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  民 生 部 長  澤 谷 栄 治 

  町 民 福 祉 課 長  上 村 友 成 

  高 齢 者 福 祉 課 長  川 村   真 

  保 健 課 長  須 藤 明 彦 
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  経 済 部 長  飯 野 徹 郎 

  農 林 水 産 課 長  堀 内   学 

  商 工 観 光 課 長  小 林 英 二 

  経 済 部 参 事  細 山 俊 樹 
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  建 設 課 長  亀 尾 次 雄 
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  選挙管理委員会事務局長  小 林 広 勝 

  監 査 委 員 事 務 局 長  澤 辺 成 徳 

〇事務局職員出席者            

  事  務  局  長  杉 本 雅 純 
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〇議 事 日 程            

  第 １ 一般質問             

  第 ２ 会期の延長            

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２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４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、本年の第２回定

例会に当たり、さきに通告の１点について一般質

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。 

 介護保険制度についてです。2000年にスタート

した介護保険制度。介護保険法第１条では、要介

護状態となっても尊厳を保持し、その有する能力

に応じ、自立した日常生活を営むことができるよ

う必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係

る給付を行うとしています。６月18日、参議院本

会議で自民公明両党などの賛成多数で可決成立し

た地域における医療及び介護の総合的な確保を推

進するための関係法律の整備等に関する法律、医

療介護総合法は多くの高齢者を介護サービスの対

象から除外し、入院患者の追い出しをさらに強化

する大改悪法案と言わなければなりません。今回

の見直しの最大の特徴は、自助、自立を土台に据

え、全世代にわたる社会保障制度の解体を打ち出

した社会保障と税の一体改革の枠組みの中で具体

化されようとしていることです。適正化、いわゆ

る範囲の縮小、効率化、費用の削減、重点化、対

象の限定というキーワードを掲げ、さらなる給付

削減、負担増をもたらす４つの切り捨てが提案さ

れています。その一つは、要支援者の６割が利用

している訪問介護、通所介護を現在の予防給付か

ら切り離し、市町村が実施する新しい総合事業に

移行させるというものです。この事業は、国が定

めたガイドラインのもとで各市町村による柔軟で

効率的な対応を可能とするボランティアなどの非

専門職によるサービス提供が可能などとされてい

ます。さらに、公的負担が前提であることを示す

ように予防給付と新しい総合事業に係る費用の自

然増分、年五、六％を後期高齢者数の伸び、年３

％から４％以下に抑えています。また、新しい総

合事業の内容が市町村に委ねられているため、市

町村間のサービスに格差が生じることになりま

す。本町の要介護者、要支援者は何人おられるの

か。また、要支援者の訪問介護、通所介護の利用

実態はどのようになっているのかお伺いします。 

 第２に、現在特養への入所希望者は、全国で約

52万人とされています。当初新規入所を要介護３

以上に限定するとしていましたが、反対意見が相

次いで、やむを得ない事情がある場合は要介護１、

２でも入所を認めるとの修正案を出しました。し

かし、やむを得ない事情があると認められてもす

ぐに入所できる保証はなく、やむを得ない事情の

解釈いかんによっては待機者リストそのものから

除外されてしまう危険性があります。待機者を減

らしていく事実上の待機者切りの事態が生じかね
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ません。本町での特養入所数は何人で、要介護１、

２の方はどれくらいおられるのか、また現在の待

機者は何人なのかお伺いいたします。 

 第３に、一定以上の所得、合計所得160万円、年

金収入で280万円がある利用者の利用料を定率１

割負担から２割に引き上げることです。定率１割

負担のたがを外すことは、際限ない利用料の引き

上げにつながるものです。 

 第４は、施設入所者全体の６割、特養では約８

割の入所者が受けている補足給付です。現在は、

本人及び世帯が市町村民税非課税であれば支給対

象となりますが、所得要件の見直しと資産要件の

追加を提案しています。預貯金が一定額を超えた

場合や世帯分離をしている配偶者が住民税課税で

ある場合補足給付を打ち切るなど、補足給付要件

の見直しは低所得者を施設入所から締め出す改悪

と言えます。このように要支援者のサービスの一

部を予防給付から切り離し、制度開始以来の定率

１割負担の原則を崩すなど、給付体系全体を大幅

に変え、介護の社会化の理念を投げ捨て、介護の

自己責任化を推進する今回の改正ですが、今後余

市町としてどのように対応していくのか見解をお

伺いいたします。 

〇町長（嶋  保君） 14番、佐々木議員の介護

保険制度についてのご質問に答弁いたします。 

 １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、制度の見直しの内容といたしまし

ては、要支援者が利用できる介護サービスのうち、

訪問介護と通所介護の２種類のサービスについて

従来の給付から地域支援事業の中に新たに設ける

市町村事業に移行されるものでございます。本町

の平成26年３月末現在での要介護者数は1,238人、

要支援者数は471人で、要支援者のうち平成26年３

月中に訪問介護や通所介護を利用している人数

は、重複利用者も含め訪問介護は88人、通所介護

は128人が利用しており、高齢者の在宅生活を支え

るサービスとして定着しております。 

 ２点目の特別養護老人ホームの新規入所者の限

定にかかわる質問ですが、本町の特別養護老人ホ

ーム入所者数は本年３月末で118人で、そのうち要

介護１、２の方は45人となっております。待機者

数369人中、要介護１、２の方は204人となってお

ります。やむを得ない事情により特養以外での生

活が著しく困難であると認められる場合の運用に

ついては、法の施行後具体的な指針が示されるも

のと思いますので、ご理解を願いたいと存じます。 

 ３点目の一定以上所得のある介護サービス利用

者の自己負担の引き上げと４点目の補足給付の見

直しにつきましては、今後国において具体的な指

針が示されると伺っておりますので、その内容を

精査するとともに、利用者や事業者の実態の把握

についての検証を行いながら、第６期高齢者保健

福祉計画・介護保険事業計画の策定の際に十分検

討、反映してまいりたいと考えております。 

 さらに、本町を含めた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ております。介護保

険制度は、高齢者の生活を支える社会保険制度で

あり、制度の設計者である国において財政基盤の

確立が図られることが必要であると考えておりま

すので、今後とも各関係機関を通じ要請してまい

りたいと存じますので、ご理解を願いたいと存じ

ます。 

〇14番（佐々木正江君） 本町の要介護者1,238人、

要支援者471人ということで、実際に訪問介護の利

用者が88人、128人の通所介護の利用者がいるとい

うご答弁がありました。今回の制度改悪で本当に

大きな問題だと言えるのは、要支援者が利用して

いる訪問介護、それから通所介護を市町村が行う

新しい総合事業に移行させるといういわゆる保険

外しです。実は、北海道社会保障推進協議会が去

年の末なのですけれども、全道179市町村にアンケ

ートを行った結果が出ています。91市町村から回
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答がありましたけれども、32市町が移行は不可能

と答えて、可能は９市町村だけだった、こういっ

た報道がありました。例えば不可能とした宗谷管

内の枝幸町、高齢者が多い小さな町で、ボランテ

ィアの確保が無理、弟子屈町では都市部と違い、

介護のＮＰＯはない、ボランティアがいても移動

に時間と経費がかかり、頻繁に利用者宅を訪問で

きないだろう、このように述べています。 

 また、国会の参考人の質疑の中での意見陳述の

中では、要支援１、２の人の予防給付は要介護に

なることを予防していくために必要な給付として

創設されたものだ。ホームヘルプ、生活援助の対

象者は独居の方も多くて、生活状態を注意深く観

察する目と見きわめる力が必要だ。ヘルパーは、

ただの家事代行ではありません。利用者の方と信

頼関係を築いていく中で、利用者さんは安心をし

て、できる限り自分でやろうとするのですとあり

ました。それは、この余市のヘルパーの方に聞い

ても同じような答えが返ってきています。また、

ある方は認知症の人にはボランティアでは対応で

きない、重度化させないため初期にこそ専門的な

ケアが必要というふうに述べています。 

 このように要支援者の保険外しに対するさまざ

まな意見についてどのように受けとめておられる

のか。それと、具体的な手だてというのですか、

先ほど総合事業については国の指針云々とおっし

ゃっていましたけれども、こういった意見につい

てどのように感じておられるのか、そこのところ

を伺いたいと思います。 

 それからあと、２つ目なのですけれども、2015年

４月から実施の特養の入所、要介護３以上に限定

しました。特養ホームは、待機者は全国で52万

4,000人、そのうち要介護１、２の人は17万8,000人

で、これらの人はいわゆる入所の対象外というふ

うになると思います。余市町では、要介護１、２

の人は45人、それから待機者は369人というご答弁

がありましたけれども、2012年10月の調査なので

すけれども、要介護１、２の方が特養に入ってい

る入所の理由です。これは、全国老人福祉施設協

議会が調査したものなのですけれども、2012年の

調査ですからちょっと古いのですが、要介護１、

２の方の入所理由、これは56施設361人の方から回

答を得ています。一番多かったのは、介護者が不

在、介護が困難、住居がいろいろ問題がある、こ

れが60.2％、それから認知症やその他の理由によ

る判断力の低下、喪失、これが21.1％、そしてそ

の他無回答が15.2％、経済的な理由が2.8％、虐待、

介護放棄が0.7％と、こういった調査結果が出てい

ます。家族介護が大変だから、施設入所を求めて

いる、これは余市の特養に聞いてもそうだという

ふうに伺っています。余市でも要介護１、２の人

は、先ほどの特養の１、２の人数45人の方がもう

既に対象外となるというふうになるのです。しか

も、これから要介護１、２の人が入所できるとい

う保証は何もないし、国は入所する権利を奪いな

がら、それにかわる計画は今度の法案の中でも一

切示していませんでした。介護難民や老人漂流社

会という言葉が今盛んに言われていますけれど

も、このことが一層深刻になるということが予想

されるのですけれども、こういった国のやり方に

対する町長の見解を求めたいと思います。 

 それからあと、３番目の質問なのですが、補足

給付のことについてなのですけれども、今の制度

の低収入の人が介護施設に入所した場合、食費、

居住費の負担を軽くする、これが補足給付です。

2005年、それまでは保険給付だった施設の食費、

居住費を全額自己負担にしたとき低所得者を施設

から排除しないためにつくられたのがこの補足給

付の救済措置なのです。世帯分離をしている配偶

者が住民税課税である場合には補足給付を打ち切

ると言っているのが今回の法案です。これが実行

されれば、例えば配偶者が月18万円の年金を受け

ていることを理由に月６万円の国民年金の収入し

かない奥さん、月12万円の施設利用料が請求され
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る、こういった事態が生まれるというふうな報道

がありました。これは、自己申告制なので、市町

村は金融機関に照会することができると。不正が

あったときはペナルティーが科せられる、こうい

ったとことんお金を取るというその厳しさが見ら

れます。これらの新たな要件は、支給対象を減ら

すための見直しであって、低所得者を施設から排

除しないためにつくられたこういった当初の目的

から外れてしまうことになるし、貧困な入居者、

待機者がふえている中で補足給付は拡充すること

があっても、こういった厳しさを増すという、こ

ういうことはしてはいけない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

のご質問に答弁申し上げます。 

 まず、要支援１、２の部分、訪問介護、通所介

護から外されたということでございます。当初は、

これは全てのサービスでございましたが、反対が

強いということで訪問と通所のみになったという

部分ございます。先ほど91市町村のアンケート等

のご紹介もございました。確かにボランティアや

ＮＰＯ等の活用という国の方針でございますが、

なかなかそういったものが育っていない地域とい

うほうが多いというふうにも考えてございます。

そういった中で、やはりサービスにばらつきが出

てくるのは確かだというふうに思ってございま

す。それら含めて、私どもも町村会等を通じて国

には要望してございますが、やはりこの法案成立

したというのも確かな部分でございます。ですか

ら、要望すること要望しなければ、もちろん国に

対して、先ほども申し上げましたが、介護保険制

度は高齢者の生活を支える社会保険制度であり、

制度の設計者である国において財政基盤の確立が

図られることが必要であるというふうにはもちろ

ん考えてございます。法案が成立したというのも

事実でございます。これに対する対応というもの

もやらなければならないのは、これはまた当然の

部分でございます。そういった中で、国に対して

要望することはしっかりと要望いたしますが、や

はりこれに対する対応という部分はしっかりとし

なければならない。そういった中で、まだいろい

ろな部分で特養の部分、そしてまた補足給付の部

分等々を含めて肝心な詳細な部分が示されていな

いというのもまたこれは法案の成立という中では

非常に不備があるのかなというふうにも考えてご

ざいます。しかし、そういった中で私どももこの

特養の入所の部分、確かに要介護１、２、３以上

という形になりますが、介護者が不在等のいろい

ろな理由があって現在本町におきましてもそうい

った１、２の方が45名、そしてまた369人の待機者

のうち204名、半分以上が要介護１、２だという事

実もございます。そういった中では、やはり今後

の介護保険制度の部分かなり地域包括ケアという

形の中で地域でしっかりと支え合ってという理念

は、施設から在宅という形の理念、そしてまた地

域で支えるという理念としては私は賛同するもの

でございますが、それが理念でなくて財源不足を

調整するだけのための方策であってはならないと

いうふうには思っております。そういった中で、

今後も、繰り返しになりますが、制度の設計者で

ある国に対してはしっかりと物を申していきます

が、この詳細等を示された段階ではしっかりと改

正された法案の中での対応を市町村でやっていか

なければならないというふうに思っております。 

〇14番（佐々木正江君） 法律で決まったという

ことでは、それは認めなければいけないというこ

とで、仕方がないのだよというふうに聞こえまし

た。それはそれで一つあると思うのですけれども、

地域で支え合う理念ということです。施設から自

宅へ戻すということでは、これは嶋町長がおっし

ゃっているような美しいものではなくて、要する

に国が介護の社会保障の費用を削減すると、先に

削減ありきという中身だということをしっかりと

押さえていただきたいというふうに思うのです。
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それでなければ、今回の例えば消費税の増税にし

ても社会保障を充実させるためといって増税しま

したけれども、果たしてこういった法案が可決さ

れるということがどうなのかなと、合っているの

だろうかという疑問を抱くのです。今町長は、国

には要望は出していくけれども、国のやり方が、

方法が詳細にわからないので、まだしっかりとし

た方向は出せないというのがご答弁だと思ったの

ですけれども、ただ今回の法案についていいます

と、新しい総合事業に、地域支援事業に要支援１、

２の人を置きかえるということが決まりましたけ

れども、今の国会の審議の中で田村厚生労働大臣

はこのことについて、新しい地域支援事業に移し

ていくということについて適切なサービスが維持

されるというふうに繰り返し答弁はしてきたので

す。ところが、これまで受けられた専門的サービ

スは、2025年には５割程度に激減するのだといっ

た厚労省の試算がこの会期末になってからいきな

り出されて、維持されるといったこういった論拠

は完全に崩されたという新聞報道がありました。 

 中央社会保障推進協議会が23都道県、646保険者

に市町村への移行が可能かアンケートを実施して

いますと。そういった中で、先ほどの北海道とは

ちょっと違って不可能、判断不可との回答が７割

を占め、可能はわずか17.5％、しかも国からの財

政支援、人的配置が必要といった条件つきの回答

だったということなのです。要するに地方自治体

にしてみればお金がなかったら何もできないとい

うことなのです。社会保障充実のために消費税を

増税したのにという思いがあります。 

 国は、新しい総合事業で要支援１、２の人をや

っていくというふうなことを言っていますけれど

も、介護保険のように給付があるわけではないの

です。事業というのは給付とは全く違うわけです。

給付は権利で、要介護認定を受けたら支給限度額

までサービスをみずから組み立てて、しかも今の

ところは１割負担で済んでいます。しかし、サー

ビス事業者の質も国や自治体の基準で担保がされ

ていると、こういった状況なのですけれども、い

ざ今度新しい事業という言葉になると保険上の受

給権、これはないのです。財源は介護保険から出

ても、サービスをつくるかどうか、そしてどのよ

うな負担にするかは自治体の判断に委ねられてい

るという、そういう中身なのです。ですから、町

長が国の指針が出てからどうのこうのとかと言う

前に余市町としてどういうふうにして考えたらい

いのだろうかということを早く考えていかなけれ

ばならないのではないかというふうに思います。 

 地域支援事業にはボランティアの活用も構想さ

れているので、恒常的にサービスを提供できる人

材がいるとは限らないと。安定性や質も保証され

ていないと。こういう点からいうと、今回の改正

は給付削減の後始末を私は市町村に押しつけて、

国が責任を逃れている、こういうふうにしか思え

ないということなのです。もし国がきちんとした

責任を持つのであれば、財源をきちんと保障する

というような具体的なそういう表明をすべきなの

にそれがありません。 

 15年８月から始まる一定の所得のある人、介護

保険料の利用料の引き上げがあります。１割から

２割負担になります。その根拠は日本共産党の小

池晃参議院議員が国会の質疑で完全に崩しまし

た、根拠がないということで。それにもかかわら

ず、安倍自公政権は数の力で法案を可決成立させ

ました。社会保障充実のためといって、先ほども

何回も言っていますけれども、消費税を増税した

のに、その一方で法人税減税の財源を社会保障の

削減で賄う、この安倍政権の姿勢を私たち共産党

は許すわけにはいかないというふうに考えていま

す。ですから、こういうときだからこそ地方自治

体として実態を示して、やはり憲法に沿って、憲

法25条に基づいて国が社会保障の向上、増進に責

任を持つように国庫負担の拡充を求めていくべき

だというふうに考えますし、町長の国を待つそう
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いった姿勢ではなくて、もう来年の４月からは一

部動かなければならない部分というのは出てきま

すので、一刻も早く実態把握し、そして余市町と

してどういう介護保険制度というか、そういうも

のをつくっていくのか、そこのところをきちんと

押さえなければいけないなというふうに思います

ので、見解を最後に伺って、終わります。 

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、一番最初の地域で支え合う部分と、それ

と在宅という部分、これは理念としてそういう部

分であれば私はすばらしいものだと。ですけれど

も、いつも申し上げておりますとおり、見え隠れ

するのは財源不足だという部分からの制度改正だ

というふうにももちろん考えてございます。 

 それと、そういった意味で、先ほど来申し上げ

ておりますが、国に対して制度設計、財政基盤の

部分、これはしっかりと申し上げていかなければ

ならないという部分でございます。しかし、佐々

木議員もおっしゃっておりますとおり、これは法

案決定されて出されて、そしていかに今度余市町

でそれに取り組んでいくかという部分、それは両

面、二面性の部分だと思います。こういう形で法

案が成立いたしました。そして、細部については

国からまだ示されていない部分というのがたくさ

んございますから、それは待たなければならない。

しかし、おっしゃるとおり、ただそれを待ってい

るだけではなくて、どうあるべきかというのはや

はりこちらからしっかりと内部で協議して、ただ

国の指示待ちだけではなくて、どうあるべきかと

いう部分しっかりとそれは内部で協議して取り組

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。 

〇議長（中井寿夫君） 佐々木議員の発言が終わ

りました。 

 発言順位５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２回定例会におきまし

てさきに通告いたしました１点について質問いた

します。 

 まちづくりによる移住、定住政策について。人

口減少化が進む中、高齢者人口が増大し、経済の

低迷が地方町村に及び、本年度は円高による諸物

価高騰、消費税８％の導入で地方は著しく影響が

あり、社会保障費の改定と相まって本町の経済が

上向きにならない現状。何よりまず明るいニュー

スは、「マッサン」によるＮＨＫの朝ドラでニッ

カウヰスキーが放映されます。 

 本町の起爆剤として移住、定住に力を入れるこ

と。現在都市に住んでいる30代、40代の世代が家

族と一緒に自然に触れ合う町へという願望が増加

の一途をたどっています。安全、安心で社会のイ

ンフラ整備が求められています。それには財源確

保の観点が障壁となると思います。そこで、以下

の点について質問します。 

 ①、財政として経常収支比率を第１段階として

90％にするにはどうするのか検討すべきと考えま

す。後志19カ町村の平均は、平成22年、23年、24年

度は86.6％です。本町として平均値を達成するに

はどんな障壁がありますか伺います。 

 ２つ目として、町民の住みよい町を望んでいる

ことをどのように把握しておりますか伺います。 

 ３つ目、医療費関係で特に国保税、介護保険料

（来年度改正予定）を全道で１番目から５番目以

内に負担を安くする政策が必要と思いますが、ど

のように検討しているかお伺いします。 

 ４つ目、移住、定住政策には優遇策が必要と思

います。まちづくりを目標にして抜本的な大胆な

発想を持って困難な問題に向かう勇気、企画立案

が求められておりますが、政策をどのように実行

に結びつけようとしているのか見解をお伺いしま

す。 

〇町長（嶋  保君） ７番、近藤議員のご質問

に答弁申し上げます。 
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 初めに、経常収支比率に関するご質問に答弁申

し上げます。本町の経常収支比率は、平成24年度

決算で97.5％となっており、硬直化した財政状況

を示しております。本町においては、小泉内閣の

三位一体の改革で実施された地方交付税の急激な

削減により経常一般財源が大きく減少したことが

経常収支比率が非常に高い状況で推移している要

因と考えます。危機的な財政運営からの脱却を目

指した財政再建推進プラン等の取り組みにより徐

々にその成果があらわれてきているところではあ

りますが、社会保障費の増大に伴う扶助費や補助

費の増加、さらには公共施設の老朽化による維持

補修費等義務的経費も年々増加傾向にあります。

適正と言われる水準に近づけるため、行政改革の

一層の推進により効果的、効率的な行政運営を図

り、財政基盤の確立に努めてまいります。 

 次に、ご質問の２点目、町民の住みよい町への

望みをどのように把握しているかについてでござ

います。町長就任以来私は、町民の皆様と対話を

重ねることを大切にしてまいりました。各種の審

議会や協議会はもとより、町政懇談会のブロック

ごとの開催、経済団体や福祉団体との懇談などさ

まざまな機会を通し、町民の皆様が今町政に何を

望んでいるか、また住みよい町をつくるために町

民と行政ができることは何かについてお話をして

まいりました。また、職員に対しましても近藤議

員からもご提言いただきました地域に飛び出して

いくことの重要性を訴え、机上だけで考えるので

はなく、現場に出て町民と接し、町民の声を聞い

て、それを日々の仕事に生かすよう職員の自覚を

促してきたところでございます。そういった中で、

住みよい町への望みは町民それぞれのお立場や年

齢、さらにはお住まいの地域によって多様なもの

があります。また、町への要望も多種多様である

と認識しておりますが、その中でもこの余市町の

持つ魅力を最大限に生かしてほしい、また自然に

恵まれた住みよい環境を守り続けてほしいという

点につきましては、町民各位の共通した望みであ

ると認識しているところでございます。 

 次に、ご質問の３点目、国保税、介護保険料の

負担を安くする政策の検討についてでございま

す。最初に、全道における国民健康保険税の１人

当たりの金額と順位でありますが、１人当たりの

金額は平成24年度の一般分では９万3,033円とな

り、全道での順位は157団体中97番目となっており

ます。国民健康保険事業は、特別会計を設けて独

立採算により事業の健全な運営を確保し、もって

社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目

的とし、保険給付等の支出に対し国庫負担金等の

特定の収入のほか保険税により均衡を図り、運営

する事業であります。今後におきましても町民に

対する各種検診、予防接種等の充実を図り、疾病

の予防、早期発見、早期治療など医療給付の抑制

につなげる政策を進めてまいりたいと考えており

ます。 

 次に、介護保険料でございますが、本町におき

ましてはサービス基盤の整備が図られ、要介護者

のサービス利用量が多く推移しているのが現状で

あります。保険料は、全道でも高いほうから６番

目に位置しておりますが、ご存じのとおり介護保

険料の算定に当たりましては介護保険事業計画の

３カ年を単位とした計画期間ごとに介護サービス

費用を見込み、保険料率を決定することとされ、

65歳以上の第１号被保険者が負担すべき割合は介

護サービス費用見込み額の21％とされており、介

護サービス費用に連動して介護保険料が決定され

る仕組みとなっております。今後におきましても

介護予防事業や各種任意事業の効果的な実施に努

め、住民が住みよく安心して暮らせるまちづくり

に向け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、ご質問の４点目、移住、定住政策の優遇

策についてでございます。ご質問にもありますと

おり、人口減少時代にあって移住、定住政策は大
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変重要な課題であると認識しております。余市町

への移住、定住を推進するためには、まず余市町

の魅力を高め、住んでよかったと思えるようなま

ちづくりを進めていくこと、そして余市町の魅力

を広く全国に発信するとともに、移住希望者への

効果的な優遇策についても先進事例等を参照しな

がら検討を進めていきたいと考えております。 

 こうした政策を確実に実行に結びつけていくた

めには、財源の裏づけやまちづくり計画との整合

性などが必要であり、今後過疎地域自立促進計画

や総合計画中期見直しの中で効果的、効率的な移

住、定住政策について企画立案を行い、計画的な

推進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、経常収支比率の中で、例えば考える前

にまず１つ私願望というか、公僕というか、公僕、

つまり町民の皆さんに向かって仕事をしていると

いうことを再認識していますけれども、ぜひお願

いしたい。公僕、つまり公務員ということで、町

民の皆さんが何を求めて、何をするかということ

なのです。 

 それで、１つ目の財政の基盤整備なのですけれ

ども、やはり今町長が話ししておりましたように

予算の関係でなかなかできない。一升ますには一

升ですから民間もそうなのです。そしたら、どこ

をどうしてどうするかという具体的な施策を打ち

出していかなければならないと思う。例えば経常

収支比率、23年度は101.5なのですけれども、臨時

財政があるから、町長は今97と言ったのですけれ

ども、これを例えば10％経常収支比率を下げたと

仮定したら幾らになりますか。恐らく4.5億円ぐら

いでないかなと思う。いい悪い別にしてです。会

社の経営というのはみんなそういうことやってい

くのです、原価率とか。そしたら、どれをどうす

るかということなのです。そういうことがないと、

先ほど佐々木議員が質問していましたけれども、

介護の問題一つとってもそうなのです。僕ら一地

方の議会がこうやれ、ああやれといったって全部

法律は国で決めますから、余市の議会とか179カ市

町村の全道で反対したからこうしなさいとできま

すか。できないでしょう。そうすると、今与えら

れた中でどうしたらいいかということなのです。

まず、足元を見詰め直すことが必要でないかなと。

その中で、さっき公僕と言いましたけれども、や

はり財源の問題、経常収支比率を後志の86.6％ま

でに持っていく道のりは、どういう形にすべきか

ということをきょうお座りになっている番外の人

たちは私以上に優秀な人ばかりなのです。だから、

私はいつも常日ごろ企画立案をしてくださいと。

そして、町に出ていってくださいと。町に住んで

いる人たちがどういうことを願望しているかどう

か。それを集約した中で財源の確保をどうするか。

そして、町民の皆さんにどこを削って、こうする

のだと、そういうことが求められていると思うの

です。 

 それで、１番目の経常収支比率、86.6ですけれ

ども、10％、２年後に削減したとしたら、下がっ

たとしたらどういう数字になりますか。ちょっと

お答えいただきたいなと、概算でいいですから。

たしか５億円近くいくのでないかなと思うので

す、大ざっぱに言って。いろいろなことあります。

それが１つ目。 

 ２つ目は、町民が住んでいる町が、町民の皆さ

んが何を求めているのかということなのですけれ

ども、それは先ほど町長が会合とかいろいろなこ

とに行って把握して、地元のところに行ってやっ

ていると言って、よくわかるのです。やはり町民

は、希望と現実は違うのですけれども、税金安け

れば安いほどいいのです。そんなの当たり前のこ

となのです。要望は無限大にあるのです。だがし

かし、本町としてはどの程度までできるかと、そ

ういう目標の設定で明確な数値目標をはっきり打

ち出さないとならない時代にもう到達しておりま

す。余市に住んで何なのかというと、社会基盤の
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いろいろな問題あります、施設とか。だがしかし、

助け合いの精神をどこに結びつけていくのか、き

ずな、無縁社会の今の時代に。町に住んでいてよ

かったというのは、具体的に本町の職員の皆様方、

公僕として最大公約数で何を把握しているのかな

と、それを再度、的絞りですけれども、ちょっと

お聞きしたいなと思うのです。それ移住、定住も

入ってくるのですけれども、そういう財源の確保

になっている中で、後からそれは４番目のほうに

入りますけれども、まず。 

 それと、３番目、医療費と介護、イタチごっこ

なのです。私はそう思っているのです。北ヨーロ

ッパのデンマーク、スウェーデン、ノルウェー、

フィランドとか向こうと違うのです、日本。人口

１億以上ですから。社会保障の充実といったら、

所得税45％日本の場合取れますか。反対するでし

ょう。オーストラリアは39％です、所得税、サラ

リーマン。約４割取るのです。日本人国会でやっ

て４割取りますといったらどうなりますか。猛反

発でしょう。財源の確保と給付と難しいのです。

だから、私は常日ごろ話ししているように国保と

介護、これはやはり自助努力して抑制というか、

今なっている人は見殺しとか投げろとかそういう

意味でないのです。まだ介護保険を使っていない、

国保も使っていない60歳以上の人、10年も使って

いないですよと。そういう人に対してどうするの

といつも言っているでしょう。あめとむちでない

けれども、予防する、何すると受診率上がりまし

たか、毎年。上がっていないでしょう。人間とい

うのは欲の塊だから、あめとむちだと思うのです、

私は。そういう５年、10年使わない人、ちょっと

風邪引いても、風邪引く前に自分の体を病院に行

かないで直そうと、そういう意識改革を行政とし

てどうしたらいいのですかと。難しいことないの

です、私は。簡単明瞭で。例えば町長いつも６次

産業化で、農産物とかあるでしょう、ブランド化

で今、国。だから、それに５年、10年使っていな

い人に対して購買券というか、余市の産物を買っ

てくれと、お金渡すといったらだめなのだ。購買

券渡して、余市の産物を買っていただくと。農家

の人もいいだろうし、そこでまた買いに行くった

ら。スーパーばかりでなくて、現地に行って買っ

た場合には購買券を発行しますから、１人に対し

て年間10万円なら10万円、それ企画政策課で積算

してみればいいのでないですか。そしたら、農家

の人と話しするでしょう、会話。年いった同士で

もいい。農家って大変なのだなとか、そういう人

と人の触れ合いが今ないのです、全然。それを

179カ市町村で余市がいち早くそういうことを実

行していただきたい。全道にまだないでしょう。

これを契機として、もっと具体的に積算したら出

ると思います。そしたら、どのくらい金足りない

かとかなるでしょう。みんな優秀な人で、コンピ

ューターやっている人が、私みたいに食堂のマス

ターでないから。どうなのですか。これちょっと

積算したらわかるでしょう。これからますます高

齢者人口がふえていく中で、支える若い人がいな

くなる中で、そしたらどうするか。目に見え過ぎ

ているから、何とか65、70になっても健康で明る

く町に住んでいただくためにはどうするかという

ことでないですか。やっぱり親戚とか余市に住ん

だらいいですよと、そういうことだと思うのです。

物価も安いし、家賃も安いし、そういうことでな

いかなと思うのです。決まり切った国からの施策

で、それを消化するのはいいのです。これは公務

員として当たり前のことです。だがしかし、私は

一歩足を踏み出してほしい。それが今求められて

いる時代で、それを即実行しないとならない時代。

こんなこと言ったら悪いけれども、わかりますよ

ね、皆さん、それは。 

 それと、医療費とか介護はだんだん狭められて

きます。財源ないのだから、国が。あの手この手

で締めてくるから。そういうのに負けてたまるか

というとお金でしょう。お金をかけないでいい方
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法何なのかということです。昔、戦争当時、昭和

二十二、三年ころ、私は小学１年、２年で、ない、

こういう制度は。兄弟とか親子がみんな守ってき

た。今時代が変わった。それはいい。だけれども、

親子のきずなもなくなっているでしょう、今。何

が原因なのか問い詰めていくと、豊かさを求めた

余り反動がきたということだけなのです。ちょっ

と我慢するとか、そういうことがないでしょう、

今の国民は。私も国民ですけれども、一人です。

そしたら、どこで回転するかということなのです。

余市の町２万そこそこでしょう。一番やりやすい

と思う。首長として、町長として指示系統はっき

りしてやることによって、医療費等、今言ったけ

れども、さっき157の97番目、これを10番以内にす

るにはそしたらどうするかという一つの目標を設

定をした場合に何をすべきかということでしょ

う。無駄な医療費を使わないようにしないとなら

ないでしょう。それには自分自身が健康管理。た

だ言葉ではだめなの。あめとむちだから、いつも

言うように。５年、10年使わなかった人にどう政

策を打ち出すかということなのです、具体的に。

これは道に言ったらだめですとか、そんな障壁ぶ

ち破ればいいでしょう。そういう勇気ないと、言

われたからできません、みんなと同じことやる、

これなら金太郎あめと同じ政策でないかなと思う

のです、私は。おかしいでしょう。町の発展には

欠くことのできないことでしょう。痛い思いして

病院にかかる率を少しでも減らしていくにはどう

したらいいかという。自分自身の自己コントロー

ルをどういうふうに本人に認めさせれるかという

こと。あれやりなさい、これやりなさいと言った

ってやらない、みんな、はっきり言って。やるこ

とによってメリットがあるということによって、

目標があることによって初めて人間動くのでない

ですか。人間の心理というか、能力というか、そ

ういうのもキャッチした中で政策の展開をお願い

したいし、国保と介護、明快なできれば目標でも

いいけれども、答弁いただきたいと。 

 それから、４番目、移住、定住政策、問題は。

例えば端的に言うと、何求めるかと、都会の人が。

今インターネットが発達している中で、本州より

北海道のほうが気候がいいのです。今全道の中で

釧路が一番かな、短期ショートというか、空き家

とか。それなのに余市は、前にも公共施設のこと

言いましたけれども、例えば教職員の住宅あるで

しょう。満杯でないでしょう。例えばみんなで掃

除したり、整備したりして、実際に入れるかどう

か知らないけれども、インターネットで全国に発

信するとか、ぜひ夏の間に余市に来てくださいと

か、果物はこうですよとか、１カ月例えばたくさ

ん欲しいけれども、１万円でいいですよと。その

かわり納税で寄附していただいたら余市の産物お

上げしますとか何かそういう具体的なプログラム

というか、そういうのにしないと、移住、定住な

んて言葉で言ったって来ません。目標を設定して、

本年度は10組、５年後には30組来てもらいたいと、

そういう目標を設定した場合にどういう政策を打

ち出すかということ。メリットないと来ないでし

ょう。その人がたまたままた今宅地、名前言わな

いけれども、宅地のところを余市いいから買うか

なと。そういう誘導するような、ただ買ってくだ

さい、買ってくださいでは誰も買わないです、そ

んなの。本人が余市に住んでよかったといって初

めて土地を買うのでないですか。そういうような

政策をみんなと横断的に協議した中で、各課で、

余市の町どうするのかなと。最終的な頭の上には

公僕、公務員として、余市の町民の皆さんの公僕

です、そういう信念を持って、意識改革を持った

中で政策を遂行していただきたい、そういうこと

なのです。 

 まだたくさんあるけれども、余り時間割いたら

まずいですから、今質問したことに対して答弁を

お願いします。 

〇町長（嶋  保君） ７番、近藤議員の再度の
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ご質問に答弁申し上げます。 

 まず、４点を通しておっしゃられたこと、公僕

と、職員の意識改革という部分でございます。こ

れらにつきましては、やはり全体の奉仕者という

中でしっかりとその意識を持って当たらなければ

ならないというふうにこれは徹底もしてございま

すが、再度そういった中で私も含めて徹底をした

いというふうに思っております。 

 それと、経常収支比率の部分の数字のご質問ご

ざいました。おっしゃるとおり、10％で５億円と

いう形になるというふうに思っております。そう

いった中で、結果的にどうだったと、例えば決算

して経常収支比率がどうだったという部分ではな

くて、やはり目標設定という部分、すぐに１年で

10％下がるかというのはなかなか難しい部分はあ

りますが、そういった中で結果として何％だった

というのが今まで、その前段ではいろいろな中で

の作業のための個々の努力というのはもちろんし

ておりますが、そしてトータルとしてこうだった

ということになりますが、やはり総体の数字をま

ず目標設定をして、そしてそこに向かっては何が

できるのかという形の中での具体的な目標設定が

必要であろうなというふうに思ってございます。 

 それと、２点目の部分、これは私も先ほど答弁

させていただきました。自然に恵まれたこの環境、

余市のすばらしい環境を住んでよかったというよ

うな中の、それは究極的な部分でございます。そ

ういった中でもやはり今の無縁社会、そして助け

合いの部分等を含めて、こういったつながりとい

う部分も非常に大切であるというふうに思ってご

ざいますし、そしてまたこの部分では、議員もお

っしゃられましたが、行政の守備範囲という部分

も出てくるというふうに思っております。要望は

確かに多種多様でございます。そして、財源的に

も何とかそれを要望を満たすだけの100％を満た

すような確保をしたいとは思ってございますが、

なかなかそうもなっていかないのが現状でもござ

いますので、そのあたりも含めて、行政の守備範

囲もやはりしっかりとお知らせなり、そして協議

をする場も持たなければならないというふうに思

っております。 

 それと、国保と介護の保険料の部分でございま

す。介護につきましては、たしか議員からご提言

何度もいただいておりまして、ちょっと今資料あ

れなのですけれども、それらを踏まえてたしか感

謝状か何かは出させていただいている部分はござ

います。しかし、それが議員おっしゃるとおりも

っとダイナミックにというようなご質問もござい

ました。予防給付等力を入れて、また受診率の向

上等もやっている部分でございますが、それはそ

れとして当然やらなければならない部分だと思っ

てございます。いろいろな今購買券等のご提言も

いただきました。それらを含めて、やはり目標を

設定しながら、従前の受診率の向上、予防と、そ

れは確かにそちらの面ではやっていかなければな

らない部分でございますが、違う角度からの部分

で何ができるのかというのは、これは目標設定し

て、しっかりとや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。 

 それと、最後の移住、定住の部分のご質問もご

ざいました。これにつきましてきょうの道新にも

小樽市議会の中松市長の答弁にもございましたよ

うに、有識者を含めた中での検討会的なものもつ

くっていかなければならない等の小樽議会でもあ

ったようでもございます。小樽も余市と同じよう

に人口減少対策、移住、定住対策に非常に頭を悩

ませている部分だというふうに思ってございま

す。これも私どもも本当に今後の町のあり方、そ

して町の存続等を含めて、地域の存続等を含めて

非常に大きな問題だというふうに思ってございま

す。これにつきましても数値目標、これもはっき

り決めて、ダイナミックにやらなければならない

というふうに思ってございますが、ご提言ござい

ました寄附等のふるさと納税の部分、これは今年
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度から、きのうもテレビでもやっていましたけれ

ども、余市でも１万円以上の寄附について5,000円

相当の余市の特産物、いろいろ農産物から加工か

らウイスキー含めて選べるような部分でやってい

まして、これは先日東京余市会でもお話をさせて

いただいたら、かなりの方が早速寄附をされてい

る部分でございます。そういった中で、これはま

だ今後の検討課題になろうかと思いますが、やは

り土地政策、新築住宅政策含めて、そういった中

で今20万円、50万円の新築の部分の助成等もやっ

ていますが、それらを移住、定住政策と絡ませな

がら、もっとダイナミックな部分もそういった部

分も引き続き検討することも必要であろうかなと

いうふうに思ってございます。 

 いずれにいたしましても、全てのご質問等に流

れておりました職員の公僕という形の意識、全体

の奉仕者という部分、そしてまた目標設定という

部分のご提言しっかりと受けとめていきたいとい

うふうに思っております。 

〇７番（近藤徹哉君） これで終わりなのですけ

れども、総合的に。 

 まず、ちょっとランダム的になりますけれども、

先ほど答弁いただいたふるさと納税については、

大分前に言ったことあるのですけれども、過ぎた

ことはいいのです。寄附をしていただいた人に対

して余市の農産物をやる、いいのでないですか。

その中に、知っていると思う。広報とか余市の最

近のニュースとか、そういうのも印刷したものも

いいけれども、心というのは何かと。活字だけで

なくて、担当の人の自筆の名前を記載していただ

きたい。その人に対して送るときに、パソコンで

打った何のたれべえさんでなくて、間違いなく自

筆で書いてやってください。それが心だと思いま

す。ひとつそれはまずお願いしたい。 

 それと、全部財源に結びつくのですけれども、

経常収支比率で言いましたように住みたいなとか

30代、40代の子連れの人が、子連れと言ったら失

礼だけれども、子供、家族、やはり教育費の問題、

小中学校の問題、問題は何かと。授業料、給食費

無料化、それと医療費無料化、子育て支援に対す

るどういう策をとれるか。それがひっくり返って

くると経常収支比率の中で、財源だけれども、そ

れをやる場合にどういう障壁、壁にぶつかってい

くか。その壁をぶち破るにはどうしたらいいか。

そうすると、常日ごろ言って、町長も理解してい

ただいているけれども、守備範囲をどの辺に設定

するか。それを町民の皆さんにアカウンタビリテ

ィーと、説明責任をどういう形で認知度というか、

理解してもらう政策を打ち出すのか。町民は納得

します。新聞見たら全部人口減少、私もうんざり

する。マイナス発想ばかりだから。まさか３年か

５年で6,000万にもならないでしょう、半分。１億

二千何ぼが人口減少、減少、減少と、最後は3,000人

なるとか、何言っているの。あおり立てるのだ、

みんな、マスメディアは。そうではないでしょう。

だから、守備範囲で、今皆さん知っているように

都市間競争でしょう。まちとまちの競争でしょう。

余市にいかに人を来ていただくかということでし

ょう。だから、その政策をどういう形で編み出し

てＰＲするかでしょう。それには優遇策が必要な

のだ。それには財源が必要なのだ。そうすると、

財源は決まっているから、経常収支比率をどの程

度までいったら、今答弁いただいたのですけれど

も、約５億円でしょう。これを２年で５億円つく

るにはどうするかというと、この５億円は数字だ

けだから、どこを削ってどうするかでしょう。こ

れは、皆さん頭のいい人ばかりだからできないこ

とないでしょう。だから、削られたところはひと

つ理解していただきたい。何回も説得しないとな

らないでしょう、例えば。黒川の問題もあるけれ

ども、債務負担行為もずっとこれからいくのです

か、悪いけれども。前々の町長が決めたからでな

いでしょう。やっぱり交渉した中で、これから財

源厳しくて、人口が減るから、半分にしていただ
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けるかどうかとか、決まったからいいのだでない

でしょう。ＪＲの国鉄でないけれども、脱線しま

す。だから、例えばそういうようなことをこっち

で頭下げてお願いできるかどうか。交渉は、話を

しないと成立しないでしょう、財源の。だから、

そういうことで移住、定住でそういう優遇策をど

うしたらいいか。自分が皆さんそれぞれ東京に住

んでいた、余市以外のところに住んでいた、余市

一回見に来たらよかったと、「マッサン」で。朝

ドラ見て、いいなと。来たけれども、もてなしも

いいし、もてなしというのは人を愛することだか

ら。物でないから。人と人の接点を親切に黙って

サービスをするというのがもてなしですから。よ

かったと。何とか65になったら余市にちょっと住

んでみたいな、そういうインタレストというか、

興味を引かせる政策が必要でないかなと思うので

す。それには財源使わなくてもいいこともありま

すけれども、最低限度の財源が、お金が、マネー

が必要なわけ。それをそしたらどこでクリアする

かとみんなで力を合わせて考えて、フローチャー

トをつくった中で２年後にはこういうふうにして

いこうや、みんな。そして、みんな明るい笑顔で

職務を全うしようやと。町民もみんな満足してい

るし、もっともっと努力しようやと、そういうよ

うな段階を踏んだ中で政策を立案していただきた

いなと。これは、私一人でないけれども、願望で

す、町民の一人として。 

 いろいろ言いましたけれども、やはり若い世代

を呼び戻すにはどうするかと。仕事もない。そし

たら、仕事は札幌でもいいから余市に住んだほう

がいいやというふうにさせるにはどうしたらいい

かと。自分が札幌に勤務していて、家をどうする

か。南幌かどっちか、恵庭はどうか、余市、40分、

50分かかるけれども、余市、そういう選択肢の中

の一つに入るにはどういう政策が、自分が余市に

住むといったら何が条件になるのか、自分に置き

かえて考えた場合どうなのか、そういうような発

想の転換をしていただきたいということです。 

 以上です。あと１回はないですから、これで終

わりです。 

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。 

 まず、寄附等のその後の対応という部分、これ

につきましては現在も町広報等を送らせていただ

いて、余市の状況等もお知らせしております。お

っしゃられたようにただ活字だけの、活字という

か、ワープロの部分だけではなくて心のこもった

という部分のご提言もございました。そういった

中でもやはり一工夫、二工夫も必要だなというふ

うには思っております。 

 それと、２点目の移住、定住に、また人口増に

かかわりまして給食費の無料化と、医療費の無料

化等のご提言、これにつきましては今すぐできる、

できないという部分は答弁はもちろん無理でござ

いますが、最後にもございましたが、発想の転換

をしながら、従前とやはり違う考え方も持ちなが

ら、違う角度から考えていかなければならないと

いうのは当然のことだというふうに思ってござい

ますので、それらを踏まえまして、今までと角度

を変えた中での部分からの発想も必要であるなと

いうふうには思ってございます。当然守備範囲と

いう部分もございまして、どこまで行政としてや

らなければならないのか、どこから皆さんみずか

らやっていただかなければならないのか、どこま

で地域でやっていかなければならないのか、その

あたりを含めていろいろな中での話し合いの場と

いうのも必要だと思っておりますし、一定の部分

はやはりこちらからも示していかなければならな

いという部分もあろうというふうに思っておりま

す。 

 それと、地域間の競争、自治体間競争、これも

自治体連携等ももちろんございますけれども、や

はり今地方分権の時代でございますので、いかに

行政施策、いろいろな地域に根差した、地域の特
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色ある行政施策を打ち出していけるかという中で

の地域間競争が激しくな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、限られた

財源をいかに効率的に使っていくか、全ての部分

全体にというふうにはいかない部分はもちろんご

ざいますが、やはり今何が一番必要なのか特化し

ながらそこに攻めていくという施策も必要であろ

うというふうに思ってございます。そういった中

でも財源の確保という部分がやはり大きな課題、

そしてまた財政の健全化という部分、いつも申し

上げてございますが、今までは何を切るかという

論議、そして内部の検討という部分ございました

が、今後はやはりいかにしたら税収をふやしたり、

人口増できるのかと、そして歳入増できるのかと、

その部分も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考えてございますので、いず

れにいたしましても目標を設定しながらという部

分、これを徹底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） 近藤議員の発言が終わり

ました。 

 会派代表者会議の開催、さらに昼食を含め、午

後１時30分まで休憩します。 

休憩 午前１１時１６分 

再開 午後 １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２

回定例会において次の質問をいたしますので、答

弁よろしくお願いいたします。 

 質問１つ目、労働福祉会館敷地内での臨時職員

の転落事故の責任及び損害賠償について。平成

26年余市町議会第１回臨時会において損害賠償の

行政報告をしておりますが、内容は事故報告であ

り、行政責任は全くとっていません。それで、次

の質問をいたします。 

 平成23年９月29日の事故発生後、転落事故に係

る調査委員会が２年以上たった平成25年12月27日

に開催されているが、なぜ町長は調査委員会を当

初から設置して原因究明をしなかったのか。また、

きょうまで事故の原因究明され、事故を起こさな

いために安全対策は具体的に作成されたのかお尋

ねいたします。 

 ②、余市宇宙記念館の軽作業員として採用した

職員をこの業務は高所危険業務と認識しているに

もかかわらず誰の指示で高所の枝払い作業をさせ

たのかお尋ねします。 

 ③、業務上過失責任において全ての管理責任は

町長にあるが、賠償が済んでもいまだに責任をと

っていません。また、担当者の処分も免れません。

どう責任をとるのかお尋ねします。 

 損害賠償額１億2,215万7,533円は、町民の税金

で支払われております。町民から相次いで町長及

び担当者が支払うべきとの声が上がっておりま

す。これに対してどう答えるのか見解をお聞きし

ます。 

 このままだと今後事件、事故が起きた場合、責

任をとるべき理事者、担当者が退職したり、いな

くなったり、行政に支障を来すおそれが出てきま

す。どう考えているのかお尋ねします。 

 次、人口減少と過疎地域指定について質問いた

します。日本の人口１億人維持、政府が打ち出し

た政策でありますが、地方においては市町村消滅

危機とショッキングなニュースも連日解説されて

います。そこで、人口減少がもたらす課題につい

て地域社会、経済への影響は、①、労働力不足に

より地域産業が低迷する。②、人口減少で地域の

消費や住宅建設などの需要が縮小し、空き家が増

大する。③、若者の減少で介護保険や福祉給付、

公共料金などの住民負担が増大する。④、地方税
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収が減少し、公共サービスの質が低下する、また

は負担がふえます。⑤、若者の減少で地域社会の

活性化が損なわれる。⑥、子供の減少で子供同士

の交流機会が減少し、さらに学校の統廃合などの

教育問題が顕在化します。以上、少子高齢化が加

速する中、生産年齢の減少、流出で税収入が減少

し、高齢者の増加で社会保障費などの経費が増加、

ともに財政を圧迫する要因となります。 

 さて、町長の３本の基本政策は、人口構造がピ

ラミッド型であったり、人口が自然増のときに有

効であると思うが、第４次余市町総合計画も見直

しをしなければならないと思うが、見解をお聞き

します。 

 次に、町長就任以来余市町の人口は何人減少し

たでしょうか。 

 次に、過疎地域指定について原因をどう捉えて

いますか。人口減少対策等を今後検討するべきで

はないかと思いますが、見解をお聞きします。人

口減少対策待ったなしであります。 

 それでは、最後の質問、ＮＨＫ朝ドラ「マッサ

ン」について。余市町の観光、まちづくりについ

て千載一遇の願ってもないチャンスと思います。

私としても大いに期待しているところでありま

す。 

 さて、竹鶴政孝翁について幾つかお尋ねいたし

ます。竹鶴政孝さんが余市町名誉町民になったの

はいつですか。ニッカウヰスキーの創業者以外に

も余市町の経済人として残した功績は数え切れな

いほどあります。竹鶴政孝さんは、愛妻リタさん

が亡くなったときニッカ工場を一望できる余市町

営美園墓地にお墓を設けましたが、この墓地の管

理はどこで行っているのかお尋ねいたします。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

〇町長（嶋  保君） ９番、彫谷議員の労働福

祉会館敷地内での臨時職員の転落事故の責任及び

損害賠償についてのご質問に答弁申し上げます。 

 なお、本件につきましては、現在地方自治法第

98条第１項による事務検査が総務文教常任委員会

において継続されておりますことから、答弁に当

たりましては当該委員会における発言の範囲内と

させていただくことをご理解をお願いいたしま

す。 

 １点目の余市町労働福祉会館における転落事故

に係る調査委員会をなぜ当初から設置し、原因究

明しなかったかの質問でございますが、総務文教

常任委員会において申し上げておりますとおり、

関係職員の処分の量定を検討する上で事故調査委

員会を設置したところでございまして、当初から

の委員会設置はしておりません。 

 次に、事故を起こさないための安全対策につい

てでございますが、部長会議において作業時にお

ける安全対策の徹底を呼びかけ、職員に周知徹底

を図るとともに、外部講師を招き、安全教育の実

施をしているところでございます。また、現在公

務災害防止に向け、屋外作業、デスクワーク、メ

ンタルヘルスといった部分での安全対策マニュア

ルの策定作業を進めているところでございます。 

 ２点目の高所での枝払い作業を指示したのは誰

かというご質問でございますが、これにつきまし

ても総務文教常任委員会の中でお答え申し上げて

いるところでございますが、当時の担当課長の指

示で労働福祉会館の屋根を損傷させないことを目

的として行ったものでございます。 

 ３点目のどう責任をとるかとのご質問でござい

ますが、これにつきましても総務文教常任委員会

の中で考え方を申し上げたところでございます

が、みずからの責任のとり方につきましては議会

にご相談を申し上げながら、みずからを律してま

いりたいと考えております。また、損害賠償の補

填についてのご質問でございますが、この関係に

つきましても総務文教常任委員会において申し上

げておりますとおり、職員の理解を得ながら、現

実的な対応をしてまいりたいと考えております。 

 次に、人口減少と過疎地域指定についてご答弁
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申し上げます。最初に、第４次余市町総合計画の

見直しについてでございます。少子高齢化が進む

中、本町におきましても人口減少が続いておりま

すが、第４次余市町総合計画におきましては人口

減少の厳しい現実を踏まえ、国立社会保障・人口

問題研究所など専門的な研究機関の人口推計を参

照しながら計画を策定しておりますが、本年度は

総合計画中期見直しを実施することから、その作

業の中で最新データに基づき人口推計を行ってま

いります。 

 次に、私の就任以来の余市町の人口の減少推移

でございますが、就任した平成22年９月30日現在

の住民登録人口は、外国人住民の方々を除き２万

1,374人で、直近の平成26年５月31日現在は２万

230人となっており、就任以来1,144人の減少とな

っているところでございます。 

 次に、過疎地域指定についての原因でございま

すが、人口の減少の背景には少子高齢化社会の進

展による自然減、さらには厳しい雇用環境などを

要因とする若者の大都市圏への流出など、我が国

の社会経済構造に起因する問題があると認識して

おります。人口要件、財政要件の２点が基準に該

当し、このたび過疎地域の指定に至ったところで

ございます。 

 次に、人口減少対策でございますが、今後本町

のまちづくりを進めていく上では人口減少を最小

限に食いとめ、地域社会を維持していくことが求

められております。住みよく安心して暮らせるま

ちづくり、余市町の持つ多様な資源と人的パワー

を生かした元気なまちづくりを進めるためには、

町の魅力を高めるとともに人口減少対策を講じて

いく必要があるものと考えております。さらには、

人口動態につきましても的確な把握に努め、その

要因の検証を行うなど、少しでも人口減少に歯ど

めをかけるため多方面から研究、検討を行って、

各種施策に反映してまいりたいと存じます。 

 次に、ＮＨＫ朝ドラ「マッサン」についてのご

質問に答弁申し上げます。本町における名誉町民

は、社会文化の興隆、もしくは町勢の発展に功績

のあった者に対し、その功績と栄誉をたたえるこ

とを目的として昭和40年２月１日に余市町名誉町

民条例が施行され、町長の推薦により町議会がこ

れを決定するものでありますが、同年２月23日開

催の第２回臨時会において竹鶴政孝氏ほか２名が

全会一致をもって名誉町民に決定され、同年７月

１日の開町記念式典において余市町名誉町民章が

授与されたものでございます。 

 次に、墓地の管理についてでございますが、美

園墓地全体の管理につきましては町で管理を行っ

ておりますが、竹鶴夫妻の墓地については使用者

である竹鶴家において管理されているものでござ

います。 

〇９番（彫谷吉英君） 総務委員会で今協議して

いるという話が多分にあるのですけれども、私も

委員外議員として一部聞いておりますが、当初総

務委員会の理事者の発言としては、処分と補償に

ついては一対であり、額が決定するまで処分はで

きないとの発言があったと考えております。その

間に部課長の退職者が出たり、いわば処分と補償

は切り離さない、できないと言っていたものが額

の決定とともに急に切り離しをし、示談金の支払

いをしたにもかかわらず、いまだに処分が行われ

ないのはなぜなのかお聞きします。処分は、退職

者もできるのかについてもお聞きします。 

 こういった事故、町政３年半で事故、事件は何

件あって、どういう処分、処置をしたのか。特に

担当者の処分はどうしたのか。管理責任を含めて

お願いします。 

 次に、損害賠償額は、双方の弁護士で和解にし

たと。そのとき町が100％悪いということでお聞き

したのですけれども、要するに過失責任が問われ

ていないと。最近の新聞で、この真っ最中、福祉

会館事故の経緯の中で、４月22日にこれは国を相

手に、酪農家の夫妻が硫化水素のマンホールでお
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亡くなりになり、国に4,900万円の支払いを命じた

ということが新聞に載っておりましたが、これは

何か今回の余市町の転落事故と、片方は国ですが、

こっちは町、地方自治なのですが、似ている判決

で、職員は夫妻に危険性を警告し、安全対策をと

る義務を怠ったと、こういうことと夫妻も十分危

険性を知ることができ、落ち度があった点は否め

ないということで4,900万円の賠償命令が出たと。

これは、夫婦が亡くなって、遺族は１億1,000万円

の損害賠償を求めたのですけれども、判決は

4,900万円ということで決着がついたと、こういう

ふうに報道されております。100％町が悪かったと

いうことでは、前に町長が言われておりましたけ

れども、今回のほうは事件当日も口頭で気をつけ

るよう作業を指導したものの保護帽、足場の用意

はしておらず、安全帯の確保を含め細かな作業手

順は指示しておりませんでしたと。また、今度本

人は安全帯とロープもしていなかったと。こうい

うことは過失に当たる、本人の過失に当たるので

ないかと思いますけれども、今の新聞、４月22日

の報道説明と今回の町の職員の担当の説明はどう

いうふうに感じ取られたでしょうか。 

 それと、もう一つ、私の質問でちょっと抜けて

いるところありました。労働福祉会館のこの２ペ

ージで、今のままだと今後事件、事故が起きた場

合の責任をとるべき理事者、これの答えがまだな

いと思います。それも答弁お願いします。 

 それから、人口減少と過疎地域指定については、

第４次総合計画、こういう中で過疎地域指定の前

の計画、プランですので、過疎地域というのは指

定というのは恥ずべきことなのです。喜ばしいこ

とではないのです。恥ずべきことなのですけれど

も、またほかの町村も過疎地域になったから余市

も仕方がないと。それと、人口減少が自然現象と

か、それは動物学的には子供産まなかったら減る

という意味での、こういうことをするのが行政な

のです。政策なのです、町長の。部課長は、行政

の仕事を多分にしておられるし、町長がいなくて

もするべき行政上の仕事はたくさんありますけれ

ども、これを食いとめるとかふやしていく政策が

町長の仕事なのです。これを町民とどうだとか、

そういうものでない、これがリーダーシップなの

です。だから、今過疎地域指定の前につくられた

４次計画でなくて、他町村のことで申しわけない

のですけれども、過疎地域指定の前からいろいろ

行政の政策に減少対策プランとかいち早くとって

いると。きょうの新聞でも小樽市議会で市長が人

口減少問題について市としてどのような対策が有

効か協議会をつくって、10万以上の都市でもこう

いうふうに政策を掲げていっているわけです。 

 それで、この人口減少問題、パネルにつくって

きたのですけれども、ここでは出せないというこ

とで、住みよい安心して暮らせるまちづくり、多

様な資源と云々、町民と行政が連携してと、これ

４年間訴えておるわけですけれども、具体的に、

これはすばらしいことなのですけれども、今の余

市がこれは１万5,000人になっても１万人になっ

ても旗上げしていればいいというイメージばかり

です、これ。では、そういうことに対して今具体

的に、人口減少というのは産業経済においては地

域需要減少に伴って商業の衰退、それから中心商

店街衰退、そして生活利便性の低下、そして町の

魅力の低下と、これが人口域外流出と、こういう

ふうにつながっていくので、人口減少と。もう一

つのほうは、後継者不足と、そして従業員が集ま

らないということと産業の衰退、それで雇用の場

の減少と、こういうことで産業経済にも打撃を与

えます。また、社会生活、行政上ではこれがぐる

ぐる回ってきます。人口減少において税収、地方

交付税が減ると。それによって財政が悪化、そし

て投資余力の衰退、サービス低下、産業衰退、そ

して人口域外流出、それで人口減少が起きると、

そういうふうに今町長がやりたい多様な資源とか

住みよい町とか行政ということがなかなかできな
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いのが実際の４年間の見たところこういう現象が

今余市も起きておりますので、これの対策をいち

早くお願いしたいということであります。それで、

人口減少については、先ほどの１番から６番の対

策をどういうふうにしたのかお聞きします。 

〇議長（中井寿夫君） 彫谷議員に申し上げます。

質問は、簡潔明瞭にお願いいたします。 

〇９番（彫谷吉英君） 「マッサン」のほうのお

墓については、リタご夫妻の墓がニッカ工場を一

望できる美園町営墓地に建てられていますが、こ

こを町長は参拝したことがありますか。この墓地

の西側には、十分とは言えないまでも旧美園火葬

場跡の駐車場があります。墓の上り口には町有地

はあるものの駐車場は整備されておりません。

「マッサン」において今後お墓に来る、立派なお

墓が建っておりますが、そこに来る観光客も多く

なると予想されます。それで、この駐車場の整備

と、それから一番大きな問題はこのお墓の下に旧

硫黄工場の跡の穴というか、トンネルが敷設され

ているのですけれども、これが風化されて、竹鶴

政孝さんの墓の真下になっています。その横のほ

うに空気口がありますので、それが風化されて落

ちるようになっています。だから、この辺の整備

もするのと、それから墓に行く道路の整備、それ

をひとつお願いしたいと思います。 

 まず、以上質問お願いします。 

〇町長（嶋  保君） ９番、彫谷議員からの再

度のご質問に答弁申し上げます。 

 まず、１点目の労働福祉会館の部分でございま

す。これは、額が決定して、そして賠償額が支払

われたという形になってございます。ご指摘のと

おり処分がおくれたというのは、これは総務委員

会の中でも申し上げてございますが、おわび申し

上げているところでございます。それと、退職者

の部分につきましては、処分はできないというこ

とになってございます。 

 それと、事件、事故３年半で何件あったのだと

いう部分でございますが、大きな部分として職員

が他の町の公金以外の会計の横領という形の中で

処分１件出たという事件がございました。 

 それと、酪農家の賠償額にかかわって、これも

私も新聞では拝見いたしましたが、この部分と今

回の事件との関連性という部分、正直申し上げま

して深く認識もしてございませんでしたが、今後

この部分につきましては再度事故の記事等を見な

がら、酪農家のどういう事故だったのかという部

分調査をさせていただいて、今後の行政に生かし

ていきたいというふうに思っております。 

 それと、申しわけございません。最後の退職し

たりという部分のご質問、答弁漏れてございまし

た。当初責任の所在、処分等については、これも

総務委員会で申し上げてございますが、額の賠償、

症状固定、さらには議会の議決等が終わってから

という形の中でも申し上げてございましたが、い

ろいろなご指摘もございました。やはりそういっ

た中ではこの案件につきましても適宜状況に応じ

ては時期を逸せず判断して処分が必要だったとい

うふうに考えているところでございます。 

 それと、過疎の部分でございます。確かに過疎

指定ということは、もろ手を挙げて喜ばれること

ではないと思います。それだけ人口も減少してい

るという中でございます。しかし、全国的な人口

減少という中で、過疎の指定の基準も変わってき

ております。そういった中で、私どももこの人口

要件、17.9％の減少率ということで、本来であれ

ば18という形のような情報もいただいたものです

から、これは国会議員等を通じて要望活動、そし

て過疎のコアメンバー、自民党のメンバー、さら

には政府のメンバー、そしてまた北海道選出の各

議員等にも何とか基準の緩和という形の中で陳情

行動も申し上げました。おっしゃるとおり決して

過疎になったからといって自慢できるものではご

ざいませんが、財政的に非常に有利な財政措置が

ありますので、そういった要件を厳格にしないで
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従前どおり緩和していただきたいという要請行動

を行って、そして過疎指定となったという部分が

ございます。そういった中では、おっしゃるとお

り、今第４次総合計画の中期の見直しの部分でご

ざいます。当初は過疎という部分はもちろん入っ

てございませんでしたので、今回はこの見直しに

当たっては有利な起債制度等、財政措置がある過

疎債をいかに有効に使っていくかという部分もご

ざいますので、それらをあわせてしっかりと第４

次中期計画の見直しに当たっていきたいというふ

うに思っております。 

 それと、人口減少対策、これは先ほど近藤議員

のご質問にもございました。先ほどおっしゃった

ように小樽市議会においてもそのような質問もあ

ったというふうに午前中も答弁をさせていただき

ました。そういった中では、大都市においても非

常に大きな喫緊の課題になってきている。余市町

においても過疎指定を見るまでもなく、そのよう

な中ではこの移住、定住対策、人口増加対策とい

うのが非常に大きな課題になってきているという

ふうに思っております。午前中にも答弁申し上げ

ましたが、やはり今までどおりの行政的な、行政

的と申しますか、何かの事業を切るという部分で

はなくて、いかにふやしていくか、人口を増加さ

せるか、税収を上げていくかと、そういう違う角

度からもやはり対策が必要であるし、それもまた

小規模なものでなくて、大きくそこに事業を投資

していかなければならない部分もあろうというふ

うに思っております。それだけこの人口減少とい

う部分は、議員ご指摘のように中心商店街の部分、

いろいろな部分、学校の部分から何から全てに関

連していく大きな部分であるというふうに思って

ございますので、その部分にしっかりと対応をし

てまいりたいと、このように考えてございます。 

 また、１番から６番の部分、これは一つ一つと

いうよりも全体的な部分でございまして、今まで

も答弁させていただいておりますが、人口減少に

よって経済、これがやはりパイも小さくなるとい

うことでございまして、もちろん税収、そして教

育も学校等もだんだん、だんだん小規模化してい

くという部分等いろいろな部分がございますの

で、地域社会の若者の減少という部分もございま

して、ですから先ほど申し上げましたようにこの

人口減少対策、何とか切り口を変えた中で取り組

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。 

 それと、最後の「マッサン」の関係、墓地の関

係でございます。これにつきましては、確かにこ

れから「マッサン」という中で墓地に参拝する方

も多いというふうに思っておりますが、これは竹

鶴家の意向というのもございまして、ほかの墓地

の参拝等に迷惑かかるので、宣伝なり、所在を明

らかにしないでくださいという意向は示されてお

ります。そういった中で、しかし今のこのネット

社会、情報社会でございますので、もうそこに訪

れている方というのはいるらしいです。家の意向

としては明らかにしてほしくないと、来てほしく

ないと、ほかに迷惑かけるから来てほしくないと

いう意向でございますが、こういった情報社会で

は多分いろいろな中で情報を得て見に来る方もい

らっしゃると思いますが、町としても積極的にそ

こをＰＲするつもりももちろん意向を踏まえてご

ざいませんが、しかし来られるという方もおると

いうふうに思っておりますので、道路の整備等を

含めて最低限の部分は整備しなければならないと

いうふうに思ってございます。 

 また、硫黄工場のトンネル等の部分、これにつ

きましては私ども認識不足で申しわけございませ

んが、硫黄工場のトンネルあるのは、洞穴という

か、あるのは存じておりますが、それと墓の関係

と、これは担当課をして調査をさせたいというふ

うに思っております。 

〇９番（彫谷吉英君） 町民から先ほど来ていま

した、来ていましたというより、町長、職員が払
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うべきだという町民からの声も、損害賠償額です、

こういう声がある中で、滝川市ではこういうよう

な事件に対して職員が全額返済したと聞いており

ます。それについて、先ほどやめられた職員はも

う権限がないということですが、なおさら町民か

らのそういった面での不満が出るかと思います。

そういうやさきに、その前に処分の関係につきま

しては職員と話し合いを進めていると聞いており

ますが、水面下で進めていると聞いていますが、

どう進んでいるのかお聞きします。 

 それで、こういう事件が解決されないうちに、

または責任、処分等がない中で６月14日の新聞で

任期満了に伴う余市町長選再出馬意向という記事

が全道版に出ました。これは、町長が呼んで道新

支局長に書かせた格好になっているわけですけれ

ども、議会にも報告あってもなくてもいいのです

けれども、議員は町民から一人ずつ選ばれた議員

ですので、これはどういう感覚で発表されたのか

お聞きします。これは、議会に対して抜け駆けの

ような状態なのですけれども、どういう思いで、

今処分も責任もはっきりしていないわけです。こ

れで一般予算も前回暫定予算になったわけですか

ら、そして支払ったら処分考えると言って、支払

っているにもかかわらずまだ処分も自己責任の発

表もしていないということをちょっとお伺いし

て、８月に町長選挙、時間もありません。早急に

進退をはっきりさせるべきであると私は思ってい

ます。 

 以上で質問を終わります。 

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。 

 まず、１点訂正させていただきたいと存じます。

申しわけございません。先ほど過疎指定の人口減

少率18％と申し上げましたが、基準は19％でござ

います。そして、余市町が、当初の基準というか、

それに余市町の減少率が18.9％だったという形で

ございます。おわびして訂正をさせていただきま

す。 

 それと、ご質問の損害賠償額の補填の関係、こ

れにつきましても総務常任委員会で申し上げてご

ざいます。町民等の理解をいただくためには、や

はり職員全体で町民との協働の関係をつくってい

かなければならないということで、職員の理解を

得ながら現実的な対応をしていきたいという形で

総務委員会の中で申し上げてございます。 

 また、私の新聞の件に関しましては、これは私

の政治的な判断の部分でございますので、悪気が

あってどうのこうのとか、そういうのは毛頭ござ

いません。私の後援会等と相談しながら、政治的

な判断という形でご理解願いたいというふうに思

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 午後 ２時１６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。答弁をよろしくお願

いいたします。 

 嶋町政４年間の検証について。今定例会は、嶋

町政にとって４年間どうだったのか検証と評価す

る最後の議会です。町長として、どういう姿勢で

臨んで、どう評価を自分でしたのか問われます。

町政のあり方については、町民から今改めて問わ

れています。日本共産党として原則的な立場から

町政はどうあるべきか検証し、ご意見を伺いたい

と思います。 

 これまで日本共産党は、さきの町長選挙で嶋町
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長が町民が主人公を目指す上野町政を継承し、町

民とともにまちづくりの基本姿勢と政策に共鳴

し、その政策が実現できるように協力し、町民が

主人公の町政実現に努力することを表明しまし

た。したがって、嶋町政の政策に注目し、是々非

々の立場で意見を述べ、党としても政策的提言を

してきました。４年間の任期を終えようとしてい

ますが、選挙公約や公開討論会など掲げた課題は

今も町政の重要課題と考えます。 

 １として、自治基本条例の制定について。安心

して暮らせるまちづくりは、住民参加のシステム

を確立することにあると述べ、制定を急ぎたいと

しています。任期後半になり策定委員会を立ち上

げ、進めていますが、さまざまな情勢はあったと

しても町政の根幹とも言える自治基本条例の制定

についてすぐ取り組み、実現に努力すべきだった

と考えます。 

 ２として、財政の健全化について。町長となっ

て当面の行政課題として位置づけられました。無

駄を省き、その一方で新規事業には前向きに取り

組みたいとしています。町民要求も我慢し、職員

不補充や人件費削減など危機的状況は避けたとし

ても、依然として財政の硬直化はしており、人件

費削減の弊害もあるのではないかと考えます。 

 ３として、土地区画整理の問題について。町が

リードして進めてきた政策であり、宅地の販売な

ど地権者に被害を与えられません。まちづくりの

政策的な位置づけを明確にし、最後まで町の責任

姿勢を示すべきと考えます。 

 ４として、ＪＲ函館本線の存続について。当初

は、経営分離に賛成できる状況にはないと述べて

いました。しかし、苦渋の決断として経営分離に

同意しました。その後に鉄路存続を初めＪＲ函館

本線住民の会で集めた署名の重み、議会の決議を

しっかり受けとめていきたいとしています。 

 評価できることとして、国政問題にかかわって

は憲法９条への姿勢、余市九条の会への町長挨拶

として参加していること、原発については安心と

言えないとして泊原発についても再稼働反対の声

を上げていること、ＴＰＰ問題についても当初か

ら一貫して反対の姿勢を貫いていること、消費税

については住民生活にかかわる問題として町の公

共料金、水道料金など転嫁していないことなど挙

げられます。町政として住宅リフォーム助成の実

施と学童保育の充実、高齢者などワクチン助成の

拡大など挙げられます。 

 残される課題としては、労働福祉会館屋根から

の転落事故にかかわり原因を明らかに、責任を明

確にし、町民からの信頼を回復すること、自治基

本条例の制定と住民との協議を進めること、ＪＲ

函館本線については経営分離に同意したとしても

住民に欠かせない鉄路として強く訴えること。 

 以上を述べ、町長の検証、評価について伺い、

今後も初心を貫く考えをお持ちなのかあわせて伺

うものです。 

〇町長（嶋  保君） 13番、中谷議員のご質問

に答弁申し上げます。 

 平成22年９月に余市町長に就任して以来この４

年間における町政執行についてのご質問でござい

ますが、多岐にわたる行政課題の中からご質問の

４点を中心にご答弁を申し上げたいと存じます。 

 １点目の自治基本条例の制定についてでござい

ます。地方分権の時代にふさわしい住民と行政と

の協働のまちづくりを進めていくため、自治基本

条例の制定は町政の根幹をなす大変重要な課題で

あります。これまで条例制定に向けて策定準備会

を立ち上げ、検討を進めてきたところであり、７

月中を目途に公募委員も含めた中で正式な策定委

員会を設置し、条例制定に向けた具体的な作業に

入ってまいりたいと存じます。 

 自治基本条例につきましては、その条文はもと

より町民と行政による作成のプロセスが大変重要

であると認識しております。こうした認識のもと

丁寧な議論を積み重ね、さらには町民各層のご意
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見を伺う機会もつくりながら、作業を進めてまい

りたいと考えております。 

 次に、ご質問の２点目、財政の健全化について

でございます。本町の財政状況は、小泉内閣の三

位一体の改革で実施された地方交付税の急激な削

減により硬直化が進み、危機的状況を回避するた

め財政再建推進プランを策定し、健全化に取り組

んでまいりました。その間職員の不補充や人件費

の削減等により住民サービスの維持に努めてまい

ったところであります。現在危機的状況は脱した

ものの、いまだ予断を許さない状況でありますが、

計画的な職員の採用を実施し、組織の活性化を図

り、町民サービスの維持向上につなげるとともに、

行財政改革の一層の推進により効果的、効率的な

行政運営を図り、財政基盤の確立に努めてまいり

ます。 

 次に、ご質問の３点目、土地区画整理の問題に

ついてでございます。黒川第一土地区画整理事業

につきましては、平成23年10月に換地処分が完了

し、現在清算事務の作業が進められており、予定

どおり進みますと平成26年度には組合解散となる

見込みであると伺っております。しかしながら、

この土地区画整理事業につきましては、組合の解

散により完了するものとは考えておりません。町

としても株式会社まほろば宅地管理公社による保

留地の販売促進に対する支援、さらには地区内に

おける土地の流動化に向けたさまざまな施策の展

開を継続するとともに、本町のまちづくりを進め

る上で大きな資源であるこの地区全体を活用した

まちづくりを進めることにより、町全体の利益と

地権者への支援につなげていくことが大変重要で

あると考えております。 

 次に、ご質問の４点目、ＪＲ函館本線の存続に

ついてでございます。ご質問にもありますとおり、

北海道新幹線札幌延伸に伴う並行在来線のＪＲ北

海道からの経営分離について私は、苦渋の選択で

はありましたが、同意を表明いたしました。同意

に至る経過の中で、議員各位はもとより住民の皆

様から頂戴したご指摘、ご提言を真摯に受けとめ、

鉄路の存続に向けて全力を尽くす旨お約束を申し

上げたところでございます。こうした経過を受け、

経営分離が予定されている函館本線沿線自治体と

北海道によって構成される北海道新幹線並行在来

線対策協議会におきましても一貫して鉄路の存続

を主張してきたところであります。今後におきま

しても対策協議会のみならず、さまざまな機会を

通して鉄路存続に向けた取り組みを進めてまいり

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。 

 まちづくりに当たっては、住民が主人公である

との基本認識を、初心を忘れることなく行政を担

ってまいりたいと存じます。 

〇13番（中谷栄利君） 今回の定例会、先ほども

述べたように改選を前にした町長にとっては最後

の定例議会、これは非常に重要な定例議会だと私

は考えます。しかし、町長は、13日、マスコミを

呼んで次期町長選に当たっての決意、立起表明を

されました。今この６月定例議会の中で、まだ議

案となっていませんけれども、総務常任委員会で

の98条調査をやる中で中間報告も用意されている

とお伺いしています。また、これまで何人かの議

員からの一般質問の中で、町長はしかるべき時期

に議会に対してご報告申し上げたいと述べており

ました。また、我が党の３月26日に提出した労働

福祉会館屋根からの転落事故にかかわる損害賠償

事件にかかわる町政の行政姿勢について町政の回

答を求めたいと訴えた文書に対しても、１年半議

会に説明がなかったこと、それから町民の中にあ

る声に党としても答える責任があることを考え、

町長の責任ある回答を求め、見解を示してほしい

とした文書です。これに出された回答は、被害者

の個人情報も配慮した経過なども述べられていま

したが、議会に対しての報告がおくれたことに対

しては議員各位への謝罪の言葉もありましたが、
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行政責任としては先ほど述べた第１回定例会での

総務常任委員会で地方自治法第98条第１項の調査

が権限が委任されたことについて、その推移を見

守りながら、みずからの責任の表明をしたいとさ

れていました。中間報告を待たず、また日本共産

党として今回一般質問も12日に提出したにもかか

わらず、マスコミに対して決意を述べたというこ

と、私はこれは非常に残念なことだと思います。

町長としての政治姿勢を示す場は、今回の議会の

場ではなかったではないでしょうか。住民の代表

とした議会に対して、どのように思われているの

か。マスコミに表明したその真意、まことの意味

を伺いたいと思います。 

 また、町政の４年間の検証として、選挙公約や

公開討論会でも述べられた４点にわたって着目

し、私も１問目で述べておりますが、町民ととも

に歩むまちづくり、住民が主人公のかなめになる

この自治基本条例の制定に当たって、町長を先頭

に町職員が一丸となって、自治について講師を呼

んで研修をされたり、住民自治について研修をさ

れていたその姿に対して共鳴した次第です。また、

これからの政策に当たっても、町長の強いリーダ

ーシップのもとに町職員が一丸となってやってい

く、こういった姿もところどころで見受けられま

した。住民自治のかなめの自治基本条例は、町政

の大きな柱だと思います。制定されなかったとし

ても、この４年間の町政の中にその基本姿勢がし

っかりと示されなければならないものと思いま

す。そういった姿勢が隅々に徹底していれば、最

後に課題とした労働福祉会館、課題としています

が、これは問題に改めたいと思います。行政とし

ての原因究明、行政としての責任、98条で調査し

ているところですけれども、それに対しての明確

な姿勢、この自治基本条例での情報公開、町民、

議会に対して状況を説明し、事態に当たることを

示していれば今回のような大きな問題ではなかっ

たのかなと。問題としては非常に大きな問題です。

これらの姿勢がどうだったのか。策定準備会、そ

して策定委員会、そして今町長の答弁にありまし

たが、これから各階層の住民との協議も進めてい

きたいということを述べておりましたが、自治基

本条例についてはすぐにできると、４年間の中で

できるということも非常に難しい課題だと思いま

すが、これに対しての住民への情報や懇談など徹

底して行っていけば非常におもしろい取り組みに

なったのではないかと、なぜその取り組みができ

なかったのか私は非常に残念でなりません。でも、

町政の根幹で、これからの重要課題ですから、ぜ

ひ議会としてもこの自治基本条例に当たってどう

あるべきか大いに検討していきたいなと思ってい

ます。町政のこの４年間で基本条例がなかったと

しても、それをどうやって実施、その柱を据えて

やってきたのか、労働福祉会館の問題としてどう

だったのかも含めて答弁を求めるものです。 

 また、財政の健全化についてあえて私は職員の

人件費削減の弊害と述べました。これは、当選当

初町職員が町長と一丸となって新しい行政、住民

参加のシステムをつくるというその一丸となった

姿勢が年々どうだったのか、当初の意気込みが、

高揚が低くなってきたのではないかなということ

を懸念しています。私は、やはり東日本大震災の

ことを考えても、いろいろなところで被災地で活

躍されている役場職員、住民とのかかわりのその

姿、日本共産党としても2011年には災害に強いま

ちづくりを訴えて選挙戦を戦いました。これも重

要な命題と考えています。その位置づけとしても

役場職員の力、それは重大な力だと思います。余

談ですけれども、冬期の除排雪に当たって私はか

ねてからいろいろな委員会で述べましたが、非常

に町職員のやる気、意気込みをそういった中でも

感じた次第です。住民とのかかわりでこういった

ことが常に持たれていれば、もっと違うのではな

いかなと思います。 

 そこで、このかかわりでちょっとお伺いします
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が、やはり行政の業務に当たる取り組みの姿勢と

して、町政の重要課題や土地区画の問題もそうで

すが、今回の労働福祉会館の屋根の問題について

もそうですが、あらかじめ業務として決めた問題

について個人任せになった方向はなかったのか。

決めた仕事や業務手順についてそのことが正しい

方向なのかどうなのか検証し、事を集団で進める

手だてがどうなっていたのか。それらの業務に対

して問題あるのではないかという危機的な意識を

発言するような職員としての、課長、部長でなく

てもそういった問題を下からでも上に対して問題

提起するような、そういった場がどうだったのか。

それは、私はこの人件費削減等で非常にその辺も

薄らいできている、このことをあえて弊害とさせ

ていただきました。これらについて町長の見解も

伺いたいと思います。 

 原発は、今14万人も福島原発で被災が余儀なく

されている中、政府は重要なベースロード電源と

しています。汚染水対策もままならない中、規制

安全基準満たしたものから再稼働させていく。そ

して、日本の原発は安全、安心だと言って、安倍

首相みずから原発のセールスマンになっている。

こういった問題に対して、福島原発事故が解決し

ないこのことに憂慮している国民の嘆きがひしと

伝わってきます。この余市町も泊原発からすぐそ

ばという中で、町長は専門家でないから安全対策

についてはとやかく言えないと。安心でないもの、

基準、防災対策が不備なものに対して反対という

姿勢を示されています。そこをさらに今自然再生

エネルギーで原発に頼らない、そういったエネル

ギーの転換を求める、そういった取り組みをみず

から進める自治体がふえています。こういったこ

とにも着手して、政府に原発は人類が制御できな

い触れざるものとしてエネルギーとしてあり得な

い存在だと強く訴えていくものではないかと考え

ますが、いかがでしょうか。 

 それから、ＴＰＰの問題について、我が党もシ

ンポジウムを行い、このＴＰＰ問題については医

療や労働、雇用、金融、食の安全などあらゆる分

野で壊滅的打撃を与え、国土や地域経済の崩壊を

もたらすものとして、このＴＰＰ交渉を直ちに撤

退せよと訴えて今も闘っています。町長も当初か

ら農漁業を中心とするこの余市町にとっても重大

な問題としてその姿勢を示されていました。今後

もこの問題については重大な政策になってきます

ので、ぜひその姿勢貫いてもらいたいと思います。 

 土地区画の問題については、我が党は当初この

土地区画については宅地販売は進まない、塩漬け

になるということを指摘して、当初のバブル期の

ようなことはないと訴えて反対していましたが、

土地を提供した農民や地権者の皆さんに被害を与

えられない課題として、失敗は許されないという

位置づけで政策的な提言も数々してきました。予

算、決算の中でも我が党の政策として掲げる教育

と福祉のまちづくり、この土地区画の地域の中に

も教育と福祉のまちづくりの政策的な位置づけを

含め、福祉の学校や北星余市高校の取り組みなど

大いに支援し、余市町としてこの特化したまちづ

くりをぜひ政策的に位置づけるべきでないか、こ

のことを訴えました。また、ＪＲの駅として大浜

中駅に駅舎をつくり、通勤利用者に便宜を図るべ

きではないか、このことも土地区画の政策的な位

置づけとして訴えた次第です。この問題について

もこれからの町政の重要な課題で、今後について

も取り組んでいきたいと、そのように述べられて

いたと思います。 

 ＪＲ函館本線の問題についてなのですが、私は

鉄路存続について至るところで町長も述べられて

いることに非常に感謝しています。しかし、ＪＲ

事故の多発問題や、このことについても述べられ

ていると思いますが、私は１つ懸念していること

は、ＪＲからの経営分離に同意したことによって

ＪＲ北海道の経営に対して今後も何も言えない、

その北海道新幹線沿線にかかわる並行在来線の今
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後のあり方について見直してもらいたいというこ

とを述べることができない、そのように思われて

いたら非常に残念なことだと思います。住民が集

めた署名や議会が上げた決議、そして北後志５カ

町村の首長が訴えた要請、これは重要なものだと

思います。北海道新幹線2035年の開業に札幌延伸

までの要する今前倒ししてその経済効果とか、そ

れから2016年の新函館北斗駅ですか、そこに北海

道新幹線が開業するその経済波及効果を全道にと

いう形で道としても旗振りをやっているところで

すが、今のＪＲ北海道の在来線についての姿勢は、

何も手を加えず、ただただ疲弊するのを待つかの

ようにしか思えてなりません。時にはヌプリ号や

ワッカなど出しますけれども、その取り組みにつ

いて沿線自治体でどのような取り組みができる

か、その様子を見ている、このように思えます。 

 実は、ＪＲ北海道に対して日本共産党は、今度

の「マッサン」にかかわって重たいバッグなど、

キャスターつきのバッグなどを持たれる方も見え

られることを懸念して、跨線橋の荷物を運ぶため

のレールの設置や、あるいはＪＲのホームの乗降

できるような跨線橋解消なども求めました。また、

車両の改善で冬のときに乗降口があけっ放しで雪

が入り込むような状況をなくして、車両を改善し

てほしいということも訴えましたが、そのような

計画はない、ＪＲ列車の改善についてはワンマン

だから無理と、このような回答もされているとこ

ろです。ぜひ住民の生活について、またＪＲ函館

本線鉄路の発展とともにその駅を中心にして発展

していた各自治体、北海道の歴史を考えれば、Ｊ

Ｒ北海道としての経営存続、新幹線が開業したと

いえども住民生活、ひいては観光にとっても重要

な足として訴えていくべきではないか、このよう

な姿勢を持ち続けるべきではないか、このように

考えています。 

 町政の重要問題について述べましたが、町長の

この４年間の評価として１問目で述べたことにつ

いても、やはり今思い起こせばこれからの介護の

必要とされる住民生活の中で我が党の提案したふ

れあい収集、こういった問題についても積極的に

取り組んでいただきました。それから、平和の取

り組みでも原水爆禁止世界大会の平和行進への対

応の真摯な対応についても感動していたところで

す。こういった住民が主人公、住民とともにまち

づくりを進める町政の基本姿勢をぜひ貫いていた

だきたい。先ほどの議会に対してのマスコミに対

して先に答弁したその真意のこととあわせて、こ

れらの町政の課題で２問目で伺った内容について

も伺うものです。 

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。 

 まず、１点目の部分でございます。これは、先

ほど彫谷議員にも答弁させていただきました。そ

こから逸脱できるものもございません。そういっ

た中では、私は他意はございません。別に議会を

ないがしろにしたとかそういう真意はございませ

ん。政治的な判断の中で発表させていただいたと

いうことでご理解を願いたいと存じます。 

 それと、１点目の自治基本条例の部分、選挙公

約でございました。この条例の作業がおくれてい

るということはご指摘のとおりでございます。確

かにこれがなくても行政は進んでいくというふう

に私は思っております。しかし、あればニセコの

例を見てわかるとおり住民と行政との距離が非常

に近くなるというふうに思ってございますし、情

報公開や、しっかりとしたそれを文書ですると。

任期中の町長の公約だけではなくて、それを条例

化するということに私は意義があると思っており

まして、それをやはり住民との協働のツールにし

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。そういった意味では、今７月中を目途に

策定準備委員会から一般公募を含めた策定委員会

へというような作業も計画してございます。これ

らをしっかりと取り組んでいかなければならない
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と。これは、やはりおっしゃるとおり住民自治の

基本であるというふうに私は思っています。 

 それと、労働会館等の事故にかかわりましての

業務に当たっての組織としての取り組み、それと

人件費の削減等の職員の意識の問題でご質問もご

ざいました。おっしゃるとおり、業務が財政の厳

しい状況の中で直営ということがやられることに

なりました。いろいろな町営住宅なりから含めて

直営という形が多くなりました。それはそれで直

営というのももちろん大事な部分ではございます

が、やはりそこにだんだん、だんだん安全に対す

る意識、当初は壁のペンキ塗りだとかそういう形

の中だったのがだんだん屋根になったりとか、そ

ういう意識の麻痺した部分というのは確かにあっ

たというふうに思っております。そういった中で、

職員安全教育等も含めてなれに走ってしまった部

分もあったのかなという反省点もございます。そ

ういった中で、組織としての安全対策、それは当

然でございますが、組織としての意思決定の部分、

このご指摘もございましたが、やはり上からも下

からも物がしっかりと言えるような組織でなけれ

ばならないと。下からもいろいろな意見が上がっ

てくる部分があり、そして上からは上からで的確

な指示も出さなければならないと、それは当然の

ことでございますが、その命令系統、さらには職

員の下からの声を吸い上げる部分が少し足りなか

った部分もあったというふうにも思ってございま

す。今後そのあたりの部分含めて組織としてきち

んと対応すること、そして個人として選択なり、

認識をするという部分しっかりと峻別しながら、

組織としての機能を高め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、泊原発でございます。この部分につき

ましては、いろいろなアンケート等もございます

が、福島第一原子力発電所の原因究明も終わって

いないという部分がやはり一番大きな部分、事故

の原因究明が終わっていない中で再稼働云々とい

うのは、私は時期尚早であるのかなというふうに

認識してございます。そういった中では、電力料

金等の問題、経済活動への影響も心配されるとこ

ろでございます。ですから、やはりしっかりとそ

の部分は自然エネルギーや代替エネルギー、そし

て自分らで節約できるもの、それら含めて町の施

策として、小さい部分ではございますが、区会へ

のＬＥＤの新設の補助、改修の補助、そしてまた

役場の庁舎のＬＥＤ化等も進めていかなければな

らないと。そのあたりを含めて電力の需給につい

てＰＲもしていかなければならない。そういった

代替エネルギー等のエネルギー需給を変えていか

なければならないというふうになれば、みずから

もやはり一人一人が行動していかなければなかな

か難しい問題でもあるなというふうにも思ってお

ります。 

 それと、ＴＰＰのご質問もございました。これ

につきましては、私は当初から一貫して北海道の

農業、漁業、さらにはこれは医療、保険の分野に

与える影響が非常に大きいという部分でお話をさ

せていただいておりました。先日ですか、中央公

民館の集会にも出させていただきました。医師会

の会長、農業委員会、そしてまた農協の参事です

か、そういった多種多様な皆様がいらしておりま

して、北後志からかなりの人数が集まって、業種

もまたいろいろな業種の方がいらっしゃっており

まして、やはり危機感が非常に大きいのかなと。

そしてまた、もう一つは、丁寧な説明が余りない

のかなと、国のほうから。そのあたりもやはり不

安に一層の拍車をかけている部分があるのかなと

いう気もいたしております。これは、北海道とし

ても高橋はるみ知事を先頭に反対という形をとっ

てございますので、北海道町村会、全国町村会の

決議もいたしてございますので、これらに基づき

まして私も先頭に立って反対という声を機会ある

ごとに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。 



－138－ 

 それと、土地区画整理事業のご質問でございま

す。これにつきましては、今平成26年度で組合解

散という形になりますが、それで清算が終わった

らこの事業の町のかかわりが終わるというもので

はないというふうに認識当然しております。設立

の経過等を含め、町がそういった中で非常に重要

な役割を担ってきた部分であるというふうにも考

えてございますので、この部分につきましては今

後もしっかりと保留地の販売等を含めて、駅東側

の教育と福祉のまちづくりというようなお話もご

ざいましたが、これらも含めてあの部分これから

高速道路等を含めて非常に重要な地区にもなって

くるというふうに思ってございます。そういった

中では、このかかわり等につきましてもしっかり

と連携をと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。 

 最後に、ＪＲ函館本線、これはまことに私の当

初の公約から180度変わったという中ではおわび

を申し上げなければならないということで今まで

も申し上げてきたところでございます。本当に苦

渋の決断でございました。今ＪＲがこういう状況

になっているという中で、ＪＲに対するいろいろ

な要請行動等を含めてなかなか今はできづらい状

況になっている。しかし、担当課のほうでは余市

駅長とは定期的にカードの使用等を含めていろい

ろな要望等もしております。そしてまた、ヌプリ、

ワッカ、これにつきましては私先頭に観光協会を

含めて、ソーラン武士！！君等も含めて連日この

ヌプリ、ワッカの停車時間帯、各種イベント等を

含めて行っているところでございます。やはりこ

ういったいろいろＪＲに物申すときでも利用客数

の向上というのも一つの大きな持ち駒になるとい

うふうにも考えてございますので、それらを含め

てしっかりとこのＪＲ函館本線の経営分離の鉄路

の存続については物を申していきたいと。確かに

並行在来線対策協議会、これは長万部から、函館

は函館から長万部まで、そして私どものほうは長

万部から小樽までという形になります。ほとんど

の首長余り物を言いません、この段階では今。し

かし、私はその中でも２度ほど発言もさせていた

だいておりますが、ほかの首長さんはまだ様子見

的なところもあると思いますが、それぞれの鉄路

に対する思いは違うと思いますが、やはり前から

申し上げておりますが、私どもと同じくしている

部分はニセコなり、黒松内なりだというふうに思

ってございます。今後ともこの部分につきまして

はしっかりと発言をしていきたいというふうに思

っています。 

〇13番（中谷栄利君） 町政の重要問題について

基本的にご答弁いただきました。これらは今後重

要な課題と思っていますので、よろしくお願いし

たいと思います。 

 ただ、私がいまだに解せないのは、町長の次期

選挙に当たっての決意を表明する場はやはり住民

の代表としての議会であり、この議会に対してか

ねてからしかるべきときにその姿勢を示したいと

していた町長の答弁や我が党に対しての回答を考

えれば、他意はなく政治的な判断をしたと町長は

答弁されましたけれども、町長、政治家としてそ

の決意を表明する場は町長選挙を前にして最後に

したこの議会、この定例議会で述べられるべきで

はなかったのか。このことを思うと残念でならな

いです、本当に。なぜそういった議会に対して真

摯な対応、誠意を示さなかったのか残念でなりま

せん。住民と行政、そして議会が手を携えてこれ

からのまちづくりを進めていきたいと、それが町

長の大きな町政運営に当たっての柱だと思いま

す。その姿勢をこのことによっても示すべきでは

なかったかと思います。 

 また、自治基本条例について、これがなくても

行政は進むと町長は述べられましたが、私はちょ

っと違うと思います。住民が主人公、自治の中心

として住民があり、そこに地方自治の本旨を全う

する行政や機関があって、住民に対しての情報公
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開、政策を明確にして、ともにまちづくりを進め

る、これが自治基本条例の本当の姿ではないです

か。条文をつくって、それからではないのです。

だから、条文はできなかったとしても、その姿勢

を貫くことが大切だと思います。だから、当初自

治について職員も研修し、行政に対して、住民に

対しての応対についても研修されていたその姿に

共鳴し、町長を先頭に役場職員が一丸となってい

た姿、私は聞いたことありますが、新しく町長が

誕生して、その顔に泥を塗るわけにいかない、そ

ういった立場でそこまで言った、そういう思いを

示されていたと思いますが、除排雪に対して非常

に力がこもっていた、いろいろな委員会で私は述

べました。住民に対しても親切丁寧な対応に変わ

っていく姿も見受けられました。災害に強いまち

づくりとして、こういった姿勢が後々にやはり生

きていく。一刻も早く住民とともにまちづくりを

進めるその姿を示すということは必要だと思いま

す。ですから、これがなくても行政は進むという

のはぜひ撤回していただきたい。 

 今安倍政権が国会の中でも、今回報道によれば

解釈改憲による閣議決定、それを見送るとしまし

たけれども、集団自衛権行使、憲法９条をないが

しろにし、アメリカとともに戦争を行う。日本は、

これまで戦争を放棄し、平和憲法で世界に注目さ

れるそういった憲法をつくっていたものをないが

しろにしようとするこういった動きが閣議決定が

なかったとしても今後続いていきます。平和を脅

かす問題、町民の皆さんにお伺いすれば戦争で苦

労した思いを子供や孫に残されない、90代の女性

が、私もようやく初めて聞くことできましたが、

樺太から引き揚げてきたその苦労、初めて聞きま

した。そのような思いさせたくない、こう言われ

ていました。こういった問題と福島原発の収束し

ていない中でこういった政府の安全基準を満たし

たから再稼働、そして安全、安心の原発を海外に

売り込むこういった姿勢について、泊原発に近い

この町として原発はあり得ない、こういった姿勢

を訴えていくこと、さまざまなこれからの圧力等

もあろうかと思いますけれども、住民の命と健康

を守るそういった姿勢で貫いていただきたい。 

 ＴＰＰについても同様です。今、年金が引き下

げられ、佐々木正江議員も質問しましたが、医療

介護総合推進法で医療費の負担増や高齢者を病院

から追い出し、介護に至っても要介護状態で介護

から遠ざけ、そのサービスの責務を地方に押しつ

けるこういったやり方、当初目的とした介護保険

から社会保障費削減を名目とした中でその本筋を

逸脱していく政府の姿が見られます。これに対し

て住民が今後生活が大変厳しくなっていく、こう

いった問題に対してこれからの町政運営が非常に

大きな問題となってきます。 

 労働福祉会館屋根からの転落事故にかかわる賠

償問題で説明責任を果たし、町政に混乱を招いた

責任をただし、町行政がみずから律し、職員一丸

となって町民の信頼回復を取り戻すことが重要で

す。財政が厳しくとも国の悪政から住民を守る防

波堤となる町政を進め、町民が主人公を主題に町

民が命と暮らし、福祉を守る立場に立った町政が

実感できるかどうか、こういった町政を貫く今後

の町長の決意を改めて最後に伺うものです。 

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。 

 まず、１点目の決意表明の部分、先ほど来答弁

させていただいておりますが、他意はございませ

ん。中谷議員のご指摘等もしっかりと受けとめて

はいきたいというふうに思ってございます。 

 また、自治基本条例、これは私の答弁の仕方が

至らなかったと思いますが、私は確かに自治基本

条例なくても行政は進むと。しかし、これからの

協働のまちづくりの今の中においては、これは必

須のツールであると。ですから、しっかりとこれ

は取り組んでいかなければならないと、そういう

意図で申し上げた部分でございまして、決してこ
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の自治基本条例をないがしろにするというような

意味ではございません。確かにこれらがなくても

行政は進むでしょう。しかし、今この地方分権時

代の協働のまちづくりの中では、私のやろうとし

ているまちづくりの中ではやはりこれは必須のツ

ールであるという意味での答弁でございますの

で、ご理解のほどをお願い申し上げたいと存じま

す。そしてまた、おっしゃるとおり、この策定過

程、これがやはりこれからのまちづくり、人づく

りには非常に重要な部分であるというふうに思っ

てございます。 

 それと、泊原発、これにつきましては福島第一

原子力発電所の事故原因の究明という部分がされ

ておりません。そして、まだあのような状況、そ

して核というものを人間がまだしっかりとコント

ロールできている状況ではないというふうにも思

ってございます。これにつきましては、今再稼働

の問題いろいろな中でのまた協議等もあると思い

ますが、私はそういった中での発言を後志町村会

等の中でも申し上げていきたいというふうに思っ

てございます。 

 ＴＰＰにしても同じ部分でございます。これは、

推進しようという方ももちろんいらっしゃいま

す。しかし、私どもは北海道の中においては、こ

の地区、産業が衰退するというだけではなくてこ

の地域がなくなってしまうという部分も私どもは

心配もしているところでございまして、北海道等

も一緒になって、町村会、議長会等々一緒になっ

て声を上げていきたいというふうに思ってござい

ます。 

 それと、総体的な部分のいろいろな事故の部分

含めて組織の心配もしていただいております。こ

れは、私がもちろん決断してトップダウンという

部分もございますが、下からのボトムアップとい

う部分もございます。職員一丸となって、新たな

余市町をつくるために組織がやはり意識を改革し

ながら一緒になって頑張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ので、ご理解の

ほどをよろしくお願い申し上げます。 

〇議長（中井寿夫君） 中谷議員の発言が終わり

ました。 

 これをもって一般質問を終結いたします。 

 議事の取り扱い上、暫時休憩します。 

休憩 午後 ３時２６分 

再開 午後 ４時４６分 

〇議長（中井寿夫君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 あらかじめ本日の会議時間を延長します。 

 議事の取り扱い上、暫時休憩します。 

休憩 午後 ４時４７分 

再開 午後 ４時５５分 

〇議長（中井寿夫君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 先ほど本会議休憩中に議会運営委員会が開催さ

れましたので、その結果について委員長の報告を

求めます。 

〇４番（藤野博三君） 先ほど本会議休憩中に委

員会室におきまして議会運営委員会が開催されま

したので、その審議経過並びに結果につきまして

私からご報告申し上げます。 

 委員８名の出席がありましたことをご報告申し

上げます。 

 今回審議された内容につきましては、会期の延

長についてであります。内容につきましては、今

期定例会の会期を20日までの１日間延長するもの

であります。 

 以上を申し上げまして、議会運営委員会の報告

といたします。 

〇議長（中井寿夫君） 委員長の報告が終わりま

した。 

 ただいま議会運営委員会の委員長から報告あり

ましたとおり、会期の延長を本日の日程に追加し、
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議題といたしたいと思います。これにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、会期の延長を日程に追加し、議題とす

ることに決しました。 

〇議長（中井寿夫君） 直ちに会期の延長につい

てを議題といたします。 

 お諮りいたします。今期定例会の会期は、議事

の都合により20日までの１日間延長したいと思い

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、今期定例会の会期は20日までの１日間

延長することに決しました。 

〇議長（中井寿夫君） お諮りいたします。 

 本日の会議は議事の都合により延会いたしたい

と思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、本日はこれにて延会することに決しま

した。 

 なお、明20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 ４時５８分 
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