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平成２６年余市町議会第３回定例会会議録（第１号）

開 会  午前１０時００分 

延 会  午後 ２時４８分 

〇招 集 年 月 日             

  平成２６年９月１６日（火曜日）      

〇招 集 の 場 所             

  余市町議事堂               

〇開 会             

平成２６年９月１６日（火曜日）午前１０時

〇出 席 議 員  （１８名）       

  余市町議会議長 １５番 中 井 寿 夫 

  余市町議会副議長  ８番 佐 藤 一 夫 

  余市町議会議員  １番 野 呂 栄 二 

      〃      ２番 吉 田   豊 

      〃      ３番  井   潤 

      〃      ４番 藤 野 博 三 

      〃      ５番 溝 口 賢 誇 

      〃      ６番 岸 本 好 且 

      〃      ７番 近 藤 徹 哉 

      〃      ９番 彫 谷 吉 英 

      〃     １０番 野 崎 奎 一 

      〃     １１番 白 川 栄美子 

      〃     １２番 土 屋 美奈子 

      〃     １３番 中 谷 栄 利 

      〃     １４番 佐々木 正 江 

      〃     １６番 安 宅 俊 威 

      〃     １７番 庄   巖 龍 

      〃     １８番 吉 田 浩 一 

〇欠 席 議 員  （０名）        

 〇出 席 者             

  余 市 町 長  嶋     保 

    副    町    長  鍋 谷 慎 二 

    総  務  部  長  佐々木   隆 

  総 務 課 長  須 貝 達 哉 

  企 画 政 策 課 長  盛   昭 史 

  財 政 課 長  山 本 金 五 

  税  務  課  長  秋 元 直 人 

  総 務 部 参 事  干 場 隆 利 

  民 生 部 長  澤 谷 栄 治 

  町 民 福 祉 課 長  上 村 友 成 

  保 健 課 長  須 藤 明 彦 

  環 境 対 策 課 長  前 坂 伸 也 

  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 

  建 設 水 道 部 長  柳 田 義 孝 

  建 設 課 長  亀 尾 次 雄 

  まちづくり計画課長  滝 上 晃 一 

  下 水 道 課 長  近 藤   勉 

  水 道 課 長  久 保   宏 

会計管理者（併）会計課長  岩 戸 宏 平 

  農業委員会事務局長  高 橋 良 治 

  教    育    長  中 村 寿 仁 

  学 校 教 育 課 長  小 俣 芳 則 

  社 会 教 育 課 長  松 井 正 光 
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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 

  議 事 係 長  越 智 英 章 

  書         記  阿 部 航 大 

〇議 事 日 程            

  第 １ 議席の指定及び一部変更について  

  第 ２ 会議録署名議員の指名       

  第 ３ 会期の決定            

      議長の諸般報告          

  第 ４ 常任委員会委員の選任について   

  第 ５ 議案第 １号 平成２６年度余市町 

      一般会計補正予算（第３号）    

  第 ６ 議案第 ２号 平成２６年度余市町 

      介護保険特別会計補正予算（第１号） 

  第 ７ 一般質問 

開 会 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３回定例会を開会いたします。 

 ただいまの出席議員は18名です。 

 よって、定足数に達しましたので、会議は成立

いたしました。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 今期定例会に提出されました案件は、議案10件、

認定１件、請願１件、議席の指定及び一部変更に

ついて、常任委員会委員の選任について、他に一

般質問と議長の諸般報告です。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第１、議席の指定及

び一部変更を行います。 

 今回新たに当選された庄巖龍議員の議席の指定

を会議規則第３条第２項の規定により、またこれ

に伴い議席の一部変更を会議規則第３条第３項の

規定によりそれぞれ指定、変更いたします。 

 17番に庄議員を指定し、17番、中井議員の議席

を15番に変更いたします。 

 なお、指定、変更した議席は、お手元に配付の

議席表のとおりであります。 

 議席の移動のため暫時休憩します。 

休憩 午前１０時０１分 

再開 午前１０時０３分 

〇議長（中井寿夫君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第２、会議録署名議

員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第119条の規定によ

り、議席番号13番、中谷議員、議席番号14番、佐

々木議員、議席番号16番、安宅議員、以上のとお

り指名いたします。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第３、会期の決定を

議題といたします。 

 この際、議会運営委員会の委員長からの報告を

求めます。 

〇４番（藤野博三君） 平成26年余市町議会第３

回定例会開催に当たり、９月12日午前10時より委

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名の出席のもと、さらに説明員として鍋

谷副町長、佐々木総務部長、須貝総務課長の出席

がありましたことをご報告申し上げます。 

 今期定例会に提出されました案件は、議案10件、

認定１件、請願１件、議席の指定及び一部変更に

ついて、委員の選任１件、一般質問は８名により

ます11件、他に議長の諸般報告でございます。 

 会期につきましては、本日より９月19日までの

４日間と決定しましたことをご報告申し上げま
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す。 

 なお、日程の割り振りにつきましては、議員各

位のお手元に日程表が配付されておりますので、

省略させていただきます。 

 さらに、内容につきましてご報告申し上げます。 

 日程第１、議席の指定及び一部変更についてで

あります。 

 日程第４、常任委員会委員の選任についてにつ

きましては、即決にてご審議いただくことに決し

ました。 

 日程第５、議案第１号 平成26年度余市町一般

会計補正予算（第３号）につきましては、即決に

てご審議いただくことに決しました。 

 日程第６、議案第２号 平成26年度余市町介護

保険特別会計補正予算（第１号）につきましては、

即決にてご審議いただくことに決しました。 

 日程第７、一般質問は、８名による11件です。 

 日程第８、議案第３号 余市町指定介護予防支

援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支

援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法

に関する基準等を定める条例案、日程第９、議案

第４号 余市町地域包括支援センターの人員及び

運営に関する基準を定める条例案、以上２件につ

きましては、それぞれ関連がございますので、一

括上程の上、所管の民生環境常任委員会に閉会中

といえども審査、調査のできることをつけ加え、

付託することに決しました。 

 日程第10、議案第５号 余市町過疎地域自立促

進市町村計画についてにつきましては、即決にて

ご審議いただくことに決しました。 

 日程第11、議案第６号 平成25年度余市町水道

事業会計未処分利益剰余金の処分についてにつき

ましては、即決にてご審議いただくことに決しま

した。 

 日程第12、議案第７号 北海道市町村職員退職

手当組合規約の変更についてにつきましては、即

決にてご審議いただくことに決しました。 

 日程第13、議案第８号 工事請負契約の締結に

ついて（平成26年度公共下水道余市下水処理場監

視制御設備更新工事）につきましては、即決にて

ご審議いただくことに決しました。 

 日程第14、議案第９号 余市町重度心身障害者

及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例

の一部を改正する条例案につきましては、即決に

てご審議いただくことに決しました。 

 日程第15、議案第10号 戸籍事務の電算化に係

る契約の締結についてにつきましては、即決にて

ご審議いただくことに決しました。 

 日程第16、認定第１号 平成25年度余市町水道

事業会計決算認定についてにつきましては、議長

と議会選出の監査委員を除く議員16名で構成する

平成25年度余市町水道事業会計決算特別委員会を

設置し、閉会中といえども審査、調査のできるこ

とをつけ加え、付託するとともに、当該特別委員

会に対しましては審査、調査の円滑化を図るため、

地方自治法第98条の規定による書類の検閲及び検

査の権限を付与することに決しました。 

 日程第17、請願第１号 議員定数削減に関する

請願書につきましては、所管の議会運営委員会に

閉会中といえども審査、調査のできることをつけ

加え、付託することに決しました。 

 なお、追加案件もあると伺っておりますので、

それらの案件が提出されました時点で議会運営委

員会を開催し、その結果をご報告申し上げます。 

 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） ただいま委員長から報告

のとおり、今期定例会の会期は本日から19日まで

の４日間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、今期定例会の会期は本日から19日まで

の４日間と決定いたしました。 
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 なお、会期中の会議予定につきましては、お手

元にご通知いたしました案のとおりでありますの

で、ご了承願います。 

 今期定例会は、地方自治法第121条第１項の規定

により説明員として通知のありました者はお手元

に配付のとおりでありますので、ご了承願います。 

 次に、傍聴人の定員について申し上げます。 

 傍聴規則第３条の規定により、傍聴人は報道関

係者と他に一般傍聴者38名となっておりますこと

をご報告申し上げます。 

〇議長（中井寿夫君） 次に、諸般の報告をいた

します。 

 初めに、議員の異動がありましたので、ご報告

いたします。去る８月24日執行の余市町議会議員

補欠選挙において庄巖龍議員が当選されました。 

 次に、地方自治法第235条の２第３項の規定によ

ります例月出納検査の結果報告が監査委員からあ

りましたので、その写しを配付しておりますので、

ご了承願います。 

 次に、去る６月27日、国道229号余市・岩内・島

牧間整備促進期成会の総会が開催され、総会終了

後要請行動が実施され、お手元に配付の内容のと

おり要請いたしてまいりましたので、ご報告申し

上げます。 

 次に、議員派遣についてご報告申し上げます。

去る８月21日に泊村で開催されました後志町村議

会議員研修会に各議員のお手元に配付のとおり会

議規則第121条の規定に基づき議員の派遣決定を

しましたので、ご報告申し上げます。 

 次に、地方公共団体の財政の健全化に関する法

律第３条第１項及び第22条第１項の規定によりま

す平成25年度決算に基づく財政の健全化判断比率

及び資金不足比率についての報告が町長からあり

ましたので、その写しを配付しておりますので、

ご了承願います。 

 以上で諸般報告を終わります。 

〇議長（中井寿夫君） この際、各議員にご了解

を願いたいと思います。 

 嶋町長からご挨拶いたしたい旨の申し出があり

ましたので、発言を許したいと思います。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。 

 嶋町長の発言を許します。 

〇町長（嶋  保君） ただいま議長のお許しを

いただきました。平成26年余市町議会第３回定例

会の開会に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げ

ます。 

 私は、このたびの町長選挙におきまして図らず

も無投票当選の栄に浴し、引き続き町政のかじ取

りを務めさせていただくことになりました。改め

ましてその責任の重大さに身の引き締まる思いで

ございます。町民の皆様から寄せられました期待

をしっかりと受けとめながら、１期４年間におけ

るさまざまな経験を検証して、余市町の限りない

発展に向けて強いリーダーシップの発揮と一層の

コミュニケーションの充実により、職員とともに

組織一丸となって邁進してまいる所存でございま

す。 

 どうか今後とも町議会議員各位におかれまして

は、格別なるご指導、ご鞭撻をお願い申し上げる

次第でありますとともに、町民皆様の深いご理解

と特段のご協力を賜りますようお願いを申し上げ

まして、簡単ではございますが、挨拶とさせてい

ただきます。よろしくお願いいたします。 

〇議長（中井寿夫君） 町長の発言が終わりまし

た。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第４、常任委員会委

員の選任についてを議題といたします。 

 今回の議員補欠選挙に伴い、常任委員会委員の

選任を行うものであります。 
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 常任委員会委員の選任については、委員会条例

第７条第４項の規定により、議長において指名い

たしたいと思います。 

 産業建設常任委員会委員に庄巖龍議員を指名い

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、ただいま指名いたしましたとおり選任

することに決定いたしました。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第５、議案第１号 平

成26年度余市町一般会計補正予算（第３号）を議

題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇町長（嶋  保君） ただいま上程されました

議案第１号 平成26年度余市町一般会計補正予算

（第３号）について、その概要をご説明申し上げ

ます。 

 今回ご提案いたします補正予算につきまして

は、余市協会病院バス路線運行維持対策に係る補

助金、小中学校屋内運動場等非構造部材の耐震化

に係る調査委託料、寄附に伴う各種基金への積立

金等の補正計上を行ったものであります。 

 次に、ただいま申し上げました以外の各款にお

ける主な補正内容について歳出からご説明申し上

げます。総務費におきましては、社会保障、税番

号制度に係るソフトウエア修正委託料及び中間サ

ーバー利用負担金の補正計上を行ったものであり

ます。 

 民生費におきましては、給付対象児童の増に伴

う子育て世帯臨時特例給付金の増額と平成25年度

障害者自立支援事業等の事業費確定に伴う国庫及

び道費の返還金の補正計上を行ったものでありま

す。 

 衛生費におきましては、定期予防接種の追加に

伴うワクチン接種の委託料、北後志衛生施設組合

負担金の補正計上を行ったものであります。 

 農林水産業費におきましては、農地台帳システ

ム整備委託料の補正計上を行ったものでありま

す。 

 商工費におきましては、味覚の祭典事業負担金

と連続テレビ小説「マッサン」応援推進協議会補

助金の増額補正計上を行ったものであります。 

 土木費におきましては、公営住宅長寿命化計画

等策定委託料の補正計上を行ったものでありま

す。 

 教育費におきましては、中学校体育連盟全道大

会参加に伴う負担金と大川小学校給食室の給湯ボ

イラー取りかえ工事の補正計上を行ったものであ

ります。 

 次に、歳入についてご説明いたします。歳入に

つきましては、国庫支出金等の特定財源に求める

とともに、必要となる一般財源については繰越金

に財源を求め、歳出との均衡を図ったものであり

ます。 

 この結果、今回の補正予算額5,192万6,000円を

既定予算に追加した予算総額は83億8,883万

6,000円と相なった次第であります。 

 以上、今回ご提案いたしました補正予算（第３

号）について、その概要をご説明申し上げました

が、詳細につきましては担当課長よりご説明申し

上げますので、よろしくご審議、ご決定賜ります

ようお願い申し上げます。 

〇財政課長（山本金五君） 議案第１号 平成26年

度余市町一般会計補正予算（第３号）。 

 平成26年度余市町の一般会計の補正予算（第３

号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞ

れ5,192万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ83億8,883万6,000円とする。 

 ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該

区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
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 平成26年９月16日提出、余市町長、嶋  保。 

 歳出からご説明申し上げます。４ページをお開

き願います。４ページ上段でございます。３、歳

出、２款総務費、１項総務管理費、４目財産管理

費、補正額110万5,000円、25節積立金110万5,000円

につきましては、寄附による社会福祉施設等建設

基金積立金40万円、余市町の未来を担う人づくり

基金積立金70万5,000円でございます。 

 ５目企画費、補正額500万円、19節負担金補助及

び交付金500万円につきましては、余市協会病院バ

ス路線運行維持対策事業補助金500万円の追加計

上でございます。 

 11目電子計算費、補正額434万6,000円、13節委

託料336万5,000円、19節負担金補助及び交付金

98万1,000円につきましては、社会保障、税番号制

度に係るソフトウエア修正委託料と中間サーバー

プラットホーム利用負担金の計上でございます。 

 ３款民生費、１項社会福祉費、４目国民年金総

務費、補正額30万3,000円、13節委託料30万3,000円

につきましては、年金生活者支援給付金に関する

法律の改正に伴う電算システム改修委託料の計上

でございます。 

 ６目心身障害者対策費、補正額１万3,000円、

23節償還金利子及び割引料１万3,000円につきま

しては、事業費確定に伴う平成25年度障害者自立

支援給付費道負担金返還金の計上でございます。 

 ３款民生費、２項児童福祉費、２目児童措置費、

補正額240万4,000円、19節負担金補助及び交付金

190万円につきましては、給付対象精査による子育

て世帯臨時特例給付金の追加計上でございます。

23節償還金利子及び割引料50万4,000円につきま

しては、事業費確定に伴う平成25年度保育所運営

費国庫負担金返還金31万1,000円、同じく道負担金

返還金２万5,000円、平成24年度児童手当国庫負担

金返還金13万4,000円、同じく道負担金返還金３万

4,000円の計上でございます。 

 ４款衛生費、１項保健衛生費、３目予防費、補

正額660万5,000円、13節委託料660万5,000円につ

きましては、法令改正に伴う定期予防接種となり

ます大人用肺炎球菌ワクチン接種委託料377万

6,000円、水痘ワクチン接種委託料282万9,000円の

追加計上でございます。 

 ４款環境衛生費、補正額428万8,000円、19節負

担金補助及び交付金428万8,000円につきまして

は、北後志衛生施設組合が実施しますＭＩＣＳ事

業検証業務委託に係る本町負担分の負担金の計上

でございます。 

 10目老人保健費、補正額55万円、23節償還金利

子及び割引料55万円につきましては、過年度精算

分に係る老人保健支払基金交付金過年度返還金の

計上でございます。 

 ４款衛生費、２項清掃費、１目じん芥処理費、

補正額ゼロ円につきましては、寄附に伴います財

源の組みかえ計上でございます。 

 ６款農林水産業費、１項農業費、１目農業委員

会費、補正額208万5,000円、13節委託料208万

5,000円につきましては、農地台帳法定化に伴う電

算システム整備委託料の計上でございます。 

 ７款商工費、１項商工費、２目商工振興費、補

正額170万円、19節負担金補助及び交付金170万円

につきましては、味覚の祭典事業負担金の追加計

上でございます。 

 ３目観光費、補正額600万円、19節負担金補助及

び交付金600万円につきましては、連続テレビ小説

「マッサン」応援推進協議会補助金の追加計上で

ございます。 

 次に、６ページをお開き願います。８款土木費、

６項住宅費、１目住宅管理費、補正額540万円、13節

委託料540万につきましては、国の補助を受けまし

て実施する公営住宅長寿命化計画等策定に係る委

託料の計上でございます。 

 10款教育費、２項小学校費、３目学校改修整備

費、補正額866万円、13節委託料486万円につきま

しては、各小学校の屋内運動場等のつり天井やバ
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スケットゴールなどの非構造部材の耐震化の調査

委託料の計上でございます。15節工事請負費380万

円につきましては、大川小学校の給湯用ボイラー

取りかえ工事費の計上でございます。 

 10款教育費、３項中学校費、２目教育振興費、

補正額71万9,000円、19節負担金補助及び交付金

71万9,000円につきましては、各種中学校体育連盟

全道大会参加負担金の計上でございます。 

 ３目学校改修整備費、補正額291万6,000円、13節

委託料291万6,000円につきましては、小学校でご

説明申し上げました運動場等の非構造部材の耐震

化の調査委託料の計上でございます。 

 10款教育費、４項社会教育費、５目青少年対策

費、補正額16万8,000円の減、１節報酬138万円の

減につきましては、嘱託職員の報酬の減額計上で

ございます。７節賃金121万2,000円につきまして

は、臨時職員の採用に伴う賃金の追加計上でござ

います。 

 次に、歳入につきましてご説明申し上げます。

２ページをお開き願います。２ページ下段でござ

います。２、歳入、14款国庫支出金、２項国庫補

助金、１目総務費国庫補助金、補正額81万円、１

節総務費国庫補助金81万円につきましては、社会

保障、税番号制度構築に係る補助金の計上でござ

います。 

 ２目民生費国庫補助金、補正額190万円、２節児

童福祉費国庫補助金190万円につきましては、子育

て世帯臨時特例給付金事業費に係る補助金の計上

でございます。 

 ５目土木費国庫補助金、補正額270万円、２節住

宅費国庫補助金270万円につきましては、公営住宅

長寿命化計画等策定事業に係る補助金の計上でご

ざいます。 

 14款国庫支出金、３項委託金、２目民生費委託

金、補正額30万3,000円、１節社会福祉費委託金

30万3,000円につきましては、歳出でご説明申し上

げました年金生活者支援給付システム改修に係る

交付金の計上でございます。 

 15款道支出金、２項道補助金、１目総務費道補

助金、補正額500万円、２節総務費道補助金500万

円につきましては、「マッサン」応援推進事業が

北海道の地域づくり総合交付金事業に採択された

ことに伴います交付金の計上でございます。 

 ４目農林水産業費道補助金、補正額208万

5,000円、１節農業費道補助金208万5,000円につき

ましては、農地台帳システム整備事業に係る補助

金の計上でございます。 

 17款寄附金、１項寄附金、２目総務費寄附金、

補正額70万5,000円、１節総務費寄附金70万

5,000円につきましては、余市町の未来を担う人づ

くり寄附金でございます。寄附者のご芳名を申し

上げます。町外在住の園田保男様からの３万円、

石谷弘子様からの１万円、鈴木茂樹様からの１万

円、松岡智代様からの１万円、このほか匿名希望

の方８名の方々からの合計14万5,000円、町内、荒

木歯科医院様からの30万円、上野孝子様からの

20万円でございます。 

 ３目民生費寄附金、補正額40万円、１節民生費

寄附金40万円につきましては、社会福祉寄附金で

ございます。寄附者のご芳名を申し上げます。林

尚秀様からの10万円、城野ナミ様からの20万円、

匿名希望１名の方からの10万円でございます。 

 ５目衛生費寄附金、補正額１万7,000円、１節衛

生費寄附金１万7,000円につきましては、環境対策

事業寄附金でございます。寄附者の方は、イオン

北海道株式会社様でございます。いずれもご寄附

をいただいた方々のご意向に沿った予算措置をさ

せていただいたものでございます。 

 19款繰越金、１項繰越金、１目繰越金、補正額

3,600万6,000円、１節繰越金3,600万6,000円につ

きましては、必要となる一般財源の追加計上でご

ざいます。 

 20款諸収入、５項雑入、１目雑入、補正額200万

円、１節雑入200万円につきましては、北海道市町
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村振興協会のいきいきふるさと推進事業として味

覚の祭典100万円、「マッサン」応援推進事業100万

円、合計200万円の助成金の計上でございます。 

 以上、議案第１号の提案理由につきましてご説

明申し上げましたので、よろしくご審議の上、ご

決定賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（中井寿夫君） 提案理由の説明が終わり

ました。 

 これより質疑を行います。 

〇18番（吉田浩一君） 何点か伺います。 

 まず、６ページのほう、社会教育費の青少年対

策費で嘱託職員の給料が減って賃金が上がったと

いうことは、これは嘱託職員をやめて正職員にし

たということなのでしょうか。その辺ちょっとお

願いします。 

 次、小学校費の大川小学校のボイラーの取りか

え工事というふうになっているのですけれども、

これ何万キロのボイラーをつけるのでしょうか。

燃料はどういう燃料を使うのか、これもお願いい

たします。 

 次です。４ページのほうです。協会バスの路線

の500万円、これは毎年同じ金額計上しているので

すけれども、25年度の中央バスのほうの路線の赤

字に対して500万円を補助するということで、25年

度の収支決算はどうだったのか。それと、24年度

と比較してその赤字はふえているのか、ふえてい

ないのかもお願いします。 

 次、電子計算費のところで中間サーバーのプラ

ットホーム利用負担金ということで、この中間サ

ーバーというのはまずどこにあるのですか。サー

バーの置いてある場所。それと、そのプラットホ

ームというのは、これはどういう意味なのでしょ

うか。中間サーバーのことをプラットホームとい

うのか、その辺がちょっとわからないので、この

辺をお願いいたします。 

〇学校教育課長（小俣芳則君） 18番、吉田議員

の２点の質問についてご答弁申し上げます。 

 １点目の青少年対策費の嘱託職員から臨時職員

の賃金ということになった部分ですが、これにつ

きましては嘱託職員の急な死亡退職によりまして

急遽職員が必要になったということで、日々雇用

の臨時職員ということで計上したものでございま

すので、ご理解をいただきたいと思います。 

 ２点目の大川小学校の給湯用ボイラーの関係で

ございます。まず、燃料の関係ですが、灯油でご

ざいます。出力の関係ですが、缶体出力として

186キロワットということになってございますの

で、ご理解をいただきたいと思います。 

〇企画政策課長（盛 昭史君） 18番、吉田議員

の協会病院路線についてのご質問にご答弁申し上

げます。 

 まず最初に、平成25年度の収支状況でございま

す。収入が955万8,000円、支出が1,843万4,000円、

差し引き887万6,000円の赤字ということで事業者

から報告を受けております。 

 なお、前年の対比でございますが、平成24年度

につきましては944万4,000円の赤字ということ

で、前年対比で赤字幅が56万8,000円圧縮されてお

ります。この要因といたしましては、平成24年の

12月１日付で極端に乗客の少ない土曜、日曜、祝

日の便につきまして７往復から４往復に減便がさ

れておりまして、これの効果によりまして赤字幅

が一定程度圧縮されたものという説明を受けてお

ります。 

〇総務課長（須貝達哉君） 18番、吉田議員から

のプラットホームにかかわる関係のご質問にお答

えをさせていただきたいと思います。 

 まず、中間サーバープラットホームということ

ですけれども、これにつきましては本年４月に設

立されました地方公共団体システム機構が全国２

カ所に設置をするということになっております。

この２カ所というものにつきましては、東日本に

１カ所、西日本に１カ所というふうに聞き及んで

ございます。 
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 これにつきましては、中間サーバープラットホ

ームというものを設けて、国と地方公共団体、こ

れがそれを活用することによりコストの削減、さ

らにはセキュリティー、運用の安定性の確保を図

るというものでございます。この中間サーバープ

ラットホームでございますけれども、社会保障、

税番号制度の関係につきましては、どこかで情報

を一元管理するというものではなくて、各自治体、

国などで持っている情報をそのプラットホームを

通じてひもで結びつけていくようなイメージでお

りますので、このプラットホームというのはその

接続する場所ということでご理解をいただければ

というふうに思います。 

〇18番（吉田浩一君） まず、大川小学校のボイ

ラーなのですけれども、186キロワットという答弁

だったと思うのだけれども、186万キロワットでは

ないですか。万が抜けているのか、抜けていない

のか、ちょっとその辺。ただ、これどれくらいの

大きさのボイラーかわからないのですけれども、

普通家庭用で使っているボイラーだって３万キロ

あるのです。それと、なぜ灯油ボイラーなのです

か。今燃料高くなってきて、重油ボイラーのほう

が燃料費としては、Ａ重油のほうは灯油と変わら

ないとはいいつつも何円かでも安いはずです。な

ぜ灯油ボイラーを使ったのか、これも答弁お願い

します。 

 次です。協会病院のバス路線のほうは、赤字幅

としては圧縮されているけれども、土日が利用が

ないので、そこのところを減便したので、赤字が

圧縮になったということなのですけれども、利用

客としては、乗降される人としては24年と25年で

はそんなに変わっていないのでしょうか。その辺

ちょっと答弁お願いします。 

 次です。最後の中間サーバーのことなのですけ

れども、説明としてはわかるのだけれども、中間

サーバーという、要するに中間という名前がつい

ているのであれば、どこかに本来のサーバーがあ

るのだろうなと思うのです。中間サーバーという

のだから。では、その本来のサーバーというのは

どこにあるのか。あくまでもこの中間サーバーと

いうのが、最終的に余市町のデータが飛んだ場合

はその中間サーバーから持ってくるのか、ではそ

の本来サーバーというのはどこにあるのか。そう

だとすれば、コスト削減だというのだけれども、

なぜ中間サーバーを置かなければならないのか、

それも答弁お願いします。 

〇学校教育課長（小俣芳則君） 18番、吉田議員

の再度のご質問にご答弁申し上げます。 

 １点目の缶体出力の関係でございます。見積も

りの中で、先ほど答弁いたしましたが、缶体出力

として186キロワット、16万キロカロリーというこ

とになってございます。 

 ２点目のなぜ灯油にしたかというご質問でござ

います。この辺の部分については、なるべく経費

を節減して行うということでいろいろ検討してま

いりました。例えば一般用の給湯器で対応できな

いのか、壁かけタイプでできないのかとかいろい

ろ検討しましたが、蛇口、給湯口がかなり多くて、

それに対応する圧力が足りないとかということ

で、現見積もりの貯湯タイプでないとできないと

いうことで今回補正をしたわけでございます。灯

油と重油、どちらが効率がいいかとかその辺の単

価という部分ではなくて、そういう部分の中で検

討したということでご理解をいただきたいと思い

ます。 

〇企画政策課長（盛 昭史君） 18番、吉田議員

の協会病院線の利用者の推移でございますが、平

成24年度につきましては５万4,064人、平成25年度

につきましては４万9,897人となっているところ

でございます。 

〇総務課長（須貝達哉君） 18番、吉田議員から

の中間サーバープラットホームの関係につきまし

て私からご答弁させていただきたいと思います。 

 まず、本来データ等どこにあるのかということ
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でのご質問かと思いますけれども、それにつきま

しては各自治体、国なりで持っているデータとい

うことになります。先ほどもご答弁申し上げまし

たが、どこかでデータを一元管理しているという

ことではなくて、各自治体等で持っているデータ

をその中間サーバープラットホームというところ

で接続をさせるということになろうかと思います

ので、ご理解をいただきたいと思います。 

 なお、それにつきましては、セキュリティー上

の問題からそういった部分を設けることによって

非常にメリットがあるということでご理解をいた

だきたいというふうに思います。 

〇18番（吉田浩一君） ボイラーのことなのです

けれども、課長の答弁としてはわかります。要す

るにお湯ためておいて、それを出すということで

す。となると、ボイラー自体にそのポンプがつい

ているわけではないと思うのです。あくまでもボ

イラーというのは、要するに水をお湯にするだけ

が、それをタンクにためてポンプか何かで圧力で

送るということだと思うのです。ポンプの一体型

ではないはずです、ボイラーというのは。であれ

ば燃料が価格も安いのだけれども、重油のほうが

出力があるはずです、同じあれでも。熱量が違う

はずですから。そこまで検討しなかったというの

であれば、それはそれでやむを得ないのかなと思

うのだけれども、それこそ燃料の手配だとかそう

いう問題もありますから。ただ、一般的に灯油と

重油のボイラーの違いで何が一番違うのかといっ

たら、重油ボイラーは必ず１年に１遍ぐらいメン

テナンスしなければもたないということなので

す。扱いのほうが要するに灯油のほうがずっと楽

だと。メンテナンス等余りしなくていいから。重

油ボイラーの場合は、出力大きくなってくると免

許が要るだとかどうかその辺ちょっとわからない

のだけれども、そういう問題も出てくるのかなと

思うのだけれども、そういうこと総合的に判断し

て灯油にしたというのだったらそれはそれでわか

るのだけれども、単にお湯ためるから圧力がどう

のこうのというのは、そのボイラーの設置と直接

は関係ない話だと思うのです。今回はこれでいい

としても、次設置することがあるとするのであれ

ばその辺も含めてきちんと検討していただきたい

なというふうに判断しております。特別答弁はい

いです。 

 中間サーバーの件は、わかったような、わから

ないような、特にこの辺の経費というのは年々増

大してきているというのは間違いない事実です。

全国一斉にやっているから、何でも一斉にやらな

ければ、払わなければならないというのが果たし

てどうなのか。結局この中間サーバーのこれを利

用するということで負担金ということは、要する

に誰か管理者がいるということなのでしょう、き

っと。恐らく全国２カ所にしているのだから。当

然その管理をする人を雇うとかというふうになれ

ば、そこのところに人件費とかがかかってくるか

ら、その負担金を下さいという話になってくるの

だから。だから、果たしてそういうのが本当に必

要なのかどうかというのも、今後こういうのはど

んどんふえてくるのでしょうから、特に公的機関

というのはそういうことで第三セクターみたいな

形でつくりたがるものですから、その辺本当にこ

れが必要なのかどうかということも今後検討して

いただきたいなと、そういうことです。答弁は特

別いいです。 

〇４番（藤野博三君） ５ページの環境衛生費の

北後志衛生施設組合の分担金についてちょっとお

尋ねいたします。 

 今説明の中で、ＭＩＣＳ事業にかかわるいろい

ろな調査研究のためだと思うのですけれども、そ

の辺についてもうちょっと詳しくお知らせいただ

きたいと思います。 

 また、この金額の算出根拠、余り詳しいことは

一部事務組合にかかわることなので、余市町に関

することだけでも結構ですので、その辺の負担金
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の負担割合と算出根拠、またはどんなような形で

決められたのか、それをちょっとお知らせいただ

きたいと思います。 

〇環境対策課長（前坂伸也君） ４番、藤野議員

のＭＩＣＳ事業にかかわるご質問にご答弁を申し

上げます。 

 北後志衛生施設組合では、し尿処理施設が老朽

化している現状を踏まえ、し尿処理施設の改築、

更新に係る計画として、平成25年３月にし尿等処

理基本計画を策定し、この間組合構成町村間で基

本計画に基づき協議検討を重ね、施設更新に係る

処理方式についてはし尿等を余市町の下水処理場

に投入して処理する国土交通省所管のＭＩＣＳ事

業を導入することが最も有効な方式であるとの判

断に至り、現在構成町村や本町の下水道課と協議

が進められているところでございます。今回提案

させていただきました補正予算につきましては、

ＭＩＣＳ事業の導入を想定し、本町の下水処理場

へし尿等を投入した場合の施設に及ぼす影響な

ど、技術的な事項についての検証を北後志衛生施

設組合が委託業務で実施するもので、この業務は

北後志衛生施設組合が補正措置により対応するた

め、本町の予算で計上しております現行の負担金

に不足が生じることから補正予算を計上させてい

ただいたところでございます。あくまでも技術的

な検証を行うための委託事業ということでござい

ます。 

 あと、負担の割合の部分につきましては、施設

組合においては約970万円程度の予算を組んでお

ります。そのうち本町は約44％ということで、こ

の算出根拠につきましてはし尿処理の割合がこの

数値でございますので、そういった今回の補正金

額になっておりますので、ご理解を賜りたいと存

じます。 

〇４番（藤野博三君） 算出根拠についてはわか

りました。通常行われている負担割合と同じよう

な算出方法ということですよね。 

 あと１つ、今ちょっと課長の答弁の中で余市の

終末処理場を使うというような前提というのか、

これは組合で決まったことだから、それ自体に対

しては私は意見を差し挟む何物もないのですけれ

ども、研究するのであれば同じ終末処理場を持っ

ている何カ町村か、例えば古平町、それから赤井

川村、ここにも終末処理場のある下水処理場とい

うのあるのです。積丹町は、下水道あるけれども、

あそこは集落下水道で、結局汚泥を処理しなけれ

ばだめだからちょっとわけ違うのですけれども、

その辺についての考え方というのはどうなのでし

ょう。あくまでも余市の処理場を使うという前提

のもとにこのし尿汚泥の直接投入の研究を進めて

いくというような考え方でよろしいのでしょう

か。確認の意味も含めてその辺もう一度答弁お願

いいたします。 

〇環境対策課長（前坂伸也君） ４番、藤野議員

の再度のご質問にご答弁を申し上げます。 

 ＭＩＣＳ事業にかかわるご質問でございます

が、ご案内のとおり、議員おっしゃるとおり北後

志５カ町村の中では個々に下水処理場、一部形態

はございますが、さまざまな形態で処理をしてい

るところでございます。仁木町以外は、処理形態

は違いますが、大きく捉えまして下水処理場とい

うものを所有しております。北後志施設組合にお

いては、先ほども申し上げましたが、施設の老朽

化に伴って過去さまざまな議論があったというと

ころでございまして、まずは共同処理と、今現在

共同処理をしておりますので、共同処理というの

を大前提にいろいろ検討が重ねられた経緯がござ

います。その中で、先ほども申し上げましたが、

ＭＩＣＳ事業が一番経済的に有利といった結論に

立ったわけでございますが、ＭＩＣＳ事業の対象

となる事業につきましては、処理人口及び処理水

量の２分の１以上を下水道事業が対象としている

地域に限るという明確な規定がございまして、こ

の採択要件を満たす処理場は余市町の下水処理場
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ということになりまして、今現在決定ではござい

ませんが、この余市町の下水処理場にし尿等を投

入するＭＩＣＳ事業について構成町村間で検討が

なされているところでございますので、ご理解を

賜りたいと存じます。 

〇４番（藤野博三君） 確かに使用人口の２分の

１という条件はあるのはそれは理解しているつも

りですけれども、古平町あたりでも処理人口とい

うのは多分５割超えているのです。それから、恐

らく赤井川村もそうではないかと思うのですけれ

ども、ただ施設の大きさが違うから、例えば余市

のし尿と汚泥をそこに持っていってやるというよ

うなことはこれは不可能なのですけれども、だか

らあくまでもそしたら、今調査研究の段階ですか

ら、そういうことで余市の下水処理場、要するに

終末処理場を調査研究の対象として、そしてその

ための予算をつけるというような考え方でよろし

いのですね。その辺もう一度答弁お願いいたしま

す。 

〇環境対策課長（前坂伸也君） ４番、藤野議員

の再度のご質問にご答弁を申し上げます。 

 処理の部分については、議員のおっしゃるとお

りでございます。個々の町村においてはそういっ

た処理がなされているところでございますが、現

時点ではあくまでも今共同処理が行われておりま

すので、その広域的な処理を行うということを前

提に検討がなされているところでございます。そ

ういった部分で、何度も申し上げますが、経済的

にはこのＭＩＣＳ事業が有利ということで、共同

処理、ＭＩＣＳ事業ということで今現在余市町の

下水処理場にし尿等を投入する方式で検討をして

いるところでございますので、ご理解を賜りたい

と存じます。 

〇16番（安宅俊威君） ちょっとお伺いしたいの

ですけれども、教育費のところで学校改修整備費、

中学校と小学校で出ているのです。これ各小学校

の構造調査ということで出ているのですけれど

も、余市に８校あるよね。これ全部やるのですか。 

 それと、総体出ているけれども、全部やるのな

ら全部やってもいいのですけれども、きちんと項

目出してもらいたいのです。総括になっているか

ら。面積にもよる。その辺どうなのですか。 

 そして、これは調査するのはいいのですけれど

も、古い学校もあるし、新しい学校もあるし、そ

ういうことでやるのはいいのですけれども、ただ

総括に、やっぱり金額大きいですから。両方合わ

せれば700万円ぐらいでしょう、小中学校で。これ

８校ちゃんと説明してください、どんなぐらいで

こういうふうにかかるのだと、できたら。その辺

についての考え方お伺いしておきたい。 

〇学校教育課長（小俣芳則君） 16番、安宅議員

の２点の質問に対してご答弁申し上げます。 

 １点目の学校なのですが、全部やるのかという

ご質問でございますが、小学校５校、中学校３校、

合わせて８校全部実施するということの補正予算

の計上でございます。 

 また、この耐震化についての項目でございます

か、この耐震化の調査の経過でございますけれど

も、平成23年の３月、3.11の東日本大震災が起こ

って、多くの学校施設において構造体、主体構造

部のみでなくて天井材や外壁だとか非構造部材の

被害が発生したと。特に天井高の高い部分の屋内

運動場等の関係が落下が全面的に落下したという

ことで被害が大きくなったと。これに基づきまし

て、児童生徒の安全確保のために早急に、早急と

いいますか、早目に取り組みを行っていただきた

いということで行うわけでございます。 

 内容といたしましては、非構造部材、先ほども

言いましたつり天井、例えば格技場だとかそうい

うのが該当になると思いますけれども、それとか

バスケットゴールが安全につれているか等の調査

をするものでございます。 

 調査項目としましては、各校の現地調査をそう

いう部分の落下の危険性があるかということで屋
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内運動場等の各学校全部の調査の関係の現地調査

費、一番お金がかかるのが仮設費といたしまして

ローリングタワーといいますか、高所のところの

調査なものですから、可動式の足場をつくらなけ

ればならないというようなことがかなり金額がか

かるということで、その他調査による改修方法の

検討ということで概算工事金額の算出だとか、報

告書の作成等の関係で、この金額につきましては

１校当たり消費税含みまして97万2,000円という

ことになってございますので、小学校については

97万2,000円掛ける５校分、同じく中学校につきま

しては97万2,000円掛ける３校分の補正計上とな

ってございますので、ご理解をいただきたいと思

います。 

〇16番（安宅俊威君） 説明はわかるのだ。ただ、

学校の規模によって金額の差が出ると思うのだ。

一般財源使うのだから。特定財源でない、一般財

源というのは貴重な財源なのだから。だけれども、

やらなければならないと、それは理解できるので

す。だから、もう少し丁寧にやっぱり内訳出して

もらわなかったら、ただこうやって出したって皆

さんわからないでしょう。 

 それと、もう一つ、今少子化でしょう。生徒が

減少しているでしょう。そして、うわさです。登、

栄町、何か閉校するといううわさ出ているのです。

生徒がないから。その辺どうなのですか。あくま

でうわさです。子供がいないのです、もう。特に

登なんか生徒はいるのだけれども、教育の関係で

町内のほうへ来て、それから小学校に、中学校に

通っています。そういう人もいるそうなのです。

そしたら、生徒は何人もいなくなるのではないで

すか。その辺これからの学校の統廃合についてど

ういうふうに思っているのか。間違いなく生徒い

なくなるのだから。何人かしかいなくなるでしょ

う。その辺どういう考え方持っているのですか。

このままずっと学校やっていけるのですか。その

辺教育長どういうふうに考えているのか。お願い

します。 

〇教育長（中村寿仁君） 16番、安宅議員のご質

問にご答弁申し上げます。 

 まず、１点目の項目の部分ですが、おっしゃる

とおり一般財源を使うということで、わかりやす

い表示に今後検討していきたいと思います。 

 ２点目の部分でございます。現在登小学校が

10名、栄小学校が６名という在校生でございます。

両校とも人数は少ないということではございます

が、地域のコミュニティの場として地域の住民の

方々には大変必要な部分であるというふうには認

識しております。ただ、今後のことを考えた場合

に、これから減少していく場合に子供たちのこと

を考えたときにどうなるのかということだと思い

ますが、その件につきましては地域とも十分今後

話し合いながら、どのような方向に向かっていく

かという部分については検討していきたいと思っ

ておりますので、ご理解を願いたいと思います。 

〇７番（近藤徹哉君） ４ページの子育て世帯臨

時交付金、今やはり少子化の時代で、子育て世帯

の臨時給付金なのですけれども、これは世帯数ど

のくらいになっているのか。それと、世帯数ある

と児童数もあるのですけれども、それもしわかっ

ていたらお願いしたいと思うのですけれども、こ

れ道のほうから来るのか、そして国のほうに行く

のか、そして余市町の子育て世帯、それを例えば

1,500世帯あるけれども、今回該当したのはこのぐ

らいですよとなったのか、その辺の経緯とか、わ

かっている範囲でいいのですけれども、それもあ

わせて、基本的な世帯数と、あと児童の人数、対

象はどういうふうになったのかも、わかっている

範囲でいいです。わからなかったらそれでいいで

す。 

〇町民福祉課長（上村友成君） ７番、近藤議員

のご質問にご答弁申し上げます。 

 まず、子育て世帯臨時特例給付金に関してでご

ざいますけれども、現在押さえております子育て
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世帯、６月20日時点でございますけれども、

1,050件強の数となっております。子供の人数に関

しましては、対象児童が約2,000となってございま

す。 

 今回補正した内容でございますけれども、当初

予算におきましては道からの算定基準に基づきま

して計算いたしております。この算定基準の中で

余市町で特段押さえておりません公務員世帯に関

しまして係数が若干小さかったという関係で、

190万円の補正をさせていただいておりますけれ

ども、これにつきましてはほぼ公務員世帯の子育

て給付金という内容になってございますので、ご

理解いただきたいと存じます。 

〇７番（近藤徹哉君） 今説明いただいたのです

けれども、公務員でいいのですけれども、これ臨

時ですから毎年来るかどうか知りませんけれど

も、公務員以外の人に対するそういうのは、臨時

ですから該当はしないのか。その辺だけ、わかっ

ている範囲で結構ですけれども、よろしく。 

〇町民福祉課長（上村友成君） ７番、近藤議員

の再度のご質問に答弁させていただきます。 

 子育て世帯臨時特例給付金についてでございま

すけれども、これは子育て世帯全世帯、公務員の

みならず一般の世帯も全て含めまして該当になっ

てございます。先ほど申し上げました1,050件強と

いうものにつきましては、公務員を除きました一

般の世帯の数でございますので、ご理解いただき

たいと存じます。 

〇14番（佐々木正江君） ６ページの公営住宅長

寿命化計画等策定委託料とあるのですけれども、

これはどのような内容のものなのでしょうか。そ

こをお聞きしたいのと、それから教育費の中の中

体連の全道大会参加負担金、これの種目とか人数

わかったら教えてください。 

〇まちづくり計画課長（滝上晃一君） 14番、佐

々木議員からの公営住宅等長寿命化計画の内容に

つきましてのご質問にご答弁申し上げます。 

 厳しい財政状況の間におきまして公営住宅の需

要に的確に対応しながら、老朽化した大量の公営

住宅等のストックの効率的かつ円滑な更新を実現

するために、予防保全的な維持管理を推進するこ

とにより公営住宅等のストックの長寿命化を図り

まして、ライフサイクルコストの縮減につなげて

いくことが地方公共団体の重要な課題となってい

るところでございます。国ではこうした状況を踏

まえまして、確実な点検の実施と、その点検結果

に基づく維持管理によりまして更新コストの削減

を目指すとともに、予防保全的な維持管理と長寿

命化に資する改善を推進していくことによりまし

て、公営住宅長寿命化計画につきましてはこうし

た国の住宅建設を重視した政策から良質なストッ

クを将来世代へ継承していくことを主眼とした住

宅政策の転換を受けまして、修繕や改善等による

維持管理や建てかえ、用途廃止等の公営住宅のス

トックの基本的な方針と活用方法を定めまして、

公営住宅における長寿命化に向けました居住性向

上、福祉対応、安全性向上にかかわる方向性を定

める計画というふうになってございます。今後余

市町につきましては、公営住宅につきましてさま

ざまな国の補助制度、そういったものを利用して、

そういった長寿命化を図っていかなければならな

いという考えに立っておりまして、今後につきま

してはこの長寿命化計画等策定の計画に基づいて

事業を行っていかなければならないということに

なってございますので、このたび補正計上させて

いただいて計画の策定をさせていただきたいとい

うふうに考えているところでございます。 

〇学校教育課長（小俣芳則君） 14番、佐々木議

員の中体連の参加負担金の関係のご質問にご答弁

申し上げます。 

 １点目の種目でございますが、参加につきまし

ては東中学校、旭中学校が該当になってございま

す。東中学校につきましては、水泳、それとバレ

ーボール、２種目でございます。旭中学校につき
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ましては、卓球、サッカー、この２種目でござい

ます。 

 参加人数ですが、東中学校の水泳につきまして

は参加生徒数が１名、引率者が１名、バレーボー

ルにつきましては参加生徒数が８名、引率者が１

名、合わせて９名でございます。それと、旭中学

校ですが、卓球ですが、参加者が１名、引率者が

１名、合わせて２名でございます。サッカーでご

ざいますが、参加生徒数が18名、引率者が２名、

合わせて20名の参加となってございますので、ご

理解をいただきたいと思います。 

〇14番（佐々木正江君） 公営住宅のほうなので

すけれども、説明が早くてよくのみ込めなかった

のです。もう少し具体的にゆっくりお願いしたい

なと思うのです。要は私が不思議に思うのは、余

市町の公営住宅といったらほとんど老朽化してい

ます。そういう中で、さらに長寿命化を図るのか

なという、そういう単純な考え方で受けとめたも

のですから、この辺のところをちょっと聞きたか

ったのと、それからこの策定計画に基づいてこれ

からは町営住宅とか公営住宅についてはやってい

くというふうに受けとめてよろしいのでしょう

か。ここをお聞きしたいのです。 

 それとあと、中体連のことなのですが、これは

開催地はみんな札幌とかなのでしょうか。そこの

ところだけちょっとお聞きしたいと思います。 

〇まちづくり計画課長（滝上晃一君） 14番、佐

々木議員の再度のご質問にご答弁申し上げます。 

 １問目の答弁につきまして大変早口でわかりづ

らい点があったことをおわび申し上げます。 

 １点目の長寿命化計画につきましては、今後各

地方公共団体が長寿命化を図るということだけで

はなくて、その住宅の状況を判断して、用途廃止

するものはする、それから長寿命化を図る修繕す

るものはする、それから建てかえをするものはす

る、そういった方向性についても計画の中で策定

して、それに基づいて今後公営住宅の維持管理、

そういったものを進めていくことによってライフ

サイクルコストの削減を図っていくという計画と

なるものでございますので、ご理解をいただきた

いと存じます。 

〇学校教育課長（小俣芳則君） 14番、佐々木議

員の再度のご質問にご答弁申し上げます。 

 開催地ということですが、東中学校の水泳につ

きましては、函館市にあります函館市市民プール

で開催をしてございます。バレーでございますが、

帯広市の帯広市総合体育館で開催をしておりま

す。先ほどご答弁いたしましたが、バレーにつき

ましては男子でございますので、ご理解をいただ

きたいと思います。 

 旭中学校の卓球につきましては、恵庭市の恵庭

市総合体育館、サッカーにつきましては浦河にあ

りますうらかわ優駿ビレッジで開催をしておりま

すので、ご理解をいただきたいと思います。 

〇13番（中谷栄利君） ４ページの協会バス路線

運行維持対策事業についてなのですけれども、地

域交通政策が法として見直しされています。移動

権、交通権、それを保障するために地方自治体と

しても十分な検討、計画策定が急がれていること

と思いますが、今般に当たって余市町の中ではこ

の移動権を保障するためにどのような検討をされ

ているのか、法の見直しの中でどのような計画が

あるのかお伺いしたいと思います。 

〇企画政策課長（盛 昭史君） 13番、中谷議員

のご質問にご答弁申し上げます。 

 まず、協会病院線につきましては、これは事業

者とも協議をしながら、まずはこの協会病院線と

いうものが設置されました経過踏まえた中で、路

線を守るということを基本に協議を進めていると

ころでございます。 

 その他包括的ないわゆる交通弱者の対応に向け

た対策ということでございますが、現在具体的に

何らかの法に基づく協議会等をつくって、その協

議を進めているということはございません。議員
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ご案内のとおり、全町的な、あるいは広域的な交

通体系、交通政策を策定するためには法による協

議会というものをつくりまして、バス事業者のみ

ならず公共交通機関ですとかそういった社会福祉

施設、地域住民なども加えた中で協議会をつくっ

て、総括的な交通政策といいますか、そういった

ものを検討する必要がございます。そういった検

討に基づいて一定の政策を打ち出すことによって

国の補助も受けられると、こういった仕組みにな

っているかと思います。この間こういった町内の

交通弱者の対策をめぐっては、いろいろご質問を

いただいた経過もございますので、そういった問

題が近い将来浮上してくる、あるいはもう既に地

域の中でもそういった現象があらわれているとい

うことは認識しておりますので、今現在国土交通

省などで行う新たな制度の説明などには必ず出席

をして、その制度の把握に努めております。今後

その地域の情勢なども見きわめながら、そういっ

た対策協議会の設置なども視野に入れながら検討

していきたい、このように考えております。 

〇８番（佐藤一夫君） ちょっとわからないもの

だからお聞きします。 

 ７款商工費、これに「マッサン」に対して600万

円の金額ついているのです、予算が。これの600万

円はどういうような考え方で600万円という数字

が出たのか説明を願います。 

〇商工観光課長（小林英二君） ８番、佐藤議員

の「マッサン」にかかわるご質問にご答弁を申し

上げます。 

 今回補正予算として計上いたしましたのは、連

続テレビ小説「マッサン」応援推進協議会の補助

金ということで計上いたしまして、これにつきま

してはかねてより要望しておりました「マッサン」

応援推進事業に対する北海道の地域づくり総合交

付金事業並びに北海道市町村振興協会のいきいき

ふるさと推進事業の助成事業がこのたびそれぞれ

事業採択となったことから、連続テレビ小説「マ

ッサン」応援推進協議会の追加事業費として追加

補助をいたすところでございます。 

 この間「マッサン」応援推進協議会の事業につ

きましては、本町の観光振興、地域経済の振興と

いうことで「マッサン」応援推進協議会を設立い

たしまして、４月から本格的な取り組みをスター

トさせていただいております。その中身といたし

ましては、ロケ支援ですとか宣伝誘客、また受け

入れ態勢整備といった３つの部門で取り組みをさ

せていただいてきているところでございます。こ

の間いろいろと観光客の入り込みも徐々にニッカ

工場を含め増加の傾向にありますが、さらに９月

29日、今月の29日から放送が開始になります。こ

れを受けて、ますますドラマの舞台として本町に

注目が注がれてくるわけでございます。そういっ

たことから、さらに効果的な宣伝誘客としてのメ

ニューを企画、実行いたしまして、多くの観光客

の集客に努めてまいりたいと。また、受け入れ態

勢につきましても、これまでも地域が一体となっ

た受け入れ態勢づくりということで取り組みを進

めておりますが、より一層おもてなしの体制づく

りということで、地域を巻き込んだ取り組みを進

めていきたいと。さらには、やはり地域経済の活

性化、振興が図られるような取り組みを今後さら

に民間事業者のご協力、また取り組みをいただき

ながら、積極的に進めてまいりたいというふうに

考えております。さらには、放送後、特に観光客

が減少する冬期間、それからさらには放送終了後

における誘客、受け入れ対策といった部分につい

ても見据えながら、さまざまなメニューを企画し

て積極的な事業展開をしてまいりたいということ

で、そのための事業費として今回補正をさせてい

ただいたものでございますので、ご理解を賜りた

いと存じます。 

〇８番（佐藤一夫君） 大体今説明聞いてわかり

ましたけれども、私自身が思うにはこの600万円出

ている中でもって、小樽商大一生懸命やっていま
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す、課長も知っているとおり。本当に自腹でやっ

ているわけです。そういうところへも若干出して

いただけるような方法はないものか。本当に小樽

商大で今「マッサン」研究会というのを立ち上げ

て、その結果余市町の活性化と「マッサン」がど

うつながるかということで研究し、やっているわ

けです。ですから、つい最近商工会議所でもって

おもてなしの講演やりました。そういうときにそ

ういう余市町の活性化と「マッサン」のあれを研

究している小樽商大の先生らを呼んで、研究が大

分進んでいますので、そういうのも一つの方法で

なかったかと私は感じるわけです。ですから、で

きましたら多少でも、結構かかっているものです

から、余市に来ていろいろと調べて歩いている最

中の費用は私が個人的に先生のほうに渡していま

す、封筒に入れて。だけれども、やっぱりその辺

も考えていただきたいと思って、今この場をかり

て質問させていただいたのだけれども、今後その

辺も検討していただきたいと思います。 

 やっぱりそういうような研究をどんどん商工会

議所にも連絡をし、そしてそういう人らの意見を

どんどん聞く。そのためには課長も知っていると

おり、一番最初担当の先生が来たときに私と、そ

れから私の後に今度商工会議所の観光協会とも会

っているわけですから、その辺も含めて、ちょっ

と時間はかかり過ぎて、遅いかもしらぬけれども、

まだ間に合いますと思うので、ちょっとその辺も

検討していただきたいと思います。

〇商工観光課長（小林英二君） ８番、佐藤議員

の再質問にご答弁申し上げます。 

 小樽商科大学につきましては、応援推進協議会

の構成員としてさまざまな形でご協力をいただい

ております。その中で、今議員からお話がありま

した竹鶴政孝とリタにかかわります知られない生

活ぶりですとか、そういったものを今調査をして

いただいておりますというか、商大の取り組みと

してやっていただいております。これにつきまし

ては、私ども応援推進協議会の事務局、町、それ

から商工会議所、観光協会、それぞれ定期的に事

務局会議というのを開いて、情報共有と取り組み

について協議をしているところでございますが、

そういった中にも小樽商大の先生方に入っていた

だいて、その取り組みについてお話を伺ったり、

また今後の活用の方策についてお話をさせていた

だいているところでございます。これにつきまし

ては、今予定では12月初旬ころをめどに収集され

た貴重な写真等をパネルにして展示をしたいと。

また、その展示期間中にあわせてゆかりのある人

にお越しをいただいて、トークショーといいます

か、その当時のお話をしていただくような、そう

いった取り組みもしたいということで今、まだ企

画の段階でございますが、お話をさせていただい

ております。当然商大と応援推進協議会の共催と

いうような形の中で、事業を進めさせていただき

たいというふうには考えております。 

 また、そういった中では、今小樽商大の主体的

な事業の中で進んでおりますが、共催ということ

で進めておりますので、いろいろなパネル資料で

すとかもろもろ協議会としても支出協力ができる

部分については対応してまいりたいというふうに

考えてございますので、ご理解を賜りたいと存じ

ます。 

〇議長（中井寿夫君） 他に質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 これにて質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。本案につきましては、会議

規則第38条第３項の規定により委員会の付託を省

略いたしたいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第１号については委員会の付託を

省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 
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（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第１号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第１号 平成26年度余市町一般会

計補正予算（第３号）は、原案のとおり可決され

ました。 

 暫時休憩します。 

休憩 午前１１時２９分 

再開 午前１１時４０分 

〇議長（中井寿夫君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第６、議案第２号 平

成26年度余市町介護保険特別会計補正予算（第１

号）を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇民生部長（澤谷栄治君） ただいま上程されま

した議案第２号 平成26年度余市町介護保険特別

会計補正予算（第１号）につきまして、提案理由

をご説明申し上げます。 

 今回ご提案いたしました補正予算の主な内容で

ございますが、歳出におきましては地域包括ケア

システムの構築の推進等に向けた地域ケア会議活

用推進事業委託料、さらには平成25年度の介護保

険給付費及び地域支援事業費の精算による特定財

源の超過交付分に係る返還金の予算計上を行うも

のでございます。 

 また、歳出に要する歳入の財源といたしまして

は、国、道支出金をそれぞれ特定財源として増額

計上したほか、自主財源といたしまして繰越金に

財源を求め、歳入歳出の均衡を図ったところでご

ざいます。 

 以下、議案を朗読し、ご説明申し上げます。 

 議案第２号 平成26年度余市町介護保険特別会

計補正予算（第１号）。 

 平成26年度余市町の介護保険特別会計の補正予

算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞ

れ2,834万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ24億5,283万7,000円とする。 

 ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該

区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 平成26年９月16日提出、余市町長、嶋  保。 

 初めに、歳出からご説明申し上げます。３ペー

ジをお開き願います。３、歳出、４款地域支援事

業費、２項包括的支援事業・任意事業費、１目包

括的支援事業費、補正額28万1,000円、13節委託料

28万1,000円につきましては、支援が必要なお年寄

りの支え方を考える地域ケア会議の運営体制を整

備するための補正計上でございます。 

 ４款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、２

目償還金、補正額2,806万4,000円、23節償還金利

子及び割引料2,806万4,000円につきましては、介

護給付費及び地域支援事業費の精算に係る返還金

の補正計上でございます。 

 次に、歳入についてご説明申し上げますので、

２ページへお戻り願います。２ページ中段でござ

います。２、歳入、３款国庫支出金、２項国庫補

助金、４目介護保険事業費国庫補助金、補正額54万

7,000円、１節介護保険事業費国庫補助金54万

7,000円につきましては、地域ケア会議活用推進事

業に伴う国庫補助金の追加計上でございます。 

 ５款道支出金、１項道負担金、１目介護給付費

負担金、補正額1,260万7,000円、２節過年度分

1,260万7,000円につきましては、介護給付費負担

金の精算に伴う追加計上でございます。 

 ８款繰越金、１項繰越金、１目繰越金、補正額
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1,519万1,000円、１節繰越金1,519万1,000円につ

きましては、介護給付費国庫負担金等の精算によ

る返還に伴う繰越金の補正計上でございます。 

 以上、議案第２号につきましてご説明を申し上

げましたので、よろしくご審議の上、ご決定を賜

りますようお願い申し上げます。 

〇議長（中井寿夫君） 提案理由の説明が終わり

ました。 

 これより質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。本案につきましては、会議

規則第38条第３項の規定により委員会の付託を省

略いたしたいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第２号については委員会の付託を

省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第２号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第２号 平成26年度余市町介護保

険特別会計補正予算（第１号）は、原案のとおり

可決されました。 

 諸会議の開催、昼食を含め、午後１時30分まで

休憩します。 

休憩 午前１１時４６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。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第７、一般質問を行

います。 

 順次発言を許します。 

 発言順位１番、議席番号18番、吉田議員の発言

を許します。 

〇18番（吉田浩一君） 平成26年第３回定例会開

催に当たりまして、さきに通告の一般質問を行い

ます。町長におかれましては、答弁のほうよろし

くお願いいたします。 

 嶋町政の２期目の政策についてを質問いたしま

す。８月19日告示の余市町町長選挙において午後

５時の立候補者受け付け時間までに届け出をした

のは現職の嶋保町長しかおらず、町長は２度目の

当選の栄誉を得ました。余市町において町長が無

投票となったのは、昭和34年の坂本町長、昭和50年

の小柄町長、平成19年の上野町長と今回で４回目

となりましたが、過去の町長選挙においては無投

票であろうとも後援会の手によってその政策等が

知らされていたのではないかと考えます。ところ

が、 今回の町長選挙においては、当初から無投

票が予想されていたとはいえ、嶋町政の２期目に

当たり後援会からの会報等があったのかどうかも

わかりませんでした。そして、選挙公報に関して

も無投票となったために町長選挙の選挙公報も配

布されなかったことにより、嶋町政の２期目にお

いて何を目的とするのか、さらには具体的に何を

実施するのかということがよくわからなかった。

そして、わからないうちに選挙が終了してしまっ

たのが実態でありました。 

 選挙戦においては、スローガンとしては４年前

の選挙と同じく愛する余市のあすをつくるという

ことは選挙事務所前の看板等に掲げられており、

また当選確定後の新聞インタビューによれば人口

減対策に取り組むというような記事となっており

ましたが、いま一つわからないのが実感です。 

 唯一嶋町政が公に出した文書があるとするなら



－26－ 

ば、平成22年の選挙公報しかなく、これは１期目

においての目標でしかありません。１期目の公約

の中では、ＪＲ在来線の問題、自治基本条例の問

題、さらには町政の停滞は許されないとの記述が

ありますが、やっているのか、どうなっているの

かと疑問を持たざるを得ない公約も見受けられま

す。自治基本条例の件は、本年度ようやくその作

業に取りかかっていること、またＪＲ在来線の問

題についても新幹線の同意問題等もあったことも

議員としては理解しておりますが、町民の意見を

一言で言うのであればよくわからないというのが

実感だと感じております。 

 １期目の課題としても残されたものは多種多様

であり、さらには上野町政時代のものや高速道路

の完成についても漠然としていたものがその期日

についても現実的なものとなり、残された時間は

余り多くないと感じております。町長も努力して

おられることは理解しておりますが、２期目の船

出に当たり、海図もなければ羅針盤もないような

状況では船は進むことはできません。何を目的と

して、具体的な政策は何なのか、そしてその手段

としてはどうするのか、最終的には余市町をどう

しようと考えておられるのかを質問いたします。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

〇町長（嶋  保君） 18番、吉田議員の嶋町政

の２期目の政策についてのご質問に答弁申し上げ

ます。 

 ８月19日告示の町長選挙は、結果的に無投票と

なりました。私にとりましては２度目の選挙でし

たが、今回は現職ということもあり、当然町長と

しての公務が最優先で、後援会活動も限られ、町

民の皆様に政策を訴える時間が限られたのはご指

摘のとおりでございます。一方で、協働のまちづ

くりを進めていく上で町民の皆様と対話を重ね、

まちづくりの政策について情報を共有することは

大変重要なことと考えております。今後はまちづ

くりを進める中で情報の発信に努め、例年開催し

ております町政懇談会のあり方等につきましても

共催の区会連合会と協議しながら、その充実を図

り、町民と手を携えてまちづくりを進めてまいり

たいと考えております。 

 私は、この４年間住みよく安心して暮らせる町、

多様な資源と人的パワーを生かした元気な町、町

民と行政が連携して歩む町、この３つの柱を掲げ、

町民福祉の向上のために各種施策に取り組んでま

いりました。２期目におきましても３つの柱をも

とに施策の推進を図ってまいりますが、この４年

間におけるさまざまな経験を検証しながら、まち

づくりを進めるための組織体制の強化、コンプラ

イアンスの徹底を図り、引き続き行政財政改革に

取り組み、安定した行政サービスの基盤を確保し

てまいります。さらに、我が国のほとんどの自治

体が直面している人口減少に対応するため、組織

全体がこの課題がまちづくりの最重要課題と認識

する中で、組織横断的かつ複合的な見地から施策

の選択と集中に取り組んでまいります。さらには、

東日本大震災を教訓として、一層の安心、安全な

地域づくりの拡充に向け、防災体制の整備を計画

的に進めるなど、余市町に生まれ育ち、住んでよ

かったと実感していただけるような持続可能な地

域社会づくりに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。 

〇18番（吉田浩一君） 一般質問ですので、一般

質問の手法というか、テーマを質問して、大体こ

ういう答弁が出てくるのだろうなということを考

えながら、２回目の質問も事前に考えているとい

うのが私のやり方なのですけれども、今回はどう

いう答弁がされるのかというのが全くわからない

中で質問をした。それで、今答弁をいただいたの

ですけれども、町長の答弁原稿でもらっているわ

けでもないですから、今聞いて、書きとめた範囲

の中としては何ら１期目と変わらないのでないの

かなというのが率直な感想です。確かにやり残っ

たものというのもたくさんあるし、通告の中でも
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言いましたように１期目で残された課題というの

はたくさんあるというのはよくわかっているので

すけれども、２期目で何をやるのかという、そう

いう目玉みたいのは何かないのかなと。やっぱり

それがよくわからないのです。１期目の選挙のと

きは自治基本条例ということを目玉にしていたと

思うのですけれども、その自治基本条例ができた

かどうかというのは、一応１期目のときに提案し

て、恐らく今年度中にはできるのかなとは思うの

だけれども、では２期目は何なのと。それが何と

なく１期目をそのままやっていくのか、それが悪

いとは言いませんけれども、やはりよくわからな

いなというのが率直な感想です。 

 それで、２期目のこういう方針でいくというこ

とを住民に対してどういうふうにお知らせしてい

くつもりなのですか。それを答弁いただきたいな

と思います。 

 基本にしていくのは、要するに町民の意見を聞

いて、皆さんの意見を聞いてやっていくというよ

うな答弁だったと思うのですけれども、今やっぱ

り一番求められているというのはリーダーシップ

ということではないかなと思うのです。いろいろ

な要望も一昔前はこれをつくってほしい、あれを

つくってほしいという、そういう具体的な要望あ

ったのでしょうけれども、今はそういう時代でな

くなって、ある程度それがもうできてしまったよ

と。そういう中で何を目標としていくのか、だか

らその辺がよくわからないのです。ですから、新

聞では人口減対策に取り組むのだということを言

われたようですけれども、では例えばこの４年間

では最低限それこそ人口が今で２万ちょっとなの

でしょうけれども、そこから減らないように頑張

るだとか、そういうための施策やります、やって

いきますだとか何かそういう具体的なものがなか

ったら、我々もわからないし、また町民も、ああ、

そうなのかというふうにはならないと思うので

す。もちろん今町長いろいろなこと言われたので

すけれども、組織的なことも言われたのですけれ

ども、組織のことだって４年間やって、では目に

見えて変わったのかと、正直そういう実感があり

ます。 

 安心、安全な町というのもわかります。特に近

年自然災害が物すごく発生していて、余市町は幸

いにして大雨だとかそういう災害がそんなにひど

いのが今のところないというのはいいのですけれ

ども、ただそれだってそれこそ言ったからといっ

てすぐできるような問題でもないのだし、余市町

内の中心部で水害が出なくなったという一つの要

因としては、要するに余市川に強制排水ができる

ポンプがつくられたのだよと。その力というのは

非常に大きいと思うのです。それだって50年かか

ってようやく完成したということです。だから、

安心、安全なまちづくり、では具体的にどういう

ことを想定して、何かつくるのであれば何かつく

るのだよということでも言ってくれればいいけれ

ども、それもよくわからない。やはり今求められ

ているというのは、スローガンではなくて具体的

にこうだという、特に２期目なのですから。そう

いう具体的なものがなかったら、なかなかやっぱ

り町民納得してくれないのでないのかなと。私も

よくわからないというのが今の実感ですので、そ

の辺いろいろ含めて再度答弁をいただきたいと思

います。 

〇町長（嶋  保君） 18番、吉田議員からの再

度のご質問に答弁いたします。 

 まず、１つとして、私も先ほど議長のお許しを

得てご挨拶をさせていただきました。その中で、

あえて強いリーダーシップという文言を加えさせ

ていただいております。私も三十数年職員やって

おりましたが、政策決定の中で私の思いとしては

大きなプロジェクトなり、大きな施策が決定段階

という部分、私も今までの決定にはいろいろな思

いがございました。ですから、私としてはボトム

アップしっかりとというふうな思いもございまし
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たが、やはり大きなプロジェクトなり、ある程度

の決断、そしてまた交付税等の財源が潤沢なとき

はそういった中での部分でもよかったのですが、

今選択と集中という中で、どこに集中して少ない

中での限られた財源でいかなければならないか

と、そういった中ではやはり議員おっしゃるとお

り強いリーダーシップが求められているというふ

うに思ってございます。そういった中で、もちろ

ん下部からのボトムアップという中でのいろいろ

な議論は必要でございますが、それとリーダーシ

ップのトップダウンという部分もしっかりしてい

かなければならないという部分をこれは２期目に

当たっての私の行政の手法としてのしっかりとそ

こを取り組んでいかなければならないというふう

に思ってございます。 

 それと、今こういった中でご質問をいただいて、

これだけという形の中での答弁もできない部分が

ございまして、やはり安心、安全、いろいろな部

分含めて、経済対策含めての全体的な総花的な答

弁をさせていただきました。しかし、私の２期目

に当たりましては、選択と集中、最重要課題を私

は人口減少対策という部分を訴えていきたいとい

うふうに思ってございます。これは、経済分野、

子育ての分野、教育、いろいろな分野にかかわっ

ていく分野でございまして、今までこれに取り組

んでいなかったという部分ではございません。担

当の企画課のほうで今やっている中での人口減対

策の洗い出しをしてございます。例えば新築住宅

の補助にしてももちろん人口減対策でございます

し、延長保育なり、そういった中での子育ての部

分もいろいろな中では人口減対策という形で実施

はされている部分ございます。しかし、それを横

の系統がなくして人口減対策としてやっているの

かという部分、その意識は違った部分もあると思

いますので、これらを今洗い出しをして、人口減

対策、何をそしたら今この限られた財源の中でど

こに集中的に財源を投入していけば一番今後の活

性化につながっていくのかという部分を今調査し

てございまして、これは中期の見直し、さらには

新年度予算等の中で、まず前段に所管委員会等に

しっかりとお示しをしてご意見を伺いながら、新

年度予算なり、中期見直しにお示しをしたいとい

うふうに思ってございます。 

 それと、防災の部分、これにつきましても過疎

指定という部分ございます。これは、人口減対策

とも密接にかかわってくる部分でございますが、

これらの過疎に指定されたという部分真摯に受け

とめて人口減対策に当たるとともに、財政運営に

ついて今までいろいろな中で、例えばの話防災無

線等を含めて取り組んでこられなかった部分もご

ざいます。これは、申し上げましたように所管委

員会にお示しをしながら、この防災体制どこから

手をつけていかなければならないのかという部分

をしっかりと取り組んで、選択と集中、そしてま

た私は職員の前でアクセルとブレーキという言葉

も使わせていただきましたが、行革、今まで上野

町政時代非常にこれは三位一体等を含めてブレー

キを踏むような部分が多かったと。これは、赤字

予算を組まざるを得なかった、２年連続という形

もございました。決算も赤字になりました。そう

いった中で、今財政状況が完全に好転したのかと

言われればまだ好転はしてございませんが、赤字

予算等だけは組まなくても予算が組めるようにな

った中で、何をそしたら集中的にやっていくのか

という部分、これはしっかりとお示しをしたいと

いうふうに思ってあります。 

 そういった中で、総花的な答弁にもなりますが、

安心、安全も災害の防災関係の部分、やはりこれ

は人命にかかわる部分ですからしっかりやってい

かなければならないというふうに思ってございま

すが、最重要課題としては人口減対策に今まで以

上にしっかりと系統立てた横の連携をしっかりと

りながらこの部分に取り組んでいかなければなら

ないというふうに思ってございます。 
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 そしてまた、先ほど答弁で申し上げましたが、

町民の皆さんに対するお知らせ、これは町政懇談

会のあり方、以前は公民館に集めて１日で終わっ

てございましたが、今は各地に出向いて、地区ご

との私になってからそういう形でやらせていただ

きました。しかし、まだなかなか発言等される方

も少ない部分ございますので、こういった中で町

政懇談会のあり方どうあるべきか、そしてまたこ

れは区会連合会共催という部分がございますの

で、すぐ今回から変えられるという部分ではござ

いませんが、これは早急に私は手法等も含めて町

民に対する情報の提供、そしてまた町民の皆様が

我々行政に対する情報、提言という部分について

は変え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。 

〇18番（吉田浩一君） それは、あくまでも町長

がこれからやっていこうとすることですので、そ

れに対していいとか悪いとかもないでしょうし、

そんなの現実に不可能だとも言う必要もないと思

います。ただ、ある面では非常に矛盾している答

弁もされているのかなというような気がするので

す。というのは、みんなから意見を聞くというの

は、それはそれで意見聞いてもらわなければだめ

だなとは思うのですけれども、意見を聞くことに

よって要するにリーダーシップという部分がどう

いうふうになってくるのか、その辺が非常に難し

い問題です。その辺がだからどういうふうに考え

ておられるのか。そこのバランスというのは非常

に求められるのでないのかなと思うのですけれど

も、そこの点についてどういうふうな考え方持っ

ているのかもう一回お尋ねいたします。 

 それと、住民に対しては、町政懇談会を前はそ

れこそ公民館で集まってもらって、１カ所でやっ

たよ、だけれども今はやり方が違ってというふう

にはなるのだけれども、ではその町政懇談会に来

られる方というのは、要するに区会の役員の方だ

けです。では、その区会の役員の方がちゃんと説

明するのか、区会の役員会で説明するのか、また

はその区会員に対して説明するのかというのは、

これはまた違う問題です。 

 やっぱりこれは組織という問題になってくると

思うのですけれども、いかに役場職員が住民にか

かわっていくのかということではないかなと思う

のです。今役場のほうでは区会連絡員ですか、各

連絡員というのを当てはめているというか、持っ

ています。では、その区会連絡員という人がどう

いうふうに機能しているのだと。これは、区会の

役員会のときとかに、そういう会議にちゃんと必

ず出ているのかどうか。その出席するにも案内が

来ないから、案内ないから行けないという場合も

あります。だから、その辺をきちんと各区会にも

役員会やるときは案内下さいというふうに徹底さ

せるだとかというふうにしなかったら行けないは

ずなのです。確かに町長含めてここにおられる方

は、年１遍でもそういうところ、町政懇談会だと

かということでいろいろな意見が出てくる、やっ

ているというのはわかっているのですけれども、

それだけではやっぱりうまくないのではないかな

と思うのです。だから、そのやり方をもう少し変

えるだとかという手法をとらないと住民に全部理

解してもらうというふうにはならないと思うので

す。 

 今役場職員に対して一番求められることは何な

のかといったら、やはり住民との触れ合いという

のがないのではないかなと思っているのです。触

れ合うためには、昔はそれこそみんな集まって一

杯会やったとかというふうになるのでしょうけれ

ども、今はそういう時代でもないですし、ではそ

ういう中でどういうふうに住民と役場職員との関

係を築いていくのかといえば、これはやっぱり役

場のほうからいろいろなところに出向いていかな

ければならないのではないかなと思うのです。そ

うすることによって、よりお互いの意思疎通とい

うのがとれるのではないのかなと。そういう意見
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を全部集約して、それで町長がリーダーシップで

決めるということであれば何とか可能なのかなと

は思うのだけれども、何か答弁を聞いていると全

般的に言っている意味はわかるのですけれども、

１期目と同じではないのかなというような気しか

ない、そういうふうにしか受け取れないものです

から、その辺をもう一回どういうふうに考えてお

られるのか再度質問いたします。 

〇町長（嶋  保君） 18番、吉田議員の再度の

質問に答弁申し上げます。 

 リーダーシップとボトムアップ、意見を聞くと

いう部分で矛盾しているのではないかという最初

のご質問がございました。確かに先ほど申し上げ

ましたようにアクセルとブレーキ、これは同時に

はもちろんかけれない部分でございます。しかし、

このリーダーシップといろいろな中での意見を聞

くという部分は、その時々で私はそうしなければ

ならないというふうに思っていますし、しっかり

と意見を聞いて、それは最終的な判断は私がしな

ければならないというのは当然でございますが、

そこの強いリーダーシップというのを、今まで１

期目の反省と申し上げますか、自分の思いとして

はやはり職員的な町長であったなという反省がご

ざいます。１期私もいろいろな経験をさせていた

だきました。これは、４年間というのは長過ぎる

経験かもわかりませんが、途中でももっと早く気

づいて、すぐこういう形をお話し申し上げればよ

かった部分もございますが、私はそういった中で

はやはり政治家としてしっかりとトップダウンの

部分は私が決断しなければならないとき、もちろ

ん最終的な決断は今までも全て私の決断でござい

ましたが、それは強引な部分もあっていいのかな

という部分もございます。そこはやはりそういっ

た中でしっかりと職員の意見、そしてまた町民の

意見を聞きながら、最終的な私の思いで提案して、

またそこでは最終的にはチェック機能という中で

の議会の皆さんにそこでお諮りするというのは当

然でございますが、そういった部分を強めていき

たいというふうに思ってございます。 

 それと、全ての意見の部分、確かに今町政懇談

会に出ても何人かの方しか発言というのはござい

ません。ですから、私は、先ほども申し上げまし

たが、１カ所で集めたのを私になってから４カ所

でやっている、それでいいのですよと、そういう

ふうには絶対思っておりません。倶知安等のお話

を伺いますと、何十カ所という中で膝を交えてと

いうやり方もございます。人数はかなり少ないよ

うでございますが。どういったものがいいのか、

私は決して今の４カ所にしたからそれで満足して

いるというふうに思ってございませんので、これ

は区会連合会とも協議しながら、どうすればいい

のかという部分、また区会連合会等で、この部分

でもきのうですか、訓子府の菊池町長の道新の２

面にも出てございましたが、夜の町長との懇談等

の記事も出ておりました。どういった中での情報

の共有化がいいのか。これは、やはり直接民主主

義と間接民主主義の部分等のいろいろな問題もご

ざいますが、私がどういった中で町民に情報を発

信していけばいいのか、そして町民の皆様からの

情報をいただければいいのか、そして情報を共有

すればいいのかという部分につきましては、これ

は今までよりも一歩も二歩も三歩も踏み込んだ中

で改善していかなければならないというふうに思

っております。 

 それと、職員のいろいろな現場に入っていくと。

これは、議員おっしゃるとおりでございます。机

上で職員がいろいろな計画、さらには事業等を構

築するという時代は終わっていると。これは議会

でも申し上げてございますし、私は職員皆様の前

でも何度も申し上げてございます。やはり現場、

そして現場の声がどうなのかという部分、これは

しっかりと聞かなければならないと。今いろいろ

な中で職員の定数等を含めて厳しい中、そして複

雑多様化している事務事業という部分はございま
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すが、やはり原点は現場だというふうに思ってご

ざいますので、そういった中でそのような現場に

出る環境、そしてまた私からもそのような中での

督促をしたいというふうに思ってございますし、

私自身はできるだけ町政懇談会に１回出るだけで

はなくていろいろな会合、さらにはイベント等に

出るように、当然でございますが、してございま

す。そういった中でいろいろな意見もいただける

ところもございます。そういった部分を職員にも

しっかりと徹底できるような形の組織体制をつく

っていかなければならないというふうに思ってご

ざいます。 

 それと、地域連絡員の部分、これにつきまして

もおっしゃるとおり確かに非常に機能している部

分と、アンケートの中ではかなりの高率な好評と

いいますか、地域づくりに役立っているという部

分のお話もいただいてございます。そういった中

で、私一人がいろいろな会合に出て、いろいろな

皆さんの現場の声を聞くというのもそれはもちろ

ん限度がある部分でございますので、そういった

職員がいろいろな中での現場の声を聞くチャン

ス、さらには地域連絡員のより一層の充実という

ものもしっかり取り組んでいかなければならない

と、このように思ってございます。 

〇議長（中井寿夫君） 吉田議員の発言が終わり

ました。 

 暫時休憩します。 

休憩 午後 ２時０２分 

再開 午後 ２時１６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２番、議席番号10番、野崎議員の発言

を許します。 

〇10番（野崎奎一君） 嶋町政２期目の出発に当

たり、１期目の経験を生かし、迅速なる町政運営

に努め、さらなる余市町の発展に努めていただき

たいと思いますので、ご答弁のほどよろしくお願

いいたします。 

 道の駅スペース・アップルよいちについてお伺

いいたします。道の駅は、1993年、休憩機能、情

報発信機能、地域の連携機能の３つの機能を持つ

施設として始まりましたが、現在全国で1,000カ所

以上、北海道では114カ所、７月末現在であります

けれども、設置されております。余市町の道の駅

スペース・アップルよいちの開設は、宇宙記念館

とともに平成10年４月、地域の中核施設として

49番目にオープンしたわけですが、16年たった現

在、当初の開設目的を達成できているのかお伺い

いたします。また、目的どおりにいっていない場

合、今後どのように取り組むのかお伺いいたしま

す。 

 高齢化社会に対する役場の窓口対応についてお

伺いします。年々高齢者が急増する中で、余市町

においても人口の３分の１以上が高齢者と言われ

ています。このような中で、役場の窓口対応はま

すます重要になってくると思います。以下、お伺

いします。 

 各種申請書の提出、住民票、戸籍等の発行、手

数料、使用料の納付、納税等、役場の窓口に行か

なければ手続ができないことがあると思います。

高齢者で窓口に来ることが難しい方への対応はど

のように考えているのかお伺いいたします。 

〇町長（嶋  保君） 10番、野崎議員のご質問

に答弁申し上げます。 

 道の駅の基本コンセプトは、地域の創意工夫に

より道路利用者に快適な休憩と多様で質の高いサ

ービスを提供する施設であるとされており、その

機能につきましては、議員のご質問にありますと

おり、休憩機能、情報発信機能、地域連携機能の

３つの機能でございます。本町の道の駅は、平成

10年に道内49番目の道の駅として、宇宙記念館を

核施設として供用開始され、道央圏を初め道内外
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から本町の観光受け入れ拠点として、また積丹観

光の玄関口として大きな役割を果たしており、年

間約18万人の方々の利用をいただいております。 

 本町の道の駅は、郊外型の他の道の駅と異なり、

中心市街地に立地しており、観光客にとっては利

便性が高く、また安心、安全な道の駅として利用

いただいております。通過型観光の傾向にある本

町にとりましては、道の駅は町なかに観光客を誘

引し、立ち寄らせる大きな要素となっており、観

光案内所ｉセンターでは本町が誇るさまざまな観

光資源、さらには町内の飲食店、お土産店等観光

客が必要とする情報をきめ細やかに提供し、町内

滞留観光を促し、地域経済の活性化に大きく貢献

しており、所期の計画に沿った運営がなされてい

るものと認識しております。 

 しかしながら、近年の観光客の価値観やニーズ

の多様化の中で、道の駅自体が休憩の場から観光

の目的地と変わってきている現状もあり、今後さ

らに差別化を図るとともに、３つの基本機能の充

実とサービスを高め、魅力ある道の駅のあり方に

ついてさまざまな角度から調査検討を進めており

ますので、ご理解をいただきたいと存じます。 

 次に、２点目の高齢化社会に対する役場窓口対

応についてご答弁申し上げます。本町の高齢化率

は、本年７月末で約35％と高い数値となっており、

ご案内のとおり年々ひとり暮らしの高齢者や高齢

夫婦世帯が増加している状況にあります。また、

高齢者が可能な限り住みなれた地域で暮らし続け

ることができるように支援することが今日の課題

ともなっております。 

 このような状況の中で、高齢者が役場へ来庁す

ることが難しいケースへの対応でございますが、

高齢者への支援や相談体制を目的に整備されてお

ります地域包括支援センターや在宅介護支援セン

ター、さらに福祉サービスを担う社会福祉協議会

や民生委員などを活用していただき、各種申請等

の事務サポートを行っているところでございま

す。今後におきましては、現在策定中であります

高齢者福祉計画の中で医療や介護の手続を初め、

生活支援サービスも含め地域包括ケアシステム構

築の中で地域におけるサポート体制の充実を図っ

てまいりたいと考えておりますので、ご理解願い

たいと存じます。 

〇10番（野崎奎一君） 道の駅、今年度は「マッ

サン」の影響もありましてあちこちから来ている

方が非常に多いと思うのですけれども、道の駅に

車を置いて、ニッカウヰスキーを見学して、中で

お土産買って帰られる、こういう方が悪いという

わけではないのですけれども、そういう方が非常

に多いのかなという気もするのですけれども、そ

れはそれで全体的な部分で考えればいいのかなと

思いますけれども、ただ、今まで「マッサン」の

こういうこともなかった場合の当町を見ている

と、一応道の駅に来ていただいて、そこから町長

の先ほどの答弁にありました町の中に出てもら

う、こういう形が非常に少ないというか、少ない

傾向があったのではないかと思うのです。これは、

道の駅だけの問題ではなくて、受け入れ側のほう

の問題も、寄りたいところがあってもその対象が

ないとか、ないと言ったらちょっと言葉は変です

けれども、不整備な部分があったりとか、なかな

か当初考えたとおりにいっていない部分があるの

ではないかなというような気がします。最近昼食

時間等に道の駅から出て、あの近くの店に寄って、

利用されている方は結構見受けられるのですけれ

ども、これをずっともっともっとふやしていって

いただきたいなと思うのです。 

 この番外席の町長を初め、部長さん、課長さん

もそれぞれ各地の道の駅を利用されている方はか

なりいると思うのです。議員の中でも道内全部、

スタンプラリーで全部スタンプ集められた方もい

らっしゃいますし、私もあと１カ所行けば全部回

れるところまでいったのですけれども、たまたま

きのうテレビ見ていたらその行っていないところ
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が映っていたのですけれども、前の町の様子から

見たら随分立派になったので、ちょっとびっくり

して見ていたのですけれども、最近海渡って東北、

北陸、あちらのほうまで行って、道の駅寄って、

その場でいろいろ見たり聞いたりしているのです

けれども、やっぱり一生懸命やっているところは

それなりに人も集まってきますし、ちょっと手抜

いているわけではないのですけれども、一生懸命

取り組んでいないと、例えば道路が変わったとか、

高速道路ができて寄らなくても間に合うようにな

ったとか、環境が変わって利用者が減ったとか、

そういうようなことがあると思うのです。 

 その中で、道の駅にルートプレスという新聞が

置いているのです。これは、余市の道の駅に置い

ているかどうかちょっと私も確認できていないの

で、わからないのですけれども、これは毎月発行

しているのではないかなと、毎月かどうかちょっ

とわからないのですけれども、行けば必ず持って

くるようにしているのですけれども、道の駅の協

議会で発行している新聞なのです。その中に、こ

れはことしの４月に発行した部分ですけれども、

道の駅の質を高める時代に入ってきたのではない

かと。道の駅制度できて20年たちますので、そろ

そろ質のいい悪いでもって人が集まるところと

か、そうでない区別がされる、ふるいにかけられ

るようなふうになってきておりますので、しっか

り取り組んでいかないと大変なことになると、そ

んなふうに思うのです。この記事の中に道の駅の

連絡会便りとあるのですけれども、これまで全国

に駅を開設してから20年たちます。これから道の

駅は、地域の拠点として地域の課題を解決する場

への成長や新たなマネジメント創出を目指すと。

やっぱり何らか考えていかないと成り立っていか

ないのではないかなと思うのです。また、昨年２

月に全国の道の駅のアンケート調査を実施した結

果、よい道の駅と好ましくない道の駅が予想され

ましたと。これは、道の駅の売り上げが多いから

いいとか少ないから悪いとかではなくて、全体的

なおもてなしとか、寄ってゆっくりできたとか、

いろいろな部分を加味しまして、よい道の駅は売

り上げだけでなくていかに地域と連携し、地域振

興に取り組んでいるかが大切で、きらりと光る小

さな道の駅も必要だと思いますと、こういうふう

にまとめていますけれども、この余市の近辺を見

てもニセコのように人がたくさん集まって、売り

上げもどんどんふえている駅もありますし、それ

から神恵内の冬は閉めているのですか、いろいろ

な道の駅ありますけれども、余市は余市の今の施

設をどこかよそに持っていくというわけにいきま

せんので、今ある施設の中で、お金をかければ何

とでもできますけれども、お金をかけないで何と

かどうしたらいいかというのをいろいろ考えてい

かなければならないと思うのです。それは、町長

さんもあちこちの道の駅見て、どういうところが

よくて、どういうところが悪いとかいろいろ判断

されている部分がたくさんあると思うのですけれ

ども、そういう部分でしっかり対応を考えて取り

組んでいかなければ、ブームで来ているときはい

いですけれども、ブームが終わると下がってしま

うと。また、高速道路ができて、また道路もだん

だん変わってきますので、人の流れ、車の流れも

変わってくるときに、寄らなくてもいいわという

判断をされるのではなくて、ぜひあそこは寄って

休んでいきたいと、そう言えるような道の駅づく

りを今からやっていかないと、その場になってす

ぐというわけにいきませんので、今からぜひやっ

ていただきたいなと、取り組んでいただきたいな

と思うのです。 

 余市の道の駅駐車場がちょっと狭いというのが

ある。これは、平均町の中につくっている道の駅

どこもそうですけれども、やっぱりどっちかとい

うと駐車場が狭いというのがちょっとこれも仕方

ない部分なのかなと思いますし、そういう部分で

何とか夏の多いときだけでも上手に利用できるよ
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うな、そういう方法もしっかり考えていただきた

いなと思います。道の駅の周りがずっと家でもな

ければ、近くにすぐ空き地があればそれを利用で

きるのですけれども、ちょっと離れなければそう

いう空き地もないというような状況の中で、いか

にそちらのほうに持っていくか考えなければなら

ない部分があるのではないかなと思います。中に

は道の駅から駐車場どこか離れたところに用意し

て、そこから道の駅までマイクロバス動かして、

そして常に観光客を運んでいる、そういう道の駅

もありますので、いろいろな部分を参考にしなが

ら、しっかり取り組んでいただきたいと思います。 

 高齢化社会に対する窓口対応もいろいろ聞きま

したけれども、窓口対応と書いた言葉がいいのか

悪いのか、どうだったのかなと自分もちょっと反

省しているのですけれども、最近窓口対応も電話

の対応も非常に職員の皆さん努力されて、本当に

よくなってきたと思っております。そんな中で、

今高齢者の方でなかなか自分の力では来れない方

がだんだんふえてくるのでないかなと思うので

す。介護の対象になっている方は、今言ったよう

な制度を今でも使えると思うのですけれども、た

だ元気な人でも車もだんだん乗れなくなってくる

し、かといって自転車というわけにもいきません

し、歩いてというのはなおさらだめだと思います

し、そういう方の対応をどうしていくかというの

を考えていただきたいと思うのです。これは、元

気であれば介護保険の使用も全然しないわけです

ので、そういう方に対してはやっぱりまた別口で、

別口と言ったら変ですけれども、もうちょっと大

きく広げて考えていただきたいと思うのです。 

 自分なりにちょっと考えてみたことは、昔と言

ったら変ですけれども、二、三十年前すぐやる課

と各地でできたことがあるのですけれども、そう

いう連絡があったら職員の方が行くか、誰が行く

にしても自宅にお伺いして、書類をつくってもら

って、その場で発行するか、一回戻ってまたもう

一回届けるか、郵送するか、そういうことも考え

ていっていただきたいなと思って、ほかとはちょ

っと違ったやり方を取り組んでいただきたいなと

思うのです。それが地域に住む人にとっては安心

できるのでないかと思うのです。その話が広まれ

ば、黙っていても、黙っていてもと言ったら変で

すけれども、人口もちょっとふえてくるのかなと

いう、そういう考えもするのですけれども、これ

は実際にやってみないとわかりませんけれども、

でもそんなに１日に何十人も対象者が出てくるよ

うな気もしないのですけれども、今現在そういう

方が何人いるかわかりませんけれども、結構隣近

所の人にお願いして役場まで来ていただいている

方もいますし、タクシーを利用してこられる方、

またバスを利用してこられる方、いろいろあると

思うのですけれども、バスが走っているところで

あればいいのですけれども、そうでない、タクシ

ーで来るにはちょっとお金がかかる、そういう地

域に住んでいる方もいますので、極端な言い方す

れば私のところ、私がもし、今車で来れますけれ

ども、車も乗れなくなったら、歩くといったら大

変なことになるし、自転車だとなおのこと大変に

なるという、そういうところにちょっと書類欲し

いのだけれどもと考えた場合、そうしていただけ

れば、役場から来ていただければ非常にありがた

いなという気がしたのですけれども、例えば私の

ところだけではなくて、結構遠いところ多く住ん

でいる方いますので、皆さんそういうところから

離れて町のほうに住んでもらえれば一番いいので

すけれども、そういうわけにもいかない部分があ

ると思うのです。だから、そういう方にもどのよ

うにしたらいいか、もう一度ちょっと答弁のほう

お願いいたします。 

〇町長（嶋  保君） 10番、野崎議員の再度の

ご質問に答弁申し上げます。 

 まず、１点目の道の駅の関係でございます。こ

れにつきましても中段でおっしゃいましたように
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いかに質を高めるかという時代に入ってきたとい

う部分でございます。以前はまずは道の駅競い合

って、駐車場スペース等の確保、情報発信という

だけで、建設ラッシュみたいな形で、引っ張り合

いという形の中での部分もございまして建設され

ました。いかに今この質を高め、地域の課題を解

決していくかという部分が重要になってきている

というふうに考えてございますし、先ほど議員お

っしゃいました道の駅連絡協議会、実は私ことし

の３月までですか、これの幹事という形の役員も

やらせていただいて、数度この全道の会議にも出

させていただいております。以前先ほど申し上げ

ましたのは建設ラッシュという部分ございました

が、いかに差別化、そしてまた今アンケートをと

っても人気のある道の駅と人気のない道の駅、そ

してまた地域のいろいろな部分に役立っている部

分と役立っていない部分という部分もございまし

て、これは来訪者やその数だけではなくて、いろ

いろな部分もございます。１つとしては、余市の

道の駅そうなのですけれども、何カ所か開発さん

のほうで選ばれた中では防災拠点として防災倉庫

を兼ね備えた部分と。これは、東日本大震災でも

道の駅が非常に災害の中で役立った部分、避難場

所等々含めて、やはり高台等にある部分もござい

ましたので、そういった中でかなり役立ったとい

う中ではその教訓を糧にして、今私どもの道の駅

の裏側のほうでもいろいろな防災備蓄をしてござ

いまして、開発局のほうでも町で何かあればそれ

は使っていいですよと。水中ポンプ含めて、土の

うだとか簡易トイレ等が備蓄になってございま

す。そういった意味では今もちろん当初の目的の

情報発信なり、休憩機能等もございますが、１つ

としてはそういった防災拠点としても地域の課題

解決に使われなければならないというような部分

もございます。 

 それと、私も14日土曜日ですか、宇宙の日とい

うことで宇宙記念館が無料ということもございま

して、そして「マッサン」の人通りを確かめる意

味でも家族と道の駅に行ってまいりましたが、駐

車場が満杯で、10分くらい待たされた中でやっと

入れたという部分でございます。これは、やはり

１つには宇宙記念館の無料開放という部分もござ

いますし、「マッサン」という部分もございまし

て、あれが通常何もないときにこのような混み合

いならいいのになという思いもしてきてございま

した。 

 議員おっしゃるとおり、今後そういった中で地

域の情報発信という中でどうあるべきかと。それ

と、先ほど１問目の答弁でも申し上げました。当

初の所期の目的としては、休憩機能や情報発信し

て、余市町内にいろいろな部分で観光に入っても

らうという部分の情報提供という部分もございま

した。今ニセコの道の駅のようにここに来てくれ

て、観光するのが最終目的という道の駅も多くな

ってきてございます。そういった中で、今直売所

等もございますが、やはりニセコ等と比べたらエ

リアのスペース等を含めて非常に困難性もあるな

という部分ございますので、まず情報発信や休憩

機能、地域連携と、この部分に立ち返ってどうあ

るべきかというのをしっかり見きわめていかなけ

ればならない。そして、その次にやはり直売コー

ナーを含めて根本的にどうあるべきかというもの

は皆様方のご意見伺いながら、しっかりとこの部

分は検討していかなければならない部分であるな

というふうに思ってございます。そういった中で、

ハードの面から、そしてソフトの面からいかにこ

のせっかくつくった道の駅を活用していくかとい

う部分、大きな課題となってきていると思ってお

りますし、これも今「マッサン」という大きな部

分がございますので、時期を失することなく取り

組んでいるところでございます。 

 それと、窓口対応の部分でございます。やはり

先ほど申し上げましたが、高齢化率が35％という

中にあって、非常に急速な勢いで高齢化が進んで
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いるというのは、これは余市だけではなくて全国

画一的な流れであるというふうに思ってございま

す。そういった中で、これは私どもも勉強させて

もらいましたが、やはり戸籍謄本や印鑑証明、こ

ういった部分につきましては本来は本人が窓口に

来て請求しなければならない、これは法律でござ

いますので、いかんともしがたい部分もございま

すが、介護認定なり、福祉用具の購入、各種介護

施設、さらには心配事相談等を含めていろいろな

申請書、または福祉灯油の部分だとかもございま

すが、こういった申請の代理提出というのも認め

られている部分ございます。そういった中で、お

っしゃるとおりなかなか皆さんに役場に来ていた

だいてという部分は、高齢、また介護度によって

も無理な部分もございますので、社会福祉協議会、

さらには民生委員ではもう既に代理等の対応が進

んでございますが、役場職員としても何が法的に

ぎりぎりどこまでできるのかという部分もしっか

りと取り組んでいかなければ、この高齢化に対し

て対応していけないという部分もございますの

で、これらにつきましては先進地の事例等を含め

て、早期に研究をさせていただきたいというふう

に思ってございます。 

〇10番（野崎奎一君） 道の駅の現状については、

町長もよく認識していると思います。いろいろな

機能のほかにも、今おもてなしという言葉が去年

あたりから出てきております。極端な言い方した

ら、鉛筆１本でもおもてなしの部類に入るのです。

これはなぜかというと、私も気がつかなかったの

ですけれども、北陸か東北かちょっと忘れたので

すけれども、皆さん道の駅行ったらスタンプ集め

る場合に、そのスタンプを押すところに日付入れ

るところあるのです。これを持っていかなかった

ら、後で入れるというのはすぐに車乗って書けば

いいですけれども、忘れると後でまとめてしまう

とわからなくなってしまう。その日付入れるのに

鉛筆１本置いているのです。これは、初めて見て

私誰が考えたのだか知らないけれども、なかなか

味なことやるなと思って感心して帰ってきたので

すけれども、そういうような部分で評価の上がる

部分もありますし、何でも大きくやればいいとい

うものではないですけれども、でも最低限どうい

う形に持っていくかというのは十分また考えて、

なるべく早目に手を打っていただきたいなと思い

ます。これは私の所管のほうにも絡んできますの

で、余り細かく言ってしまうとまずいので、この

辺でやめておきますけれども、何とか誰が来ても

納得できるような、そういう道の駅づくりに取り

組んでいただきたいなと、そういうふうに思いま

す。 

 高齢化社会に対する部分ですけれども、国の制

度は制度として、余市は余市の取り組みを考えて

もよろしいのではないかと思うのです。職員も仕

事がふえる等問題あるかもしれませんけれども、

そんなにそんなに来ることはないと思うのですけ

れども、例えば職員の方が行って、書いてもらっ

て、それか一緒に連れてきて書いて渡すとか、何

かその辺をちょっと取り組んでいただきたいなと

思います。もし何らかの支障があればその辺もク

リアできるように、頭のいい職員の方いっぱいい

ますので、取り組んで、余市はちょっと違ったこ

とやっているという、そう言えるような取り組み

をお願いして、私の質問は終わります。 

〇町長（嶋  保君） 10番、野崎議員からの再

度のご質問に答弁申し上げます。 

 まず、道の駅の部分でございます。今あらわし

ていただきました鉛筆１本の部分、そういった中

でのおもてなしの心という部分、これはもちろん

大事にしなければならない部分であろうというふ

うに思ってございます。そういった中で、今「マ

ッサン」でこのブームで非常に余市に訪れる方が

多いという中で、早目にどうあるべきかという部

分とその改善の実施をしていかなければならない

という部分ございますので、できることからどん
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どん、どんどん進め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、ソフトとハードの両面から、いろいろ

な部分もございます。一気に例えばあそこに大き

な施設をつくれば非常にまたいい部分もございま

すが、そのあたりも含めどうあるべきかという部

分を大きな視点として、今後どうあるべきかと、

そして今何ができるのか、近い部分と中長期的な

部分としっかりと峻別しながら先送りをすること

なく、できる部分からしっかり取り組んでいかな

ければならないというふうに思っておりますし、

そのように実施させていただきます。 

 また、窓口の部分、これは国なり、法律がある

から、がんじがらめでできないのですよといった

意味でもございません。いろいろな大きな部分も

ございます。しかし、おっしゃるとおり、私もそ

んなにそんなにその数が毎日何十人もあるという

ふうにも考えられる部分もないとは思いますが、

法律の行間も読みながら、何ができるのか、往々

にしてありがちでございますが、法律でこう書い

ていますから、これはだめなのですよではなくて、

法律の行間に何ができるのかを少し見出すような

努力もしていかなければならないと思いますし、

いろいろな取り組んでいる先進自治体もあると思

いますので、そのあたりの調査もしっかりとして

いきたいと、そのように思っております。 

〇議長（中井寿夫君） 野崎議員の発言が終わり

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17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４８分 
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