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  社 会 教 育 課 長  松 井 正 光 

  選挙管理委員会事務局長  （総務課長併任） 
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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。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第１、昨日に引き続

き一般質問を行います。 

 順次発言を許します。 

 発言順位５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件の質問をいたします。理事者においては、要

を得た答弁をお願いいたします。 

 介護保険について。厚生労働省は、通常国会で

介護保険法を改悪し、徹底した給付の削減と容赦

のない負担の強化を狙っています。しかも、それ

ぞれ国民生活に多大な影響を及ぼす医療と介護の

制度改悪を一本の法律にして提出するという前代

未聞のやり方です。介護保険改悪の第１は、要支

援の高齢者への介護保険給付の打ち切りです。要

支援者が利用するサービスのうち、６割を占める

訪問介護と通所介護は、市町村が実施する事業に

丸投げします。サービスの内容や人員、単価など

国の定める一律の基準はなくなり、市町村が柔軟

に対応することになります。第２は、特養ホーム

の入所者要件を要介護３以上に重点化します。新

たに入所する場合、原則要介護１、２では認知症、

障害を抱えているなどやむを得ない事情がある場

合のみ特例的に入所を認めるとしています。第３

に、利用料の負担強化です。年間所得が160万円、

年金収入のみの場合280万円以上の高齢者の利用

料負担を２割に引き上げます。 

 厚生労働省は、介護保険と医療制度を一体的に

改悪し、地域包括ケアシステムの構築をするとし

ています。病床再編、入院日数削減、施設入所の

重度限定によって地域在宅に高齢者を追いやり、

その受け皿が地域包括ケアシステムです。以下伺

います。 

 １つとして、安倍政権の介護保険法改悪に対し、

公的介護に対する国の責任を投げ捨てるものだ、

また社会保険の原則を踏み外すものだとの批判が

起こっています。町長の見解を伺います。 

 ２つとして、中央社会保障推進協議会がこのほ

どまとめた全国市町村介護保険見直しに関する緊

急調査、2013年11月から12月末によると、要支援

１、２利用者が受ける訪問介護、通所介護を市町

村事業に移行する政府の方針について３割を超え

る自治体が不可能との声を寄せています。アンケ

ートは、47都道府県の社保協を通じて実施、21都

道府県の62の保険者が回答しました。本町ではど

のように対応するのか伺います。 

 ３つとして、地域包括支援センターは現在委託

事業としていますが、今後業務量もふえ、公的介

護を進める上でも役割が重要になってきます。直

営としてその責任を果たすべきだと指摘してきま

したが、どのように対応するのか伺います。 

〇町長（嶋  保君） 13番、中谷議員の介護保

険についてのご質問に答弁いたします。 

 初めに、ご質問の１点目の介護保険法の改正に
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ついての考え方でございますが、介護保険につき

ましてはサービス利用者の増加に伴う給付費の増

大により保険料も上昇傾向となっており、国の試

算では現在の制度のまま推移した場合、保険料は

現在の全国平均である月額約5,000円が高齢化の

ピークを迎える2025年には8,000円程度に上昇す

る見込みとなっております。年金を主な収入とし

ている高齢者にとりまして、将来にわたる負担増

は生活に大きな影響が考えられます。さらに、介

護サービス利用者に大変影響の大きい改正内容と

なっており、各自治体におきましてはサービスの

地域間格差の拡大や制度改正に伴う事務負担の増

大などが懸念されます。将来にわたり制度を維持

するためにも国の責任で財政基盤の確立を図りな

がら、利用者や自治体にしわ寄せが来ないような

制度設計にすべきであったものと思っておりま

す。 

 次に、２点目の要支援の利用者が受ける訪問介

護、通所介護の市町村事業への移行についてのご

質問でございますが、本町では要支援者のうち訪

問介護や通所介護を利用している方が平成24年度

の状況では重複利用者も含め月平均で訪問介護が

約80名、通所介護が約100名利用しております。制

度改正により平成29年度末までには市町村事業に

完全に移行することが必要とされており、国にお

いて具体的な指針が示されると伺っております

が、受け皿となるサービス提供体制の構築や財源

確保の面、さらには利用者や事業所への影響など

問題点が多いものと思っております。今後これら

問題点について十分検証しながら、事業の実施に

ついて検討してまいりたいと考えております。 

 次に、３点目の地域包括支援センターの直営化

のご質問について答弁いたします。直営でセンタ

ーを設置、運営するためには、基幹となるべき施

設の設置や相談業務に対応し得る専門職員の採用

等、運営の確立までクリアする課題が多岐にわた

るため、現在その業務を町内社会福祉法人に委託

し、職員４名体制で運営に当たっておりますが、

経験豊富で専門性も高い職員が配置され、事業も

円滑に推進され、住民にも浸透してきているもの

と考えております。地域包括支援センターにつき

ましては、国において今後の地域包括ケアシステ

ム構築に当たって中核的な機関としての位置づけ

が示されておりますので、今後地域包括支援セン

ターのあり方等を考える中での検討課題とさせて

いただきたいと存じますので、ご理解を願いたい

と存じます。 

〇13番（中谷栄利君） １件目について町長に介

護保険法改悪についての見解を伺いました。国に

おいては、責任ある制度設計が必要なのだと言わ

れております。私も常々介護保険の問題について

は質問してきましたが、町長の回答でもありまし

たように保険料がピーク、2025年になれば

8,000円、このような状況になると。問題は、国の

負担を２割にとどめて、利用料がふえればふえる

ほどその負担が介護保険料として40歳、それから

65歳からの１号、２号の被保険者に対して保険料

となってはね返ってくる、そういう仕組みになっ

ている、このことに大きな問題があります。です

から、今の状況でやっぱり必要な人がサービスを

受けるに当たって、今保険料のはね返り、そして

制度を継続させるために考えていることが要支援

者の介護外し、問題は本当に介護を必要とする人

たちに対して要介護にならない、その瀬戸際のと

ころで何らかのサービスを受けることによって重

度に至らない、そういった人たちが本来受けたい

サービスから外されてしまうということが重大な

問題であると思います。 

 介護保険の原則、１つは保険料を払って、そし

て身体の状況等に応じて認定を受け、サービスを

受ける。そのサービスを受けるに当たっても要介

護度の状況によって利用料の負担額、上限額が決

まって、それに応じた利用の１割を払っていく、

そういうことが決められた公的な保険制度であり
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ます。むしろこういった保険料を納めて、必要な

ときに受けることを保障した権利なのです。その

権利を制度の継続、維持のためといって投げ捨て

る、こういった横暴は断じて許されない、このよ

うに思います。そういった利用者の権利を擁護し

ていくためにも国に対してのこの制度疲労してき

た問題について、常々言っていますが、保険料、

国の負担責任をきちんと果たすべき、そういった

問題点について十分声を大にして発していかなけ

ればならないと思いますが、町長のその考えにつ

いて再度お伺いするものです。 

 また、問題は、12月４日に全国老人福祉施設協

議会の総会で厚生労働省老健局の朝川振興課長が

講演した中身なのですが、要は介護保険の要支援

者、そういった人方が認定を受ける場合、要支援

になろうという人方が認定を受けようとする場合

に本来受ける介護保険の認定審査とは別に基本的

なチェック項目25項目によって介護保険によらな

いサービス、要するに市町村が対象となる事業に

対して振り分けをするようなことを進めようとし

ている、こういった問題が明らかになっています。

これが実施されれば、認定を受けなかった人は要

支援者でなくなり、この介護保険の問題点である

要支援者がどのくらいの人数なのか、そういった

問題の要支援者減らしの狙いを進めるものになり

ます。ですから、最初のことで述べましたが、市

町村が窓口で、要介護度を受けるか、認定を受け

ずに市町村による総合事業サービスを使うか、こ

ういった振り分けは介護保険の先ほど言った保険

料を払って、認定を受けた上で必要に応じたサー

ビスを受ける利用者の権利を剥奪する介護保険の

根本原理を破壊するものだと、そのことをきつく

言わなければなりません。こういったことが認定

申請権を侵害して受給権者を減らし、介護保険給

付を削減する道具として使われていく。このこと

は許されないし、こういうことのないように介護

保険の権利を守る上でも問題点だということを指

摘しますが、町長の見解を伺うものです。 

 また、このほかに介護保険の要支援者からの給

付削減の中で市町村に丸投げする事業として、要

するに国からの一律的な基準等はなくなります

が、問題はさらにその限度額について、今まで要

支援１とかいう判断をしていたものについてのそ

の給付の限度額、要支援１であれば月に４万

9,700円ですが、要支援２では10万4,000円、これ

らの半分、そういったものに置きかえようとして

いる、こういった問題も明らかになりました。要

は厚生労働省老健局振興課の対応なのですけれど

も、要介護認定を受けずに市町村サービスを使う

人の限度額について、介護度が不明な状況の中で

従来の限度額は適用なくなっていく、そして市町

村の定める事業についても国の基準がない中でボ

ランティア、あるいは劣悪な事業になる、そうい

ったことも大きな懸念とされています。利用限度

額が半額になる上、そういった状況にも陥りかね

ない、そういった状況下の中でこれら本来介護を

利用するはずだった利用者が介護保険の６割に当

たる通所介護や訪問介護ですから、そのほかのサ

ービスについて介護の給付受けなくなる可能性も

ある。要するに事業者との信頼関係、そういった

ものも壊れてしまうということも指摘されていま

す。そういった中、さらなる重度化、医療の分野

でも入院日数の削減、そして病院からの追い出し

等の問題もあるわけです。入所施設についても重

度介護、３度以上でないと入られないという問題

点もあります。そういった中で、こういった問題

を抱えているお年寄りの行き場がなくなってしま

う問題につながざるを得ません。そういった劣悪

な状況下に追い込もうとすることに対してもどの

ように受けとめられているのかお伺いするもので

す。 

 ３問目の訪問介護、包括支援センターについて、

地域ケアシステムの構築に当たり重要な役割を担

うという認識を示されております。そのとおりで、
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本来の計画でいえばそれぞれの小中学校区の中

で、利用者が状況に応じてそれぞれの学校区を拠

点にしながら、そういったものを対応していく。

要は国においては、介護保険の給付削減するため

の一つの手段としておりましたが、公的介護保険、

要するに私たちが訴えている国としては介護保険

を進めますが、社会的な介護として、社会保障の

位置づけとして国の制度を本当の社会保障を進め

る公的な介護保険まで押し上げていかなければな

らない、そういう戦いがあるわけです。介護保険

の給付の調整役になっている包括支援センター、

そういったものを従来のきちんとした利用者にと

っての介護の拠点になるべく直営として責任を持

った対応が望まれるわけなのですが、そこに当た

って町が介護保険の事業者の点検あるいは調整役

にはとどまらず、文字どおり町も介護の責任者と

してその使命を果たす役割が介護保険、包括支援

センター、そこに十分な役割を発揮することが求

められると思います。そのことについての責任を

どのようにお考えなのか２問目の最後としてお伺

いするものです。 

〇町長（嶋  保君） 13番、中谷議員の再度の

ご質問に答弁いたします。 

 まず、制度全般の問題のご質問でございます。

私は、いつも申しておりますが、地域包括ケアシ

ステムと、この理念、施設から在宅と、そしてそ

れも地域で支え合うという部分、この理念はすば

らしいものだというふうに思っておりますが、そ

れがこのような中で法改正等の中では国の負担を

いかに減らすかという手法に使われているとすれ

ば、逆の話だなというふうに思ってございます。

しかし、今おっしゃられた部分をいろいろな中で

の改正の経過等を見ますと、その部分がやはり一

番大きいのかなという認識もしております。この

介護保険制度の原点に立ち返った中では、やはり

国がしっかりと費用等の負担をして、安心して介

護を受けられる、サービスを受けられる体制をつ

くっていかなければならないというふうに思って

おります。これにつきましては、町村会等を通じ

て私どもも申しておるところでございまして、国

の負担、国の責任においてしっかりとした制度設

計をしていただきたいということは申し上げてい

かなければならないというふうに思ってございま

すが、法改正がなされて、保険者としてはそれに

備えた準備もしなければならないというのも確か

なところでございます。そういった中では、こう

いった中でもそれらに対応すべくさまざまな予防

対策等も含めて町村としてできる部分はしっかり

と取り組んでいかなければならないと思っており

ます。 

 それと、要支援の部分、これは当初は通所と訪

問だけではなくて全てサービス外すという形でご

ざいましたが、今回の改正ではいろいろな反応の

部分がございまして、訪問ヘルプとデイサービス

だけが外れたという形だと伺ってございます。こ

れらのサービス６割等の中で、ここが重大な部分

でございます。ここから外されるということにな

りますと、市町村がそれぞれ独自の基準というふ

うになりますと地域によって差が出てくると。そ

してまた、それらを支えるためにボランティアや

ＮＰＯ等の部分が示されておりますが、これは都

市部と地域とかなり違っている部分がありまし

て、そういったボランティアやＮＰＯが活発に活

動している地域と、余市町等を見ましてもそうい

った担い手というのがなかなか今出てきていない

のが現状だというふうに考えてございます。そう

いった中では、これらの部分についても国の責任

でしっかりと保険料を納めている方にサービスが

使えるという部分は求めていかなければならない

という部分はございますが、やはりそれもこうい

った平成29年度までにはならざるを得ないという

ような状況にもなってございます。そういった中

では、やはりこれらの部分につきましても我々と

してしっかりと声を上げるところは声を上げなが
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ら、そして準備しなければならないところは準備

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、地域包括支援センター、これはおっし

ゃるとおり今国のほうからも直営、委託にかかわ

らずこの地域包括支援センターの機能についてか

なり強力に行政がリーダーシップをとってという

部分が求められてきております。国のほうでは、

現状の課題や今後求められる役割を勘案しなが

ら、総合的、複合的な機能強化を図ることが重要

であるというような部分も指摘されてございます

ので、まず今の段階では地域包括支援センターの

委託の方々との連携をしっかり密にしながら、今

後第６期の中ではどうあるべきかというのもしっ

かりとした論議が必要であろうというふうに考え

てございます。 

〇13番（中谷栄利君） 今の地域包括支援センタ

ーの直営の問題については、その役割をしっかり

重要と受けとめ、第６期の中で現在の地域包括支

援センターの委託、それから協議会の中で協議を

重ねて検討していきたいという話でした。やはり

公的に進めるという意味では、一つの事業者にこ

の役割を担うというのが今極めて困難に直面して

いるのではないのかなと感じています。必要な人

材であれば、それなりに補強するなりしていかな

ければならない町としての課題ではないのかなと

思っています。国は、この地域包括支援センター

については介護保険の給付削減のための一つの手

法として持ち出してきていますけれども、やっぱ

り地域住民、高齢者にとっては一つの窓口であり、

そこのよりどころとして最初に入る窓口ですか

ら、その役割はそれぞれの町の考え方、受けとめ

方で大きな違いあります。国の制度をそのまま粛

々と実施する町では、介護給付、国のもくろむ給

付削減の窓口になるし、本当に住民の命と高齢者

の福祉増進、国の方針でありながらもその部分は

町民の健康、命を守る行政としてしたたかな部分

も見せながら、それを逆手にとり、公的な介護を

推し進める機関として役割を十分発揮していく。

私は、公的介護保険という言葉を使っていますけ

れども、その部分で町としてのこういった責務を

果たすことが今必要なときだと思っています。 

 このほど特養施設の21世紀・老人福祉の向上を

めざす施設連絡会の方々が介護入所者について署

名を１万6,000人集めて介護保険法改悪に対して

提出し、請願しております。その中で言っている

ことなのですが、介護予防を重視するというけれ

ども、要支援者を保険給付から外して自治体の地

域支援事業に移行するほうが効果的との根拠が示

されていないと。さらに、介護保険は個人への給

付であり、高齢者が暮らしやすい地域づくりは老

人福祉施策で行うべきだと、このように論じてい

ます。 

 介護保険というのは、行政が進める老人福祉の

中に包含されていくものだと思います。そういっ

た中で、介護保険だけに頼らず、その地域の高齢

者福祉をどのように増進させていくのか、介護に

頼らずさまざまなお年寄りが元気で、その持てる

力、知恵を十分発揮して高齢者が生き生きと生活

していく、そういった地域づくりが今必要なとき

だと思います。その実施が介護保険料が高騰して

きているところに対してのその伸びを抑えるヒン

トにもなるかと思いますけれども、町の果たす役

割、そういった部分でも重要なことになってくる

と思います。そういうことで、高齢者の生活を支

えていくこういった高齢者福祉を増進させていく

その中で町としても責務ある地域包括支援センタ

ーを直営で行うこと、そして国で基準を定めてい

ないとしても劣悪な状況下の中でならないような

事業を実施していく、そういったことの責務を果

たしていくことが今後求められていると思いま

す。詳しくは６次の計画見直しの中でも論じてい

きたいと思いますが、それまでの中で関係機関、

あるいは事業者等の協議の中で何が問題点なのか
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も十分整理して、その論理を構築していく、そう

いった期間も十分必要になってくると思いますの

で、そういった対応をしていただきたいことを訴

えて、私の３問目の質問といたします。 

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。 

 地域包括支援センターの部分のご質問だったか

なというふうに思っております。この地域包括支

援センター、総合窓口としてここからの入り口と

いうことで非常に重要なセンターであるというふ

うに認識してございます。これらにつきましても

先ほども申し上げましたが、国のほうよりも直営、

委託にかかわらず行政機能の一部として地域の最

前線に立ち、地域包括ケアシステムにおける中核

的機関として期待されるというような指導もされ

ているところでございます。後志の状況を見ます

と、小樽は全て委託で、大体状況を見ても半々か

なと、直営と委託の部分は半々くらいかなという

ような認識をしてございますが、やはり国からそ

のような部分での行政機能の一部という形の中で

の指導も求められてきてございますので、今後第

６期の計画ではどうあるべきか、今の事業者等も

含めて、介護全体の中で余市町の地域の高齢者福

祉含めて、そういった中でどうあるべきかという

中ではしっかりと第６期の中で検討していきたい

というふうに思っております。 

〇議長（中井寿夫君） 中谷議員の発言が終わり

ました。 

 発言順位６番、議席番号９番、彫谷議員の発言

を許します。 

〇９番（彫谷吉英君） 平成26年余市町議会第１

回定例会において次の一般質問をいたしますの

で、町長におかれましては具体的な回答をお願い

いたします。 

 余市町長就任後の行政執行について。平成22年

に町長に就任してはや３年半になりますが、率直

な考え方お伺いします。３年半前の町長選挙では

大きな公約を上げ、地方自治体が疲弊する中、町

政の停滞は許されません。財政再建推進プランを

基調に町政の執行を行うとありますが、実現でき

たとお考えですか。お尋ねいたします。特に住み

よく安心して暮らせる町を目指すとの公約は達成

できたと思いますか。 

 また、余市町の多様な資源、人的パワーを生か

した元気な町を目指しますとありますが、形にな

ったのでしょうか。時代の流行語になっている６

次産業については、たまたまブームに乗った形で

特区に指定になったものの、商店街もほかの産業

も衰退しています。このことについてどう対処し

たのかお聞きします。 

 さらに、町民の立場に立った行政改革を進める

とありましたが、果たして町政の中身が町民に伝

わったと思いますか。町長は、町民が主人公であ

ると口癖のように言いますが、職員にその意味が

理解され、また町民に接しているのでしょうか。

利用しやすい役場、縦割り組織の見直しの行政改

革は進んでいるとお考えですか。 

 さて、この秋、町長の任期満了に伴う選挙があ

りますが、改選を半年後に控え、立候補の表明は

いつされるのかお答え願います。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

〇町長（嶋  保君） ９番、彫谷議員のご質問

に答弁いたします。 

 財政再建推進プランは、危機的な財政状況から

早期脱却を図るため、平成19年度以降見込まれる

財政赤字を解消し、財政破綻を回避するため財政

基盤の構築に向けた対策を講じようとしたもので

ございます。具体的には歳入では町税の収納率向

上対策や施設使用料の見直しなどを行う一方、歳

出では事務事業の見直しや人件費、内部管理経費

の削減を実施するとともに、投資的経費の抑制を

行ってきたところでございます。これまでの経過

といたしましては、平成19年度では赤字決算とな

ったものの、プランの着実な取り組みによる効果
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のほか地方交付税の増額などといった国の臨時的

な措置による影響もあり、平成20年度以降は黒字

決算に転じ、当初計画は達成できたものと考えて

おります。 

 この間財政再建期間中といえども集中豪雨対策

としての排水施設整備、小中学校の耐震化、消防

署の指令台や消防車の更新など安心、安全に関す

る事業や教育、福祉関係予算を初め、産業振興、

経済対策等にも配慮した予算措置に努めてきたと

ころでございます。 

 まちづくりの目標として掲げてございます住み

よく安心して暮らせるまちづくりへの達成に向け

ては、財政再建推進プランの取り組み中にあって

も、前段申し上げたとおり、必要とされる各種施

策の実施に努めてきたところであり、その目的と

一定の効果は果たされてきたものと考えておりま

すが、今後も引き続き取り組んでまいりますので、

ご理解を賜りたいと存じます。 

 次に、余市町の多様な資源、人的パワーを生か

した元気なまちづくりについてのご質問でござい

ますが、私は就任以来地域資源を生かした活力あ

るまちづくりを目指し、各産業振興のため施策を

講じてきたところであります。このうち６次産業

化の推進につきましては農業部門から取り進め、

関係機関との連携により町内の女性農業者を中心

に組織されたよいちフルーツグレードアップ研究

協議会において果樹を生かした加工品の開発など

を行い、ワインに関しては特区の認定とあわせて

道内一のワインブドウ生産量やブドウ畑の景観Ｐ

Ｒにより注目されるとともに、２カ所の新たなワ

イナリーの誕生によって醸造所がふえたことは、

今後におけるワイン産地の形成や町の活性化にも

つながるものと考えております。 

 また、商店街対策では、中心市街地商店街の活

性化を促すべく、商店街連合会や商工会議所とも

連携し、活性化対策事業及び空き店舗等活用対策

事業の推進を図ってきておりますので、ご理解を

賜りたいと存じます。 

 次に、町民の立場に立った行政改革についての

ご質問でございます。私は、町長に就任以来一貫

して地方分権の時代にあっては地域のことは地域

で決めるという自己責任、自己決定の考え方で行

政を進める必要があること、そのためには行政だ

けで物事を決めるのではなく、町民と行政がとも

に知恵を出し合いながら、まちづくりを進めてい

く必要があることをさまざまな機会を通して職員

に伝え、そして町民の皆様にもお話ししてまいり

ました。また、町の主人公は町民であるという考

え方のもと、町民にとって利用しやすい役場づく

りや縦割り組織の見直しに向け、民生部フロアの

改善や町民相談室の設置、さらには部長会議の定

例化による組織横断的な情報共有など行政改革の

取り組みを進めてまいりました。 

 さらには、町政懇談会の各ブロックごとの開催、

町の仕事や予算の使い方を知っていただくための

余市町の予算説明書の全戸配布、町の重要な計画

等について広く町民の皆様から意見を公募するパ

ブリックコメント制度の創設、さらには地方分権

時代における自治体運営のルールを明文化する自

治基本条例制定に向けた準備などを進めてきたと

ころあり、こうした取り組みについて一定のご理

解をいただいているものと考えております。しか

しながら、こうした行政改革の取り組みは、今後

とも地道な努力を継続していく必要があると考え

ております。 

 こうした中、私は本年９月に任期満了を迎えま

す。来たるべき町長選挙に向けての私の態度表明

につきましては、適切な時期に判断をしてまいり

たいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと

存じます。  

〇９番（彫谷吉英君） 答弁ありがとうございま

した。 

 さて、町民の生命と財産を守ることが仕事であ

るはずの町長の姿勢は本当にこれでよかったのか
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疑問に思われることがたくさんあります。３年前

のきょう、３月11日の東日本の災害を契機に全国

各地の自治体は住民合意のもと防災対策、災害時

の避難対策、ハザードマップ、食料の保存確保対

策などどんどん進んでいると聞きますが、余市町

の姿が永遠として町民に伝わってきません。町民

の最大関心事である津波対策や泊原発について

は、何ら町民の不安を取り除くに至らず、かえっ

て町民の不安材料になっている。特に町長の原発

反対のマスコミコメントは、その後の町長の反対

とそれを実現する毅然とした姿勢がなく、住民に

対する説明が全くないため、かえって町民に不安

をまき散らしていることをわかってほしいです。 

 原発でいえば、町の防災は国、道の指導、指針

のもと赤井川に行ったり、小樽へ行ったりで、地

域での訓練はほとんど見受けられません。地域の

防災とは、町内会、区会、地域住民のブロック単

位での防災マップではほとんどそういうのがない

ので、わからないというのが現実だと思います。

地震が起こっても、津波が来ても公共施設に逃げ

るようになっています。津波来ても大川小学校、

地震来ても大川小学校と。また、地域で安心、安

全をうたっている町長のスローガンとしては独居

老人を誰が運ぶのか。車に乗っていくのか、どう

いう方がその地域に住んで、どういう段取りで逃

げるのか、全くこれは国、道では絶対に指導はし

ません。これは、地域の行政がやるべき仕事であ

ります。これが全然見えてこないというのが住民

の不安になっています。 

 次に、先般の臨時職員の事故が町民の中に大き

な後遺症になっていますが、知っていますか。臨

時職員といえども役場職員とは同僚であります。

役場職員の管理体制、採用時における基本的な労

働協約の不十分さ、初歩的危険を取り除く作業の

開始前準備、作業における指示能力、どれ一つと

っても基本に欠け、組織としての緊張感が欠けて

いることによって起こった事故です。これは、事

故というより事件と呼ぶ性質のものであります。

組織の一体感は全然なく、恐らく担当部署以外の

職員は当事者意識が欠落しているのでしょう。番

外席にいる部課長さんのうち、当事者意識を共有

した人は何人いましたか。これが現状だと思いま

す。したがって、こんな単純な基本的危険も取り

除けない組織が危機における一人一人の町民の生

命と財産を守れるのか不安を訴えています。過去

にも水道水の汚染事故のときには事情を知った職

員が住民に危機を知らせることなく、自宅へこっ

そり連絡して、商店、スーパーなどの飲料水を買

い占めた例や自衛隊や自治体の給水車への指示が

十分でなく、弱者である高齢者、老人に丸１日届

かなかった人もおりました。管理職の中には町民

からの追及を避けるため、防寒着をまとって給水

車に張りついた例もありましたが、このことを町

長は知っていますか。東日本の災害に見るまでも

なく、所管する部署は組織上のトップの町長にか

わって専門分野の立場で町民に事情連絡、住民説

得、誘導、避難の指令塔を努めなければならない

のですが、今の担当部署トップは自分を捨てても

余市町民２万人の命と財産を守るための体を張っ

た決意を持っているかどうか。そういう人物を任

命していると断言できるかどうか町長の答弁をお

願いします。 

 次に、町長選挙の年の予算には町長の改選期を

踏まえ、それを前提に組み込まれたと思いますが、

執行方針に述べられた中には余り目立ったものは

見えなく、相変わらずのスローガンばかりで、こ

の際特に嶋町長らしい余市の将来に新しい期待の

持てる政策がありましたら強調して述べていただ

きたいと思います。 

〇町長（嶋  保君） ９番、彫谷議員の再度の

ご質問に答弁申し上げます。 

 まず、住民の生命、財産を守る部分のご質問で

ございます。これにつきましては、最初に答弁申

し上げましたが、消防に関する指令台、これは確
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かに大きい事業でもございましたし、消防自動車

等の部分は配備をさせていただいております。そ

して、ハザードマップ、これも平成25年度中に完

成する予定となってございまして、これらのハザ

ードマップをもって、議員おっしゃるとおり、こ

れは従来の、従来と申しますか、ただ避難路だと

かそれの掲載したものを家に飾っておくという部

分ではなくて、地域に溶け込んだ中で、やはり地

域と一体となって避難場所等の中での訓練等も入

っていかなければならないと。実質的にもう例え

ば大川のほうでも行政に頼らない防災訓練等もや

っているところもございます。そういった中では、

しっかりと全体的な部分はもちろん必要でござい

ますが、地域に溶け込んだ細かい訓練、そして避

難等の周知等が必要であるということは議員おっ

しゃるとおりだと思っております。 

 それと、独居老人の部分、これにつきましては

パソコンで入力がもう済んでございますので、こ

れは国の事業としてやってきた部分でございま

す。これをいかに情報の共有、各課で共有して災

害対策部門、民生部門等を含めて、そしてそれを

どこまで、これは逃げるとなれば、避難となれば

やはり区会の皆様、さらには民生委員等というの

が大きい部分がございますので、これらの情報を

どこまで出していけるのかというのを含めて、も

うこのシステムはつくってございますので、いか

にこれを実際問題の部分で役立てていくかという

中でございます。 

 それと、臨時職員の転落事故にかかわっての組

織としての部分のご質問もございました。これは、

おっしゃるとおり、職員の危機に関する意識、組

織的にそれが欠けていた部分があるのかなという

ふうに、これはもちろん反省しているところでご

ざいまして、そういったことのないように我々も

今までなかったようないろいろな研修、そして作

業講習等もやってございます。これは、大きな意

味でのまた危険回避のマニュアル等も含めてつく

って、今作業中の部分でございますので、これら

を含めてやっていかなければならないというふう

に、組織の一体感を持って、これはぜひともやっ

ていかなければならない部分でございまして、当

事者意識という部分のご質問ございました。これ

らにつきましてもやはり私はこれだけ大きな事

故、大きな重篤な事故であったというふうに考え

てございますので、番外席それぞれが当事者意識

を持って行動しているというふうに思っておりま

す。 

 それと、水道水の水道汚染事故にかかわっての

いろいろなご指摘もございました。これらにつき

ましては、当時私もまだ係長時代でございました

が、そういったうわさがあったのは聞いてござい

ますが、それが例えば職員が先に知っていながら

自分の家に電話したとか、そのあたりの確認はし

てございませんが、そういったうわさが、うわさ

というか、お話があったというのは私も聞いてご

ざいます。そのようなことがないように職員がま

ずもって全体の奉仕者として安全、安心の部分に

いかに対応するかという部分はやはり大切だとい

うふうに思っております。 

 しかし、そこの体を張るという部分、私も東北

の山元町にというところにも行ってきましたが、

そこでも広報活動をしながら山元町の役場の職員

２名亡くなっておりますし、いろいろな行政の役

場、市役所等でも職員の方が亡くなっております。

職員が最初に逃げるとは申しませんが、身の安全

も確保した中での町民対策という部分が必要であ

ろうというふうに思ってございます。 

 それと、東日本大震災等を踏まえて所属長それ

ぞれの私は責任を持った中での行動、対応をして

いると、そういう自覚を持って今仕事をしている

というふうに思ってございます。しかし、これら

につきましてもなお一層徹底しなければならない

というのはもちろんのことでございます。 

 それと、改選期を控えての予算という部分のご
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質問もございました。これは、これから執行方針

等、予算の提案という形になりますので、詳しい

話は避けさせていただきたいと思いますが、私は

やはり安心、安全、そして子育てに関する予算、

教育関係の予算、そしてまた一つ大きなものは今

回観光という部分、「マッサン」という部分もご

ざいますので、観光協会の再編という部分もござ

いますが、限られた財源の中で最大限の予算措置

をしたというふうに思っております。 

〇９番（彫谷吉英君） 質問の３番目になります

ので、今の回答は第４次余市町総合計画にのって

いるのと全く同じなので、角度を変えて１つだけ

質問させていただきます。 

 余市の将来に新しい期待の持てる政策、これも

先ほど質問したのですけれども、何かよくわかり

ません。それと、何かスローガンみたいなことを

言っていましたけれども、例えば前からの議会で

いろいろな方が質問しているように協会病院跡地

をどうするのか。結局そこに何かを、黒川、大川

の中心地ですので、そういうところに何を建てる

のとか、モイレ山の開発とか、道の駅を管内一の

観光の名所にするとか、そういう具体策なのです。

そういうことを前から要望しておりますが、最近

では赤井川で道の駅２億5,000万円と、こういうま

ちとしてのこれからの優位性、これを夢と希望を

与えると、これが政策なのです。だから、今まで

も総合計画もスローガンだし、それから行政報告

も事故報告だし、行政というのは窓口だとか税金

集めるとか税収率を上げるというのは当たり前の

話なのです、それで給料払っているわけですから。

政策というのはそういうのでなくて、やはり町民

に夢と希望を与えながら、だからこの人口減によ

る国の政策がこうだから、何年後に１万9,000人に

なるという、１万9,000人にするなんていう率は国

では一切言っていません。こういうふうになるの

だから、下がらないように各市町村で考えなさい

と、こういうことを訴えているのです。１万

9,000人になるから、１万9,000人になったように

町税は下がるわ、法人税は減ってくるわ、人口は

減ってくるわといったら、いろいろな意味でマイ

ナスの波及がしてくるわけです。ですから、１万

9,000人に維持するとか１万9,010人にするとか、

そういう政策を町民は期待しているわけです。だ

から、１万9,000人が１万8,000人になったら、１

万8,000人でできるように収支均衡図りますと、１

万人になっても収支均衡図りますと、そういうこ

とは期待していないのです。これを２万1,000人に

するとか、それによって町民税、法人税、各税収

上がってきて、そういう中で切磋琢磨して余市町、

ふるさとということができ上がってくるわけで

す。ですから、こういう具体的な政策というのが

あったら強調してください、述べてくださいとい

うのはそういう感じなのですけれども、教育でも

いいです、町長のこの３年半で。 

 では、逆に言うと、１つだけできそうだという

のがありましたけれども、これからあと半年しか

ないのですけれども、そういう意味で次期にもつ

ながりますので、新しい夢の持てる政策を再度質

問して終わります。 

〇町長（嶋  保君） ９番、彫谷議員の再度の

ご質問に答弁申し上げます。 

 おっしゃられる部分、非常によくわかる部分も

ございます。いろいろの中でやはり夢と希望、こ

の部分、欠けている部分があるのでないかという

お話でございます。人口問題にしても、これは科

学的に統計的な数値でございます。おっしゃるよ

うにそのような形で予測されるから、それでいい

のだというものではございません。いかにここか

ら一人でも多くするような施策を打っていかなけ

ればならないというふうに思ってございますし、

そういった中ではおっしゃるように、行政として

は往々にして余りＰＲ的な、スローガン的な、ス

ローガンというか、大きな夢という部分不得手な

部分もございますので、町民としてもやはりそこ
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を求めている部分もあるのかなというふうに思っ

ております。そういった中では、そういった夢と

希望という部分、なかなか総合計画でも夢、希望、

さらには執行方針でもそういう夢と希望という部

分はなかなか裏づけのない部分で書けない部分も

ございますが、これは違う意味の中でいろいろな

中でやはり発信しなければ、町民もいろいろな中

での人口減少や空き店舗等を含めて暗くなってい

くなというふうに思ってございますので、これは

また違う部分でしっかりと夢と希望という部分も

発信はしなければならないというふうに思ってご

ざいます。 

〇議長（中井寿夫君） 彫谷議員の発言が終わり

ました。 

 暫時休憩いたします。 

休憩 午前１１時０２分 

再開 午前１１時１１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５番、溝口議員の発言

を許します。 

〇５番（溝口賢誇君） 第１回定例会にさきに通

告しております一般質問を行います。答弁よろし

くお願いいたします。 

 町長の町政運営について。嶋町長が余市町長に

就任されてから早くも３年半が経過しようとして

います。平成23年９月の選挙戦では町民の期待を

一身に集め、圧倒的な得票数で当選されたわけで

ありますが、その後の町政運営においてそうした

町民の期待に応えられているかということについ

て嶋町長ご自身はどのように評価されているかと

いう観点から以下質問いたします。 

 １、町長及び副町長の行政上の役割をどのよう

に認識しているのか。当然のことながら町長には

さまざまな役割が求められているところではあり

ますが、その中でも最も重要な役割は何であると

認識されているのかお伺いします。あわせて、平

成19年と書いてありますけれども、18年に訂正し

てください、平成18年の地方自治法改正により創

設された副市町村長制度の趣旨に鑑み、副町長に

求められている役割はどのようなものと認識され

ているのかをお伺いいたします。 

 ２番目、公約に掲げた自治基本条例の制定につ

いては、任期満了を半年後に控えた現時点におい

ても何ら進展が見られないが、具体的な作業スケ

ジュールを含め、今後どのように進めていこうと

しているのかお伺いいたします。 

 ３番目、財政改革にかかわるこれまでの取り組

みに対する評価並びに今後の展望についてお伺い

いたします。 

 ４番目、希望降任制度に対する評価並びに今後

の運用方針についてお伺いいたします。 

 ５番目、北海道新幹線札幌延伸に伴う並行在来

線の廃止同意問題や黒川第一土地区画整理事業、

さらには町民を係争相手とした訴訟問題など、町

政の重要課題に対しこれまでどのように対応して

きたのか。また、その対応についてどのように評

価しているのかお伺いいたします。さらには、今

後どのような決意を持って対応していこうとして

いるのか見解を伺います。 

〇町長（嶋  保君） ５番、溝口議員の町政運

営についてのご質問に答弁申し上げます。 

 １点目の町長及び副町長の役割に関する認識に

ついてでありますが、地方自治法第147条及び第

148条において普通地方公共団体の長は、当該普通

公共団体を統轄し、これを代表すること、そして

事務を管理し、及びこれを執行するとされ、さら

に同法第149条に行うべき事務が掲げられており

ます。ご質問の町長の最も重要な役割ということ

でございますが、私は的確な政策方針を決定し、

リーダーシップを持って強力に推進していくこと

であると考えてございます。 
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 また、助役の権限の強化、明確化を目的に地方

自治法改正により設置されました副町長につきま

しても、同法第167条に定めるところにより町長を

補佐し、命を受け、政策、企画をつかさどり、職

員の担任する事務を監督する立場にございます

が、単に町長の補佐、町長の職務代理といったも

のだけでなく、町長の権限を委任した事務につい

てみずからの責任において事務処理に当たること

が求められていると考えております。 

 次に、自治基本条例の制定についてご答弁申し

上げます。自治基本条例につきましては、町民と

行政による協働のまちづくりを推進するためのル

ールを明文化し、地方分権の時代にふさわしい自

治を実現していくことを目的として制定するもの

でございます。取り組みの状況でございますが、

現在（仮称）余市町自治基本条例策定準備会を設

置して、ニセコ町の担当者を招いての勉強会など

先進事例の調査研究を進めております。今後の予

定でございますが、平成26年５月を目途に町民組

織を立ち上げる予定であり、現在準備会において

公募委員募集などの作業を進めているところでご

ざいます。また、町民組織の立ち上げと並行して

職員による検討組織の立ち上げも必要と考えてお

り、町民と町職員との協働により策定作業を進め

てまいります。 

 自治基本条例につきましては、その策定過程が

大変重要になることから、今後とも町民と行政が

ともに知恵を出し合い、丁寧な議論を重ねながら

作業を進めてまいりたいと考えております。 

 次に、行政改革の取り組みについてのご質問で

ございます。本町における行政改革につきまして

は、平成22年３月策定の行政改革推進計画に基づ

き取り組みを進めてまいりました。当該計画につ

きましては、当初平成22年度から平成24年度まで

の３年間を計画期間として設定しておりました

が、その後計画期間を１年延長し、平成25年度ま

でを集中対策期間として推進を図ってきたところ

でございます。計画では、重点目標として協働の

まちづくりの推進、効果的、効率的な行政運営の

確立、機動的な組織機構の構築、健全な財政基盤

の確立、公営企業の経営健全化の５点を掲げてお

り、それぞれの目標に応じた実施計画項目を設定

して取り組みを進めてまいりました。 

 取り組みに対する評価並びに今後の展望でござ

いますが、実施計画項目に掲げた個別計画につき

ましては、おおむね当初計画に沿った取り組みが

図られておりますが、ご質問のありました自治基

本条例の制定など現在なお取り組みを継続してい

るもの、さらには行政評価制度の構築や上下水道

事業の統合など計画期間内に実施に至らなかった

項目もございます。今後につきましては、行政改

革推進会議において集中対策期間における取り組

みの検証、総括を行うとともに、継続的な実施や

検討が必要と判断される項目につきましては、計

画期間終了後においても所期の目的が達成される

よう、その取り組みを継続してまいりたいと考え

ております。 

 次に、希望降任制度に対する評価並びに今後の

運用方針等についてのご質問でございます。今日

の社会情勢の著しい変化の中で、行政各分野にお

ける大きな制度改正や高度化、多様化する住民ニ

ーズ等への対応が求められ、限られた経営資源の

中で創造性豊かな行政サービスを行うことが自治

体職員に求められています。このため職員一人一

人の持てる能力を向上し、組織力を高めていく必

要があり、特に管理職の職員の役割はますます重

要になっています。しかし、一方で仕事上の身体

的あるいは精神的な負担、家族の介護等の家庭的

な事情によりその職責を果たすことが困難な状況

に置かれている場合もあります。こうした場合に

本人の意思を尊重し、個人の能力と意欲に応じた

任用を行うことが職員希望降任制度の目的であ

り、一定の成果は得られているものと考えており

ます。今後におきましても組織の活性化の観点や



－88－ 

個々の能力や適格性などを十分に把握し、行政運

営や人事管理面からの必要性により制度を運用し

てまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜

りたいと存じます。 

 次に、町政の重要課題に対するこれまでの対応

と評価、さらには今後の対応についてのご質問で

ございます。まず、北海道新幹線札幌延伸に伴う

並行在来線の経営分離についてでございます。こ

の問題につきましては、平成23年12月に北海道に

対し経営分離への同意を表明し、平成24年５月に

は国土交通省鉄道局長に対し正式に経営分離に同

意する旨文書で回答したところでございます。同

意に当たっては、議会におけるＪＲ函館本線の存

続に関する意見書の全会一致採択やＪＲ函館本線

の存続を求める１万1,000の住民署名を重く受け

とめつつも総合的に判断した中で、まことに苦渋

の選択ではありましたが、同意との結論に達した

ものでございます。今後につきましては、経営分

離となった函館小樽間の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鉄路の

存続を強く主張するとともに、ＪＲ余市駅の利便

性向上やイベント列車乗客への町のＰＲなどを継

続的に取り組み、町民の重要な交通手段である鉄

路の維持につなげていきたいと考えております。 

 次に、黒川第一土地区画整理事業につきまして

は、平成８年の組合設立以来、組合員皆様の並々

ならぬご努力により19年の歳月を費やし実施して

きた本町にとって一大事業でございますが、この

間人口減少や高齢化の進行など社会情勢の変化等

により保留地の売却低迷が続き、組合運営の改善

を余儀なくされるなど、事業完成に向け組合員皆

様に多大なご労苦があったことも事実でございま

す。本町といたしましても区画整理事業の完成に

向けた組合への助成事業や組合運営改善にかかわ

る資金の無利子貸し付け、保留地管理法人の設立

や保留地取得資金の無利子貸し付けなど、できる

限りの支援に努めてきたところでございます。現

在土地区画整理事業につきましては、最終段階に

入り、清算金事務が行われており、平成26年度の

組合解散に向け事務が進められておりますが、こ

の土地区画整理事業については組合が解散するこ

とで完了するものではないと考えております。今

後においては、管理法人が取得した保留地の販売

促進はもとより、本町にとって貴重な資源である

このまほろばの郷地区を組合地権者の理解のもと

さまざまな特質や可能性を最大限活用し、長期的

な視野に立った地域整備を推し進めることにより

町全体の利益につなげてまいりたいと考えており

ます。 

 次に、町民を係争相手とした訴訟問題について

でございますが、ケースに応じ北海道町村会の法

律相談や法律の専門家のご意見も伺いながら、争

点となる過失割合などを十分検討し、適切な対応

をしてまいりたいと考えております。 

〇５番（溝口賢誇君） 最初に、１問目の町長と

副町長の責務に関してなのですけれども、町長は

今責務に関して答弁もらったわけですけれども、

私のほうからもう一度町長の責務について申し上

げたいと思います。 

 町長は、町民の信託を受けた者として、また町

政を代表する者として余市町を統括するために公

平、公正で民主的な町政運営を行わなければなり

ません。また、そのためには誠実な人柄が求めら

れます。選挙公約の達成状況を町民に説明する必

要もあります。２つ目、町長には理念、信念、ビ

ジョンを持ちながら、柔軟な発想力、企画力が必

要になり、また経営者感覚やリーダーシップも求

められます。３番目、町長は、常に町民の視点に

立ち、町民の意見に耳を傾けながら、適正に判断

することでさまざまな問題に対処し、まちづくり

に取り組んでいかなければなりません。４番目、

実際に業務遂行する職員が仕事をしやすい環境づ

くりや責任は町長みずからとる姿勢を示すことも

重要です。また、説明責任も重要です。これが町
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長の責務。 

 副町長の責務。先ほど副町長は地方公共団体の

長を補佐し、普通地方公共団体の長の命を受けて、

政策及び企画をつかさどり、その補助機関である

職員の担任する事務を監督し、別に定めるところ

により普通地方公共団体の長の職務を代理する。

２番目に、前項に定められたもののほか、副知事

及び副市町村長は普通地方公共団体の長の権限に

属する事務の一部について第153条第１項の規定

により委任を受け、その事務を遂行する。長は、

直ちにその旨を告示しなければならないと。なぜ

これを私が質問するかということは、これは答弁

のときは副町長にも答弁してもらいますから。 

 先ほど町長の責務のとき挙げた中で、いろいろ

な案件が町長の判断が、職員の判断と町長の判断、

町長政治家ですから、職員はそれ以上のことでき

ないのだ。そして、何事もおくれてきて、最終的

に定例会ある間際になって物事が決まると。町の

中では議会がその案件に対してごねているのでは

ないかというようなうわさも、私も言われました。

おまえたち何やっているのだと。議会反対してい

るから前進まないのでないかと。違うでしょうと。

町長が早く処理して決断していればいい話がいつ

もぎりぎり。 

 それで、副町長の今申し上げた委任を受けと、

こうありますけれども、助役から副町長に変わっ

てここが一番今までと違うところなのです。町長

の委任を受けたら、責任を持ってできるというこ

と。だから、副町長も町長も同じ責任であります

よということです。これだけいろいろな大きな問

題の案件があるときに、町長はみずから副町長に

委任してやってもらう、これが副町長制ですから。

先ほど彫谷議員のほうとかぶって町長の答弁もら

いましたけれども、何か今まですんなりきている

ような、議会が流れているというような感じのそ

のような答弁に感じましたけれども、決してそう

ではないと思います。 

 職員の責務も町長は職員に、部長会議か何か知

らぬけれども、言っているのか、言っていないか、

職員の責務。職員は、町民本位の立場に立ち、町

民の交流に努めながら、法律的に職務遂行を行わ

なければなりません。２番目、業務を遂行するた

めには正確性、迅速性が重要です。３番目、事業

の企画に当たっては、慣例に流されることなく、

創意工夫に努めながら改革に取り組む意識も重要

ですと。町政の運営に当たっては、みずから積極

的に情報を収集し、職務に必要な知識を得るよう

に努める、このようにあります。ということは、

町民本位でやってくださいと。 

 議員は議員であります。議員は、町民から選挙

で選ばれた町民の代表であります。常に町民の意

向を把握する必要があります。２番目には、議員

は一部の町民の代表ではありません。常に町全体

の視点に立ち、公正かつ誠実に職務を遂行する必

要がありますと。これが議員の責務です。 

 こういうものをもう一度職員、理事者読み直し

てやってもらいたい。それで、先ほど言った１問

目の質問で町長、副町長にも答弁願いますという

のは、そういうことで町長、副町長はどのような

判断でこれまで行政に当たってきたか。そこも町

長を補佐するだけでなくて、その辺の考えとかあ

ったら町長と一緒に答弁願います。 

 次に、自治基本条例。町長、これ公約ですか、

マニフェストですか。町長の選挙公報のこれは公

約ですか、マニフェストですか。この自治基本条

例に対しては、総合計画とか上げてまでやろうと

しているから、公約だと思って私は質問します。 

 この自治基本条例、町長は昨年の予算委員会の

中で藤野議員のどういう自治基本条例にするので

すかという質問の中でフルセット型ということを

言いました。このたび総務常任委員会の中で、い

やいや、違いますと、議会は抜きますと、そうい

う発言がありましたけれども、議会を抜いた自治

基本条例、これは自治基本条例と言えるのか、そ
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の辺の感覚、感じ。 

 それと、議会倫理規程、議会のほうも倫理規程

あるのです。町長が自治基本条例を町民との公約

としてやろうとしているのはいいです。だけれど

も、職員の倫理規程が先でないかなと思うのです。

その辺の感覚も、感じもひとつ答弁願います。 

 自治基本条例、町民との公約であるということ

で、今つくっていると言われていますけれども、

もう３年半もたっているのです。これは、事業を

やって時間がかかるのならまだわかるのだ。こん

なものつくるの入ったらすぐ手かけるべきではな

いのですか、公約でやるのなら。町民にどういう

説明するのですか。どのような説明するか、その

答弁も願います。 

 また、町民と協働のまちづくりという中の自治

基本条例、二元代表制の中の議会との対応をどの

ように考えておられるか。 

 まず、自治基本条例はそこぐらいにして、次に

財政改革。国の地方公共団体の行政機関の組織や

機能を改革すること、主に財政の悪化や社会の変

化に対応して組織の簡素合理化、事務の効率化、

職員数や給与の適正化などの形で行われる、これ

が行財政改革。町長先ほどもやっていますと言わ

れていますけれども、前は１つの課であったけれ

ども、統合されましたけれども、これは今後、行

革というものはずっと続くと思っていますけれど

も、どのように今後進めていかれると思いますか。

というのは、町長が課長の時代に行革の担当課長

だったのです。町長になったら課をなくして、統

合させて、そのときに私は課では行革はできない

よと、町長みずから先頭立たなかったら行革とい

うものはできないからということを課長のときに

言っているはずです。 

 そこで、先ほど言った中で職員の定足数、今余

市町で規定が二百二十何ぼですか。これはいつ決

めた定数ですか。この220の定数から200人で今仕

事していますよと。そういうことを言っているの

でないです。定数の規定を変えたのは、これいつ

変えたのですか。これにはちゃんと定員回帰の指

標、類似団体の比較、ラスパイレス指数の給与を

含めた人事管理全体というものであるのですけれ

ども、この計算式、または類似団体として今適正

人数は何人と計算していますか。それもお答え願

います。 

 そして、選挙公約の中で縦割り組織の改革と。

先ほど彫谷議員のほうからも質問ありまして、町

長の答弁では部長会議でやっていますというよう

な答弁ありましたけれども、行政改革の中のやっ

ているというその行革でプランとかメニューとか

つくった中で行革が行われているのか、そこも含

めた中で答弁をお願いします。 

 それから、町政執行方針の中で、ホームページ

の中で2007年のホームページがそのまま載ってい

るのです。５本の柱の中の５番目に掲げられてい

る財政システムの見直しによる町民主体のまちづ

くりと、５番目にこう載っているのですけれども、

これはどう思うというか、このホームページが今

の執行方針と変わらないからいいのか、そのまま

載せておいてもいいのか、その辺の答弁。 

 そして、パブリックコメントを２年にわたって

やっています。第５次余市町社会教育中期計画及

び第３次一括法にかかわる条例案意見募集、平成

25年の12月２日から26年１月10日、提出された意

見書はありませんでしたと。パブリックコメント

に関する問い合わせは、行政改革推進課までとい

う内容でありますけれども、これ教育関係で、パ

ブリックコメントはどこの課が預かってもいいけ

れども、さまざまこういうのがあるのです。先ほ

ど町長が行革もやっていますよと言われています

けれども、私の目から見たら行革は全然、黒字に

なったからそれでいいのかなという感じで見えま

す。行革は、先ほど言ったように延々続くもので

すから。 

 それと、行革の中で財政調整基金、標準財政規
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模の10％程度が適正であるということで、これま

だ予算入ってないから。今黒字だからいいのでな

いかという感覚が、５億円積み立てしなければな

らないのです、10％だったら。５億円から６億円。

そういう感覚があるのですか。そして、黒字です

からいいですという話にはならないと思うのだ、

健全化に当たっては。 

 次に、人事制度、降格制度。これは、地方自治

体教育委員会によって実施された制度で、最初に

つくられたのはその制度であって、それからおく

れて二、三年で降格制度ができたと思っておりま

す。先ほど降格制度では家庭の事情や体の事情と

かと町長の答弁あります。これも町長がつくった

条例です。降格制度を今まで何人、何人といった

ってわかっているから、この制度を利用して、そ

れによって早期退職者がいますけれども、前に町

長にこの制度は質問しています。制度の見直しは

と町長に質問しています。そのときはあなたの言

うとおりですと、見直しますと。どのように見直

したのか答弁願います。 

 降格制度と早期退職者は別のものとして考える

べきだと思うのですけれども、降格した人が早期

退職しているのです。そして、その課、違う課も

あったけれども、その課だけがなぜか降格し、早

期退職。なぜ早期退職までしなければならない。

ここも町長の政治的判断と職員の考え、職員がで

きる範囲ってありますから、職員は。それはどう

いうふうに考えておられるか。 

 それと、新幹線なのですけれども、これは特別

委員会の中でやっていると思うのですけれども、

これも町長の公約です。町長みずからどのような

取り組みをして鉄路を残すという気構えが見えな

い。まだ20年も先の話だけれども、あなたが町長

やっている間にどのような行動をして、どういう

ふうにするか、そういう気構えが見えない。 

 新幹線は特別委員会のほうでよろしくお願いす

るとして、次に第一土地区画整理事業。先ほど言

った降格制度を取り入れた職員がこの建設課なの

です。これは、大きな問題で職員に判断ができな

いから、町長や副町長の判断が、政治家としての

判断が必要なときにしないからこういうことにな

ったのでないかと私は思うのですけれども、町長

の見解をお伺いします。 

 最後に、時間も来ていますから最後に町民を係

争相手とした訴訟問題。今回の訴訟ばかりでなく

て、余市町は裁判結構ある町村だと思っています。

そういう中から、どういう検証、前の訴訟から検

証しているか。今までは、裁判所で決められたも

のを議会に報告するだけだから、検証しなかった

のでないですか。それは、そのときに比率割合は

ありますけれども、早くちゃんと検証しておくべ

きだと思います。これまでの係争をどう検証し、

対処してきたか、その辺を答弁願います。 

 それから、今回の案件、弁護士同士で和解とい

うか、お互いになった中で、それを金額のほうは

被害者のほうに払うようになりましたけれども、

総務委員会の中でそれと同時に責任問題、また事

故の検証をやるという話でありますけれども、依

然としてそういう対応が見られない。どのように

今後対応していくのか、その辺の答弁をお願いし

ます。 

〇議長（中井寿夫君） 溝口議員の一般質問中で

ありますが、２問目の答弁は休憩後といたしたい

と思います。 

 昼食のため午後１時まで休憩いたします。 

休憩 午前１１時５６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５番、溝口議員の再質問に対する答弁

を求めます。 

〇町長（嶋  保君） ５番、溝口議員の再度の

質問に答弁申し上げます。 
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 まず、町長及び副町長の行政上の役割という部

分でございます。公平、公正、達成状況、ビジョ

ン、さらにはリーダーシップ等々の町長の職務、

そしてまた副町長についても権限の職務代理、補

佐というだけではなくて、みずからの責任におい

て事務処理に当たるという形の中のご提言、また

職員の責務、町民の立場に立ちと、正確性、迅速

性、慣例に流されず等のご指摘がございました。

私ども目先の部分に、枝葉の部分に流されて大き

な部分、欠落する部分、忘れてしまっている部分

あろうかというふうに反省しているところでござ

いまして、私、副町長、そしてまた職員ともども

原点に立ち返って、そのような部分をもう一度し

っかりと認識しながら行政に当たらなければなら

ないというふうに思ってございます。 

 また、政治家というお話もございました。通常

業務の中では、職員という中での行政経験で対応

できる部分というのもございますが、大きな前例

のない部分、大きなことのある部分、これはやは

り政治家としての認識をしなければならないと改

めて私この転落事故等を含めて思ったところでご

ざいまして、通常の部分であれば行政経験という

形の中でスムーズにその事務処理、解決がなされ

るところでございますが、大きな問題については

やはりリーダーシップを持った政治家という中で

しっかりと対応しなければ、いろいろな中でのご

指摘ございましたように職員自体もいろいろな中

での困難、そしてまた事務の停滞を招くという反

省をしております。 

 それと、自治基本条例の部分でございます。こ

れにつきましてまず議会との関係の部分、これは

私認識としても議会を排除したとかフルセット型

を諦めたという部分ございません。先ほど若干総

務委員会等の私どもの記録も見てみましたけれど

も、当面事務作業を進める中ではまず行政のほう

でいきますよと。ですけれども、私はこれはフル

セット型、自治基本条例というのはやはり議会も

入って初めて自治基本条例でございまして、抜い

てしまったら行政基本条例なり、まちづくり条例

になってしまいますので、そういった中で今後も

議会と協議検討しながら、フルセット型を目指し

ていきたいというふうに思ってございます。 

 しかし、ご指摘の時間がたち過ぎているという

部分につきましては、これは甘んじて受けなけれ

ばならない部分でございまして、そういった中か

ら今までは総務課の中での業務としてやってござ

いましたが、昨年の４月から企画に持っていきま

して、専任の主幹という形の中でのスピードアッ

プを図りながらという形でやってございますの

で、ご理解をお願いしたいと思います。 

 また、倫理条例の部分、これにつきましては従

前の総務委員会の中でいろいろな議論の中でも策

定していかなければならないという答弁申し上げ

てございますので、倫理条例の制定につきまして

はしっかりと取り進めていきたいというふうに思

っております。 

 それと、財政再建推進プラン、これは行政改革

推進計画と財政再建推進プラン、これは２本別物

という形の中での部分でございまして、財政再建

推進プラン、これにつきましてはいろいろな中で

の見直し等もありまして、これは計画どおり数字

上進んだというふうな認識はしてございます。し

かし、行政改革、これは議員おっしゃるように終

わりがあるものとは認識してございません。これ

は、これからも継続して取り組んでいかなければ

ならない問題であると。これは、サービスの向上

等を含めていろいろな中での部分、財政再建推進

プランは健全財政というだけの部分でございます

が、行政改革推進計画は、これはいろいろなサー

ビス向上や役場機能の充実等を含めた中でのお話

でございますので、これはエンドレスで取り組ん

でいかなければならない問題であるというふうに

考えてございます。 

 それと、職員定数の部分でございます。職員定



－93－ 

数は、最終的な今の人数というのは平成５年に

282名という形の規定になってございます。そし

て、今現行では193名という形になってございま

す。類団と比べた場合、いろいろな見方等もござ

いますが、私ども今まで述べさせてもらっており

ますのは、やはり200名程度の人員が必要であろう

というように考えてございます。これらにつきま

しては、またいろいろな中での詳細な類団との比

較、さらには事務事業の見直し等の部分もござい

ますが、200名程度という形の中で今までは行政改

革推進計画等の中に規定をさせていただいており

ます。 

 それと、2007年のホームページの部分、これは

町勢要覧、2007年につくったものがそのままアッ

プされているという事実でございます。これにつ

きましては、町勢要覧新たにつくり直して、この

５本の柱という部分も即刻変えさせていただきた

いというふうに思ってございますので、ご理解を

賜りたいと存じます。 

 それと、パブリックコメント、これはたまたま

今回余り質問の出にくい部分もございました。し

かし、反省としては、町民に意見を求めるという

中ではやはりこれはわかりやすい説明、わかりや

すい記載の仕方等をしなければなかなか意見が上

がってくるものではございません。そういった意

味を踏まえまして、今後それらを含めてわかりや

すい記載の方法をして、町民皆様が興味を持って

答えて、いろいろな意見を出していただくという

ような準備をしなければならないというふうに思

っております。 

 それと、希望降任制度、これはご承知と思いま

すが、今まで４人が利用しております。それにつ

きましても早期退職、これはそれぞれのいろいろ

な事情、これは申請書という形でありまして、面

談等もございます。それぞれの事情によって申し

入れがございました。そして、平成22年の第４回

定例会におきまして議員よりこの部分についての

質問も伺ってございます。その中では、士気の低

下や職員の資質の向上等の部分のご提言やご質問

をいただきました。私どももそれらを踏まえて内

部で検討させていただきました。これは、上の者

がいなくなってしまったら士気の低下につながる

のではないかというような部分もございました

が、やはりいろいろな事情がございます。そうい

った中でこの申請、もちろん申し出、厳しい態度

で臨んで、その要綱の当てはまった者だけしか降

格という形にはなってございませんが、それらを

さらに一層厳しくするとともに、また職員の資質

向上のために職員研修等の充実はしなければなら

ないという中で、今までの同じような制度で運用

させていただいてもらっているところでございま

す。 

 それと、裁判等の検証の部分でございます。そ

れは、いろいろケース・バイ・ケースございます

が、これは内部でしっかり検証して、その対応、

対策に情報を共有しながら進んでいるという部分

でございまして、今回の転落事故におきましても

事故後に今までやっていなかった安全講習会の開

催、さらにはいろいろな講習等の参加と、そして

また今取り組んでいるのは組織全体としてのマニ

ュアルという部分に取り組んでございますので、

ご理解願いたいと存じます。 

〇議長（中井寿夫君） 町長に申し上げます。溝

口議員が自治基本条例は町長にとって公約か、マ

ニフェストかという質問をされておりますが、答

弁漏れしていると思いますので、答弁のほどお願

いをいたします。 

〇町長（嶋  保君） 申しわけございません。

答弁漏れがございました。 

 自治基本条例は、私の公約だというふうに考え

てございます。よろしくご理解のほどをお願いい

たします。 

（「議事進行」の声あり） 

〇５番（溝口賢誇君） 副町長にもご答弁願って
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いるのですけれども、副町長の答弁がまだですの

で、副町長のほうからよろしくお願いします。 

〇副町長（鍋谷慎二君） 大変申しわけございま

せん。溝口議員からの副町長の職務、役割に関し

ての私の認識ということでのご質問にご答弁申し

上げます。 

 この自治法に規定されている条項につきまして

は、溝口議員のほうからご紹介がございました。

この自治法の改正に当たりましては、国の第28次

の地方制度調査会、こちらでの議論というのが大

きく反映されたものになっているというふうに認

識をしてございます。その中で、今所管する行政

分野の各事務事業が非常に拡大してきている。さ

らには、地方分権改革によります地方公共団体の

役割というのがまた責任も広がってきておりま

す。そうした上においてこの組織運営面における

いわゆる自主性、自立性と、こういったものを一

層拡大を図りながら、長を支えるトップマネジメ

ントとしての機能強化を図っていくといったこと

が求められるという提言内容だったというふうに

認識をしてございます。 

 答弁といたしましては、町長の答弁と重複する

ようになりますけれども、長の補佐、長の職務の

代理といった従前の助役の職務形態に加えまし

て、長からの権限の一部を委任を受けた事項につ

いては、これは副町長としてみずからの権限と責

任においてその事務処理に当たらなければならな

いというふうに認識してございますので、ご理解

のほどお願い申し上げます。 

〇５番（溝口賢誇君） 今副町長のほうからも答

弁をもらいました。先ほども申し上げましたけれ

ども、副町長も特別職という形で、町長と同じと

は言わないけれども、責任ある立場なのです。町

長が案件が多くて、こういう重大案件の場合は、

みずからとは言わないけれども、町長の任命によ

って副町長は委任を受けてその事務を執行すると

いうものでありますから、そういう認識というか、

同じ責任を持った中で運営してもらいたい。私が

先ほども２問目でも言いましたけれども、いろい

ろな案件が先に処理ついているのなら私はこうい

うこと言いません。ぎりぎりまで、だからそうい

う委任を受けてやってももっと早く物事が進むの

でないかという観点からこの質問をしているので

す。そういう立場で運営してもらいたいと。今回

の事故に当たっても職員の管理する副町長として

の責務に関してみずから進んで私が処理しますと

か、そのぐらいの対応をとって当たってもらいた

いと、そう思います。 

 次に、町長の今の答弁、自治基本条例で議会も

入ってもらうというような形の答弁したと思うの

ですけれども、これから議会に申し入れしてつく

ってくださいと言うのですか。そのような考えで

いるのか。議会にまだそういう話はありません。

みずからの公約のもとで自治基本条例を制定しま

すと言って、町民に公約として言っていることで

す。だから、先ほども言ったけれども、事業とか

何建てるといったら何年かかるかというのはある

けれども、これは事務的にすぐ取りかかれる事業

でしょう。それがまだ今つくっていますとか、町

民に意見を聞いていますとかという段階で、その

後にそしたらいつこれ議会のほうに申し入れして

一緒につくってくださいと言うのですか。だから、

だめなのです。議会入るか、入らないか、議会だ

ってわからないでしょう。まちづくり基本条例で

もいいのでしょう、そしたら。町長がみずからや

って、自治基本条例でなくても。認識が違うのだ、

全然。 

 それと、行政改革にしても、これは私も課長時

代に質問していますし、これも公約なのです。だ

から、入ったらどんなことをやったというものが

なかったらだめでしょう。そういう計画立てて、

だからさっきどういう計画を立てていますかと。

推進プランのほうは推進プランですよと、行革は

行革でやりますよと言われるのだったら、どうい
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う計画を立てているのですか。入ってから３年半

もたって。今の答弁ではやっていますと言ったっ

て見えないのだ。そこをもう一回答弁お願いしま

す。 

 降格制度もこれ町長に質問して、そのときは溝

口さんの言うとおりですと言いました。その後そ

したらどのような改革、制度を変えたのか。ただ

言いましたではわかりません。だから、いつも議

会が終わったら、議員の言っていることはその場

過ぎればそれでいいと思うから、こういうふうに

なるのです。私はいつもそんなに一般質問もしま

せんけれども、今回上げている一般質問は全部町

長に関連している質問ですから。町長が課長時代

やった条例なり、制度、それが町長になったらな

おさら自分でつくった条例、制度であるならば、

なお一層わからなかったらだめでしょう。だから、

ただのその場しのぎの答弁では納得しない。今ま

で言った私の意見はどうだったのですかと。人の

質問に対してそのとおりですと言ったら、どうい

うふうに変わったかということを示さなかったら

だめでしょう。そこが抜けているのだ。私の言っ

ていることが100％正しいとは言いません。間違っ

ていたら町長のほうから反論してもいいです。 

 それと、区画に関してなのだけれども、降格制

度と一緒に、町長はいろいろな事情がありまして

やめましたと、そう言うしかないかもわかりませ

んけれども、私たちの目から見たら、ここの課だ

けです、降格で、１人は違いますけれども。なぜ

ここの課だけそしたら降格するとか早期退職する

となるのですか。こういう重大なときに町長の政

治的判断がないからでしょう。それがいろいろな

事情がありましてやめましたと、それしか言いよ

うがないけれども、そういう認識は持っているの

ですか。そして、それを任命したのは町長なので

す。そしたら、任命した町長はどう考えるのです

か。いい職員もいれば、悪い職員もいる。部長で

も課長でも、裁判でもかければいいと言う職員も

いるのだから。そういう職員がいたら、余市は訴

訟の絶えない町村です。町民にそしたら裁判すれ

ばいいと言う職員どこにいるのですか。それを任

命した町長はどういう責任をとるのですか。だか

ら、その場だけの答弁にならないで、本当にそう

いうふうに思っているのか、思っていないのか、

私は疑いの目で見る。そこの考え方をもう一度お

願いします。 

 それから、係争問題なのだけれども、これから

も対応するというふうな、それしかない答弁だっ

たけれども、どのように対応するのだかその辺も

全然出てこないのだけれども、そこもひとつ答弁

のほどよろしくお願いします。 

〇町長（嶋  保君） ５番、溝口議員の再度の

ご質問に答弁申し上げます。 

 まず、まちづくり基本条例という中でのご質問

ございまして、自治基本条例の部分、これは確か

に私の公約でございまして、私は自治基本条例と

いうからにはやはりフルセットでつくっていきた

いという思いもございます。そういった中では、

私も議会の所管委員会のほうにももう少し早く説

明等申し上げればよかった部分もございますが、

我々の事務のおくれからなかなかそういった部分

も少なかったなという反省もしてございます。し

かし、これは何としても自治基本条例はフルセッ

トでつくっていきたいと思ってございますので、

これは議会のほうで議会基本条例つくるからとい

う中であれば別でございますが、そういった中で

の協議は早目に提案もさせていただき、協議もさ

せていただきたいと、このように思ってございま

す。 

 また、財政再建プランと行政改革推進計画、こ

れは平成25年度までの計画できておりまして、そ

れにのっとってやってきているという部分でござ

いまして、数字的には財政再建推進プランおおむ

ね達成できたという形で思ってございます。そし

てまた、行政改革推進計画につきましては、自治
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基本条例等のおくれ等の部分もございますが、何

点か積み残している部分もございます。そういっ

た中では、やはりこれは先ほど来申し上げてござ

いますが、終わりのない部分であろうというふう

にも考えてございますので、今後も継続した活動

を続けていかなければならないというふうに思っ

ております。 

 それと、降格制度の部分でございます。これは、

先ほども答弁させていただきました。22年の４定、

ご提言もいただきまして、内部でも調整、検討さ

せていただくという部分もございました。内部で

検討した中では士気の問題から、やはり議員おっ

しゃるような他の職員に対する士気の問題等あっ

て、変更すべきではないかといういろいろな意見

もございましたけれども、今回申し上げましたよ

うに本人の心身の不調、さらには家族の介護等い

ろいろな部分があるということで、この制度は残

さざるを得ないと。しかし、そういった不公平感

等を解消するためにはいろいろな庁議等の中でも

お話しさせていただいたり、そしてまた先ほども

申し上げましたが、職員の資質の向上という中で

は研修制度の充実という中での対応をさせていた

だいているというふうに考えてございます。 

 また、課長時代につくったいろいろな条例等の

ご質問もございました。私どもも議会が終わった

中では、私どもの一般質問等の発言やそれぞれの

質疑の中で課題が残ったもの、宿題が出たものと

いうような整理をさせていただいて、まとめてい

るところでございますが、全てそれがいっていな

い部分もあるという部分もご指摘の中にもあるよ

うにございます。さらに、そういった中では議会

が終わったり、委員会が終わったりした後のその

中での全体としての情報共有、これはしっかりや

っ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、区画整理の部分のここだけの課という、

ここだけではございませんが、そういった降任と

いう部分のお話もございました。ここにつきまし

ては、従前から課税の部分の話だとかいろいろ農

地課税の部分だとかございましたが、私はここは

政治判断という、大きな事業ではあったと考えて

ございますが、政治判断でどうなる部分であった

というふうには思ってもございません。しかし、

私の指導不足等によっていろいろな中で職員も苦

労されたという部分は認識もしているつもりでご

ざいます。そういった中では、先ほど第１回目の

質問でもございましたが、政治判断、リーダーシ

ップ等の部分をしっかりととりながら、それらを

踏まえて反省するべきものは反省して、正すべき

ものは正していかなければならないというふうに

考えてございます。 

 また、最後に転落事故等の部分のご質問もござ

いました。これにつきましては、先ほど来答弁申

し上げてございますが、この大きな事故の中での

部分の役場としてどうあるべきかというマニュア

ルづくり等も今進めているところでございます。

これからいろいろな部分ございますが、議会、さ

らには所管の委員会等にご相談申し上げながら取

り進めていきたいと、このように考えてございま

す。 

〇議長（中井寿夫君） 溝口議員の発言が終わり

ました。 

 暫時休憩いたします。 

休憩 午後 １時２８分 

再開 午後 １時３９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） 第１回定例会におきまし

て１件の案件につきまして質問いたします。要を

得た答弁期待しております。 
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 １つ目、本町の公共施設白書作成について。全

国の自治体調査によると、人口減少や老朽化を受

け、地方自治体が解体、撤去を検討している公共

施設、学校など公共施設が全国に１万2,251棟ある

ことが総務省の調査で判明しました。昨年９月１

日現在公共施設の解体に限定した調査でほぼ全て

の都道府県、市区町村が回答しております。完全

に取り除くものを対象として総数の45％、5,495棟

は現在も使用中であります。47％は既に使われて

おらず、閉鎖後に放置されている現状でございま

す。 

 少子高齢化や財政状況を踏まえ、既存施設を現

状のままで維持することは不可能な状況になって

おります。そして、今後効率的な合体、統合によ

る設置運営が求められ、町は公共施設の現状を示

すべく公共施設白書を作成し、町民の理解を得る

よう検討すべきと考えます。以下、質問いたしま

す。 

 １つ目は、現在築30年以上を経過した棟数、施

設の維持管理費、個別でどうなっているか。今後

５年、10年以内での棟数の増加はどう把握してい

るか伺います。 

 ２つ目、最低限度建てかえ、もしくは改修した

場合、その対象物件はどのような状況なのか伺い

ます。また、費用試算をしていたらそれも説明願

います。 

 ３つ目として、人口減少や老朽化等の解体、撤

去を検討している施設数はどのくらいあるのか伺

います。 

 ４つ目、本町では今後どう計画立案を進めてい

こうとしているのか伺います。 

 ５つ目として、築20年以上経過した町営住宅の

今後の取り組みについて、経費明細、それから売

却政策は具体的に検討しているかどうか伺いま

す。 

〇町長（嶋  保君） ７番、近藤議員の公共施

設白書作成についてのご質問にご答弁を申し上げ

ます。 

 ご質問の１点目、築30年以上となる建物の棟数

は、平成26年２月末現在123棟でございます。これ

ら施設の維持管理に要する修繕費や災害保険掛金

は、平成26年度予算で合計約3,500万円計上してお

ります。また、築30年以上の施設につきましては、

５年後には34棟、10年後には27棟増加する見込み

でございます。 

 次に、ご質問の２点目、町施設の建てかえ、改

修の対象物件と費用試算、ご質問の３点目、解体、

撤去を検討している施設の状況、ご質問の４点目、

今後の計画立案につきましては、関連がございま

すので、一括してご答弁申し上げます。老朽化が

進んでいる町の施設につきましては、修繕費等の

管理経費も膨らむ傾向にあり、効果的、効率的な

施設配置の見直しが求められる状況にあると認識

しております。一方で、建築後相当の年数が経過

している施設であっても、住民の利用度が高く、

地域住民活動の核となっている施設もございま

す。現在町においては、こうした公共施設全般に

ついて費用試算は行っておりませんが、施設の利

用動向や老朽化の進行状況、さらには将来的な人

口動態等も視野に入れた中で計画的な施設運営を

進めていく必要があると考えております。今後に

おきましても第４次余市町総合計画の中期見直し

作業にあわせ、施設の改修、建てかえ、解体等に

ついて将来の利用動向や維持管理費の見直し、さ

らには利用者の声を踏まえながら検討を行い、中

期実施計画に反映してまいりたいと考えておりま

す。 

 次に、５点目の町営住宅の今後の取り組みに関

するご質問でございます。本町の町営住宅の管理

戸数につきましては、現在16団地、569戸となって

おり、そのうち美園団地72戸を除く497戸の住宅が

建設後20年以上経過しております。町営住宅全体

にかかわる修繕、工事費につきましては、平成26年

度において約920万円を予算計上させていただい
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ているところでございます。 

 また、売却政策の具体的な検討ということで、

町営住宅の譲渡処分に関するご質問と思います

が、今後とも住宅の老朽化が進む中で公営住宅等

の長寿命化計画の策定に向けた取り組みを進め、

必要な修繕等により適切な維持管理を行い、良好

な住環境の確保に努めるとともに、用途廃止、住

戸改善などや、さらには譲渡処分についてもさま

ざまな条件等はございますが、その可能性につい

て検討してまいりたいと考えております。 

〇７番（近藤徹哉君） まず、１つは、全体的な

ことで考えて、午前中からの町政の一般でいろい

ろなことあったのですけれども、これから私質問

しますけれども、その中で１つ、これから話しす

ることに対してそれを念頭にしてお願いしたいな

と思うのです。 

 皆さんご存じのように江戸時代に財政再建する

のに誰がやったかというと、徳川時代です、江戸

時代。米沢藩の上杉鷹山が財政再建したわけです。

その中で彼は、本に書いてあることですから実地

検証はしていませんけれども、藩の農民の人に対

して自分は私欲を投げ捨ててどうしたらいいか、

少しでも農民の皆さんが幸せでやっていく方策を

考えたと。それで、そのころは参勤交代ありまし

て、江戸にも米沢藩があったのです、出張所が。

それも廃止したのです。そういうことを踏まえた

中でこれから再質問させていただきますけれど

も、先ほど溝口議員と、それから彫谷議員からも

話ありましたように、やはり私は行政は町民に目

を向けて行政の執行に当たっていただきたいな

と、そう思っているのです。そういうことを踏ま

えた中で再質問に入らせていただきますけれど

も、これは公共施設の白書ということで、これか

ら少子高齢化がますます加速度的になってきて、

いつも私質問をするけれども、行政の位置づけは

何なのかということに一つの的を絞っていただき

たいということなのです。それで、この棟数はど

ういうふうになっているか。今町長から説明あり

ましたように、その利便性とかそういうのよくわ

かるのです。だけれども、これから人口減少とか

いろいろなことになってきます。先を読むプラン

というか、そういうことが私必須条件だと思って

いるのです。３年、５年後は、今棟数のこと、細

かい数字はいいのですけれども、どうあるべきか

ということの指針を早く打ち出して、目標を達成

して、企画立案なのです。いつも言うのです。番

外の人は、みんなそれぞれ優秀なのです。ただし、

私が約10年間籍を置いている中で、責任の分担が

ちょっと欠けているのかなという感じ。責任と自

覚を持って課長連中の皆さんはやって、それ以下

の係長とかそういう人に細かい数字のことをし

て、自分はそのセクションで余市の町民に幸せを

与えるにはどういう企画立案が必要なのか、そう

いうことに鋭意努力するのが私は町民に対する前

向きな姿勢でないかなと思うのです。絶えず町民

に目を向けているかどうか、それが基本的な理念

だと思うのです。 

 それで、質問に入りますけれども、今老朽化に

なって、30年以上、数字言われましたけれども、

123棟、いろいろなことで使っているとかいいので

すけれども、これを今後５年、10年、20年続くわ

けにいかないでしょう。統廃合も必要でしょう。

それにはやはり私ここにあった、町長から答弁こ

れから検討するというのですけれども、公共施設

の白書をいち早く作成した中で、町民はどういう

ふうになっているかわからないのです、町有財産。

理解度を町民の皆さんに求めることによって、こ

れから行政の執行はどうあるべきかということを

計画立案していかないとならないと思うのです。

それには町民の皆さんの認識度を高めていかない

とわからない。それには情報公開しないとならな

い。今こういうような現状です。例えば一例を挙

げると、八幡さんの会館だってどうなるのか。黒

川保育所だって、なかなか先が見えない。解体す
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るのにはお金がかかるからできないと、そういう

ことではないでしょう。これを現状でどういうふ

うに活用したら、あと何年ぐらい持てるのかどう

か、そうするとＮＰＯ法人とかそういう人が例え

ば黒川保育所でも貸してほしいと私に電話来てい

るのです。それをあるところに言ったけれども、

ちょっと今すぐできないと。そういうことでない

でしょう。町民の声とかそういうことに対して、

イエスかノーかでもいいのですけれども、前向き

な姿勢がないとならないと思うのです。 

 これからますます老朽化の建物が、本庁もそう

でしょう、役場の庁舎も。あと10年も20年ももた

ないでしょう。そうすると、建てかえするのかど

うするのかわかりませんけれども、将来のことで

すけれども、余市町も過疎債、富良野とか余市が

入りましたでしょう。たしか全道で87％になりま

した。その中に余市も入ったのです。過疎債とい

ったら３割負担なのです、町が持つのは。それは

やる、やらないはいいのです。だけれども、それ

もそういう白書がないと町民の皆さん納得しない

でしょう。いろいろなことに補助金つけれ、何々

ついていたって。やっぱり守備範囲というのはあ

ると思うのです。資金は限度ありますから。それ

を何年くらいまでに例えばするのかどうか。白書

をいつごろまでにつくろうとしているのか、そう

いう明晰な、明快な指針というのが必要でないか

なと思うのです。今１年後につくりますとか、そ

ういうのできないかもしれないけれども、早急に

作成して町民の納得、町長がいつも言うように町

民とともに歩むまちづくりでしょう。そうすると、

それを念頭に入れた中に頭の中で描いてほしい。

町民の皆さんが８時20分型で笑顔出るにはどうい

う施策が必要なのか、どこの予算を削ってどうす

るか、大多数の人が喜ぶことは何なのか、それが

必要でないかなと。町ではいろいろなこと言われ

ていますけれども、私も答弁もします。予算がな

いからいろいろなことすぐできないのですと。そ

うではないでしょうということよく言われます。

その中で、２年、３年例えば町民にちょっと我慢

してほしいと、そしたらこういうことやることに

なっていますから、一歩ずつ実現、１年ずつ実現

します、その経過報告もしますと。そうすると、

町民の皆さんは先が見えると納得するのでないで

すか。それをいち早く白書を作成した中で、10カ

年計画とかそういうこととは別にして、建物が余

市の公有財産がこんなにすごいのだ、そしたら私

たち何ができるか、そういう町民の意見とか声と

か、それを逆手にとるということではないですけ

れども、共鳴者をふやしていかないとならないと

思うのです。それが私は行政の務めでないかなと。 

 やはり余市町は、株式会社でいうと余市役場株

式会社、一番従業員多いのではないですか、200人

以上。臨時職員も入れたらもっとすごいでしょう。

280くらいになるのでないですか。この人たちが例

えば町に出て歩いて、いろいろなことを情報収集

した場合にどうなるのか。毎日出れとは言わない

です、私。町民がどのくらいまで耐えて今の経済

のことをやっているのかどうか。それを把握しな

いと、これからでも遅くないし、だから米沢藩の

上杉鷹山でないけれども、痛みどうしたらいいか。

余市町の今後の運営状態として、人口減少で、全

道179カ市町村ありますけれども、その中でも断ト

ツで余市の行政執行とか計画、プランニングは違

うというような、人口２万そこそこですけれども、

きらっと光るような星になっていただきたいとい

うのが私の願望なのです。そういう夢を語り合っ

た中で、それを実践して、行動に移して、それの

結果報告を町民の皆さんにどういう形で進めるか

ということなのです。 

 それで、細かくは言いませんけれども、棟数が

たくさんあって、例えば１番でも123棟あって、維

持管理で3,500万円、10年やれば３億円です。どこ

か切り捨てることも時と場合に必要でないかな

と、生き残るためには。ただ美辞麗句だけで、町
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民がみんな利用するからではないのでないです

か。ちょっと町民は苦労しても統廃合せざるを得

ないと。そうなった場合に協力するのでないです

か。情報公開しないとしないです。みんな我田引

水ですから。みんな自分のところ通った、通った

と喜ぶだけでないですか、日本人は。そういうこ

とでないと思うのです。町の発展のためには、時

と場合に血を流すかもしれないけれども、だけれ

どもこういうふうにしたいというような意思表示

はっきりしたようなまちづくりをしないとならな

いと。こういう施設の財産の白書というのは、ま

ちづくりにも入ってくるのです。これからまちづ

くりマスタープランやるというけれども、それも

入れた中で余市の町をこういう古い老朽した建物

があるのにどういう形をするかということが必要

でないですか。まちづくりなのです。まちづくり

の半分以上が重複してくるわけ。まちづくりと整

合性なのです。老朽化、これから残していいのか

どうか、違うでしょう。その辺をどういうふうに

考えているのか。 

 それと、最後の町営住宅ですけれども、昔は私

議員になる前は朝日町とか大川なんか１階建ての

町営住宅売ったりなんかしていましたでしょう。

行政は、少しでも経費の削減と行政改革の中で言

っていますでしょう。そしたら、住んでいる人、

これから条例の問題ありますけれども、人間とい

うのは欲があるから自分の財産と、死ぬまで町営

住宅入りたいとか、築20年以上の木造の場合こっ

ち壊れたから直せ、あっちだ、こっちだというよ

りもバランス感覚の中でどうしたらいいかという

と、私は入って20年以上とかの人に対しては５万

円でも10万円でもいいのでないかなと思うので

す、具体的に。そのかわり自分で直してください

と。そういうやる気を、欲しい人にはです、親戚

とかお金集めてやる気を起こすというか、町民の

住んでいる人に対しても、買わない人はそれでい

いのですけれども、そういう誘い水というか、政

策提案をしてすべきだと思うのです。それがなぜ

そういうことをしたかということは、くどいよう

ですけれども、公共施設に白書に載せないとなら

ないのです。だから、こういうふうになるのです。

三段論法でないけれども。その辺のことについて、

まだ検討していますならどうもならないし。だか

ら、番外の人たちは、それは住宅課だとかそうい

うことでない。課長連中の皆さん、あと部長連中

の皆さん、町民が真に喜んで町のためにみんなで

頑張ろうというような政策立案、それに邁進して

ほしいと思うのだ。ただ書類が来たから判押して、

日々それで振り回されたら企画立案全然できない

のでないですか。１週間でも10日でもゆっくり考

えて、沢町、黒川とか大川とかたくさん町が分断

されてありますけれども、これから高速道路も来

たりなんかするけれども、その中の位置づけ、老

朽の建物の位置づけは、鳥瞰図でないけれども、

そういうのを描いた中で、こういうのはいずれは

こういうふうになります。これは何年たっていま

すと、修理代がこうなりますと、そういうような

数字を列記した中で白書を早く作成しないと、人

口減少で交付税も下がってきます。それに対して

国のほうは過疎債ということも、建物関係多いの

です、学校とか。それをどういう形の中で集約し

てやるかということが必要でないかなと。 

 私は、総花的に付近の人の町民の声も聞いて、

これは一番、90％大切なことなのです。だけれど

も、こういうことやったらこうなって、３年後こ

うなるものですから、人口減少を踏まえた中で統

廃合せざるを得ないと。そのかわりこっちのほう

に重点的にまちづくりの一環として、コンパクト

シティーでないけれども、集約した中でやってい

かないとならない時代に入りますと、そういう説

明責任、アカウンタビリティーというか、そうい

うのが必要でないかなと思うのです。それが後手

後手になったら、どんどん加速度的になっていく

のではないですか。そういうことを踏まえた中で
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町長の考え方、わかりましたでは納得しないから、

いろいろな構想も、夢でもいいから描いていいの

でないですか。そういうことに鋭意努力していた

だいて、２万人からの町民の命と財産を守るため

にはどういう形の政策がいいのかどうか。そして、

維持管理費がかかり過ぎたらどうなるのか。学校

も今子供が少なくなって、統廃合せざるを得ない

でしょう。勤めている人がどうのこうのでないの

です。町全体のことを考えた場合に何年か計画の

中でどうしないとならないのか。それは、地域住

民のコンセンサスが必要であるのは当然のことで

すけれども、そういうのを見据えた中の地域ビジ

ョンというか、総合計画は総合計画でいいけれど

も、数字の列記がないから。今これから数字が上

がってくる時代なのです、町民というのは。数字

がないとだめなのです、日本人は。そういうこと

を踏まえた中で、ひとつ答弁いただきたい。 

 くどいようですけれども、上杉鷹山の米沢藩の

改革、農民の笑顔、皆さん読んでいると思うので

すけれども、並みでなかったということです。町

民とともに歩みましたでしょう。悪いけれども、

橋ができたときに、馬で渡るのが江戸時代なので

す。馬では渡らないというのだ。農民がつくった

橋は、はだしで歩かないとならないと。そしたら、

農民が涙流したと。くどいことは言いませんけれ

ども、そのくらいのことで私が期待したいのは、

町長の在籍中でもそのくらいの姿勢を持って、番

外の人もそういうことの考えを持って、アクショ

ン、行動に移したら、余市町はどうなるのか。ド

リームという、夢を描けるような政策が出てくる

と思うのです。日々の仕事にただ追われたら考え

る力がなくなると思う。みんな優秀ですから、私

以上に。そういうことを踏まえた中で再質問の答

弁、町営住宅と、あと棟数がこうですと。それは

町民と、地域の人と相談した中で、今近々にこの

棟数で３年以内に手をつけないとならないとか、

そういうのがどうなっているのか。これだけあり

ますよと言われたけれども、５年には34棟、10年

には27棟、５年後でもいいのですけれども、10年

後は私も現世にいるかどうかわからないから、だ

からこれを維持したらどうなるのか、そういうこ

とをフローチャートでないけれども、計算した中

で、どっちが得かとかでないのです。町民が納得

するような白書をつくらないと、数字が列記しな

いとだめだと思うのです。そういうことを踏まえ

た中で答弁お願いします。 

〇町長（嶋  保君） ７番、近藤議員よりの再

度のご質問に答弁申し上げます。 

 江戸時代の米沢藩の上杉鷹山を例に出されての

ご質問でございます。質問多岐にわたってござい

ますので、答弁漏れ等がありましたらご指摘をい

ただきたいと思います。 

 まず、人口減少等を踏まえた中で先を読んだ中

での手を打てというお話かと思います。先ほどの

一般質問の中でもぎりぎりになってから出してく

るといういろいろな協議等もございました。それ

らを含めて、早目早目という部分で出していかな

ければ、いろいろなご提言等をもらうにもやはり

不都合が出てくる部分あるのかなと。そしてまた、

その前段の一般質問にも夢と希望という部分もご

ざいました。ただ総合計画等だけの情報の伝達だ

けではなくて、いろいろな意味での町民に対する

きめ細かいわかりやすい情報も早く出さなければ

ならないという部分のご提言、これは確かだとい

うふうに思っております。そういった中で、例え

ば統合等があった場合でもこういう状況だから統

合させてもらいますよとか、こういうサービス的

な部分があるからこの施設はこちらに建てますと

か、やはりそういった中での説明責任はしっかり

しなければならないというのも事実でございま

す。それが反省としては、今まではぎりぎりにな

って議会に協議しかできなかったという中で町民

に対するきめ細かな説明ができていたかという部

分に対しては、進め方において改善していかなけ
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ればならない部分があるというふうに認識してご

ざいます。 

 そういった中で、白書の部分のご質問でござい

ます。30年以上の建物が123棟という形の中で、維

持補修や保険等の予算だけでもかなりの部分にな

ってきている部分ございます。こういった中で、

財産台帳としてはもちろん持ってはございます

が、しかしそういった管理するだけの台帳ではな

くて、議員おっしゃるようなライフサイクルコス

トとして今後この施設がどれだけかかっていくの

かと、どれだけの補修費等を含めてかかっていく

のかと、そういう部分を含めて、それを例えば廃

止した場合どうなるのだ、代替施設があるのかと、

そしてまたどういった中での売り手、買い手の部

分等があるのかと、そういった中での財産管理、

ただ、今は財産としてあるから管理するというだ

けではなくて、そういった中での販売等、用途廃

止含めた中での財産管理というのはしていかなけ

ればならないというふうに認識してございます。

それが今すぐに全部に対していついつまでという

ふうな形は、今提言をもらった中ですぐできませ

んけれども、しかし今公共施設の管理のいろいろ

な中での部分、教職員住宅等を含めて販売できる

もの等の財政課のほうでそれをやっていますの

で、そういった中での俎上に早目にのせてこなけ

ればならないというように考えてございます。 

 そうした中では、この施設の部分、これはやは

り横の連携、これが例えば教育委員会で要らなく

なったものでも農林課の新規就農の中で使う用途

があるのだよとか、そういう形の中ではやはりし

っかりと横の連携をとりながら、そして最終的に

は公共施設として不用なもの等につきましては売

却という部分の対応もとっていくのが当然であろ

うというふうに思ってございまして、そういった

中でもやはりこの白書的な資産の洗い出し、ただ

管理の部分での洗い出しではなくて、他の用途に

使えるのか、使えないのか、そして今後維持する

ためにはどのようなコストがかかっていくのか、

そしてこれを廃止すると町民サービスの低下にな

るのか、ならないのかと、それらを含めてこのよ

うな白書的なものの作成もしていかなければなら

ないというふうに考えてございます。 

 あと、公営住宅の部分のご質問もございました。

確かに朝日町や旭中学校の前の大川町の部分、こ

れも売却されたというふうに認識してございま

す。これらを含めて、今後少子化という部分もご

ざいます。また、いろいろな中で民間住宅等の部

分もございますし、そういった中で今後公営住宅

はどうあるべきかという部分もしっかり認識をし

なければならないというふうに認識してございま

すので、ご理解のほどをお願い申し上げます。 

〇７番（近藤徹哉君） 余り長くしませんから。

これで終わりになるから。 

 今答弁いただいて、本当に先を読んでいただき

たいし、そのためにそしたらどうするか。今番外

にいる皆さんに対して公明正大で町民にまともに

目を向けて町民と握手をできるような政策を早く

打ち出して、理解度を求めていかないとならない

と。それにはいつも常日ごろ私はフローチャート

というか、期限を２年後なり、３年後なり、そう

いうことをした中で、そういう白書がないと困る

わけです。例えば2020年、東京オリンピック、も

う四、五年前から海外の人たちの誘致合戦全道で

もありますでしょう、余市は手挙げていないけれ

ども。これからでも遅いとは言わないけれども。

そしたら、さっき言った公有財産、職員住宅もそ

うだけれども、外資導入で、海外の人たちも来る

かどうか知らないけれども、アタックしないと来

ないでしょう。それでなくても「マッサン」のこ

とあるでしょう。大阪とかそういう暑いところか

ら夏は涼しい余市に来たいと。そしたら、白書の

中で整備した中で最低限度１カ月いれますよと、

釧路みたく。どうするのですか。白書がないとで

きないでしょう。私は、そういう芋づる式で外資
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導入するにはどうするかということを考えてほし

い。それが私は企画立案、能力とは言いません、

企画立案なのだ。飲みニケーションの中でそうい

う話も職員の皆さんがしているのかどうか。10回

あったら１回くらい町民が喜ぶこと何だろうか、

町外の人が余市にお金を落とすにはどういうこと

を考えているのかどうか。自分も行ってみて、そ

ういうのがホームページにも載ったりしているの

です。北海道、夏は涼しくていいと。果物とれる

し、余市は。外からお金を集めるにはどういう政

策が必要かと。それには住むところないとだめな

のだ。それが公共施設白書に載っていたら、鳥瞰

図でもあって、海近いとか山が近いとか一目瞭然

でわかるようにしておかないと、これは平成27年

から10棟は自由にご利用くださいとか、例えば。

お金取るかどうか、計画した中でいいのですけれ

ども、そういうような利用の価値を無から有を生

むにはどうしたらいいかと、あいている公共施設

に対して。お金にかえるにはそしたら鋭意知恵を

絞った中でどういうことが一番いいのかどうか、

そういう企画立案しないと、当たりきのことばか

りやっていたらどうもならないでしょう。人はど

んどん減っていくし。そうすると、くどいようで

すけれども、外資導入と。その中で、私たちもそ

うですけれども、おもてなし、余市行ったらよか

ったよというような、それも私言っているだけで

はだめなのです。行政の皆さんも町に出歩いて、

いろいろなこと言われると思うのです。何回行っ

ていますか、皆さん。おっかないから行かないで

はないでしょう。そして、嫌なことを聞いて、そ

したらそれを、マイナスでしょう。それをバッテ

ンにしたら、棒引いたらプラスになるのです。そ

ういう発想の転換をしないと、今イノベーション

の時代でしょう。フェイスブックの時代。余市に

行こうやと、ことしは一つの起爆剤となるかどう

か、余市の皆さん、住んでいる人たちの双肩にか

かっているのではないですか。ニッカウヰスキー

あって。どうしたらいいかということは、行政だ

けで考えてはだめなのです。巻き込んで、会議開

きますから来てください、そうではない。自分か

ら、江戸時代でないけれども、郵便ポストでない

けれども、足軽でないけれども、走って歩いて、

書物をあちこち届けるとか、そのくらいの苦労を

してほしいとまで言いにくいけれども、そうして

ほしい。余市町の職員の皆さん変わったと。平成

26年から、予算委員会やってから変わりましたと。

何か形に残るようなもの、それの一つのツールと

いうか、道具というか、公共施設の白書というの

は。手ぶらではどうもならないから、そういう活

用の方法もいろいろな形で考えてほしいと思う。

人間は、できないということだったら何もできな

いです。未知への挑戦ですから。３回、５回、10回

失敗してもやり通すというか、そういう意欲をど

ういう形で持たせるか。一つのノートブックでな

いけれども、テキストでないけれども、それを持

って歩いて町はこうなりますと。その中で皆さん

どういう悩みありますかとかコミュニケーション

を持つ一つのツールとして、道具として公共施設

の白書というものはいち早く私は作成していただ

きたいと思うのです。あと５年もしたら１万

8,000人になるかどうか、１万9,000人になるかど

うか知らない。もうそういう時代ですから。都市

間競争ですから。よその町がやっていないからと

かでない。179カ市町村が金太郎あめではもう通っ

ていかないと思います。町独自。余市の町が株式

会社と思ったらどうなのですか。食べ物屋はそう

ですけれども、メニューつくったりしますでしょ

う。当たりきではだめだと思うのです。新しいメ

ニューだから、食べれるならそれを食べてみたい。

そしたら、行政もこういうことやっているのだ、

ちょっと相談に行ってみるかなと、そういうこと

が必要でないかなと思うのです。私は、ないかな

でないです、やるべきだということです。たに点

２つでだ。それに鋭意努力していただきたいなと。 
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 そういうことで、あといろいろなことたくさん

ありますけれども、あと委員会でしますけれども、

ただ大義名分は町民の皆さんが喜んで、住んでい

てよかったというのが一つのお題目になった場合

に、それに対する道のりはどういう階段を踏んで

いかないとならないのかと。それが企画立案でな

いかなと思うのです。それが行政マンの皆さん、

きょう番外にいる人がそういうことを立案すべき

でないかなと思うのです。あとの部下がたくさん

いて、いろいろな書類、データ収集したりやって

いますでしょう。上に立つ人は、企画立案を持っ

た中で町をどうすべきかという、そういう高尚な

会議でなくていいのです。自分が家に住んでいて

家族がいたらどうしたらいいか、それの拡大だか

ら。そうでしょう。そういう視点の位置をずらし

た中で検討する、比較対照、そういうことが必要

でないかなと思うのです。ひとつそういうことを

踏まえた中で、企画課長でも何でもいいのですけ

れども、皆さん町長の答弁だけでなくて私も答弁

したい、したいという課長さんいたら答弁してく

ださい。そういうような活発なことがあることに

よって意識改革になるのでないかなと思うので

す、トータルで。そういうことを踏まえた中で、

３行か５行の答弁でなくて、ひとつ答弁願います。 

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。 

 白書の部分でございます。これは、今回30年以

上のものが123棟という形の中でありますが、私自

身が全て123棟をそらんじて言えるかというとち

ょっと不安な部分もございます。そういった中で、

職員が全体が組織としてこのような施設がこのよ

うな状況の中であるというのを認識するのは、絶

対にしなければならないことだと思ってございま

すし、そういった意味からも白書的なものはつく

っていかなければならないと。そして、それをい

かに町民レベルのほうに情報を提供していくかと

いう部分も必要でございますし、また議員おっし

ゃられました外資導入という中での外部への情報

の発信できるかという部分もございます。そうい

った中では、それらの作成には当たっていかなけ

ればならないというふうに思ってございます。 

 そしてまた、これら含めて先を読みながらとい

う部分先ほどからございました。これは、行政と

しては若干不得手といいますか、おくれている部

分もあろうかと思います。行政、往々にして結果

が出てからそれに対する対症療法という部分が多

い部分ございますが、議員おっしゃられたように

先を読みながらという部分、これは先ほど来のお

話にあるように政治家としての私のリーダーシッ

プの部分がやはり大きく求められるのかなという

ふうに思ってございますので、そういった中で既

存の施設をどうしていくのか。そして、その既存

の施設をどう町民に情報を共有するのか。そして、

それを対外的にどうＰＲしていくのかを含めまし

て、このような取り組みは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ので、ご理解

を願いたいと存じます。 

〇議長（中井寿夫君） 近藤議員の発見が終わり

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12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２７分 
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