初め、所得の低い被保険

者が約61万3,000人と全体の84％を占めています。

また、特例軽減措置対象者は、均等割該当者が約

37万人、所得割該当者が約６万5,000人、被保険者

全体の60％を占め、廃止措置によって２倍から３

倍の負担増になる加入者も生まれると言われてい

ます。本町における後期高齢者医療制度の加入者

数及び特例軽減措置対象となる方は何名ぐらいお
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られるのか。また、特例軽減措置廃止によって最

大どれくらいの負担増となる方がおられるのかお

伺いいたします。 

 後期高齢者医療制度は、２年ごとに保険料が改

定されていますが、保険料全国平均は引き上げを

繰り返しています。保険料を払えずに滞納した人

は、全国で約25万人に上り、短期保険証を交付さ

れた人は２万3,000人に達しています。年金が少な

く、年金からの天引きの対象にならない低所得者

の方がほとんどと言われています。本町における

保険料の納入状況は、どのようになっているのか

お伺いいたします。また、滞納による差し押さえ

の有無についてもお伺いいたします。 

 毎年削減される年金、消費税増税、円安による

物価の値上がりなどで後期高齢者を取り巻く状況

は極めて厳しくなっており、その上特例軽減措置

が廃止されれば対象となる被保険者に深刻な影響

を与えるのは明らかです。このような特例軽減措

置の廃止に対する町長の見解をお伺いいたしま

す。 

 また、40歳から74歳の特定健診結果などについ

ては、「広報よいち」でも掲載されていますが、

後期高齢者の健診はどのように取り組まれている

のかについてもあわせてお伺いいたします。 

〇町長（嶋  保君） 14番、佐々木議員のご質

問に答弁申し上げます。 

 １点目、本町における後期高齢者医療制度の加

入者数及び特例軽減措置対象数でありますが、平

成26年度の賦課期日においての加入者数は

3,692人、特例軽減措置対象となる方は1,903人で

あります。また、特例軽減措置廃止による負担増

につきましては、軽減の対象となります均等割部

分を比較しますと、一部の所得によっては５倍程

度となるケースもありますが、平均的なケースで

は最大３倍程度になると考えられます。 

 次に、本町における保険料の納入状況でありま

すが、平成25年度の実績で申し上げますと、特別

徴収においては調定額１億2,317万円に対し100％

の収納率であり、普通徴収の現年度分においては

調定額8,540万円に対し収納額8,381万円となり、

収納率は98.1％、また普通徴収の滞納繰り越し分

においては調定額315万円に対し収納額72万

3,000円となり、収納率は23％であります。全体で

の収納率につきましては、98.1％となっておりま

す。 

 次に、滞納による差し押さえの有無であります

が、現在のところそのような事例はございません。 

 次に、特例軽減措置の廃止に対する見解であり

ますが、この措置は後期高齢者医療制度創設時、

低所得者に対する配慮として本則での７割軽減を

一定の所得基準により９割と8.5割に拡大したも

のであります。国は、制度創設から一定の期間が

経過し、世代間等での軽減において公平性が欠け

るとして段階的な廃止を示しておりますが、本町

におきまして５割の方が特例軽減措置の対象者と

なっており、廃止された場合の影響は大きなもの

があることから、今後の議論の動向について注視

する必要があると考えております。 

 次に、後期高齢者の健診に対する取り組みにつ

いてでありますが、本町では40歳以上の国保加入

者と40歳以上の生活保護受給者とあわせて後期高

齢者医療保険の対象者の方に特定健診と各種がん

検診を町広報におけるチラシ等で周知、募集をい

たしております。健診会場につきましては、北海

道対がん協会による町内での健診が２回、無料送

迎バスで北海道対がん協会での健診が２回、さら

に町内の一部の医療機関を除き６月より常時受診

することが可能となっておりますので、ご理解を

賜りたいと存じます。 

〇14番（佐々木正江君） いろいろご答弁いただ

きました。 

 2008年度４月から実施された後期高齢者医療制

度なのですけれども、この医療制度が実施される

に先立って、３月14日の参議院の予算委員会で日
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本共産党の小池晃政策委員長が後期高齢者医療制

度について当時の舛添厚生労働大臣、この方に質

問しています。この制度については、先ほども言

いましたけれども、うば捨て山だということで随

分全国の自治体から怒りの声が上がったと。それ

は、中止だとか見直しの意見書となって全国から

484件も政府に対して意見書とかが寄せられたと

いうふうなことが明らかになっています。小池議

員は、この予算委員会で世界の国民皆保険制度の

国で特定の年齢以上の方のみを対象とする保険制

度をとっている国があるのかと、こういった質問

をしています。舛添厚労相は、国民皆保険制度の

もとで高齢者の医療を別建てにしている国の例は

把握していないということで答弁しているので

す。 

 また、小池さんは、75歳を過ぎた親はなぜ扶養

家族にしてはいけないのかと、こういった質問を

しているのですけれども、舛添厚生労働大臣はこ

のように答弁しています。75歳以上の高齢者は心

身の特性があると。この特性というのは、３つ挙

げているのですけれども、治療の長期化、複数疾

患への罹患が見られる、それと多くの人に認知症

の問題が見られる、いずれ避けることができない

死を迎える、こういった後期高齢者の特徴を把握

した上で、それを特性を述べた後、それが第一だ

が、高齢者の医療費はやはり持続可能でなければ

ならないと言って、高齢者に対しても公平に負担

をしてもらうためにこの分担のルールをつくるの

だということを述べています。そして、この運営

主体を都道府県単位にするということと、するこ

とによって集めるほうと使うほうが一元化される

ので、財政的な視点からも運営責任の明確化と安

定化を図ることができる、そういう意味でこうい

う独立の医療制度を創設するのだというふうな答

弁をしているのです。それはなぜかといったら、

日本が世界で一番高齢化が進んでいて、私たちは

モデルを提示するのだと。アジア諸国が同じ高齢

化の道を歩んでいるときに、維持可能で高齢者に

きめ細かい手当てができる制度の創設だと思って

政府与党で決めたのだよという、こういう答弁を

しています。こういった後期高齢者医療制度の政

府の考え方というか、この答弁、これについて町

長は初めてお聞きになったかもしれませんけれど

も、こういう考えのもとに後期高齢者医療制度が

できているということについて、この答弁をどの

ように受けとめられているのかお伺いしたいとい

うふうに思います。 

 それから、後期高齢者の医療制度がスタートす

るに伴って始まった特定健診なのですけれども、

余市町では特定健診と一緒に後期高齢者の方の健

診もやっているというふうに受けとめてよろしい

のでしょうか。 

 その健診率のことなのですけれども、2013年の

後期高齢者の健診の受診率なのですけれども、北

海道の平均で12.06％、７万9,677人というふうに

なっています。余市町は5.28％、169人という、そ

ういうデータを見たのですけれども、寿都町なん

かは46.15％、和寒町は42.49％、鷹栖町は70.35％

と、このように非常に高いですし、後志管内の10％

以上の受診率のところは10町村なのです。特定健

診だけでなくて、やはり後期高齢者の健診にも力

を注いだほうがいいのではないか、それが医療費

の削減にもつながるのでないかなというふうに思

いますけれども、町長の見解を伺いたいと思いま

す。 

〇町長（嶋  保君） 14番、佐々木議員の再度

のご質問に答弁申し上げます。 

 まず、この創設時の部分のお話もございました。

大変勉強不足で申しわけないですけれども、初め

て聞く部分もございました。これらある一定年齢

だけの医療制度というのは非常に特異だという部

分は認識してございまして、また当時の舛添厚労

大臣等の答弁等の部分につきましては初めてお聞

きする部分でございますので、答弁は控えたいと
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いうふうに考えてございます。 

 そういった中で、今回の法改正の廃止の方向性

と、これは厚労省の提案という中でございまして、

しかしこれが10月に出され、その後自民党のプロ

ジェクトチーム、この中でもここの部分につきま

しては非常に異論も出されているという部分もご

ざいます。政府、自民党といたしましても後期高

齢者制度、これについてはいろいろな中での改正

によって非常に高齢者の皆さん、そしてまた国民

から批判なり、反感も買ったという、その反省も

あるようでございます。これらにつきまして今後

私どもも高齢者の低所得者の方々に対する負担が

非常に大きくなってくるというような部分もござ

いますので、これらにつきましても申し上げると

ころはしっかりと要望等を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が、先ほど来

申し上げてございますが、そのまま厚労省提案に

なった場合の対応という部分も私ども考えてもい

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、高齢者の特定健診の受診率、確かにお

っしゃいましたように北海道12％という中で余市

町は非常に低いという部分は、これは事実でござ

います。理由としては、ある程度後期高齢者は何

らかの持病で医療機関にかかっているとか、また

小樽、札幌にも比較的近くて、通常の疾病で受診

しているというような理由等も考えられますが、

そういった同じような条件のもとでこの受診率が

高いという町村は確かにありますので、それらに

甘んじることなく、やはり予防なりという部分、

特定健診の受診という部分、これが結果的には若

干の回り道になる、すぐということにはなりませ

んけれども、行く行くは医療費の抑制、そしてま

た制度の維持という部分については非常に重要な

部分だというふうに思ってございます。これは、

常々私も申し上げてございますが、広報やチラシ

で周知したと、そして来たのが何人だった、率が

どういう率だったというのではなくて、一人でも

多く来ていただくためにどんな方策があるかと。

ことしもある区会の盆踊りにもお声がかりをいた

だいて、そこにも保健課等の、これは直接この部

分では関係ありませんけれども、通常の受診率等

を含めてそういった盆踊りにも担当課の職員が行

っていろいろな説明をさせていただいたと、そう

いった事実もございますので、広報やチラシで周

知したらそれで済むという部分ではなくて、いか

に一人でも多く受診していただくかという方策、

いろいろな部分で地域に飛び出してやっていかな

ければならないというふうに思っているところで

ございます。 

〇14番（佐々木正江君） 健診のことについては、

まさにそのとおりだというふうに思うのです。知

らない方もたくさんいらっしゃるというふうに思

います。そういうものを受けていいのかどうなの

かと、特に後期高齢者の方が受けている待遇と言

ったら変ですけれども、扱い方については何かち

ょっとそういう気持ちにさせられるものもあるの

かなというふうに思います。同じ広報に書くので

あれば後期高齢者の方もいいですよというような

書き方をしていただくとか、そういうふうにして

いただくと家族の方がわかって、教えてくれると

いうこともあるのではないかというふうに思いま

す。 

 それで、再々質問に入りますけれども、後期高

齢者医療制度では年金収入で250万円以下の世帯、

これを特例として保険料最大９割軽減とか、それ

から子供の扶養家族だった高齢者も９割軽減して

いるとかと、そういうことがあります。そして、

その上で今回この世代間、世代内の不均衡がある。

これは果たして本当に不均衡なのかなと私なんか

は思うのですけれども、要するに810億円という医

療費、これを削減するということが目的なのです。

例えば先ほどのご答弁にありましたけれども、最

大５倍となるケースがあるけれども、平均３倍ぐ
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らいになるのだと、特例が廃止された場合に。こ

ういったことが余市町でも実際にあるのだなとい

うふうに思うと、このこと一つとっても安倍自公

政権が言う消費税大増税の根拠である社会保障充

実のためという、こういった口実が崩れていくと

いうか、うそでないのかなとすごく感じるのです。 

 後期高齢者医療制度は、先ほども言いましたけ

れども、2008年からスタートしたのですけれども、

当時厚労省の担当者が石川県での説明会のときに

この制度は医療費が際限なく上がっている痛みを

後期高齢者にみずから自分の感覚で感じ取ってい

ただくものだと、このように説明をしているわけ

です。これは、新聞報道でも随分大きく出された

ことがありましたけれども、本当にこの言葉の中

に国の高齢者に対する考え方、後期高齢者はいず

れ避けて通ることのできない死を迎えるというそ

の特性、だからお金をかける必要はないという、

そういった考え方がはっきりと示されているので

はないかなということで、この特例軽減措置廃止

というのはまさにそのことを示しているのではな

いかと私は考えますが、本当に今高齢者の方は減

り続ける年金、黙っていても天引きされる保険料、

そして消費税の増税、円安による物価の値上げ、

先ほども言いましたけれども、本当に暮らしは大

変になる一方だと思うのです。それは、一般の国

民にも当てはまりますけれども、その上特例軽減

廃止措置では後期高齢者の皆さんの命とか暮らし

守ることはできないのではないのかなというふう

に思います。 

 11月５日に北海道後期高齢者医療広域連合議会

が開かれました。その席で日本共産党はこの問題

を取り上げて、国に対して撤回を求めるべきと強

く主張しました。北海道広域連合としても国に要

望するという、そういった答弁をしています。先

ほど町長も何らかの形で言っていきたいというご

答弁していましたけれども、これをまず余市町が

先頭に立って、そしてこういうことはしてはいけ

ないということを国に対して言っていく、そうい

う先頭に立つべきでないのかなというふうに思う

のですけれども、見解を伺いたいと思います。 

〇町長（嶋  保君） 14番、佐々木議員の再度

のご質問に答弁をいたします。 

 まず、１点目です。当初の創設のいきさつ等の

部分の死を迎えるからいいのだとか、そういった

部分あったというふうに説明をされてございま

す。私その部分につきましては、先ほど申し上げ

ましたが、勉強不足で存じておりません。しかし、

私は高齢者の皆様、これはいろいろな老人クラブ

連合会等の部分でも申し上げておりますが、今高

齢化率がどうだ、35％がどうだとか言って、風潮

としては何か皆さんが長生きしているのが悪いみ

たいような感じの論調というのがありますが、今

まで余市町をつくっていただいて、北海道の発展、

そして日本の発展にいろいろ寄与されてくださっ

た皆様がしっかりとこれからも生きがいを持って

暮らしていただくというのは、これは当然の重要

な問題だと思っております。そういった中で、今

回の軽減の廃止という部分、これにつきましては

非常に負担が大きいという部分も私は認識してご

ざいます。しかし、高齢者だから何でもゼロにな

るという部分ではないと私はもちろん思っていま

すし、その負担がどの程度が適正なのかと、これ

はやはりしっかりとした論議もなされていかなけ

ればならないという部分でもあるというふうに思

っております。先ほども申し上げましたが、自民

党のプロジェクトチームの中でもこの部分につき

ましては慎重な意見等もあるやに報道されてござ

います。そういった中では、私どもも町村会等を

含めてこの部分についても要望をもちろんしてお

りますので、これは余市町だけがという形ではな

りませんけれども、そういった町村会等を含めて

申し上げるところはしっかりと申し上げていきた

いというふうに考えております。 

〇議長（中井寿夫君） 佐々木議員の発言が終わ
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りました。 

 暫時休憩します。 

休憩 午前１０時５４分 

再開 午前１１時１５分 

〇議長（中井寿夫君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 一般質問を続行いたします。 

 発言順位７番、議席番号13番、中谷議員の発言

を許します。 

〇13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。理事者においては、

要を得た答弁をお願いいたします。 

 １件目、介護保険料についてです。医療介護総

合確保法に基づき、医療介護制度の改悪が進めら

れ、医療難民、介護難民が多発するのではないか、

不安の声が広がっています。介護保険は、スター

トから14年を経て、来春から第６期高齢者保健福

祉計画・介護保険事業計画がスタートします。第

６期計画の介護サービス供給、給付額、保険料な

ど審議されることになりますが、介護保険料増加

について心配の声が寄せられています。低年金世

帯は、食料品、消費税増税、電気料アップ、年金

削減の四重苦になっています。第６期計画の見込

みと高い介護保険料を抑制するため一般会計から

繰り入れすることについて伺います。 

〇町長（嶋  保君） 13番、中谷議員の介護保

険料についてのご質問に答弁申し上げます。 

 ご案内のとおり、厚生労働省は医療介護総合確

保推進法を施行し、第６期介護保険事業計画策定

の基本方針を８月に示しました。基本方針では、

１点目として地域包括ケアシステムの構築、２点

目として費用負担の公平化、３点目として平成

37年を見据えた介護保険事業計画の策定が求めら

れております。 

 本町におきましては、この基本指針を受け、介

護保険事業計画推進懇談会を６月に設置し、現在

計画策定作業を取り進めております。この第６期

計画における給付額につきましては、厚生労働省

の介護保険事業計画用ワークシートを利用し、実

績値に基づく自然体推計により介護保険サービス

の見込み量やそれに基づく保険料の推計作業を進

めているところでございます。 

 国の資料によりますと、第５期の全国平均の介

護保険料は月額4,972円となっており、平成37年度

には給付費総額の試算から8,200円程度の保険料

になるものと推計されております。本町における

第６期計画での介護保険認定者数の推計は、平成

27年度で1,779人となり、平成24年度と比較いたし

ますと約７％の増加となっております。また、平

成24年度の介護給付費の合計は22億2,300万円ほ

どとなっておりますが、介護保険の認定者数や給

付サービスの提供状況、さらに近隣町村の介護老

人福祉施設の整備状況などを勘案し、平成27年度

から平成29年度までの介護給付費の平均見込み額

を推計いたしますと、介護給付費の合計は23億

7,300万円となり、約７％程度の増加傾向になるも

のと推計しております。 

 このような給付サービスの推計をもとに介護給

付費の増加分を鑑みた場合の保険料につきまして

は、国の介護報酬が年明けの１月末ころに決定に

なることから保険料の基準額を現段階においてお

示しすることはできませんが、一定程度の増額が

見込まれるものと考えております。 

 介護保険料の上昇に係る被保険者の負担の増加

は、生活と暮らしに直結する問題であり、引き続

き低所得者の１号被保険者の保険料の軽減強化に

ついて町村会を通じて国に要望してまいりたいと

存じますので、ご理解をお願いいたします。 

〇13番（中谷栄利君） 医療介護総合確保推進法、

これは改悪、自民、公明による可決強行により介

護難民が相当出る、医療難民も出る。こういった

情勢のもとで今度の計画が策定されているという

ことなのですけれども、問題は法改悪の中どのよ
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うな理念で介護保険をしようとするのか、その町

長の基本姿勢が問われるのではないかなと思いま

す。 

 この間我々党議員団も介護保険の問題について

要支援者外しの問題、実態どうなのか、そして受

け皿はあるのか、そういうようなことも質問して

きました。また、今第６期の計画検討されている

ということで、策定委員会等も議論されていると

ころなのですが、私もこの資料をいただいて、い

ろいろ見させていただきました。介護の給付の見

込みは、前年平均実績を見込んでいるということ

ではありますけれども、計画の性格とその位置づ

けでは国が定める基本指針に即してとか、やはり

今度の介護保険にかかわる改悪の中身が色濃くな

っている中、一体どのような計画になろうとして

いるのかその不安がうかがえるところが随所に見

られます。 

 そういった中で問題は、今基本方針だとかそう

いったものが示されているということもあります

が、要するに要支援者の介護保険外しにかかわっ

て、今事業者でも、またサービス利用を受けてい

る人方も一体どうなるのか、サービスが削られた

ら困る、そういった声がありますし、たび重なる

介護保険の制度改定で、落ちついた制度にしても

らいたい、そういった意見が多く出ています。そ

ういった中で、１つには、今基本方針なるものが

示しているそのガイドラインでは、要するに介護

給付費の増額を抑えるためにあの手この手の指導

をしている。国、政府、厚生労働省が指導してい

るのです。その指導の中身というのが安価なサー

ビスで抑える、そして認定についても水際作戦で

受けさせない、そして高齢者の健康が保たれて好

調だということでサービスがもう必要ないと、そ

ういったことで進める。そういった中で給付料を

抑えようとしている、そういう向きもあります。 

 また、要支援事業の中で地域包括支援事業の中

に取り組まれることになりますけれども、国が定

めるラインを超えると、その超えた分については

国のほうでの国庫負担として見込まないという形

で、地方の自治体の財政に大きく影響することも

あることから、やはり国の示すそういった給付額

の抑えるところに回っていくのではないかという

心配。要はこれからの高齢者の福祉増進で、お年

寄りが町長がかねてから言われているこの余市に

住んでよかったなと言えるまちづくりを進めたい

と。高齢者もそう実感できる介護保険にするのか

どうかが問われている。一番大切なことは、高齢

者とその家族、その権利を守る、必要なサービス

を保障する、こういった立場でこの介護保険の策

定、理念を進めていくのか、そこが問われると思

います。先ほど来お伺いしていますが、総合確保

推進法に基づく制度移行が基盤がないことから２

年先送りするかのように話がありましたが、２年

先送りしてもこの制度はさまざまな問題がありま

すから、要はこの確保法は絶対中止と、それから

撤回しかない、こういう立場できちんと高齢者の

福祉を守る、そういう立場の町長の姿勢が問われ

ると思いますが、そのことについて１問目として

お伺いするものです。 

 それと、２問目のことについては、国が今この

総合確保法に基づく１号被保険者の軽減策として

税投入をしているわけです。2015年に当たっては

500億円、今度の計画に当たっては1,300億円とい

う中身なのですけれども、要するに介護保険法の

124条の２の改正で行われて税金が投入されてい

るわけです。かねてからこの保険料を抑えるとい

うことでいろいろ質問してまいりましたけれど

も、国のこういった税金を投入することによって

介護保険の独立採算制という考え方が根底からな

くなっている。そのことに基づいて介護保険料の

増加が見込まれる中で、今消費税の増税、それか

ら電気料の再々値上げなど、食料品の高騰、年金

引き下げ、こういった生活苦の中であえいでいる

高齢者、そういった方たちにやはり生活を守ると
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いう立場で介護保険料を抑える対策が必要だと思

います。もちろん国に対して国庫負担の増大を求

める。今25％、本来この介護保険が始まる前の老

人福祉に当たっては国庫負担金は50％になってい

たので、それをもとに戻すということを強く求め

ながらも、せめて国庫負担を引き上げる、５％引

き上げる、そういったことも含めてこの問題に対

して国に強く求めていきながら、さまざまな基金

を取り崩す、あるいは一般会計を繰り入れをする

中で保険料の増加を抑える、こういった応援策が

必要ではないのか。今そういう時期なのではない

かなと思っています。 

 恐らく来年の３月この問題がまた議論になりま

すので、細かな中身についてはそこでもしますけ

れども、この基本的な考え方として保険料を抑え

るために一般会計を繰り入れる、そういった町独

自の対策がとられるのか、とるべきではないのか、

そのことを町長の見解を伺うものです。 

〇町長（嶋  保君） 13番、中谷議員の再度の

ご質問に答弁申し上げます。 

 今医療介護総合確保推進法によりましてさまざ

まな改革が提案されているところでございます。

まずは要支援外しという部分、これは非常に大き

な部分であるというふうに思っております。これ

ら全体的な部分、先ほども申し上げてございます

が、この介護保険制度、給付費を算定して、そし

て保険料を算定していくという部分、5,000円を超

えて、平成37年度は8,200円というような予測もさ

れている中では、制度自体がもうかなりこれは破

綻とまでは言いませんが、この制度自体に非常に

無理がかかってきているというふうに思ってござ

います。 

 そういった中で、国が国費の削減という意味も

含めて、要支援の部分の市町村への移行等を含め

ていろいろな提案もされてきております。そうい

った中では、私どもここはやはり国の責任でしっ

かりとやっていただきたいという部分はいろいろ

な中で申し上げてございますが、今後もそれらを

含めてしっかりと申し上げていきたいというふう

に思ってございます。 

 平成29年の４月からという形になってございま

す。こういった中で、私どもも非常にこの法案自

体が地方にとっては厳しいものであるというふう

に認識してございます。これが理念としては、形

としては施設から在宅という形の私も共感する部

分でございますが、これが国の国庫負担の軽減を

最優先にしたものであるというものであれば私ど

ももこれらにつきましてはしっかりと物を申して

いかなければならないというふうに思ってござい

ます。 

 いずれにいたしましても、この介護保険という

制度、これにつきましては完全に見直していかな

ければならない時期だなというふうに思ってござ

いますので、それら含めて申し述べていきたいと

いうふうに思っております。 

 それと、おっしゃられるとおり、電気料の問題、

年金引き下げの問題等々を含めて高齢者の方々、

さらには町民全体を含めて非常に厳しいという状

況は理解をいたしております。そういった中で国

庫負担等を戻し、また引き上げるという部分につ

きましては、これはきっちりと要望していかなけ

ればならないというふうに思ってございますが、

それらこの制度の破綻的なものに一般会計からと

いう部分のお話もございました。これらにつきま

しては、いろいろなこの制度の趣旨の中での減免

等の部分で一般会計からの支出という部分も制約

もございます。そしてまた、一般会計自体も決し

て裕福な状況でもございません。そういった中で

は、やはり私どもは今すぐに一般会計から持ち出

して、この軽減に当たるというふうにはならない

というふうに考えてございますが、制度という部

分、根本的な部分に対しまして国、道に対しまし

てあらゆる機会を通じて町村会等で申し述べてい

きたいというふうに思っております。 
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〇13番（中谷栄利君） 町長もこの制度は破綻、

無理と言われている、そのとおりだと思います。

でも、国が公的な介護を打ち上げてこの制度を導

入して以来、さまざまな給付増加に対して制約を

して、本来高齢者が必要なサービスを抑え込む中

で、今度は軽度な人方もそのサービスを受けるこ

とによって重症にならない要支援者を外す。やっ

ぱりこれは介護保険に対して公的介護といいなが

らの大なた、改悪の何物でもないと。そこに対し

て自治体に押しつけてきているわけですから、今

ただ押しつけるだけではなくて、給付料の増加に

ならないようにあの手この手で指導しているわけ

です。受けようとするサービスについては安上が

りなサービスで、介護認定については本当に必要

なのかどうかいろいろなチェック項目で認定に至

らないようにしむけるだとか、そういったことが

本当に事細かに出されている。そういった中で、

自治体の高齢者の福祉に対して、健やかに生活し

てもらいたいと願う介護に対して、町が国の言い

なりになって本当に必要な給付料を削る、こうい

う側に回るのかどうか、その姿勢が問われている

のです。ですから、２問目でも言いましたけれど

も、高齢者及びその家族の権利を保障する、サー

ビスを受けるその保障をするという立場を明確に

示して、いろいろな担当課にもその精神を隅々に

徹底させるという町長のその理念浸透が問われる

ものだと思います。ぜひそこを徹底してもらいた

いと思います。 

 問題は介護保険料について、国でそういうふう

に1,300億円税金投入して１号被保険者の軽減し

ているわけですから、これまで保険料の増加に対

して、あるいは保険料の減免制度についていろい

ろやっていけば国でも厳重注意して、ペナルティ

ー科すだとかさまざまなことが言われていて、こ

の間保険料、利用料の減免についても党議員団で

も質問しましたけれども、保険料で行う制度だか

らと、そういったことで言われて独自の減免制度

というのはなかなか結びついていないと。もちろ

ん保険料を細かく分けて、低所得者対策は町はい

ち早く行われているわけですから、そこは大いに

認められるところなのですけれども、要はそれで

も保険料が厳しくて、生活がどんどん苦しい中、

大変になっている。これは、１号被保険者でなく

国保にもはね返る。２号被保険者に至っても毎年

上がっていく国保に対しての不安、そういったも

のもあるわけです。そういった生活苦にどれだけ

町が寄り添っているのか、そこがこの介護保険料

改定に当たって大きく問われると思います。 

 先ほど来こういった介護保険に国が税投入して

いるから、介護保険料で賄うといったことの今ま

での考え方はもう根底から崩れているのだという

ことを言っています。それで、これについては町

のほうでもいろいろ資料を持っているかと思いま

すけれども、一般会計繰り入れで大幅値上げを抑

制している市町村があります。例えば中富良野町、

第４期のときから３年間3,800万円、第５期でも投

入継続しています。北斗市でも５期に一般会計か

ら２億円基金に繰り入れして保険料の軽減してい

る。月形町でもあります。こういった自治体があ

りますから、本町も介護保険料高いほうなので、

これからの生活を考えたときに今本当にどうなる

のかというのが注目がある。そういった中で、町

長は高齢者の生活、そういったものを守る、そう

いった寄り添った姿をぜひ英断を下していただき

たいと思います。もちろん一般会計等大変厳しい

状況であることは重々承知していますが、やはり

町民の生活にかえられないといういろいろな立場

でそれぞれの一般会計繰り入れる市町村も同等の

ような状況だと思いますが、そういった中でも行

っている。ぜひその姿勢、大いにこれからの検討

として見定める、示していくことが必要だと思い

ます。ぜひ介護保険に当たっては、先ほどの権利

を守る、高齢者の福祉、暮らしを守るために保険

料抑制に町独自の策を設ける、そこに対して再度
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明快な考え方、これからの展望も含めてお聞きし

たいと思います。 

〇町長（嶋  保君） 13番、中谷議員の再度の

ご質問に答弁申し上げます。 

 先ほども申し上げましたが、この介護保険制度、

制度的にかなり疲労をしてきているというふうに

思ってございまして、やはり抜本的な見直しが必

要ではないのかなという部分につきましては、私

もそのように思っているところでございます。し

かし、私どもも国の制度の中で申し上げることは

もちろんこうしてくれ、ああしてくれ、これは地

方では困るという形の中で申し上げます。しかし、

着々とそれらのいろいろな地方から声を上げても

進められてくるという部分もまた事実でございま

すので、それらに対する対応という部分もしっか

り、反対は反対としてこうしてくれ、ああしてく

れという形の中での要望等は申し上げますが、こ

うなった場合はどうしなければならないという部

分も保険者としてしっかりと持っていなければな

らないと、これは当然でございます。 

 そういった中で、今一般会計からの繰り出し等

の部分のご提言もございました。確かに北斗、中

富良野ですか、こういったところでやっていると

いう部分もございますので、こういった部分私ど

もは先ほど申し上げましたが、今の私どもの一般

会計の状況では非常に厳しいというふうに思って

ございますが、これらの調査等につきましてはも

ちろんやっていかなければならない部分であろう

というふうにも思ってございます。 

 そして、私は何よりもこういった中でも申し上

げることは申し上げ、そしてまた決まったことに

は従っていかなければならないという法律の部分

でありますが、そういった中で給付費がどうで、

そして保険料もどうだというだけではなくて、先

ほど来いろいろな中での、先日もございましたが、

この予防、そしてまたこうならないような形、そ

この部分、今までは介護状態になってどうするの

だという形が大きく占めてきた施策でございます

が、このような状況をつくらないためにどうする

のだと、そこにつきましては今まで以上に大きく

力を注いでいかなければならないと。やはりそれ

が余市町の介護保険制度をしっかりと基盤をつく

る大きな原動力になるというふうに思っておりま

す。 

〇議長（中井寿夫君） 中谷議員の発言が終わり

ました。 

 各会派代表者会議並びに諸会議の開催、さらに

昼食を含め、午後２時まで休憩します。 

休憩 午前１１時４３分 

再開 午後 ２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。 

 議事の取り扱い上、暫時休憩します。 

休憩 午後 ２時０１分 

再開 午後 ２時３０分 

〇議長（中井寿夫君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 一般質問を続行いたします。 

 発言順位８番、議席番号７番、近藤議員の発言

を許します。 

〇７番（近藤徹哉君） さきに通告いたしました

質問１件を質問いたします。 

 ふるさと納税制度の課題と方針について。政府

は、地方創生について来年度より政策として大き

く力を入れ、地方の活力を発揮できることにシフ

トします。そこで、道内市町村への2013年度の寄

附総額は、対前年度比1.8倍の14億9,719万円、各

市町村は特に産品ＰＲの手段として活用している

のが現状です。そこで、2013年度のふるさと納税

寄附上位10番で、第１位は十勝管内上士幌町の２

億4,350万円、10番目には同じく十勝管内の鹿追町

の3,535万円。政府は、人口減少による自治体の危
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機が叫ばれる中ふるさと納税制度の強化を検討

し、特典として送っている特産品などのブランド

化支援のほか、寄附による税控除の上限引き上げ

などを検討しております。そこで、以下の点につ

いて質問します。 

 本町の過去３カ年の推移、件数、金額とその寄

附者の傾向はどうなっているのか伺います。 

 ２つ目として、納税者の願望をどう把握してい

ますか。他町村との差別化、特に謝礼品はどのよ

うに選択していますか。伺います。 

 ３番目として、ふるさとの香りをお送りします

との趣旨をどう検討していますか。例えば生鮮産

品、海産物、果実類は期間限定で季節の産品を限

定で検討していますか。 

 ４番目、謝礼品の会社はどのように選択してい

ますか。伺います。 

 「マッサン」の放映記念の活用として余市の特

産品の売り込みがチャンスと考え、他町村にでき

ない新しいアイデアで本町の位置づけをすべきと

考えますが、どう検討しておりますか。 

 ６番目、納税者への来町の特典として宿泊券、

食事券、観光ルートの案内はどうするのか伺いま

す。高額寄附者に対してメニューの拡大を図るべ

きと考えます。これが差別化だと考えます。 

 以上です。よろしく答弁お願いします。 

〇町長（嶋  保君） ７番、近藤議員のふるさ

と納税制度の課題と方針についてご質問に答弁を

申し上げます。 

 ご質問の１点目、本町の過去３カ年のふるさと

納税の推移でございます。余市町の未来を担う人

づくり事業ヘの寄附のうち、ふるさと納税の対象

となります町外からの寄附につきましては、平成

23年度につきましては２件３万円、平成24年度に

つきましては３件７万円、平成25年度につきまし

ては４件15万円となってございます。また、今年

度につきましては、11月末現在で28件54万8,000円

となっております。 

 なお、今年度から寄附をいただいた方に対し謝

礼品の贈呈を行っているところでございます。 

 次に、寄附者の傾向でございます。平成25年度

以降は、町外からの寄附、特に東京余市会の会員

の皆様を初めとする道外からの寄附が多くなって

いるところであり、本年度につきましては28件中

24件が道外在住の方からの寄附となっておりま

す。 

 ご質問の２点目、納税者の願望の把握と他町村

との差別化についてでございます。本町では、ふ

るさと納税について余市町の未来を担う人づくり

事業での活用を図っており、国際交流事業、地域

間交流事業、文化スポーツ活動など寄附者の意向

に沿った中で事業を行ってきたところでございま

す。また、寄附に対する謝礼品につきましては、

町のＰＲや寄附の拡大につなげるべく余市町なら

ではの特産品の選択に努めているところでござい

ます。 

 ご質問の３点目のふるさとの香りの趣旨につい

てでございます。ふるさと納税の謝礼品につきま

しては、現時点でりんごのほっぺ、ウイスキー、

さらには水産加工品となっており、果樹などの生

鮮食品は現時点では取り扱いをしておりません。

しかしながら、ふるさとの季節の香りをお届けす

ることは寄附者にとっても大きな魅力となること

から、今後品質保持等の課題も検討しながら、実

施の方向で取り進めてまいりたいと存じます。 

 ご質問の４点目、謝礼品の会社の選択について

でございます。ふるさと寄附への謝礼品につきま

しては、現在のところりんごのほっぺ、ウイスキ

ー、本町の水産加工品の３種類の中から寄附者の

希望する品物を贈呈しているところでございま

す。謝礼品の会社の選択についてでございますが、

りんごのほっぺ、ウイスキーにつきましては余市

振興公社を通じて寄附者にお送りしているところ

でございます。水産加工品については、余市町水

産加工業協同組合のご協力をいただき、町内の水
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産加工業11業者にリストの提供をいただきまし

て、その中から寄附者が希望する品物を贈呈して

いるところでございます。 

 ご質問の５点目、「マッサン」放映の活用につ

いてでございますが、ふるさと納税につきまして

は今年度から謝礼品の取り扱いを始めたことか

ら、当面寄附者のご意向や寄附金額の推移を見守

った上で「マッサン」効果の活用など地域のＰＲ

に貢献するような手法について検討、実施してま

いりたいと存じます。 

 ご質問の６点目、納税者の来町への特典につい

てでございますが、ご質問１点目でも申し上げま

したとおり、東京余市会を初めとする道外からの

寄附者がふえていることから、そうした方々に余

市町にお越しをいただけるような魅力的なメニュ

ーの拡大を図ることも必要と考えております。今

後寄附者のニーズを的確に把握し、余市町への思

いを大切にしながら、ふるさと納税制度の積極的

な活用を図ってまいりたいと存じます。 

〇７番（近藤徹哉君） 今答弁いただいたのです

けれども、１つ目として今数字聞いたのですけれ

ども、23年度、これは本当は委員会か何かで聞け

ばいいのですけれども、ただ広く番外の人にもお

聞きしたいのですけれども、２件、３件と、これ

どうなのかなと思って、指摘とかでなくて。まず、

他の町村は、増毛町でも100倍とか、すごいです。

今ドットコムとかそういうことでふるさと納税、

詳しくわからないのですけれども、2,000円以上の

寄附した場合、住民税と所得税減額になるのでし

ょう。これが今インターネットとかそういうので

すごいのです。そうすると、１番目の質問なので

すけれども、逆転の発想でどうしたら寄附が集ま

るかということなのです。消費者の立場から考え

ないとだめだと思うのです、基本的には。 

 なぜこういう質問をしたかというと、昔の言葉

でいうと、限界集落でないけれども、人口減少が

どんどんくる中で恐らく近い将来交付税も下がっ

てくると思う、人口の減少とともに。そうすると、

町長いつも言うように町の産業育成するにはどう

するかと、これ漠然とした言葉ですから、具体的

にそしたら２年の間に余市の産品を50倍にすると

いう、そういう一つの目標を設定した中でしない

と、今後やりますではだめだと思う、人間はノル

マかけないと、恐らく。 

 それで、たくさんいろいろな資料をあれしたの

だけれども、努力して増毛町さん100倍です、寄附

が。海産物とかアマエビとか、私も今季節のほう

でまた質問と提案しますけれども、件数がどうし

たら、番外の人みんな優秀ですから、私以上に。

私はたまたま魚おろしたり、そういう程度しか能

力ないから。だけれども、行政の人はいろいろな

本を読んだり、いろいろな知識豊富だから、ただ

それを余市の会社とか産物とか、それをどういう

形で行政として後ろ盾をしてあげれるか、そした

らどうしたらいいかということなのです、この寄

附行為が。３件、５件といったらほとんどゼロに、

私は担当の人がいいとか悪いでない。私は全体で

考えてほしいと思う。これを目標を設定して、勉

強と同じです。今まで30点の子供に、教育と同じ、

50点とる努力しなさいと言ったら、子供勉強する

でしょう。それと同じでふるさと納税、特典もあ

るのでしょう。26年までにやると住民税、所得税

の問題。みんなドットコムとかいろいろなことで

研究しているのです。その地域の産物、寄附した

らこういうのもらえるとか、それが東京圏とか大

阪圏とかたくさんあるのです。比較しているので

す。その中に私は網羅してほしい。それで、１番

目のこの傾向、件数、どうして少ないのか、これ

１つ目に答弁いただきたいなと。 

 ２番目もちょっと似ているのですけれども、納

税者の願望、これも来た人に対して、そしてその

品物に対して例えば町の広報を入れるとか、産物

の海産物ですとさっき町長が言った水産加工業者

から入れますと。それはいい。その会社の名前が
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入っている。それと、パンフレットも入れている

と思う。そしたら、またひとつ余市の産品どうで

すかとか、それは私たち聞けないから、やっぱり

行政としていかがでしたかとか、そういう心のこ

もった、自筆で、パソコンで打つのでなくて、そ

の経営者の名前とか入れてやってほしいと思う。

そういうのやっているかどうか。封筒もみんなそ

うでしょう。活字体ばかりより下手くそでも自筆

で書いてあったらうれしいでしょう。そういう気

配りが納税者に対してできているかどうか。謝礼

品はそういうことですけれども。 

 そして、３番目、私はふるさとの香りというの

は、さっき町長答弁していたけれども、これから

というけれども、来年からでもお願いしたいのは、

余市あるでしょう。サクランボ、ブドウでしょう、

プルーンでしょう、トマトでしょう、農家の人に

対して、どうなっているの。腐るからとかでない

でしょう。腐らないように１週間以内に送ってや

って、いかがでしたかと。余市のトマト、無農薬

に準ずるようなものですとか。桃もあるでしょう、

桃。ないかい。余市の桃いいでしょう。私京都に

送ったのです、親戚に、リンゴとブドウと桃。ど

ういう反応きたかと。最高ですと、全てが。がっ

ちりしていると、きちんと。毎年送っているので

す。それで、皆さん知っていると思うけれども、

そういうことでしていかないと、余市の発信。今

「マッサン」来ていますけれども、それだけでな

いと。余市の認知度を行政としてどう高めるかと。

こういうふうに私は担当課だけでなくて、いつも

言うように行政と横断的に、グループ制でいいの

でないですか。 

 増毛だって約１億円です。増毛町は、やっぱり

それで３割経費かかっているのです。だけれども、

総務課はどういうこと言っているかという、新聞

に書いてありました。読んでいると思うけれども。

増毛の産業、製品が売れればいいのだと、それで

お金が入ってくると、そして知名度がふえると。

来年からまた50倍、100倍にするというのです。そ

ういう目標の設定している。それが私はまちおこ

しで、質問のところでさっき言ったように地方創

生、９月は地域創生だけれども、今国は地域の滅

亡でしょう。あと20年か30年たったらほとんど札

幌しかなくなるとかと、テレビに出ていました、

人口減少で。そうすると、産業も何もなくなって

しまう。そういうことでなくて、179カ市町村の中

で北海道余市、いつも私常日ごろ考えて、話しし

ていますけれども、金太郎あめではなくて、切っ

たら全部同じならだめでしょう。ちょっと飛び抜

けた発想とか、そういうことにアクションを起こ

して、余市に住んでいる人たち、小さい会社でも

いろいろなことやって製品つくったりしている人

に元気を与えていただいて、自分のなりわい、生

業がよし、またやるぞと、行政もレール敷いてく

れたと、そういうことが必要でないかなと。漠然

とした言葉で町民に努力しますからと、そんなの

もう聞き飽きて、みんなつんぼ桟敷になってしま

っているから。そういうことで私はいち早く、増

毛はサクランボとかそういうのやっているので

す、アマエビも。私は、余市はウニとれるから、

まだウニは調べたけれども、ないのです。例えば

余市でとれたウニをカップに入れて、そういうの

をやるってないから、食べ方もやり方も教えて、

つくり方も。ただカップで御飯にやったら大変で

す。さらに水道水で洗って、ちょっと水切ってか

ら御飯にかけるのです。これ商売だからやってい

ますけれども。そういうしおりみたいな、料理の

仕方とか、そういうことが必要なの。恐らくない

と思う。そしたら、それがさっき言ったリンゴと

かブドウとか、例えば秋になったらプラムだとか、

そしたらどうするかというの、食べて残ったやつ。

冷凍かけてくださいとか、ブドウ漬けをしたらど

うですかとか、そういう提案を謝礼品というか、

ＰＲの産品に入れないとだめでないのか。それも

ちょっと答弁いただきたい。ただふるさと納税や
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って、商品の一覧表あって、そこから選んでくだ

さい、これはどこでもやっているでしょう。千七

百何件の全国の中で900件が似たり寄ったり、どこ

だったかでもっと具体的に書いているところあり

ます。余市は、いろいろなもの、海のもの、山の

ものたくさんあると言うけれども、そこまでやら

ないと、昔から言うでしょう。おじいちゃん、お

ばあちゃん、背中かゆいとき、孫の手でないけれ

ども、かゆいところに手が届くようなことをしな

いと、だんだん差別化になってしまうでしょう。

ただ「マッサン」あるときは余市となるけれども、

だんだん衰退していく。余市の人間として情けな

い。だから、今からでも間に合う。そういうこと

をしていくべきでないのかな、これが３番目。そ

れもまた具体的にちょっと答弁いただきたい。 

 ４番目は、さっき聞いたからわかったのですけ

れども、謝礼品、余市では謝礼品と。ほとんどの

ところは謝礼品と書いていないけれども、どっち

でもいいのです。やはり町民に広くふるさと納税

来た場合こういうのにしてほしいとか、うちの店

のもの使ってほしいとかということを広めたほう

がいいのではないですか。そうすると、その人も

親戚にもぜひうちもランキングに入っているから

頼むとかと電話するのでないですか。限定を悪い

とは言わない。だけれども、広くそういう人に声

をかけるというか、行政としてぜひやってほしい

と、そういうことなのです。そうしないと、なか

なか裾野が広がっていかないという。 

 ５番目は、大体似ているのですけれども、せっ

かく「マッサン」放映されて、３月までですけれ

ども、これから年明け北海道工場かなと思うので

すけれども、その中で余市の産物、私も食べ物屋

ですけれども、メニューに出したりしているので

すけれども、これをチャンスと捉えて、他町村が

できないアイデアというのか、私の友達はコーヒ

ーをリタロワイヤルだとか、そういうのやってい

ますし、何てことないのです。ちょっとしたヒン

トとか、それ私は行政の皆さんにお願いしたいこ

とは、常日ごろ言っているのですけれども、町を

出て歩いてみてくださいと。どういうふうになっ

ていますか。情報発信館を黒川町につくっている

からお客さん来てくださいでなくて、やはり汗水

流して、そういうような人材の育成を行政がお膳

立てして、どうだい、秋になったらプルーンどの

ぐらいとれる、例えば20箱なら20箱と、そういう

人を呼んで説明会開いて、ちょっと傷んだりした

らすぐ取りかえるようにとか、何かそういうカイ

ンドリーというか、優しさとか、心のこもったそ

ういう政策を私はしていただきたい。それが町民

民度の育成に結びつくのでないかなと私は思う。 

 余市町の現在の年間通して海産物、山のもの、

海のものあるといったって、今は何とかですけれ

ども、海岸線一つ見ても、積丹もそうです。浅海

漁業がどんどん落ちているのです、正直な話。後

継者がなかなかつかないのです。生活ができない

ということなのです。年間浅海漁業、ウニ、アワ

ビとかその辺、２人とか３人くらいで乗っている

ので、息子へ継ぎたいけれども、大体１人300万円

以内ですから。200万円あるかどうかなのです。そ

れが現実ですから。調べてみてください。それを

底上げしたらどうするかということなのです。

250万円とかです。それが現実ですから、積丹のほ

うも、野塚のほうも。70、80代の人がやっている

のです。もうあと５年もしたらウニとりも３人か

ら５人になるのでないかいということ、そういう

現実です。それをしたときに、そしたらどうした

らいいかという話。早く実行に移さないと、限界

集落でないけれども、全部だめになっていく。こ

れは現実ですから。うちの親戚野塚にいますけれ

ども、現実なのです、本当に。海が暗くてもうだ

めなのです。現実ですから。だから、その辺も行

政として北後志５カ町村、赤井川は海ないけれど

も、ただ稚貝を放流したからアワビとかウニいい

のだと、そうではない。何が原因かとか、みんな
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どうですかとか。私もたまに行くけれども、やっ

ていないでしょう。やっていますか。ウニシーズ

ン、どうですかと、大変ですねとか声をかけてほ

しい。そうすると、頑張るから、人間。お金も生

活の糧だけれども、肩たたきすることによって違

うから。それが人材育成でないかなと思う。せっ

かく「マッサン」ができて、やる意欲をどういう

形で伸ばすかということ。そういう具体的なアク

ションプラン、それこそＰＤＣＡサイクルでない

けれども、行動するとかチェックするとか、計画

どおりになっているとか、そういうことが必要で

ないかなと。せっかくワインの特区になって、そ

したらどうしたらいいかと。ただ任せるだけでな

くて、行政も口挟んでもいいのでないですか。必

死にやっているというのが町民皆さんにわかる

と、町民も頑張ろうという気持ちになるのでない

ですか。人口減少を何とか歯どめをしようと。そ

うすると、余市に来て産業を興そうと。そしたら、

優遇策もあると。今回は納税だから優遇策のこと

は別にして、そういうことだと思うのです。 

 その中で、６番目、納税者によそでやっていな

いこと、産品だけでなくて、高額、これもさっき

聞いていないけれども、１万円、５万円とか10万

円とかもし寄附する人に対しては謝礼品のほかに

例えば、何ぼ金にしているかわからないけれども、

それも聞いていないけれども、後から答弁欲しい

けれども、最低５割、50％、例えば10万円寄附し

たら、余市の宿泊券とか温泉の券とか食事券とか、

そして１日でもいいから余市に泊まってもらいた

いとか、そういうことが必要でないかなと思う。

ないから、そういうの。ただ産品だけだから。だ

から、それにプラスアルファで、余市に来たらそ

ういうこともあると。そのほかにちょっと産品も

ついているとか、何かもらった人が喜んで、「マ

ッサン」で行って、ちょっと泊まるかと、家族で。

そういう誘導作戦というか、そういうのがなかっ

たらなかなか来ないでしょう。２時か３時でみん

ないなくなってしまう。それを滞在させるにはど

ういう施策が必要かと、ふるさと納税制度につい

て私言ったのは課題と方針という。 

 だから、方針も漠然と今聞いていたけれども、

具体的課題はどうなのか。今説明を受けたけれど

も、これは現状だけで、課題は何なのか、なぜ寄

附が少ないのか、そういうこともチェックして、

２年後には今度100倍にするといったらどうなる。

大変です。発想の転換しないと、全然、今までの

既成概念を打ち破らないとならないでしょう。そ

ういうことをしないと納税制度これから、皆さん

知っているでしょう。選挙が終わりまして、これ

から地方創生に力を入れていく。地方が元気でい

ろいろな企画やったところを応援する。しないと

ころはしない。はっきりしていますから。地域が

栄えないと国自体もだめになる。そういうことで、

このふるさと納税でやることによって私は179カ

市町村の中で、全道で14億円だから今。目標の設

定、トップに躍り出てみせるとか、そういう気迫、

プランニングと気迫をぜひ熟成して、そしてそれ

を育成、育てるということ、それが行政に課せら

れた使命だと私は思う。 

 そういうことで、ダブった質問と提案あります

けれども、ゆっくりでいいですから、答弁よろし

く。町長という立場でなくて、一町民として、そ

ういう二元性を持った答弁をお願いしたい。 

〇町長（嶋  保君） ７番、近藤議員の再度の

ご質問に答弁申し上げます。 

 まず、このふるさと納税制度、私一言前段で申

し上げたいのですけれども、これは地方自治体に

おける税の本質という面からいけば、産品を送っ

てそこに集めるという、税の本質の部分からいけ

ばちょっと考えさせられるところはあるというふ

うに思っています。しかし、産品のＰＲ、地域お

こし、そして企業の育成等の部分で私はこの部分

は進めていきたいというふうに思ってございま

す。 
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 そういった中で、先ほど23年、24年、25年の件

数の部分、３万円、７万円、15万円という部分も

ございました。そういった中で何とか私どもも、

それまでは産品の提供はございませんでした。そ

して、26年度から試行的にという形の中で東京余

市会等を中心に産品を提供させていただくという

中で、まだ全道的な部分から比べると低いのです

が、25年度からは７倍、そして額的にも４倍程度

になったという部分はございます。そういった中

で、例えば10番目の鹿追町3,500万円、上士幌町の

２億幾らと、なぜそのあたりがあるのかというと、

１つはＰＲ不足の部分があると思います。私ども

は手づくりの中でホームページに掲載する。ホー

ムページというのは見る人は限られています。そ

れで、先ほど議員からも提案ありましたが、よほ

どユニークな、例えばマグロ１匹とかそういう形

になればマスコミ等に取り上げられますが、普通

の水産加工品だとかりんごのほっぺ、通常の部分

でございますから、私どものホームページの中で

完結してしまっているという部分もございます。

これは、ご質問いただいたからなのですけれども、

他町村はどういうふうに例えばこういう何千万円

とか何百万円とかやっているのだといったら、や

はり業者さんに委託して、先ほど言ったドットコ

ムですか、そういったいろいろな大手の全国的に

アクセスのあるページに載せているという部分ご

ざいますので、私もその部分につきましては担当

課にも、丸投げという意味ではなくて、そういっ

た大きなところに、余市町のホームページに載せ

ていくだけではなく、そういう全国的な媒体に少

しくらいお金かかってもトータル的に考えて、費

用対効果も考えて、そのような部分も取り組む必

要があるのではないのかという部分で指示はさせ

ていただきました。そういった中で、今後大手の

そういった部分に対してやったらどうなるのか、

それと集まりの部分、そしてまた経費の部分等を

含めて今検討もさせております。 

 それと、２点目の納税者の願望等の把握と、こ

の部分はどうなっているのかという部分でござい

ます。これにつきましては、先ほど申し上げまし

たが、広報、ホームページに載せて、それでとい

う形の中での完結している部分というのは大いに

反省しなければならないというふうに思ってござ

います。この余市の認知度、先ほどの１問目とか

かわりますけれども、余市町のホームページだけ

であればかなり限られた方しか見られないという

中では、やはりそういう全国的な規模の大手の部

分との提携等もやっていかなければならないと。

そういった中で余市町の認知度をどんどん、どん

どん高めていかなければ、これはアクセス、そし

てまた現実の寄附等もふえていかないというふう

に思ってございます。 

 それと、３番目、生鮮食品等の部分、これもこ

の質問出てからでございますが、担当課としては

まず今年度から進めたという中ではやりやすいと

ころと言ったら語弊がありますが、腐らないもの

だとかそういう部分から始めさせていただいたと

いう部分がございます。しかし、おっしゃるとお

り、余市には非常に海の幸、山の幸とすばらしい

ものがありますので、そういった中で季節限定品

として何とかそのあたりもできないのか検討しな

さいという形の指示も出しております。あわせて

ご提言いただきました例えば食べ方、梨であれば

これはすぐ食べるのではなくて、何週間なり、１

カ月なり、追熟してから食べてくださいとか、そ

ういったいろいろなレシピ等も含めて、そういっ

たきめ細かな対応をしていかなければならないと

いう部分でございます。 

 それと、謝礼品の会社の選択、これは先ほど申

し上げましたが、初年度という形でウイスキー、

りんごのほっぺ、そして水産加工品という形にな

っています。これは、本当にいろいろな企業の育

成、そして生産者の育成という意味から考えても

どんどん、どんどん希望するところ、これは絶対
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無理なものは、例えば大き過ぎて無理だとか何か

そういうのは別にしても、宿泊券、後段にも出ま

したけれども、それだとかお食事券含めて、そう

いったものでも可能性としてはもちろんあると思

っていますので、これはこの業界だけという形で

もちろん垣根をつくるつもりもございませんの

で、これはいろいろな中で余市町内にＰＲして、

こういう形でやりますけれども、乗りますかとい

うか、参加しませんかと、そういうような声かけ

はやはりしていかなければならない。それがそれ

ぞれのまた企業なり、生産者への意欲の一つにも

つながるのかなというふうにも思っております。 

 それと、５番目、「マッサン」の部分とのこれ

の意欲をどう伸ばしていくかという部分でござい

ます。これは、本当に今がチャンスでございます。

これは旬というのがございますので、今がやはり

財政的な面も含めて集中的にここに力を注いでい

かなければならない分野だというふうに思ってご

ざいます。そういった中で、去年から続けており

ますスイーツコンテスト、これは先日も商大の生

徒も来られて、ケーキ、宇宙記念館でやったそう

いうのも製品等の部分も小樽のパティシエさんも

来られていましたけれども、どこまで製品になっ

ていくかというのはあれですけれども、それとま

た先日も「じゃらん」の担当者等も私のほうに来

られまして、いろいろまたご当地グルメ等の部分

も今「マッサン」等あるという中で、横断的に経

済部の商工、農林等を含めていろいろなお話も伺

っているところでございます。そういった中で、

この「マッサン」を契機にどう意欲を高めていく

かという部分がやはり動機づけとして行政として

の課せられた今問われている部分であるというふ

うに思ってございます。 

 しかし、もう一つとしては、民間業者の皆さん

もどんどん、どんどんこういうことやるのだけれ

ども、どうなのだという声も欲しい部分もござい

ます。もちろん行政としては、そういった中での

後押しもしますし、前段でのＰＲ等もしていきま

すが、やはりそれは行政だけが行うものでないと

いうふうに思っていますので、一緒になっていか

に民間業者、さらには生産者の皆さんを私ども行

政がまず後押しして、そしてやる気を出していた

だける体制をつくっていけるかという部分が今そ

の時期だというふうに思ってございます。 

 それと、高額寄附者の部分、今の私どもの今年

度からやっている部分、Ａコース、Ｂコース、Ｃ

コースと１万円から３万円までの寄附はこれこれ

ですよと、そして３万円から10万円まではＢコー

スとしてこれこれの贈答品を用意していますよ

と。そして、10万円以上の場合はこれこれの贈答

品を用意していますよという形でやっています。

その中には産品だけではなくて、産品のＰＲ、そ

して余市町のＰＲのためには来ていただくと。そ

して、来ていただいて、いかに財布のひもを緩め

て余市で経済効果をしていただけるかという部分

もございますので、そういった中ではこの産品だ

けにこだわらず、いかにそこでの産品の提供をし

て余市町のファンになっていただいて、そして余

市町に来ていただけるかという道筋もつけていか

なければならないと、大事な部分であるという提

言もいただいてございます。それらも含めて今後

検討するというのでなくて、もう既に検討させて

いる部分もございますが、若干走りながら考えな

ければ、修正もしなければならない部分もあろう

と思いますが、まず一歩一歩その部分を出発して

もらうという形の中で担当課には指示したいと思

いますし、これは企画だけの話ではなくて、先ほ

ど議員おっしゃいましたように横の連携、農林で

あり、商工であり、観光であり、いろいろな分野

につながってくるというふうに思ってございます

ので、そういった中で横の連携をしっかりとりな

がら、いかにこのふるさと納税、税金を納めてい

ただくというところから産品のＰＲ、企業の育成、

地域おこし、そして余市への流入人口をどうして
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ふやしていくかという部分につきまして関連づけ

ながら対応していきたいというふうに思っており

ます。 

〇７番（近藤徹哉君） 町長から答弁なかったの

だけれども、担当でしょう、謝礼品の。例えば１

万円ならどのぐらい寄附者に送っているのか。３

割なのか、５割なのか、わからない。今これ３番

目だから、その後に答弁してくれればいい。 

 ただ、私本当に２年以内に、年数限定したほう

がいいのでないですか。１年でもいい。１番目の

目標の設定、ふるさと納税は新聞に出ます。今ま

でから見たら200倍になったとかといったらどう

するの、増毛町みたく。季節の果物とか、そうい

うの香りでしょう。これからでもなかなか難しい

けれども、難しいからと何もしなかったら何もで

きないでしょう。例えばタラでも水産加工もある

でしょう。タラの鍋。鮮度のいいやつ切り身にし

たやつをこういうような食べ方で、そういうのな

いわけ、まだ。カニとかそういうのはあるけれど

も、増毛は魚介類もやっていますから、アマエビ

とかホタテとか、つくり方も。変な話、勝ち負け

と言ったらおかしいけれども、負けられないでし

ょう。何とか漁師の底上げにも、ただ来ないから

でない。レールを敷いてあげて、一緒に頑張ろう

やというようなことが必要でないのかなと思う。

行政としては、いつも言うのだけれども、皆さん

の笑顔がどういう形であらわれてくるかというこ

とが基本理念だと思う。そうすると、行政として

はつくっている人とか、そういうのとっている人

とかの笑顔が、母さん、父さんどうしていくかと

いう、それだけなのです。余市に住んでよかった

とか、80、90になっても余市はいいところだよと

いうようなことがないと、移住、定住でいろいろ

な政策やったって来ない、全然。全部結びついて

いく、総合的に。その中で、やはり親切とかそう

いうことが必要でないかな。そして、くどいよう

だけれども、さっきの香りをお届けしますとか、

ぜひこういうふうになったら来てくださいとか、

余市に一回でも、そのときにさっき言ったような

総合的に判断して、お風呂の券も入っているとか

何かしないと、ただ泊まってくださいと皆さんそ

う言って泊まりますか。泊まらないでしょう。

5,000円も6,000円も出して泊まらないで日帰りで

帰っていくでしょう。ぜひ来てください、それで

券も出たら泊まるかと、こうなるでしょう。そう

いう誘導するような政策を打ち出して、増毛は、

くどいようですけれども、５割地元に入ればいい

と言っているのです。３割でもいいと言っている

のです。増毛にお金が、あそこは酒は國稀でしょ

う。お金が入ることによって増毛はよくなるとい

うわけ。そして、増毛、増毛と。要は日本海で増

毛はアマエビすごいのです。余市問題でないです

から。全然違いますから、私も行っていますけれ

ども。問題でないです。間違いないです。力入れ

ていますから、行政も。みんなで手を携えてやっ

ていますから。だから、そういうことで余市は人

口多いからとかそういうことではないと思う。そ

ういうことが必要でないかなということです。 

 今答弁ですぐ言えないけれども、２年以内にや

ってみせますからというような答弁あればいいけ

れども、検討しますとか行政用語、世界で日本だ

けです。検討します。言葉でいうとイエス、ノー

でなくグレーゾーンだから。そういうところ打ち

破ってほしいと思う、私は。できなかったらでき

ないと、１年後で、２年後でこれできなかったと、

こういう結果でできない、それでいいのでないで

すか。それは町民が求めていると思うのです。何

ぼ言ってもやらないから、送られないから、仕方

ないのでないですかと言ったら何もできない。そ

ういうことでぜひ私はお願いしたいし、みんなで

力を合わせてやるにはどうするかということで、

ふるさと納税制度をいかに活用するかと。国は、

くどいようだけれども、地方創生、地域創生に力

入れていきますから、今がチャンスで、あしたで
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もいい、あさってでもいいけれども、どうですか

とか、そういうの送りますよ、寄附した人に対し

て、そういうのをやっぱり大手の人とこうやった

ら手数料どのぐらい取られるのか。寄附が来て初

めて成り立つものでしょう。３万円だったら、今

12月ですから、大手はすごく景気いいし、地方が

衰退していますから、その地域の香りとかにおい

とかそれをどう届けるかということに鋭意努力し

ないと、一過性で余市の町は素通り、余市の産物

は素通りになるというか、旧態依然になってしま

うのでないかなと思うのですけれども、そういう

ことで再度、やっぱり何だかんだいったって、き

ょう町長を初めとして番外に座っている人みんな

余市でしょう。あと10年、15年したら退職して余

市に住むのでしょう。余市の住民になる人何人い

るかわからないけれども、あの人役場にいたとき

本当に汗流して一生懸命やっていたよねというよ

うな地域の人にできれば私は褒められてほしいと

思う。鳴かず飛ばずで声もかからないといったら

どうしますか。そうではないでしょう、人間とし

て。ぜひそういうことで鋭意努力してほしい。そ

れがまちおこしでないかなと思う。ただ退職して

年金もらってその地域で生活する、それはどこで

もやれるでしょう。そうではない。声がかかると

か、そうでしょう。人間必ず生まれたら死ぬので

すから、生きている間に本当に鼻水垂らして走っ

ていたよねという人は誰も今いないけれども、例

えばそういうようなことが信念持っていないとで

きないです。よし、今に見ていろ、町長があと４

年間ですから、そしたらよし、前と変わったとか、

意欲が盛り上がってすごいよと、いつも走って歩

いているよとか、例えばです。ただ走るだけでは

だめだから。情報収集して、すごいよと、町のこ

とで頭びっしりだとか、例えばそういうことが働

く人に対して、部課長の人に対しても浸透してい

ただければ余市はまたチャンスはたくさんあるけ

れども、ただそれで挑戦しないとチャンスは全部

沈没してごみになってしまうと。そういうことを

踏まえた中で、１時間も２時間もできないから、

そんなに時間ないけれども、そういうことを踏ま

えた中でやっていただきたいと思います。 

 ふるさと納税制度については、目標は私は言い

たいけれども、増毛に負けないでほしい。一つの

競争心理で、調べてほしい、どういうことやって

いるか。魚介類から何から、サクランボ、リンゴ

から全部やっていますから。余市は立ちおくれた

けれども、まだ大丈夫。まあ仕方ないかといった

ら全部諦める、全部だめ。そういうことでひとつ

やってほしいし、くどいようですけれども、こう

いうの全部また網羅して町長から答弁いただきた

いのですれども、幾ら還元しているのか、納税者

に。みんな鋭いですから。海産物でこういう干し

たものとかそういうのはどこでもやっていますか

ら。におい、香り、どうするか。未知への挑戦。

英語でいえばイン・ザ・ニア・フューチャーでな

いけれども、そういうことでひとつ最後の答弁、

長々としてもいいですから、自分の願望も入れて

答弁お願いします。 

〇町長（嶋  保君） ７番、近藤議員からの再

度のご質問に答弁いたします。 

 いろいろな魚介類含めてご提言ございました。

タラやアマエビというような部分、これら含めて

私先ほど余り検討しますというような答弁は使っ

ていないつもりでございまして、これはもう検討

もさせておりますし、そして今ここで目標幾らに

して、いつまでという形は申し上げられませんが、

これは来年度から間に合うように、そういったご

提言等いただいた部分、１つは大手の媒介等のそ

こにのっていく部分、それと生鮮等の部分、これ

も現にやっているところありますので、それらを

見させながら実施に向けていきたいというふうに

思ってございます。 

 それと、いろいろな中での移住、定住のお話も

ございました。いろいろな中での来てくださいと
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いうだけではなくて、そこに私どもの持っている

財産、例えばご提言ございました温泉、さらには

観光農園、そしてニッカウヰスキー等を含めてい

ろいろな部分ありますので、それらとしっかり連

携をしながら、いかにしたらこのふるさと納税を

きっかけとして余市町に交流人口として来ていた

だけるかと。そしてまた、交流人口として来てい

ただいて、そしていかにそこでいろいろなものを

買っていただいて、余市町の経済効果に寄与して

いただけるかと、そのあたりはしっかりと取り組

んでいかなければならないというふうに思ってご

ざいますし、それらは今担当課をして検討してい

ますので、これは実施に向けて負けないような形

の中で、そういう気概でやっていきたいというふ

うに思ってございます。 

 それと、地方創生の部分のお話先ほど来出てお

ります。これは、地方創生という言葉は今国のほ

うで出ていますが、私どもにはまだどこまでどう

いうふうにという部分は来ておりません。いろい

ろな情報も収集しております。しかし、これらに

つきましても頑張ったところはどうだという形

の、前も交付税等を含めて行革で頑張ったところ

がどうだと。それは、私ども以前からやっている

部分それは入りませんだとか、国は国としていろ

いろな部分ございますので、私どもも地方創生と

いう部分、地域が元気になっていく部分につきま

しては一生懸命やらなければならないという部分

当然持ってございますが、国の手法という部分、

この地方創生につきましてどんなふうにやってこ

られるのかというのは私ども今いろいろな情報も

収集しているところでございます。何でも国の言

いなりに、こうやらなかったらこれは国はお金を

出さないよという部分ではなくて、私どもも交付

金制度いろいろな中で使い勝手のよいこういった

中での地方のつくりという部分に国にこれからも

要望もしていきたいというふうに、ちょっと話が

違うほうに行きましたが、このふるさと納税につ

きましてはさまざまなご提言をいただきました。

やはりそういった中で私は税金の本旨という部分

よりも地域振興、そして企業の育成等を含めて、

これに負けないような気概で取り組んでいきたい

というふうに思っております。 

 答弁漏れがございました。１万円から３万円ま

での部分につきましては5,000円相当、そして３万

円から５万円の寄附につきましては8,000円から

１万円相当、そして５万円から10万円につきまし

ては１万2,000円から１万5,000円相当の贈答品と

いう部分でございますので、私これはただいかに

歳入を上げるかというだけの部分ではなくて、先

ほど来申し上げておりますように余市の産品のＰ

Ｒ、余市町の経済の活性化、そして余市町の生産

者、企業の育成という部分から、これは赤になら

なければいいのかなというような気持ちを持って

います。そういった中で今後担当課に指示をして、

拡充に向けて今実行に移させます。 

〇議長（中井寿夫君） 近藤議員の発言が終わり

ました。 

 これをもって一般質問を終結いたします。 

〇議長（中井寿夫君） お諮りいたします。 

 本日の会議は議事の都合により延会いたしたい

と思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、本日はこれにて延会することに決しま

した。 

 なお、明16日は会議規則第８条の規定に基づき、

午前10時から会議を再開いたします。 

 本日はこれにて延会いたします。 

延 会 午後 ３時２６分 
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