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  選挙管理委員会事務局長  小 林 広 勝 

〇事務局職員出席者            

  事  務  局  長  杉 本 雅 純 
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  書         記  阿 部 航 大 

〇議 事 日 程            

  第 １ 一般質問             

開 議 午前１０時００分 

〇議長（中井寿夫君） ただいまから平成27年余

市町議会第４回定例会を再開いたします。 

 ただいまの出席議員は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。 

 なお、井議員は身内不幸のため欠席の旨届け

出がありましたことをご報告申し上げます。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第１、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９番、議席番号14番、大物議員の発言

を許します。 

〇14番（大物 翔君） 私は、平成27年第４回定

例会に当たりまして、さきにご通告申し上げてあ

ります１件について一般質問を行います。町長並

びに理事者の皆様におかれましては、明瞭にして

要を得たご答弁をされますことを願うものであり

ます。 

 まちづくりの視点、「マッサン」の水を核とし

たプラットホームブランド創設についてです。昨

年よりＮＨＫで放送された連続テレビ小説ドラマ

「マッサン」の影響で、今年度の10月時点で余市

町を訪れた観光客は100万人を突破し、同じく単純

計算の段階では経済効果が約30億円、また昨年度

の税収効果は約1,100万円に上り、今年度も良好な

結果になるであろうと予想されております。昨年

度独立を果たした余市町観光協会、「マッサン」

効果を大いに盛り上げようと「マッサン」応援推

進協議会が設置されるなど、一連の出来事は第１

次産業とその周辺産業を軸としてきた本町に新し

い可能性をもたらしたものであると認識しており

ます。しかし、一方でこの一連の好機がともすれ

ば一過性のブームに終わりかねない危険を大いに

はらむものではないのでしょうか。町が進める６

次産業化構想についてもその恩恵にあずかれない

分野への配慮を含めた町全体を俯瞰した戦略にな

っているのかといえば、必ずしもそうとは言い切

れない部分があります。万が一にもＴＰＰ、環太

平洋パートナーシップ協定の議会批准が強行さ

れ、発効される運びとなった場合、農業者の所得

補償を含め深刻な影響を受けることは自明の理で

あります。また、町民の方に話を伺っても、ワイ

ンとブドウはいいのだが、例えばリンゴ農家をど

うするのか、漁業分野をどうするのかといった具

体的な話が見えてこないという声をよく耳にしま

す。 

 余市町は、北海道内のほかの市町村と比較して

も多様にして独特の歴史と文化を持ち、そうして

発展してきた大変珍しい町です。明治の開拓期以

前より集落としての発展してきた歴史を持ち、産

業面でもこれは同様で、最初は漁業、次に入植者

や元漁業者が発展、変化する形で農業、食品加工、

製造業へと第１次産業を中核として幅広い産業基

盤を持ち、どの分野でも一かどの競争力を持つ大

変恵まれた土地であると考えております。ところ

が、多様であるがゆえに、次の一手を考える上で

この多様性が大きな悩みとなっているのではない

でしょうか。町政の全体戦略を策定する際のうれ

しくも大きな悩みであり、これがひいては全体と

して何をしようとしているのかが見えてこない。

行政の公平性を考えたとき、どうして特定の産業
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ばかり支援するのかといった誤解や疑問を生み出

してしまっているのではないか。私はこのように

考えるわけでございます。 

 今私たちの住むこの余市町は、人口減少、産業

の担い手減少が進む中、この多様な資源を生かし

切る戦略の策定とその実行が求められているので

はないでしょうか。この問題を解決する鍵となる

のが可能な限り全ての産業が参加でき、恩恵を受

けることができる共通のシンボルブランドの創

設、そしてそれを育て上げることなのではないで

しょうか。ましてこれは既存のブランドをなくす

ということではなく、むしろ既存のブランドの強

みを生かし、それを包み込み、各分野の相乗効果

を極大化できる存在であることが求められます。

私は、その象徴となり得るのが「マッサン」とい

う伝説であり、モデルの故竹鶴政孝氏が余市町で

ウイスキーをつくる決め手となった水ではないか

と考えております。以上の点を踏まえた上で、３

点について伺いたいと思います。 

 １点目は、「マッサン」ブームとその後を見据

え、「マッサン」の水を生かしたまちづくり戦略

は検討されているのか。検討されているとすれば、

それはどのようなものなのか。 

 ２点目は、人口減少を見据えた上でブランド戦

略を策定し、その具体策を実行していくという考

えはないのか。 

 ３点目は、仮にＴＰＰが発効された場合を見据

えたとき第１次産業を守り、生かすという点でブ

ランド化を促進していく、こういったことが必要

なのではないか。 

 以上、３点についてご答弁願います。 

〇町長（嶋  保君） 14番、大物議員のご質問

に答弁申し上げます。 

 １点目の「マッサン」の水を生かしたまちづく

り戦略に関する質問でございます。「マッサン」

の水イコール余市川の水という観点からご答弁申

し上げます。ご案内のとおり、竹鶴政孝氏がここ

北海道余市町にウイスキーの蒸留所を建設した理

由の一つにウイスキーの仕込みに適した清涼な雪

解け水にあると言われております。北限のアユも

生息する余市川は、2003年に環境省が行った河川

水質調査において全国でベストテンに入った清流

として知られており、「マッサン」ブームとも相

まって余市川の原水を利用した水道水のイメージ

アップにもつながっているものと考えておりま

す。 

 「マッサン」ブームで全国区となった余市町の

水道水としてブランド化できないものか、実は昨

年の12月、平成27年度予算編成時において先行し

て水道水のボトルウオーターに取り組んでいる先

進事業体の例を参考に検討した経緯がございま

す。しかしながら、水道事業体が水道水のボトル

ウオーターに取り組んだその主の理由としては、

水源がよいことをＰＲする、給水開始から何周年

記念のＰＲなど、おいしい水道水をＰＲし、水道

事業についての知識を深めてもらうことを目的と

しているケースがほとんどであり、商業ベースで

市場参入することについては余り視野に入れてい

ないものと考えられます。本町においても検討し

た結果、最終的には費用対効果を勘案し、ボトル

ウオーター化の取り組みを見送った経緯がござい

ます。 

 本町において水道事業の取り組みの目指すべき

方向としては、時代や環境の変化に的確に対応し

つつ、水質基準に適合した水が必要な量、いつで

も誰でも合理的な対価をもって持続的に受け取る

ことが可能な水道であるべきと考えております。

「マッサン」ブームにより余市町の水道水もイメ

ージアップにつながっているものと考えますが、

水道事業としては今後も町民の皆様に安心と安全

をお届けできるよう、余市川原水の保全と水質の

監視強化になお一層取り組んでまいりたいと考え

ておりますので、ご理解をお願いいたします。 

 ２点目の人口減少を見据えたブランド戦略の策
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定と実行についてでございます。議員ご指摘にあ

りましたとおり、現在本町においても全国と同様

人口減少基調となっておりますが、一方でドラマ

「マッサン」の放映を契機として道内外から本町

を訪れる観光客は増加しており、町内の経済効果

についても認められるところでございます。余市

町は、海、山の幸、ウイスキーやワインなど数多

くの資源に恵まれており、現在作業を進めており

ます地方版総合戦略の策定においてもそれらの資

源を最大限活用できるよう検討を行ってまいりた

いと考えております。 

 ３点目の１次産品のブランド化の推進について

でございます。本町には恵まれた気候風土と生産

者の努力によりすばらしい１次産品とそれらを活

用した加工品がございます。私は、これらが余市

町の貴重な資源であるとの観点から６次産業化を

掲げ、多くの産品が生鮮品として、さらには加工

品として消費者にお届けできる機会をふやすこと

によりブランド化を図るべく取り組みを進めてい

るところでございます。仮にＴＰＰが発効された

場合、安い輸入品が入ってくることにより既存の

農産品への影響は当然懸念されるところでありま

すので、より一層のブランド化に向けた取り組み

を進めてまいりたいと考えております。 

〇14番（大物 翔君） わかりました。 

 本題に入る前に少しお話をさせていただきたい

ことがございます。実は、ことしの夏、まだ議会

選挙をやっていたころの話なのですが、ご承知の

とおり、私もあいつはよそ者だとよく言われてお

りました。しかし、私その話を聞けば聞くほどや

っぱり余市の町というのは懐が深い人たちの集ま

りなのだなと大きな可能性と感動を覚えた記憶が

あるのです。先ほど「マッサン」効果という話も

私もされましたし、町長もご答弁されていました

けれども、その何よりよそ者であった「マッサン」

を受け入れて、育てて、背中を押して、今につな

がる「マッサン」ブームの起源をつくった。それ

を育て上げた人たちの町だと。 

 あえて今回私が「マッサン」ブームを取り上げ

たのは、単にブームにあやかりたかった、そうい

った単純な理由ではないのです。思うに竹鶴氏と

いうのは、余市町という町の誕生から現在に至る

までの発展の歴史そのものを一生涯かけて体現し

てしまったような人物だったのではないかと考え

たからなのです。ドラマの世界でも、見られた方

多いとは思いますけれども、彼はウイスキーをつ

くりたかったと。でも、ウイスキーはたるに入れ

て寝かせて何年も待たなければでき上がらない。

その途中で、食いつなぐためにということでリン

ゴジュースをつくろうと考える。伺ったところそ

のころのリンゴ相場というのは大変安定しなく

て、リンゴ農家の方が大変苦しんでいたと。とこ

ろが、突然ニッカという、当時は違う名前でした

けれども、リンゴを大量に買い付ける取引先があ

らわれたものだから、リンゴの価格が次第に安定

していったと。竹鶴さん本人は、ウイスキーをつ

くりたかっただけなのです、恐らく。ただ、その

過程で人の悩みを解決しながら自分の夢を果たし

ていった。もともとあったすぐれたものと新しく

入ってきた知恵、経験、考え方、これをうまくま

ぜ合わせることで最後には名誉町民にまでなって

しまったと。 

 こういった文化ですとか歴史ですとか、こうい

ったものを母体にしたものというのはとんでもな

い競争力を持っています。一例を挙げますとすれ

ば、今から30年ほど前の話なのですけれども、コ

カ・コーラ社がいっとき大変な目に遭っているの

です。ご承知のとおり、コカ・コーラは世界で一

番売れている炭酸飲料水です。しかし、だんだん

同業者との競争に巻き込まれていき、売り上げが

頭打ちになっていたそうなのです。最有力のライ

バルはペプシでしたけれども、どれだけ覆面テス

トをやっても味で勝てない。よさで勝てない。現

実に売り上げは下がっていっている。悩んだ末に
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コカ・コーラは、とうとうたった１度だけ味を変

えたのです。今まですばらしかった商品がもっと

すぐれたものになりました。どうか皆さん飲んで

ください。ところが、この発表をした次の日から

待っていたものは、１日8,000件のクレームの電話

だったそうです。ほとんどの方はこう言ったそう

です。なぜ味を変えたのだ。これは私の思い出だ

ったのだぞ。私のコーラを返してくれ。余りにも

多い苦情が押し寄せてきたものですから、とうと

うコカ・コーラも音を上げて、今まで使っていた

コカ・コーラをコカ・コーラクラシックという名

前で再販したそうなのです。その結果コカ・コー

ラの業績は急回復していきます。そして、その現

場に直面した当時の会長は、後にこう言っていま

す。私たちが行う事業は、可能な限り永久に続く

だろう。これだけ多くの人たちの心の中に文化と

いうレベルで私たちの商品はもう根づいている。

さらに、どんなに時代が進んでも人は喉の渇きを

とめることはできない。人間の本質に根差した分

野をなりわいとしているから、私たちの事業は今

後も繁栄していく。 

 もう一つ、どうして私が水にずっとこだわって

いるのか。先日の決算委員会などでも外販の可能

性についてなどを私問いました。しかし、ボトル

詰めしてくれる業者との受け入れトン数の問題な

どさまざまな制約、条件があるためにやむなく断

念したと。先ほど町長が答弁されていたのもそう

いった部分を踏まえた上でのお話だとは思うので

すけれども、そのとき私もう一つ申し上げたと思

います。水道料金についてです。先ほど町長も質

の高い安定したものを合理的な価格で提供したい

と。しかし、町の人の話を聞いてください。高く

てかなわぬ。願わくは値下げしてくれと。もう生

活が厳しいのだと、こんな声ばかり聞こえてくる

ではないですか。確かに26年度の水道決算は赤字

でございました。この水道事業そのものを守って

いくためには値上げだってやむを得ないのではな

いかと、そういう思いもあるかとは思うのです。

しかし、私そのときにも申し上げましたが、果た

してそれで町民の生活が耐えれるのだろうかと。

仕方ないではないかと、そうしなければ潰れてし

まうのだからやるしかないのだよ、こういうもの

ももちろんあるとは思うのです。ただ、それに今

の町民経済が対応できなくなりつつある。という

ことは、野方図に対価なのだから引き受けてくだ

さいというのは少々合理的ではないように思うわ

けです。 

 そして、もう一つ、水のよさというか、ブラン

ドの可能性という意味も含めた話なのですけれど

も、私たちの町は第１次産業を基盤としています。

それこそ畑も漁場も水がなければ成り立ちませ

ん。昔襟裳岬で漁場が壊滅しかかったという事件

があったそうなのです。戦後すぐのことらしいの

ですけれども、山頂のほうの山から木材を大量に

とるために木を切ってしまったそうです。そした

ら、山が丸裸になってしまい、その土砂ですとか

が海に流れ込んでしまい、漁獲高が下がってしま

ったと。考えあぐねた町の人たちは、山に木を植

えて植林していったそうなのです。そして、30年

ぐらいたったとき森が再生し、漁場が復活したそ

うなのです。このことからもわかるように、農業

でも漁業でも私たちが生きていく上でも水という

のは欠かせないものです。そして、だからこそ私

が最初に申し上げたプラットホームブランドとい

う考え方にたどり着いたわけです。水を使わずに

やっていける業者はほぼございません。そして、

思うのが一かどの力を持っているがゆえに、先ほ

ども申しましたが、次の一手を考える上で物すご

く悩ましい問題になっていると。私たちの町はた

った１種類しか目玉商品がないような、そういう

困った町ではありません。むしろ一村百品とも言

われるような多様な資源を抱えているではありま

せんか。これを行政の立場として後押ししていく

にはどうしたらいいか。そして、最初の話に戻っ
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ていくわけです。町がどこか特定の分野に資金や

資源を投下するのではなくて、誰でも参加できる

ベースのブランドをつくる。そして、これを外に

向かってどんどん宣伝していく。 

 さらに、これは町という公共の自治体がその権

利を持つことが望ましいと考えています。どこか

特定の企業がそういうものを持っていたとすれ

ば、当然その企業は自分の利益のために活動しま

すから、場合によってはあなたはやめてください

とか、あの会社をもうけさせるぐらいだったらち

ょっとうちはかかわれないなといったどうしても

そういう人間的な部分が出てきます。しかし、公

共の自治体はそれが許されないほぼ唯一の分野で

はございませんか。例えば町がその権利を持つ。

そして、観光協会であったり、水道事業会社にそ

の権利を貸与する。場合によっては、水道会社が

つくってくれた水を一旦町が買い取る。そして、

ふるさと納税ですとかそういうものの贈答品の一

つとして一緒に送っていくという選択肢ももしか

したらあるのかもしれません。あるいは、チョー

クアート家のちょっと名前は忘れましたけれど

も、「マッサン」とリタのチョーク絵があったで

はないですか。ああいうものを例えばシールにす

るとかして、リンゴ１個１個に張っていく。名前

が広まり、誰もが知るところとなれば、それだけ

で宣伝効果にもなりますし、同じリンゴを見たと

きもちょっと見方が変わってくると思うのです。 

 六甲のおいしい水と余市の水道水、何が違うの

でしょうか。大ざっぱに言うと水は水です。しか

し、六甲のおいしい水にはブランドがございます。

ただの水という意味合いを超えたイメージがあ

る。実は、私この質問に当たって日本中でどうい

ったところがこういうボトル飲料を販売している

のだろうというのを調べて歩きました。およそ

150カ所から200カ所近くやっているのですが、ほ

ぼ全て事業ベースで見たら赤字だそうです。先ほ

ど町長申されましたようにやっぱり単価が高い

と。製造単価の問題でどうしてもうまくいってい

ないと。しかし、原因はどうもそれだけではない

と思うわけです。何とかの名水、何とかの清らか

な水、ほとんどネーミング一つとっても機能性ば

かり強調しているのです。品質ばかりを強調して

いるのです。だから、売れないのです。 

 10月ごろだったと思いますけれども、世界で一

番売れているペットボトルの水飲料があったので

すが、この会社が今まで本当は中身水道水なので

はないですかと言われていて、うやむやにしてい

た問題をとうとう明るみにしました。済みません。

中身実は水道水でした。その瞬間世界中から非難

の声が上がりました。水道水なのだったら、もっ

と安くできるだろう。どうして人々はもっと安く

できるだろうという言い方になったのか。これを

よく考えてみると、先ほどの機能性とブランドの

組み合わせが見えてくると思うのです。人々は、

残念ながら水道水というものには、現時点では質

であるとか味であるとかそういった機能性以上の

価値を実は余り認めていないと。だから、先ほど

の水道水なのだからという後ろ向きな批判を受け

ている。 

 ただ、品質に関して言えば、余市町の水は水質

調査でベストテンに入るぐらいですから間違いな

くいいわけです。問題は、単価ですとかコストの

問題です。たしか後志のある会社に見積もりをと

ったら、最低６万本持ってきてくれないと受け入

れられないという話だったではありませんか。で

あれば、隣の小樽市と共同でやるというのもあり

なのではないでしょうか。小樽市は、平均します

と今およそ８万本から10万本前後年間製造して販

売しているわけなのですけれども、だんだん右下

がりでございます。そして、この話を実は小樽の

ある市議会議員の方に相談したことがあるので

す。実際どうだろうと。そしたら、その方はため

息をついていました。うらやましいなと。余市町

にはそういうＰＲポイント、伝説があると。小樽
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にはそれがないと。だから、小樽の水という名前

しかつけれないのだと。でも、おたくの町だった

ら「マッサン」の求めた水でも何でもそういう人

が織りなした歴史に基づいた付加価値を乗せて幾

らでも売れるよね。確かにこれ自体では単独黒字

の確保は難しいかもしれません。しかし、それ以

上の副産物がもたらされるのではないでしょう

か。 

 元町会議員だったある方が昔言っていたので

す。委員会の視察で全国あちこちを回ったときに、

ある旅館に余市町ってどこにあるのですかと。も

う十何年も前の話らしいのですけれども、その方

はこう言ったそうです。小樽の西方20キロにあり、

積丹半島のつけ根のちょっと隣にあって、昔トン

ネルの崩落事故で有名になった町ですと言ったと

きに、ああ、あそこか。非常にこれは後ろ向きな

説明なのですけれども、実際かつてはそういうふ

うに言うしか余市町という存在をわかりやすく伝

えるすべがなかったそうなのです。しかし、今は

全く違うではないですか。「マッサン」の町です。

「マッサン」がウイスキーつくった町です。ああ、

あの町かい。非常にわかりやすく伝わるようにな

った。ところが、それが最初にも指摘しましたが、

一過性のブームになりかねない危険を抱えている

のではないかと。 

 こちらきのうの北海道新聞なのですけれども、

タイトルは「マッサン」ブーム余韻のあるうちに

未来図を。やっぱり町の方の話を聞いても、どう

してもブームに沸くのはいいのだけれども、その

先についてがちょっと出てこないと。町でそうい

う議論になるような関係にまだなっていないと。

しかし、ブームはブームですので、残念ながら過

ぎ去れば過ぎ去るほどだんだん小さくなっていき

ます。さすがに「マッサン」ブームで10年うちの

町が食べていけるだけの力はありません。であれ

ば、次のサービスなり、ブランドなり、商品なり

を投入していって忘れさせないようにする。思い

を新たにしてもらう。こういった仕掛けをとって

いかなければ、本当にこれはただのブームで終わ

ってしまい、しばらくたった後に余市ってそうい

えばどこだったっけと。昔何かドラマでそういえ

ばやっていたよねと言われるだけの町で終わって

しまいかねないと。私これは非常にもったいない

と思うのです。１回15分、ＢＳなども入れれば１

日３回、しかもダイジェスト版まで入れたら週６

回半年間毎日毎日「マッサン」、「マッサン」、

余市、余市とコマーシャルされ続けていたわけで

はないですか。仮に私たちが今新しいブランドを

つくるなりして、６次産業化でもいいのですけれ

ども、それを同じような効果を発揮できるまで宣

伝しようと思ったら、一体どれだけの費用と時間

がかかってしまうのでしょうか。そういった視点

から考えた上でもこれを生かすのが一番いいだろ

うと考えたので、私はこの提案に至ったわけでご

ざいます。 

 さらに、そういった人々の思いがしっかり根づ

いた上で私たちの町の商品が外に向かって売られ

ていったときに、余市の町がつくったものなら、

本物を求めた「マッサン」が本物をつくった町の

人たちがつくったものなら間違いないだろうと思

っていただければ、10円でも20円でもそれが高く

取引してもらえるかもしれない。魚と「マッサン」、

何が関係あるのと言われたときに、「マッサン」

が求めたのは水なのですと。その水が注ぎ込んで

いるのが余市の目の前の海なのですと。これだけ

水質がよくて、それこそアユが暮らせるような環

境の水が注ぎ込んでいるから、かつてニシンで栄

えられたのです。そこの魚の加工品ですというだ

けで、相手の受けは随分と変わってくるのではな

いでしょうか。こうやって厚みをつくって広げて

臨めば、誰でも参加できる形をつくってあげるこ

とで余市の多様性というのは本当の意味で生かし

切れるものになっていくのではないのでしょう

か。こういった点を踏まえた上で、町長のご答弁



－98－ 

を願いたいと思います。 

〇町長（嶋  保君） 14番、大物議員の再度の

ご質問に答弁をさせていただきます。質問が多岐

にわたってございますので、答弁漏れ等がござい

ましたらご指摘を願いたいと思います。 

 まず、水の関係でございますが、１問目でも答

弁させていただきました。これは、私どもも検討

もさせていただきました。そういった中で、今現

在の中ではコスト的にこれで水道事業会計の中で

やっていくとなれば逆に水道料金等にはね返って

くる危険性があるという部分でございます。おっ

しゃるとおり、これらの知名度等を生かしたＰＲ

等しっかり生かせという部分は確かな部分でござ

いますが、これらにつきましては今そういった中

で小樽の例も出されました。小樽も当初は、水道

課のほうで資料を用意しましたが、13万弱配付し

てもございましたが、それが今半減までいきませ

んが、７万ちょっとになっているというような状

況もございます。そういった中では、私どもも今

の時点ではボトルウオーター化というのは水道事

業会計の中でやっていくのは逆に危険があるなと

いう部分でございます。 

 しかし、これらにつきましては、企業努力とい

う中では今後いろいろな中での模索もしながら、

何とか独自の収入を得ていくと、そして水道事業

会計を健全化していくというような努力はしてい

かなければならないというのは確かでございます

が、今の時点ではこういうような状況だという形

の部分でございます。 

 それとあと、いろいろな中でございました。何

度もおっしゃられましたが、特定の分野にだけ資

金を投入しているというような、これはワインの

ことを言っていらっしゃるのか。私ども今まで予

算的には所管の委員会にご説明いたしまして、議

会にも説明して、そして議決をいただいて、それ

ぞれの予算を議決いただいて執行しているという

部分でございまして、私は特定の企業なり、特定

の分野だけにやるという形の中での行政運営をし

ているというふうには考えてございませんが、そ

れらにつきましても農業分野、リンゴ等のお話も

ございました。きのうもある議員の質問にも答え

ましたが、今後10年後の農業をどうしていくか。

ＴＰＰの問題もあります。いろいろな中で今市場

に出すだけではなくて、６次産業化、そして多様

な出荷方法等もございますので、今後農業者のた

め、また地域のためにはどうあるべきかという部

分はしっかりと検討していかねばならないという

ふうにも考えてございまして、そういった中で特

定の品目なり、特定の分野にだけやっているとい

うふうには私は考えてございません。しかし、意

欲がある部分、そこは一定の分野は、最低限の部

分は全体的な部分という形はございますが、一定

の意欲ある部分はそこは伸ばして、そこは行政も

しっかりと力を入れていく。それは特定の分野だ

けというのではなくて、意欲あるところには力も

かしてやらなければならないというふうに思って

ございます。そういった中で私どもが取り組んで

いるということでご理解を願いたいと思います。 

 また、北海道新聞のお話もございました。確か

におっしゃるとおり、これは一過性のブームで終

わらせては、今までの先人等を含めて非常にここ

までやってきた中で、そういった中では終わらす

わけにはいかないという中で我々も一生懸命考え

てございますが、これはほかの部分見ても放送２

年目等「あまちゃん」だとかあのあたりも一気に

消えている部分ございます。しかし、余市が助か

るのは、ただここがロケの現場だ、そして撮影し

た町だというのではなくて、ニッカというのが現

存してございますので、そういった中ではニッカ

を核として、それは議員おっしゃるとおりだと思

います。このニッカなり、「マッサン」というの

を核にして、これを農業、漁業、いろいろな中で

まちづくりに広めていきたいと思ってもございま

すし、私どもも12月７日にぐるなびの今年の一皿
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の中で東京にも上京しましたけれども、その中で

農林水産省の局長等と名刺交換したら、まず今ま

ではそれこそ余市どこなのですかと言うのですけ

れども、「マッサン」の余市ですか、ニッカの余

市ですかという中で知名度は非常にある。ですか

ら、ここで今そういった中でこのブームがあるう

ちに手を打たなければならないものもあると思っ

ていますし、これは常々申し上げてございますが、

今が時期でございますので、今借金してもやらな

ければならないということが出てくるというふう

に思ってございますし、そういった意気込みで取

り進めていきたいというふうに思ってございま

す。 

 質問も多岐にわたってございましたが、答弁も

ちょっと取りとめのない部分もございますが、も

し答弁漏れ等ありましたらご指摘もいただきたい

というふうに思っております。 

〇14番（大物 翔君） 私たちなどは、特にこう

いう場ですとか会議室という形で町が今何をしよ

うとしているのかというのを１番目につぶさに伺

うことができるわけではないですか。だから、私

たちはわかるのです、それは。どこか一辺倒にや

ろうとしているわけではないし、むしろやらなけ

ればいけないことがたくさんあり過ぎて、どうし

たらいいだろうとひょっとしたら悩んでいるので

はないかなという姿をいつも感じながら私もお話

聞かせていただいているわけなのでございます。

ただ、冒頭で申し上げました例えばどうせ特定の

分野にばかりとか、そっちに支援するならうちも

やってくれよというような趣旨というのは、これ

は町の人が実際に言っていることなのです。とい

うのもこのずれは何かという話なのです。自分た

ちは一生懸命やっているのだと。でも、それが実

際に住んでいる町の人に残念ながら伝わり切って

いないと。だから、あらぬ誤解という形で返って

きて、何でだよと逆に頑張っているほうが落ち込

んでしまっていると。これが今起きている不一致

の根っこの部分なのではないかなと思うわけで

す。そうなってきますと、そうはいったって広報

は発行しているし、ホームページだって持ってい

るし、いろいろな集まりは催して、私たちが何を

しようしているのかは適時発信しているとはなる

のかもしれないけれども、ただそれが肝心かなめ

の住んでいる人とか町内の人の心に伝わっていな

ければ、残念ながら意味がないわけではないです

か。 

 私決算委員会の際にホームページのことをちょ

っと申し上げたのご記憶あるかもしれません。恐

らくあのホームページをつくった段階では、まさ

かこんな「マッサン」ブームが来て、物すごいこ

とになるなんて誰も予想していなかったと思うの

です。それを念頭に置いたつくりだったから、逆

にＰＲしなければいけないことがふえ過ぎてしま

って、トップページがちょっとごちゃごちゃして

しまったのかなという。逆にそういう部分を取り

払ってあのデザインを眺めてみたら、僕はやわら

かくてすごく好きなのです。何を伝えたいのかと

いうのがぽんと伝わって、一発でそれが見た人に

伝わるような形には残念ながらまだなっていない

なと。 

 さらに申し上げれば、私もこれ毎日悩むのです

けれども、いい町の条件って果たして何なのだろ

うなと。どんな町がいい町なのだろうなと。余市

町の外に住んでいる方はよく言うのです。いい町

だ、本当にすばらしい町だと。自然が豊かだし、

食い物はうまいし、のどかだしと。では、移住し

てみませんかと言ったら、そこまではちょっとと

言われてしまっている。では、そのそこまではち

ょっととなっている理由は何なのか。それをちゃ

んとつかまえていけているのかなと。その上で、

ではうちの町をどうしていこうかということまで

検討なりが進んでいるのかなといえば、頑張って

はいるのだけれども、そこまでいけていない気が

したわけです。 
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 さっき途中で言ったよそ者の話なのですけれど

も、これをよそ者の目という見方ではなくて、第

三者の目ということでどんどん受け入れる体制を

持ってはどうかなと、アイデアを集められる場所

として。さっきも言いました誤解を招いている理

由は、自分たちの思いを届けやすいものがちょっ

とないからかもしれないと。例えばですけれども、

作文コンクールみたいなのをやってみて、どんな

町にしたいですかというアイデアを広く募ってみ

るのも一つあるかもしれないなと。例えばこれは 

ちょっと無理かもしれませんけれども、どこかの

町の小学校のどこかの先生が授業の一環で町の夢

について語ってみようよというようなものをやっ

てくれたらいいなとか思っていたりするわけで

す。荒唐無稽なものばかり集まってくるかもしれ

ませんけれども、その中に一つでも二つでも必ず

きらっと光るものがあると思うのです。まだでき

上がってもいないものについてを考えるわけです

から、当然それは地に足ついていないよというも

ののほうが正直多いのです。ただ、何物にも縛ら

れない、何者でもない人たちが考えてくれたアイ

デアというのは、つなぎ合わせたり、検証してい

けば、実は自分たちが抱えている問題を解決して

くれる、そういった視点を提供してくれる可能性

があるのではないかなと。余市の町は、ご承知の

とおり、いろいろなものを受け入れて、もともと

あったものと新しいものを組み合わせることで価

値を生み出して、発展し続けてきた町です。 

 今から10年ほど前なのですけれども、平成18年

の６月の定例議会、ここの町のです。もう引退さ

れたある議員がまちづくりについてと行政改革と

いう視点から質問をされています。４億円を超え

る赤字予算を組まざるを得なくなったときの話で

す。その中で、その方は伊達市のケースを引き合

いに出して話していました。伊達市は、今もそう

ですけれども、引退した後は余市か、伊達かと言

われている中で、ある選挙を経て当選したばかり

の市長がまちの人と懇談会だかを開いたときに、

首長みずから夢を語れるような、そんなまちにし

てくださいと。伊達市は、海から太陽が上って、

海に太陽が沈む大変珍しいまちだと。これを切り

口にできないものだろうかという話を問われたと

きに、それはいいですねと言って、まちづくり戦

略をどんどん考えていったそうなのです。その結

果、障害を持たれている方ですとか高齢の方々と

健常の方々が普通に一緒に暮らしていても何も違

和感がないようなまちになっていきました。人口

減でもこれが効果がありまして、私平成24年度の

分までしか人口統計探せなかったのですけれど

も、ほとんど人口減っていないのです。平成20年

ごろだったかまでは上がり続けて、さすがに最近

はちょっと減ってきているのですけれども、それ

でもいまだに３万六、七千人台の人口を維持し続

けています。これは、まちの人から言われたたっ

た一言だったかもしれないけれども、ではそれを

母体にして考えたらどうなるだろうと広く意見を

とって、まとめ上げた一つの結果なのではないか

なと。こういった視点を持たれてはいかがかなと

思ったわけでございます。 

 100万人を超える観光客がことし余市町にやっ

てまいりました。車でも来ているでしょうし、バ

スでも来ているでしょう。しかし、私はこの間も

申し上げましたけれども、余市駅まで列車で来ら

れている方も大変多かったと思うのです。しかし、

町外、札幌方面から来た電車、あと函館方面から

来た電車が余市駅にどちらも来るわけですけれど

も、ホームが２本ございます。２番線でおりた乗

客の方は、橋を渡っていかなければいけないと。

70歳を超えた高齢の方が例えば観光で余市にやっ

てきたと。しかし、あの高い高い階段を息切らせ

ながら上っておりていって、やっと余市町に着い

たというのでは、それだけで感動が半減してしま

うのではないでしょうか。そういう意味では、誰

でも暮らしやすい町にしていくという視点ももち
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ろん必要なことでございます。ただ、予算の都合

上厳しいかもしれませんけれども、本数も少ない

ことですし、ＪＲと協議して全部の列車が１番線

に入ってこれるようにしてあげるですとか、そう

いった部分から来やすい、住みやすい、過ごしや

すいいい町ってでき上がっていくのではないでし

ょうか。どんな人でもおもしろそうなアイデアは

どんどん受け入れられる、そういった場も常設的

につくっていくことがまた次の余市をつくってい

く一つのかなめになっていけるのではないでしょ

うか。誰でも夢を語れる、そしてそれが形を変え

てでも現実のものとなる。考えた人はうれしいで

はないですか。そうやって活気づいている町とな

れば、今どこへ行っても若者も肩を落として過ご

すような世界です。あしたが見えない。どうなる

のだろう。自分の仕事は大丈夫だろうか。老後な

んてもっと心配だよと。そんな世界の中に燦然と

あそこは生き生きとしている、何か輝いている。

これだけで場合によってはちょっと余市に住んで

みようかなと思えるような魅力が醸し出せるので

はありませんか。 

 まちづくりは決して、もちろん町長なり、理事

者の皆さんもご承知とは思いますけれども、行政

だけが行うものではありません。町に住んでいる

人も参加できるようにもっと門戸を開いたほうが

いいのではないでしょうか。こういったことを申

し上げながら、私の質問を終わりたいと思います。

最後ご答弁ございましたらお願いいたします。 

〇町長（嶋  保君） 14番、大物議員の再度の

ご質問に答弁いたします。 

 確かに大物議員のまちづくりに対する熱い思い

理解するところでございます。しかし、何点か私

も申し上げなければならない部分もございます。

まず、１つは、町の人が言っているとか、この部

分は私は違うけれども、町の人が言っているとい

うのではなく、私どもはこういった議会の中では

それを引用して出てくるという中では私もそうい

った中でのという思いで私は質問を受けます。そ

ういった中で、町の人はこう言っているけれども

という中では、そういう例を出されるということ

は私も質問されている方もそうだなという形の中

での答弁をさせていただいているところでござい

まして、そういった中での答弁をさせていただき

ました。 

 また、アドバイス等もいただきまして、今よそ

から、私自身も学生時代から何から全て余市にい

て、出たことございませんので、どっぷりつかっ

ているという部分はございます。そういった中で

は、やはり外から余市を見た目という部分は非常

に大事だというふうには思ってございます。こう

いった中で、今地方版総合戦略の委員会等もござ

いますが、そういった中では新規就農された方も

委員として入っていただいているという部分もご

ざいますし、今新規就農いろいろな若者が入って

きて、まちづくり等も含めて、各品目ごとの部会

等も含めて、新規就農で入ってきて農協の青年部

の幹部になっている方もいますし、そういった中

では多様な意見、そして外から余市を見た部分の

意見というのは非常に参考になると思ってござい

ます。 

 また、ホームページの質問もございました。こ

れにつきましても確かに職員が片手間という形の

中では若干見づらい部分もあるのかと。比べてい

っていいなと思ったところは、やはり委託、本物

のプロがやっているという部分が非常に多い部分

がございますので、そういった中では今だんだん、

だんだん「マッサン」の中でアクセス数も多いよ

うになってございますので、それらも含めて今後

は経費をただ削減すればいいというのではなく

て、プロはプロという部分も考えなければならな

いというふうに、担当課にまだ指示はしてござい

ませんが、私自身そういう思いもしているところ

でございます。 

 ＪＲの質問もございました。これらにつきまし
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ても、確かに私も先日11日札幌出張にもＪＲがど

うなっている、乗降客がどうかなという部分を含

めて行き帰りＪＲで札幌まで行ってきました。そ

ういった中で、かなり乗降客が多いのですが、お

っしゃるとおり、あの階段をお年寄りが上ってく

るというのはかなりきつい部分があるなと思って

ございまして、これらはＪＲ等にも要望してござ

いますが、やはりＪＲの事情も非常に経営内容厳

しいという部分もございますが、引き続き要望し

ていきたいというふうに思ってございます。 

 総括的にいろいろなご提言等もいただきまし

た。それら含めて今後生かせるものはしっかりと

行政に生か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） 大物議員の発言が終わり

ました。 

 暫時休憩します。 

休憩 午前１０時４９分 

再開 午前１１時００分 

〇議長（中井寿夫君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 一般質問を続行します。 

 発言順位10番、議席番号４番、岸本議員の発言

を許します。 

〇４番（岸本好且君） 平成27年第４回定例会に

当たり、さきに通告いたしました１件につきまし

て質問をいたします。町長におかれましては、答

弁方よろしくお願いをいたします。 

 件名、本町における光ファイバー網の環境整備

について。高度情報ネットワーク社会の形成に関

する基本方針として、平成12年11月、高度情報通

信ネットワーク社会形成基本法、ＩＴ基本法が制

定されました。それに基づき、内閣府においてＩ

Ｔ戦略本部が設置され、５年以内に世界最先端の

ＩＴ国家となることを目指し、全国各地域で基盤

整備が推進されてきました。いつでもどこでも誰

でもＩＴの恩恵を実感できる社会実現を目標とす

るＩＴ新改革戦略が平成18年１月に策定され、現

在は基盤整備からＩＴの利活用に転換する施策に

重点が置かれています。 

 近年こうした国全体の取り組みを踏まえ、総務

省では平成22年度までにブロードバンドゼロ地域

の解消、超高速ブロードバンドの世帯カバー率

90％以上とする指標を具体化する情報通信技術の

具体的な利活用事例を示してきました。特に光フ

ァイバーを使った通信技術に代表されるような超

高速大容量のさまざまなデータを送受信できる環

境整備は、情報化社会が急速に進歩する現代にお

いては急務になっています。 

 本町においても町内一円に電気通信事業者によ

る光ファイバーを使った通信技術が提供されてい

るものの、一部地区においては採算性の問題から

民間事業者による整備が非常に難しい状況にある

と聞いております。しかし、情報通信基盤の整備

は、企業の活性化や本町が目指している移住、定

住の促進からも大変重要なインフラであり、町内

における情報通信の格差を一刻も早く是正する必

要があると考えます。今後町民の強い要望に応え

るためにも行政として必要に応じ関係する民間事

業者と協働し、現在残されている地区の光ファイ

バー網の整備を早急に図り、高度通信による安定

した通信が可能となる環境整備が求められていま

す。以下、これまでの経過、現状を踏まえ、本町

の光ファイバー網の環境整備全般について質問を

いたします。 

 １、ＩＴ基本法制定に基づく本町における光フ

ァイバー網整備のこれまでの主な取り組みについ

て。 

 ２、光ファイバー等の超高速回線敷設可能世帯

のカバー率とブロードバンドゼロ地域の解消の取

り組みについて。 

 ３、光ファイバー網の整備による本町農業分野

での利活用拡大について。 
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 ４、本町における情報通信技術の活用能力の向

上及び中長期的なビジョンについて。 

 以上、ご答弁のほうよろしくお願いをいたしま

す。 

〇町長（嶋  保君） ４番、岸本議員のご質問

に答弁申し上げます。 

 １点目のＩＴ基本法制定に基づく本町における

光ファイバー網整備のこれまでの主な取り組みに

ついてのご質問でございますが、全ての国民がＩ

Ｔの成果を享受できる高度ネットワーク社会の確

立を目的としたＩＴ基本法制定以降、本町におき

ましてもＩＳＤＮ、ＡＤＳＬの高速ブロードバン

ド通信が提供されましたが、さらに大容量で高速

通信が可能な光回線提供を求める住民ニーズの高

まりを受け、事業者に対し要望を行ってまいりま

した結果、平成18年６月の黒川地区の提供開始を

初めとし、町内各地区に光回線エリアが拡大され

ております。 

 ２点目の光ファイバー等の超高速回線敷設可能

世帯のカバー率とブロードバンドゼロ地域の解消

の取り組みについてでございますが、超高速回線

敷設可能世帯につきましては、詳細な情報が公開

されていないため精緻な把握は困難であります

が、おおむね全世帯の９割を超えるものと想定し

ております。また、ブロードバンドゼロ地域の解

消の取り組みにつきまして現在余市町におきまし

ても山間部や沿岸等を中心として、いわゆるブロ

ードバンドゼロ地域がございます。町といたしま

しても光回線を主とした超高速通信は、インター

ネット等の情報通信を初め産業、経済、観光等に

おける情報ネットワーク化を図る上でも今後ます

ます必要性が増してくると認識しておりますの

で、早期に光回線エリアが拡大され、町内全ての

地域で超高速通信の利用が可能となるよう、引き

続き事業者に要望してまいります。 

 ３点目の農業分野における利活用についてでご

ざいますが、近年新規就農者や若年後継者が経営

を担う時代に入ったことに伴い、インターネット

販売や情報収集、さらには経営の合理化や近代化

のためにはＩＴの活用が不可欠の状況となってい

ると認識しております。 

 また、４点目の本町における情報通信技術の活

用能力の向上及び中長期的なビジョンにつきまし

ても、今後のまちづくりや地域の活性化を進めて

いくためにも情報通信技術の活用能力の向上は重

要であると認識しております。そのため今後にお

きましても光ファイバー網の整備により情報通信

基盤格差を是正し、１次産業におけるＩＴ活用や

移住、定住促進も含めた住環境整備を進めていく

ことは、余市町にとっても必要な社会基盤整備で

あると考えておりますので、エリア拡大に向け、

引き続き要望してまいります。 

 また、近年通信速度が飛躍的に向上しておりま

すＷｉ－Ｆｉ等の光ファイバー網以外の方法も含

めて研究してまいりたいと存じます。 

〇４番（岸本好且君） 答弁ありがとうございま

す。 

 今回の質問、光ファイバー網の整備ということ

で質問させていただきました。今町長から答弁あ

りましたように、この光ファイバーは既存の回線

と違いまして、伝達力といいますか、情報量も既

存のものとは全く違い、到達点までの距離も含め

てなのですけれども、ケーブルの長さだとかそう

いうロスが極めて少ない。いろいろな電波とかに

も影響されないということで、ストレートに情報

がお互いに送受信できるということで、私が最初

に申し上げましたように、今はいつでもどこでも

誰もがＩＴの恩恵を受ける社会となっている中

で、まだ本町においてその整備がされていない地

域があることも事実であります。そういう観点か

ら、情報通信の格差をなくすという意味から、何

点か再質問をさせていただきます。 

 最初の１点目のこれまでの取り組みについて答

弁がありました。平成18年６月から整備を図って
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きたということで、現在もそういう部分に取り組

んでいるということですけれども、実際このＩＴ

基本法が制定されて、平成22年ころが一番整備す

るピークといいますか、各地域で、北海道ももち

ろんそうなのですけれども、かなり進んできた時

期だと思います。当然余市町においても当時事業

者との折衝の中で、これは地理的なことなのか、

技術的なことかは別として、ある程度線引きとい

いますか、そういうものが町のほうにあったのか

どうかわかりませんけれども、そういうのもこの

時期に決められて現在に至っている。ですから、

残っている地域があるというふうに私は感じてい

ます。 

 そこで、余市町として当時、これは五、六年前

の話も含めて、その地域でどのような話といいま

すか、その地域に住んでいる人方、それから区会

を通してもそうなのですけれども、そういう話し

合いが当時行われて、実際どういう話があったの

か。役場側で把握している範囲で結構ですので、

そういうものをもうちょっと具体的にお話を聞か

せていただければと思います。 

 それから、２点目のカバー率、町長の答弁では

おおむね90％。これは、全国平均とほぼ同じとい

うことで、地域差がありますけれども、カバーさ

れているという答弁がありました。既存の電話回

線を使った通信技術では、インターネットの立ち

上げだとかが非常に遅い。ダウンロードについて

も相当時間かかるということで、特に経営者もそ

うなのですけれども、実際に利用している人から

見れば業種によっては大変不便を感じているとい

うことで、９割の方はその恩恵を受けているので

すけれども、今言ったように残りのほうのそれも

市街地、要するに山間部、海岸部含めて多いとい

う、これは全国もそうなのです。ですから、その

実態を町として把握しているわけですから、そう

いう町民の要望に対して、この光回線のエリア外

の方々に今後どのような、今現在されていること

も含めて対応されているのかもうちょっとその辺

お聞きしたいと思います。 

 それから、３点目なのですけれども、農業分野

の関係です。町長おっしゃるとおりです。実際自

分でつくった農産物を売り込み、最近は余市町も

これから行おうとしているグリーンツーリズムの

情報発信だとか、そういう意味では大いに活用で

きる情報通信ということで、新規就農者に限らず

これは重要性があるということで、特に若手の経

営者だとか、今までの既存で農家されていて、後

継者が育っていないところについてはそんなに利

用というのはないかもしれませんけれども、後継

者が育って、ネット販売を今後積極的に行う中で

はこの農業分野は特に今後利活用する、それを拡

大していく必要が極めて大きいと思います。 

 それで、実際本町において今後６次産業化も含

めてこの情報通信のウエートというのは大きくな

っていくと町長も認識されている中で、それでは

町が新規就農者を含めて光を希望されるこの地域

にどんな手だてをしていくのか。事業所待ちなの

か、町が町民等その要望されている方々の中に入

ってバックアップしていく姿勢をもっともっと示

していく必要があると思います。そのことについ

て見解をお聞きしたいと思います。 

 最後、４点目の中長期的なビジョンなのですけ

れども、余市町の産業振興推進計画等いろいろあ

ります。余市町にあるかどうかはあれなのですけ

れども、この中長期のビジョンというものを持つ

といいますか、それに合った計画みたいなものを

つくっていく必要があるのではないかなと思って

います。 

 総務省の調査結果が出ています。ちょっと古い

データなのですけれども、これは22年度で通信利

用動向調査というのがありました。その中で、も

う既に22年度末では9,000万人以上がさまざまな

高度から一般の通信も含めて利用されているとい

うことと、人口の普及率から見ると78％を超えて
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いると。そんなことで、今や企業や経営者に限ら

ず、一般の家庭も含めてＩＴの利活用はもはや生

活の一部になっていると。そんな意味では余市町

においても高度情報化社会に向けて、町内の名前

は別として情報化推進計画のようなものをつくっ

ていく必要があるのではないかと思います。もし

見解がございましたらお聞きいたします。 

 以上４点、再質問よろしくお願いいたします。 

〇町長（嶋  保君） ４番、岸本議員の再度の

ご質問に答弁いたします。 

 まず、どのように拡大してきたかという部分で

ございまして、当初の地域との部分でございます。

これは、当初要望は全町的にございました。これ

が黒川から始まって、東部地区からという形で、

そしてまた当初はＮＴＴさんのほうでも余市川か

ら西側のほうにつきましてはなかなか進み方が遅

かった。というのは、戸数だとか、そして回線の

距離、そういった中で進みが遅かった部分がござ

いましたが、この間エリア拡大を町としてもいろ

いろな中で要望をして、今のような状況になって

いるという部分でございます。 

 当初は、一番最初は黒川、大川についてもＩＳ

ＤＮで始まって、それからＡＤＳＬになって、そ

して光という形になってございますが、そういっ

た中では90％は光が世帯カバーされていますけれ

ども、10％ほどはまだＡＤＳＬのままだという部

分がございます。それはご指摘のとおりでござい

ます。そういった中で、これもＮＴＴとしては営

業というか、そちらの企業の中での事情もござい

ますので、ぽつんと遠いところの１軒だけにそこ

を敷設するかとなると、ＮＴＴではだめですよと

いう形でございます。そういった中で、当初は黒

川始まって、西部地区もかなりＮＴＴでは渋って

はいたのですけれども、何とか余市川から西部に

ついてもカバーしていただきたいという要望を粘

り強く続けて、今のような状況になってきている

と。 

 そして、２点目、３点目、重複するかというふ

うに思ってございますが、どのようにこれから農

村部含めてカバーされていないところを要望して

いくかという部分でございます。これは、事業者

からは一定程度の戸数を求められております。で

すから、例えば入っていない地域に全ての世帯、

例えば農村部だとしても全てがそこまでいったと

きに申し込むかとなると、私どもは要らないとい

う方もかなりの部分でいるというふうに思ってご

ざいます。そういった中では、１つとしては、Ｎ

ＴＴに対してそういった採算ベースだけではなく

て、こういった法律のもとで100％まで企業として

も目指していただきたいという要望、これは続け

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、最後に申し上げましたが、Ｗｉ－Ｆｉ

の部分、ただ光回線を線で引くというのではなく

て、Ｗｉ－Ｆｉ等の部分もかなり今高速になって

きてございまして、今ＦＯＭＡからＬＴＥのエリ

ア、これが豊浜等も来年そういった中ではエリア

にも入ってくるというふうになってございますけ

れども、これはルーターが要ると。例えば携帯持

っている方は携帯をもって、そこで携帯がルータ

ーの役割をして、パソコンなり、ｉＰａｄなり使

えるという形になりますけれども、そういった中

での部分もございますので、余りにも距離の遠い

離れている部分につきましては回線を引くとなる

と、これはＮＴＴに要望はしますけれども、やら

ないとなれば、町でやるということになれば非常

に大きな負担となりますし、そしてまたこれはた

だ一回やればいいというものではなくて、更新だ

とかメンテの部分今自治体でやっているところも

かなりの負担になっていると聞いてございますの

で、これら含めて１つはＮＴＴに採算だけではな

くて、何とかそういう形でこの法律の趣旨に基づ

いてやっていただきたいという要望と、そしてま

たＷｉ－Ｆｉの活用、これをできないかという形
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で検討をしているところでございます。 

〇４番（岸本好且君） １点目の関係については、

今町長の答弁の中にもありましたように、町とし

ても事業者との関係もありますので、努力されて

きたというのはわかります。 

 他町村と比べるのもあれなのですけれども、一

番近隣では島牧村が早い段階からこの関係につい

ては、あそこも地理的にいろいろ難しいというと

ころで早く取り組んで、今全世帯網羅していると

いうことで、電気通信法とかの絡みで余市町がで

きるかどうかはあれなのですけれども、これもあ

くまでも財源があっての話なのですけれども、島

牧村については自治体、島牧村自体が光ファイバ

ーを整備して、民間の通信事業者にも貸与してい

ると、そんな形で、いろいろ制度はあると思うの

ですけれども、余市がそこをできるかどうかは別

として、いずれにしても今余市町においても、私

もちょっと余市町内で調べたのですけれども、今

運用できない余市の地区においては登です。登も

可能なところとないところが出ていると。赤井川

本線はほとんどだめで、栄町も栄小学校はちょっ

と入らないということで、今言った豊丘も同じ地

域で地形もそう変わらないので、川１本で通じな

い。これは配線引っ張りますので、例えば大きな

川があるとか橋があるとか、豊丘はそういうの走

っていませんけれども、そういうものでなかなか

技術的にあるようにも聞いています。ただ、今言

ったように今の技術は進歩していますので、それ

は可能だと思うのですけれども、今町長が言われ

ましたように要望される方が多い、少ないという

のはあるようです。 

 そして、これも調べたのですけれども、その要

望多い場合はもちろん採算とれますから、ここで

いえばＮＴＴ、当然それは敷設するのですけれど

も、余りにも少ない場合はＮＴＴも設置費用だと

か採算割れがするということで、何年で回収でき

るかも計算するようです。それで、おおむね30世

帯が要望があれば採算性を見て電気通信事業者、

ＮＴＴ、そこに町が中に入って、例えば今は使わ

ないけれども、将来も含めてその辺は折衝次第で

引っ張れる可能性というのは十分あるのでないか

と、これは相手があることですが。ですから、今

まで努力されていることは十分承知していますけ

れども、同じ余市町に住んでいて、いろいろなサ

ービス受けられる中でそこに住んでいたからこそ

そういうことが恩恵受けれないということは、こ

れは余市に新規就農で来るとか余市に住む方もも

ちろんそうなのですけれども、本当にそこに住ん

でいる人に一刻も早く整備を図っていく。そのた

めには行政の役割というのは非常に大きいと思い

ます。そんなことで一層の努力をしていただきた

いと思います。もしこの関係で見解があれば、ま

たお聞きしたいと思います。 

 ３点目の農業分野、これは今まで余市町で新規

就農を希望される方で、今までです。その中に光

が入っていますかという、そういう問い合わせ、

これは新規就農者に限らず余市に定住をしたいと

いう中で、当然交通のアクセスだとかそういうい

ろいろな中で、この関係で問い合わせとかあった

ような気もするのですけれども、それで余市に来

ないとか来るではなくて、それを一つの条件とし

て考えている方もいらっしゃると思うのですけれ

ども、それがあったかどうかその点、中身は別と

してそういうことが、これ今後のことも多分影響

してくることですので、例えば登のこの地区に新

規就農として入りたい、豊丘のこの地区に入りた

いというときにそれがもしネックになるとした

ら、やはり来る方についても、もちろんそこに住

んでいる方もそうなのですけれども、そんなこと

でそういうことが今まであったのかどうか、それ

をお聞きいたします。 

 それから、最後の４点目なのですけれども、実

は今町長から答弁あったように今後そういう整備

に中長期的なものも含めて検討されていくという
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ことなのですけれども、実際に本州のほうの市な

のですけれども、情報通信推進計画なるものをつ

くって、ただつくるだけでなくて、どこに入って

いる、入っていないというのはこれは事業者だっ

たらわかるのですけれども、例えば余市町の場合

町民がこういう光ネットについてどの程度の要望

があるとか、そういうものを調べないと計画書も

つくれないので、一回この関係について全町民的

になるのか、今のエリア内のところだけになるの

かは別として、アンケートのようなものを調査し

てみるのも必要かと思います。実際これを本州の

村山市なのですけれども、きめ細かにアンケート

をとって、要望ばかりではなくて反対の意見もあ

るのです。私は必要ないだとかいろいろあるので

すけれども、そういうものをとって計画書をつく

っています。だから、余市町においてもぜひこの

情報通信の関係について、まちづくりにも非常に

大きなウエートを今後ますます占めてくると思い

ますので、そういうアンケートをとるような、そ

ういう努力も必要かと思うのですけれども、この

関係についてご答弁あればお願いしたいと思いま

す。 

〇町長（嶋  保君） ４番、岸本議員の再度の

ご質問に答弁をさせていただきます。 

 まず、１点目の部分でございます。島牧等の例

を出されております。これは、積丹もそうですか、

島牧についても最初からＮＴＴは直営でやるとい

う気は全然、戸数等、距離等を含めてありました。

そういった中で、村でそういう形で整備したとい

う部分は伺っております。そういった中では、余

市町はある程度戸数的にも住宅が密集していると

いう部分もございまして、町費の出動ゼロで90％

のカバーをしていただいているという部分でござ

います。そういった中では、おっしゃられるとお

り、登地区、豊丘地区、栄地区等を含めて途中ま

でという形になってございますので、繰り返しに

なりますが、まず第一義的にはＮＴＴに何とかと

いう形の中での要望をしていきたいというふうに

思ってございます。この区域を広げる部分につき

ましても、これは私まだ就任する前でございまし

たが、余市青年会議所に非常にお世話になってこ

の要望活動等もやった経緯もございます。そうい

った中では、それらも含めて要望活動というのは、

ＮＴＴはまともにいったら採算とれないから、戸

数もないから、距離も長いからだめですよという

答えでございますが、何とかという形の中で要望

活動は続けていかなければならないというふうに

思っているところでございます。 

 それと、農業等を含めて、移住、定住の部分含

めて、ここはおっしゃられるとおり、今農業を含

めて、起業をされる方も含めてこの光回線という

のは非常に大きな部分ではないのかなというふう

に思ってございます。新規就農された方も自分で

ジュースをつくって販売されている方もおります

ので、たまたまその方は光回線の中だという形で

ございます。ご質問ございました新規就農の中で

そういった中での問い合わせというのはないとい

う部分でございますが、しかしこれから新規就農

していく中、そしてまた６次産業化に取り組んで

いく中では、この部分というのは非常に重要なフ

ァクターであるというふうに思ってございます。

それら含めて事業者に要望する部分、そしてまた

先ほど申し上げましたような経費的な部分で光回

線ではなくてＷｉ－Ｆｉを活用した中で何とかで

きていけないのかという部分の中を私どももその

あたりで検討してまいりたいというふうに思って

いるところでございます。 

 また、情報推進計画（仮称）、そういったご提

言もございました。これらアンケート調査等はど

うなるかは別にいたしまして、いろいろな中での

地元の意見、これは個々にも伺っているところで

ございます。要望書ではございませんが、個々に

例えば観光農園いっぱいあるから、このあたりま

で何とかとかそういう形はいろいろな分野でいろ
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いろな地区からも伺ってございますので、そうい

った皆様の再度要望等の調査等をしながら、ＮＴ

Ｔに要望するものは要望する、そしてまたＷｉ－

Ｆｉ等の活用で経費的に、また簡易的にできるも

のはないのかという部分を模索しながら、今後進

めてまいりたいというふうに思っているところで

ございます。 

〇議長（中井寿夫君） 岸本議員の発言が終わり

ました。 

 諸会議の開催、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３７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。 

 なお、吉田浩一議員は所用のため午後より退席

の旨届け出がありましたことをご報告申し上げま

す。 

 一般質問を続行いたします。 

 発言順位11番、議席番号15番、中谷議員の発言

を許します。 

〇15番（中谷栄利君） 私は、今定例会に当たり

２件の一般質問をしております。理事者において

は、要を得た答弁をお願いいたします。 

 １件目、地域医療構想について。昨年成立した

医療介護総合確保推進法に基づき、都道府県は来

年度までに地域医療構想を策定することが義務づ

けられました。全国で43万床、道内では１万床も

の病床削減指標が示され、地域医療が守られるの

かと不安の声が上がっています。地域医療構想と

は、病床機能を高度急性期、急性期、回復期、慢

性期の４つに分類し、国が示した指針に基づき、

2025年における機能別の病床必要数を２次医療圏

域ごとに明らかにしたもので、病床機能の再編を

進めることを目的にしています。道内21の２次医

療圏域ごとに地域の医療、介護、福祉、自治体関

係者等で編成する地域医療構想調整会議で今年度

までに各区域での案を策定予定です。その後、道

は各圏域の案をもとに北海道地域医療構想を策定

します。 

 策定の根拠となるのが国によって示された地域

医療構想策定ガイドラインです。ガイドラインで

は、2025年における病床区分ごとの医療需要度を

推計し、これをもとに都道府県が推計値を出すこ

とを定めています。この推計値をもとに調整会議

で２次医療圏域ごとの必要病床数が議論されるこ

とになります。しかし、レセプトをもとに推計し

た必要病床数は、地域の実態や潜在的医療需要を

全く考慮せず、機械的に当てはめを行っただけに

すぎず、何より通院している人のみをもとに計算

されています。今でも医療費の支払いができない、

無保険、通院困難など切実な理由で病院に行きた

くても行けない実態が明らかになっています。以

下、伺います。 

 １つ、2025年の医療機能別必要病床数の推計結

果で後志ではどのように示されているのか。10月

末に第１回調整会議が行われているが、その内容

と今後の取り組みについて。 

 ２つ、2025年必要病床数の推計は、地域の医療

実態を踏まえない削減ありきの一方的な方法で

す。住民や医療、介護、福祉など関係機関の声を

反映させることについて。 

 ２件目、北星学園余市高校の存続を求めること

について。同校は、余市町の教育の町としての特

色を示す高校の一つです。中途退学者の転入、編

入を積極的に受け入れ、豊かな教育実践をしてい

ます。しかし、近年の入学者減により学校運営が

困難とし、2019年度末で閉校を検討していると報

道されています。2016年度の入学者数が定員140人

のうち学校運営に必要とする90人に達しなかった

場合は、2019年度末で閉校する方向で調整すると

しています。早急な対策をもって存続のため支援

をすべきと思いますが、今後の取り組みを伺いま
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す。 

〇町長（嶋  保君） 15番、中谷議員のご質問

に答弁申し上げます。 

 地域医療構想についてのご質問でございます

が、国は医療介護総合確保推進法に基づき、今後

の高齢化の進展による医療ニーズの変化を踏ま

え、それぞれの患者の状態に合った医療サービス

を提供できるバランスのとれた医療提供体制の構

築を目指し、各地域において2025年の医療提供体

制を描く地域医療構想を策定するとしており、北

海道におきましても地域医療構想調整会議におい

て医療機関、市町村を初めとする関係者の方々と

協議検討する場を設けております。 

 １点目の2025年の医療機能別必要病床数の推計

結果における後志の病床数についてのご質問でご

ざいますが、2,919床数を推計値としており、また

10月に開催されました後志圏域の第１回調整会議

におきましては、高齢化の進展による今後の医療

のあり方と地域医療構想の必要性及び策定につい

てが議題となったところでございます。 

 ２点目の2025年の必要病床数の推計における住

民や医療、介護、福祉など関係機関の声を反映さ

せることについてでございますが、調整会議の委

員におきましては後志圏域における代表市町村を

初め、医師会、歯科医師会、薬剤師会の代表及び

中核となる医療機関の委員長、さらには福祉関係

の代表者等により構成されているところでありま

す。今後におきます地域医療構想の策定につきま

して調整会議の各委員によるさまざまな意見等が

反映されていくものと考えております。 

 続きまして、北星学園余市高校の存続を求める

ことについてのご質問に答弁申し上げます。北星

学園余市高等学校の運営をめぐっては、去る12月

10日、一部報道機関により運営母体である学校法

人北星学園が平成31年度末での閉校を検討してい

るとの報道がなされたところでございます。さら

に、同日午後には北星学園、大山理事長、北星余

市高等学校、安河内校長など学校関係者が来庁さ

れ、学校運営の現状と今後について詳細な説明を

受けております。 

 内容といたしましては、北星余市高等学校の定

員１学年当たり140人に対し、現状では入学者が

50人程度で推移するなど、学校運営上最低限必要

な90人を大きく割り込む状態となっており、学校

の継続が困難となっていることから、平成28年度

の入学者が90人を割った場合、平成30年度に生徒

募集を停止し、平成31年度末で閉校するとの方針

を理事会において確認したこと、またこの方針に

ついては来年度の入学者の動向を見きわめた上

で、90人を割り込んだ際には学校評議員会に諮り

ながら、平成28年５月の理事会において正式決定

したいとの説明がありました。 

 本町といたしましては、この間北星高等学校の

教育実践が全国的にも注目され、大きな役割を果

たしてきたこと、さらには全国から生徒が集まる

ことにより下宿経営やイベント時における保護者

の来町など町経済に大きな効果をもたらしている

ことなどを踏まえ、存続に向けて学校と連携しな

がら、あらゆる可能性を探り、支援を行いたいと

の考えをお伝えしたところでございます。 

 少子化による中学校卒業者の減少や通信制高校

の増加など、北星余市高等学校を取り巻く状況は

極めて厳しいものと認識しております。限られた

時間の中ではございますが、北星高等学校と連携

しながら、効果的な取り組みを早急に検討し、実

行に移してまいりたいと存じます。 

〇15番（中谷栄利君） 答弁ありがとうございま

す。 

 まず、１件目の地域医療構想についてなのです

が、政府のほうでは社会保障費の削減に当たって

認可しているベッドがフルに稼働されていない、

そのことをもって医療費を抑えるためにベッドを

削減する、こういうことが社会保障等の医療費策

定会議等で答申を受けた上で、さきに成立した法
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を根拠に病床の削減を推進させようとしていま

す。問題は、私もこの質問の中で最初に述べてい

るように、今現在入院したくてもできない、ある

いは病院機能等に分かれていて、急性期の病院に

していてもそこには２週間しかおられず、次に自

分で、あるいは病院のほうで示す療養病床型のそ

ういった医療機関に移らなければならない、そう

いった状況で助かる命も助からないような残念な

事例も出ているのが実態です。そういった意味で、

地域の中で本当に在宅にかえられる、そういった

必要な医療構想、医療構造をどうやってつくって

いくのかというのがこれからの地域の大きな課題

になります。 

 国が、今北海道が進めようとする地域医療構想

については、あくまでも机上の論理であって、こ

の実態をよく反映させるためには、先ほど来言わ

れていますけれども、医療機関や介護、福祉、そ

ういった関係者のほかに、さらに地域住民のコメ

ントが寄せられる、そういったものを反映するこ

とが何よりも大切なことだと思います。 

 実際にガイドラインの推計値が示された調整会

議は10月末ほどだと思います。ここで１件目の質

問について再質問の内容なのですが、10月末に示

された調整会議の中身で、実際には３月までに道

に上げる策定計画をまとめなければならないとさ

れています。10月に行われた調整会議の中では、

聞いている話では幹事会等を重ねて綿密にさせる

と言われていますけれども、実際に地域の中でど

のような変化が起きるのか。そこに住む住民にと

っては、その実態が何も明らかにされていないの

が現実ではないでしょうか。ぜひ町としてもそう

いった形で計画が進められていることを明らかに

し、地域住民の声を反映させる取り組み、これが

早急な課題だと思います。 

 そして、この策定を進めるに当たって一番重要

な受け皿となるのは介護包括ケアシステムなので

すけれども、ボランティア等で支える、そういっ

たことで進めようとしていますけれども、実際に

は今低賃金等で介護に従事する職員が減っている

のが現状なわけですが、そういった介護保険の従

事者等に対して支援策を強化していきながら、介

護保険による在宅の下支えする従業員の生活保障

も含めて抜本的な対策をしていく中でこの地域包

括ケアシステムの土台を作成して、地域医療構想、

そういったものをあわせて進めていかなければな

らないものと考えます。残念ながら地域包括ケア

について動き始めているところはありますが、そ

の多くがまだ実行できないでいる状況ではないで

しょうか。そういった中で、地域医療構想だけ、

ベッドを減らすだけがどんどん進めば、急性期で

入院した後の次の医療機関探し等、また急性期に

おいても病院探し等ますます困難になるのが現実

だと思います。ぜひそういった実態を明らかにし、

住民の幅広い声を聞くことが求められますし、下

支えとなる介護のほうの地域包括ケアシステムの

土台の根本的な策定準備等を進めていくことが課

題だと思われます。ぜひわずかな短期間ですが、

その中身を住民等に明らかにして、この問題多く

の方の意見を反映させるような取り組みが必要で

はないでしょうか。 

 それと、実際に今大きな問題となっているのは、

10月に示されたこの数字、今2,919という話でした

が、医師会等でも出ていますし、また日本共産党

で出すほっかい新報という機関紙の中でもその具

体的な表あってお話をするのですが、2013年の後

志のその時点での認可されている病床数が3,471、

そして2025年の厚労省が指定している病床数が先

ほどの2,919、実際にはこれは幅がありまして、こ

れは最大値なわけです。最小値に当たっては二千

五百何がしの数字なわけですから、後志の中でも

およそ950、約1,000の病床削減が予定されている、

そういった中身が３月まで決めなければならない

課題だと思います。地域住民にこの中身が示され

ないで、机上の論理で引き続き調整会議や幹事会
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等で議論、策定されていくのであれば大変な問題

だと思いますし、わずかな短期間ですが、このこ

とについて集中して、住民を巻き込んだ議論をつ

くっていくべきだと考えていますが、そのことに

ついて再度お尋ねします。 

 そして、後志の具体的な1,000の病床を削減する

に当たって、この準備会で、振興局で示された準

備会なのですが、後志全体での議論なのか、北後

志や山麓、南後志と区域した議論なのか、その検

討の仕方はどのようになっているのかあえてお尋

ねいたします。 

 北星余市高校の存続についてです。日本共産党

議員団でも昨日安河内校長とお会いし、存続の問

題について対談してまいりました。近年募集定員

の中で50人等で推移している。2012年の段階で一

度危機的な状況になったけれども、盛り返して、

何とか存続で継続していたが、今年度の募集の定

員人数が42人という状況の中で、やはり困難な状

況になってきている。学園全体で高校の支援して

いただいているのが実態なのですが、北星学園で

取り組んでいる今の転入や編入の生徒の受け入れ

ている実践について、全国でも特化すべき実践が

行われています。余市町としてもこの北星学園を

余市に誘致した取り組みの中で、後志全体の中で

ベビーブームで生徒数が増加したときに、後志の

中での生徒の受け入れとして北星学園余市高校が

大きな役割を果たしていたというのが現実ではな

いでしょうか。その姿を今日の教育の中で象徴的

な問題を抱える不登校やいじめ、家庭崩壊による

問題、そういった方たちを抱えて、先生方と実践

し、学級運営をしていく中で、また寮生活をして

いく中で本人が社会生活、社会教育として何より

もかけがえのないことをしっかり学び、親元から

離れて暮らすことによって親のありがたさを感じ

る。これは下宿生活して、寮生活して、余市で取

り組むそういった実践が今日行ってきたたまもの

ではないかと思います。 

 この余市高校の危機に当たっては、何よりも卒

業生だとか、それから父母の会、多くの方たちが

存続の運動で今さまざまな取り組みが早急に行わ

れています。町長においても最大限何ができるか

その支援策を検討し、準備を進めているとお話も

ありました。この余市町にとってかけがえのない

財産なので、ぜひ下宿会や地域住民の有識者、卒

業生、ＯＢ含めてこの余市高校の存続の運動、そ

ういったものを旗上げすることがまず大切ではな

いかなと思います。そして、今余市高校でも独自

の準備としてホームページ等の改善等を図り、卒

業生の声や父母の声、そういったものを載せて動

画で配信されるように改善したそうです。国等の

支援策、そういったものも期待される声もありま

した。この北星学園の取り組んでいるまさに青年

を自立させるための社会が取り組む本当の課題を

今学園一つでやっているような状況ではないでし

ょうか。生徒数が人口減少の関係で減ったとして

も、問題を抱える生徒数、それは何も変わっては

いない。通信制で受け入れしている学校があった

としても、その実践、そして寮生活での社会教育、

そういったものはできないわけで、通信課程では

残念ながら卒業する人数は非常に少ないというお

話でした。その意味においてもこういった特筆す

べき課題、成果等をぜひ道、国に対して働きかけ、

存続の運動に立ち上がるべきときではないかと思

います。その考え方と、そして何らかの具体的な

支援策として今どのようなことが検討されている

のか。検討するに当たって必要な緊急対策の準備

会等編成等の考えはないのか。それには住民の方、

下宿会の方等を巻き込んだ組織等の考え方はない

のかお尋ねしたいと思います。 

〇町長（嶋  保君） 15番、中谷議員の再度の

ご質問に答弁を申し上げます。 

 まず最初に、地域医療構想についての部分でご

ざいます。10月の会議に私も出席をいたしました。

これは、私どもも初めてのもちろん１回目の会議
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ということで、この１回目の調整会議におきまし

てはほとんどが状況説明という部分で、深い議論

というふうにはならなかったところが実際のとこ

ろでございます。 

 そういった中で、先ほど議員もおっしゃってお

りますが、今後３月までの間に幹事会等を精力的

に開催しながら、この策定をしていきたいという

部分でございまして、その中ではパブリックコメ

ントの実施等もございまして、しかしパブリック

コメント、これをやってどの程度の部分が周知さ

れて、そしてまたどの程度の回答が来るかという

部分は、非常に少ないのかなという部分も危惧し

てございますが、そういった中でこの調整会議の

メンバーでございますが、議長には小樽医師会の

阿久津先生がなられまして、副議長には倶知安町

の西江町長という形で決まっていまして、これは

後志全体という形の中での協議をされていくとい

う部分でございます。その中にはもちろんお医者

さん、そしてまたそれぞれの基幹病院、また余市

町、小樽市、蘭越町、岩内町、倶知安町の町長等

も行政関係は入ってございます。そのほかには社

会福祉協議会のほう、そしてまた老人福祉施設協

議会等の身体障害者等の部分の多様なメンバー等

が入って、この調整会議のこれからの運営になる

というふうになってございます。 

 ご心配のように病床数が減っていくという部

分、国の方針の中での部分でございますが、入院

したくても病院に行けないという部分も確かにあ

るとは思ってございますが、２次医療圏の中でい

ろいろな病床に応じたベッド数が検討されるとい

うことは、そこについては純粋に私はそういう場

というのはなければならないという部分でござい

まして、それがただ単にベッド数を抑えるという

目的のためだけにあってはならないものだという

ふうに考えてございます。よりよい２次医療圏に

おける地域医療がどうあるべきか、適切な医療、

介護が展開されなければならないと思ってござい

ますし、団塊の世代が75歳以上となる2025年、こ

れに向けてしっかりとした地域医療構想を立てて

いかなければならないと。そのためには住民の声、

代表者だけの声ではなくて、しっかりと住民の声

を吸い上げるようなシステムの中でやっていただ

きたいということは申し上げていくところでござ

いまして、この調整会議におきましても私どもも

地域の声を反映していただけるよういろいろな中

での発言もしていきたいというふうに思っている

ところでございます。 

 それと、北星の関係でございます。これも私ど

も薄々経営が厳しい等の部分は聞いてございまし

たが、私の日程に10日の日に理事長が来られると

いう日程が入りました。そういった中で、その朝

急遽、このような話かなとはそんな予測もしてお

りましたけれども、その当日の朝新聞、知ってい

るだけでも道新ともう一紙ですか、そういった報

道がされてびっくりしたところでございます。そ

ういった中で、私も理事長にも申し上げました。

こういった中で北星学園余市高等学校、余市町が

誘致した学校でございまして、そしていろいろな

問題を抱えた子供たちの行き場がなくなるという

部分と、それと余市町の町長として下宿、さらに

は購買力等を含めて、いろいろなイベントに集ま

る部分含めて経済的にも大きな損失があるという

形の中で何とか、これはまだ決定ではございませ

んので、そういった中で時間がある中で、時間が

あるというか、ないような、あるような時間でも

ございますけれども、そういった中でかなり今の

42人から90人のハードルというのは高いというふ

うに思ってございますが、可能性があるうちは私

どもも学校と連携しながら、しっかりと取り組ん

でいきたいというお話を申し上げました。 

 きのうも担当課長が学校のほうに行って、今後

等の部分のどういった中なのか、またその後学園

の本部のほうとどういった話をされているのかと

いう部分の協議もさせていただいております。そ
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の後の打ち合わせは、まだ議会開催中でございま

すので、やってございませんが、今後学校等の意

向を踏まえながら、下宿会、これは大きな問題で

もございますので、そういった下宿会等々も含め

まして、何ができるのかという部分をまずは学校

と協議をしながら進めていきたいというふうに思

っているところでございます。 

〇15番（中谷栄利君） 地域医療構想について、

先ほど後志での調整会議のメンバー等答弁いただ

いたので、大筋は大体わかりました。ただ、具体

的な数の新聞報道も10月の末だったと思われます

が、そういった中で住民の本当に知らない状況の

中で生活にかかわるような、入院の行き先、まさ

に今お産の問題でも小樽等でも安心して産めない

ような状況の中で、一体この問題についてもどう

なるか大きな課題になっているわけです。ひいて

はその地域に住み続けられるか否かという自治体

の存亡にもかかわる問題。安心して医療を続ける

ためには住む地域を変えなければならない、そう

いう課題にもなりかねないと思います。 

 そこで、今住民の声もパブリックコメント等で

効果がどうなのかという話がありましたが、ぜひ

必要な手だて等を打って、この問題について明ら

かにし、そのことでぜひ皆さんの声を聞くような

体制をとることが一番大切な課題だと思います。

そこにぜひ努力していただきたいと思います。 

 この地域医療構想の策定の大きな前提となって

言われるのは、医療介護総合推進法の関係ですか

ら、地域包括ケアが成功していけるかどうか、そ

の土台がどうなっているのかという問題です。報

道等でもありましたけれども、７割近くの自治体

がこの問題でまだ不十分で実施ができないでい

る、そういった問題が明らかになりました。そう

いった中で、この後志の本来でしたら療養病床等

で、あるいは回復期病床で家に帰るまでの間に療

養しなければならない人方をその介護のほうへ誘

導するために地域包括ケアがあるものだと思いま

すけれども、その支えになる部分がどのような進

捗状況なのか。そのことが不安な状況の中でこの

問題だけが先行して議論されていくのは、まさに

私は社会保障削減そのものだと思っています。そ

うならないようにするために住民の声、そして必

要な地域包括ケアシステム等の構築、住民参加を

進めていくような取り組みの命を吹き込むのが行

政の仕事だと思っていますので、その部分につい

てどう傾注が図られているのか、その部分最後地

域医療構想の根本的な問題としてあえてお尋ねし

ようと思います。 

 北星学園についてなのですが、私はこれは余市

町にとっての「マッサン」等でにぎわっていた中

で余市が光放っていた北星学園の実践がまさに消

えようとしている、とても残念でなりません。こ

の問題を一学園の経営のことだけにしないで、余

市の教育の豊かな実践、そしてここで育っていっ

た仲間たちが、子供たちが全国で余市を第二のふ

るさととして頑張っていくわけですから、親御さ

んに当たっても子供を初めて自分の手元から離し

て、親子の関係は何なのかを改めて悟ったという

形で、親にしても余市にとってはかけがえのない

存在になっているような報告も道側にされていま

す。ぜひこの問題、余市町が旗上げして、住民参

加等でこの問題を後押ししていけるような取り組

みができればなと思っていますが、そして校長と

もお話ししましたけれども、確かに90人という来

年度の募集定員のクリアする課題というのは大変

な数だという話がありました。ただ、これに対し

て少しでも続けて世論、運動を盛り返して、この

学校の存在意義、情報発信等を高めていけば、さ

らに継続して次年度に検討を見直していく、そう

いったことも考えられるというお話もありまし

た。ぜひそういった意味でこの北星余市の問題に

ついて情報等の発信、そして住民運動、そういっ

たものを盛り上げて、この実践を全国に発信して

いくような取り組み、北星学園だけではなくて全
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町を挙げてやっていければなと思っています。日

本共産党議員団も全国の、全道の議員の仲間にこ

の問題を出して、この問題アピールしていく考え

でおります。 

 下宿会の皆さんに当たっては、まさに余市の親

として子供に触れ合っている。すばらしい下宿の

寮生活のその実践がまだまだ表に出てこなかった

ので、その辺の取り組みなんかもぜひ表に出るよ

うな取り組みが何かできないものかと私は考えて

います。今残念ながら不登校だとかそういった問

題で悩みを抱えている子供たちというのは、ある

いは家庭で問題を起こした子供というのは、昔だ

ったら外に飛び出ていくようなエネルギーがあっ

たようです。校長ともお話ししましたけれども、

今はひきこもり等になってしまい、その保護、ケ

アする取り組みはさらに難しくなってきていると

いう話がありました。でも、そこに寄り添って、

青年の自立、支援に向けて頑張っていくその余市

の実践を全国に発信して、そのことが目に届くよ

うにしていきたいと思っていますので、そういっ

た取り組み、全道、全国、そして行政に当たって

も道、国に対してこの北星余市の取り組み、何ら

かの支援策等応援できないかぜひ働きかけ等お願

いしたいと思っています。余市町でのそういった

存続についての運動を進める取り組み、そして国、

道への働きかけについての今後の考え方等を再度

お尋ねしたいと思います。 

〇町長（嶋  保君） 15番、中谷議員の再度の

ご質問に答弁をさせていただきます。 

 まず、地域医療構想についてでございます。こ

の部分につきましては、議員おっしゃるとおり、

地域包括ケアシステムの構築と、この部分が多様

なボランティア等の活用等の部分が国から示され

ておりますが、まだまだ私どももそういった体制

が整っていないというのも事実でございます。そ

ういった中で、しかしそうはいっても国の法律が

できて、そしてまた道もこのようなタイムスケジ

ュールでやっていかなければならないという中

で、この後志の２次医療圏の中でも私どももこれ

につきましては取り組んでいかなければならない

と思ってございますので、ご心配等ございました

ように地域住民の声、パブリックコメント等は道

段階でやられるわけでございますが、私どももこ

の地域の北後志、そしてまた余市町の声をどう上

げていくかという部分につきましては、行政とし

てその部分できるだけ多くの意向の中で捉えて、

そしてまた私が、幹事会ではまた担当部課長にな

りますが、この調整会議においては私が発言して

いきたいというふうに考えているところでござい

ます。 

 ２点目の北星学園余市高等学校の関係でござい

ます。これにつきましては、先ほど来答弁させて

いただいております。これは、特殊な部分でござ

いまして、いろいろな問題を抱えた生徒が全国か

ら集まってきているという部分において、また通

信制やそういったものでない生の先生と生徒が触

れ合う、ぶつかり合うというか、触れ合う中での

教育という部分は非常に目をみはるものがあると

いうふうに考えてございますので、こういった場

が40人の間口とはいえなくなるというのは非常に

残念に思っているところでございます。それと、

町といたしましても下宿会、さらには購買力、経

済的な部分につきましても非常に大きなものがあ

るというふうに考えてございますので、これにつ

きましてはやはり学校としっかりと連携をしなが

ら、いろいろな分野で取り組み、まずこのハード

ル、90人という募集に対して何とかなるような形

の中で連携して取り組んでいきたいというふうに

考えてございますが、国、道という部分です。私

どもも今担当課のほうといろいろ協議したのです

けれども、私立高校という中で国、道に対するど

ういった部分というのもなかなかまた未知の部分

がございますので、そういった部分含めて取り組

んでまいりたいというふうに思ってございます。 
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 それと、話がちょっとずれてきますが、私ども

もこういった少子化の中で高校の入学者の減とい

う部分、もう一校余市の中には高校もございます

ので、短期的な中では今北星高校どうするかとい

う部分でございますが、そういった中では今回の

件で行政としても学ばなければならない部分とい

うのはありますので、今後の長期的な部分を含め

て、短期的な部分、長期的な部分しっかりと取り

組んでまいりたいというふうに思っているところ

でございます。 

〇議長（中井寿夫君） 中谷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１０分 

再開 午後 ２時２１分 

〇議長（中井寿夫君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 一般質問を続行します。 

 発言順位12番、議席番号17番、茅根議員の発言

を許します。 

〇17番（茅根英昭君） 平成27年第４回定例会に

当たり、さきに通告いたしました件名について一

般質問させていただきます。町長、理事者の皆様、

どうぞよろしくお願いします。 

 観光、１次産業振興による地方創生について。

近年目まぐるしく変化する社会情勢の中、少子高

齢化、人口減少社会の到来により地域経済の活力

が徐々に喪失していく中、まち・ひと・しごと創

生法が成立し、地方創生の基本方針の中でも地元

の魅力、コンセプトづくりの必要性（戦略性）を

考え、今後余市町でも課題を明確にし、必要な人

材と財源を生み出すことが大切とも考えます。ま

た、地域の魅力を高めるためにも他地域での優良

事例を学び、観光、１次産業振興の未来ビジョン

の戦略を町民一体となって取り組む必要があると

考えます。 

 地元の遊休資源の有効活用や特産物、郷土財産、

施設活用、１次産業、観光振興連携等、地域を超

えた連携の必要性も重要となっております。新産

業プロセスや変革意欲のある地域支援の中で、Ｉ

Ｔ利活用に取り組む事業や持続可能な取り組みへ

の支援事業等、余市町の経済基盤である農業、漁

業の再生、活性化なくして地域活力の向上、地域

力の創生はないものと考えます。 

 余市町においてもワインツーリズムが地方創生

の柱として農業経営基盤育成事業の拡充につなが

り、新規就農、経営継承対策の充実強化を推進し、

安定した農業所得向上対策の充実が必ずや地方創

生の取り組みとして余市町の産業振興対策、また

は日本一のワインブドウ産地としてさらなる発展

につながることと確信いたします。 

 ①、地方創生を進めていく上での財源確保、人

材確保、人材育成、雇用対策をどのように考えて

いるのでしょうか。 

 ②、余市町と仁木町が連携を深め、観光整備を

推進する協定（ワインツーリズムプロジェクト）

や広域産業振興協定を結んではどうか。また、今

後高速道路の延長や新幹線事業でも連携がどんど

ん考えられる余市町と小樽市、後志管内でも観光

関連事業戦略プロジェクトを推進し、広域観光連

携を結んではどうか。 

 ③、余市町の観光対策として、地方創生を活用

したワインツーリズムとＩＴ利活用をどのように

余市町は考えていますか。 

 答弁のほうよろしくお願いします。 

〇町長（嶋  保君） 17番、茅根議員のご質問

に答弁申し上げます。 

 １点目の地方創生を進めていく上での財源確

保、人材確保、人材育成、雇用対策についてのご

質問についてでございますが、全国的に人口減少

が進行する中で、財源確保、産業の担い手の確保

や育成、雇用対策につきましては、現在本町にお

きましても非常に重要な課題であると認識してお
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ります。現在国においても地方公共団体が行うま

ち・ひと・しごと創生に関する取り組みのために

必要となる情報の提供、その他の支援を行う旨ま

ち・ひと・しごと創生法に規定されているところ

であり、本町といたしましても国の交付金の活用

等も含め検討しながら取り組んでまいりたいと考

えております。 

 国の総合戦略でも示されておりますとおり、地

方への新しい人の流れをつくり、若い世代が安心

して働ける持続可能な社会の実現に向け、産官学

金労言の各分野における外部委員の皆様からもご

意見をいただきながら、仕事づくりや人材育成等

の課題を踏まえて、地方版総合戦略の策定に取り

組んでまいりますので、ご理解をお願いいたしま

す。 

 ２点目の観光整備や産業振興に関する協定につ

いてでございますが、このたび地方創生先行型の

事業に本町と仁木町が共同で申請をいたしました

余市仁木ワインツーリズムプロジェクトが先駆的

事業として採択を受け、事業の実施をしていると

ころでございます。本事業は、北海道一のワイン

用ブドウの産地である本町と近年ワイン用ブドウ

栽培が急速にふえている仁木町が共同して、日本

一のワイン産地を目指すプロジェクトでございま

す。余市町と仁木町は、気候環境も似ているため、

栽培されている作物も同じ品目が多く、連携を図

るための基盤は整っていると考えますが、産業面

での連携を図るためには生産者を含めた経済界の

ご理解をいただくとともに、その必要性を明確に

することが重要であると考えますので、関係者の

ご意見等を賜りながら、今後検討してまいりたい

と考えます。 

 また、広域観光連携につきましては、これまで

も小樽市を中心とした定住自立圏の取り組みや後

志全体で組織する後志観光連盟、北後志５町村に

よる北後志観光連絡協議会におきまして取り組み

を進めておりますので、ご理解をお願いいたしま

す。 

 ３点目のワインツーリズムとＩＴ利活用につい

てでございますが、近年ＩＴは私たちの生活に身

近なものとなっており、観光分野においてもイン

ターネット、ＳＮＳ、携帯情報端末を利用した取

り組みが進められていることから、今後本町で推

進しますワインツーリズムはもとより、観光振興

全体においてＩＴの利活用が必要であると考えて

いますので、ご理解をお願いいたします。 

〇17番（茅根英昭君） 答弁ありがとうございま

す。 

 地域活性化地方創生の先行型の資料の中で、地

域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金という

実施計画の中で、この事業の概要の中で長年の栽

培の歴史を背景として道内一のワイン用のブドウ

産地であり、ワイン特区の認定を受けて現在さま

ざまな規模のワイナリーが展開する余市町及び大

規模ワイナリーの参入を皮切りに今後ワイナリー

の増加が見込まれる仁木町が連携し、ワイン用ブ

ドウの生産から消費にかかわる調査を実施し、客

観的なデータに基づくこの地域のワイン用のブド

ウの生産、醸造における優位性を裏づけるととも

に、当該事業にかかわる事業者の基盤整備への支

援を行ったり、またコンパクトエリア、この地域

のエリアにワイナリーが集約される余市、仁木町

の特性を生かし、徒歩や簡易的な交通手段で楽し

める、このようなワインツーリズムを実施するこ

とが望ましいのかというようなことも考えられま

す。また、この地域がワインツーリズムの実施に

よる流入人口の増加が図られ、ワイナリーやレス

トランの新設等による新しい事業の参入も雇用拡

大につながり、生産、醸造、販売までの一元化を

目指したワイン生産の強化による雇用の増加も図

られるという、こういうようなワインツーリズム

の考えの部分もあると私は考えます。 

 このような本町の昔からの日本一のワインブド

ウの産地、そして近年は全国的に日本の商標の問
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題にかかわる変更による植えるワインの苗が非常

に少なくなっている現状も改めて余市町の農業を

やられている、ワインをつくっている方々が痛烈

に感じて申しています。ここでこの先行型補助金

に関しまして、来年度の３月までの実施というこ

ともあると思いますが、その実施内容の全貌をや

はり早急に考えなければならないと。このような

数千万円も地方創生の先行型をこの余市町が仁木

町と共同で仁木余市ワイナリープロジェクトとい

うことで持ってきた背景を町長にお尋ねさせても

らいたいと思います。 

 まず、私の質問の中であります財源確保、先ほ

ど町長が述べられましたが、例えばワインツーリ

ズムの調査事業ですとかワインツーリズムの実施

調査研究費など、実証実験、町並み景観づくりの

検証など、こういった栽培にかかわる予算に基づ

いた内容等どのように把握されているか。 

 また、②の中で、国が今後の地域振興の中で広

域連携を推進している現状の中で、近年でも都市

部、これは小樽と余市の観光連盟を進めていると

いうことも先ほど答弁にありましたが、国の事業

でも広域、広域ということで、観光においても余

市と小樽、またはワインツーリズムにおいても仁

木と余市がワインツーリズム事業で連携をして、

国からの交付税をとるプロジェクトを進んでほし

いということです。この私の２番に関しましても

ぜひもっと踏み込んだ、やはりワイン特区とって

いる余市町がリーダーシップをとり、どんどん連

携をさらに深めることが重要ではないかと私は思

います。 

 ２番目の質問の中に、先ほど町長の答弁にもあ

りましたが、もっと踏み込んだ中で、高速道路が

延びる将来像をもっともっと、今の定住自立圏の

構想も町長は言っておられました。私は、それは

過去にさかのぼって一定の成果を出してきた事業

でもあると思っていますし、ただ今後高規格道路、

高速道路の延長は小樽と余市と後志がもっともっ

と深くかかわって連携していかないといけないと

いうことを、余市が出口のある町ですので、この

余市町と仁木町が出た観光の車をどのように町の

活性化につなげていくのが重要なのかというふう

に私は平成30年の開通に向けて問われているので

はないかなと思います。それで、私はもっと深く

後志の中で一番人口が多い余市町がリーダーシッ

プをとる広域観光連携を進めていくことが望まし

いと先ほど申したとおりもう一度質問させていた

だいています。 

 ３番目の質問で、余市町の観光対策として地方

創生を活用したワインツーリズムとＩＴ利活用を

どのように余市町は考えていますかという質問の

中でも、町長の答弁でも携帯電話やＳＮＳ、携帯

電話、ワインツーリズム、ＩＴの利活用という言

葉だけが先行して述べられましたが、近年ＩＴ利

活用のことに関しましても札幌市などは、札幌市

におりますと観光に関して動画を配信したりする

デジタルサイネージという動画サイトの掲示板を

活用していたりすることが札幌市地下歩行空間、

円山動物園、全道、全国にもう数百カ所のデジタ

ルサイネージという新しいＩＴを活用したものを

やっております。この「マッサン」の町、余市が

昨年テレビ放映もありましたが、夢のある町、日

本の中でもニッカウヰスキーを題材とした世界に

誇れる町というのはそうそうないわけでございま

す。このＩＴ利活用は、従来のＳＮＳとか携帯電

話、またワインツーリズムもワイン特区と並行し

て非常に効果がある問題だと思いますが、こうい

う最新の事業としてデジタルサイネージを活用し

た事業の取り組みはどうなのでしょうか。ポスタ

ーにかわる商品として、これは近年札幌市を初め

全道、全国的に導入を検討されています。１枚の

画面に複数の情報を盛り込み、瞬時に各市役所、

市町村の職員さんがスマートフォンを利用したデ

ジタルサイネージとジョイントした中での最新情

報が発信される動画なのです。それは、今後余市
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町がもっともっと観光振興で財源を生む、またニ

ッカに来る、ＪＲからおりてニッカに真っすぐ来

ます。その中で、そういう新しいデジタルサイネ

ージなんかを取り入れた観光、要するに地域の観

光施設、観光資源、農産物、水産物の発信に全道、

全国の自治体がもう活用しているのです。そうい

うものを、余市に来た、余市駅におりました。従

来はニッカに真っすぐ来て、ニッカだけではなく、

ワインツーリズムを活用した流れ、それを余市町

は導入し、観光産業と１次産業の発展をもっとも

っとＰＲしていって、余市に来る観光客、または

ワインツーリズムで来た方々に最新の情報を提供

していく案をぜひ検討をお願いします。 

〇町長（嶋  保君） 17番、茅根議員からの再

度の質問に答弁をさせていただきます。 

 まず、何とか余市の町を元気にしたいという中

でのご質問だというふうに考えてございます。ま

ず、私どもの立場からもお話をさせていただきた

いと思います。議員もおっしゃっていましたが、

ワインの部分、これは私必ず申し上げてございま

すが、今はこういった非常に大きな全国的なブー

ムになって、ブームというか、話題になっている

という部分ございます。これは、私いつも申し上

げているのは、当時50年の後半、数件の農家がリ

ンゴを切って、まだそのときはこういった状況に

なるなんて全然わからない中で、海のものとも山

のものともわからないような醸造用ブドウを栽培

したと。そして、それを育ててくれたメーカーが

あったと。ここがやはり私は余市町の醸造用ブド

ウ、そして余市町のワインの原点であるというふ

うに思っているところでございます。 

 そういった中で、従前はほとんどが契約栽培で

ございましたが、いろいろなワイナリー等も入っ

てきてございます。今余市町では７件、これは北

海道で一番多いというふうに思ってございます

し、仁木もそういった中では大手のＤＡＣグルー

プのワイナリーができたり、そしてまた次のワイ

ナリー等の計画もあるようでございます。余市町

でも今まだ数件計画ではございまして、これは実

現するというふうに思っています。私は、多様な

部分、この醸造用ブドウをどうしていくかという

中で、皆さんこれは契約栽培にしなさいとか、ワ

イナリーをつくっていきなさいとか、そういった

部分は申しておりません。こういった中でワイン

特区をとって、全国に余市の醸造用ブドウという

ものをアピールさせていただいて、そしてつくる

方々がその中でいろいろな選択の中で契約栽培の

方もいるし、そしてまたワイナリーの方もいると

いうふうに思ってございます。そういった中で、

今これからどんどん、どんどん余市、仁木を含め

て全国的に非常に注目されておりますので、この

強みを生かした中で展開をしていきたいというふ

うに思ってございます。そういった中では、議員

おっしゃるように、ワイナリーになれば雇用の部

分もあるし、いろいろな中でのまた施設の建設等

を含めて経済的な波及効果もあるというふうに思

ってございます。 

 それと、２番目のほうとも関連しますが、私ど

もは仁木と共同の連携事業という形でやっており

ます。今回この地方創生の先行型の部分で、99％

ですか、たしか連携型のやつが採択になっている

と。そしてまた、単独のやつはたしか全て落ちて

いるというような形で聞いてございまして、そう

いった中では余市と仁木が連携という形になって

いますが、内容的にはかなり余市と仁木の事業内

容は違うところがございまして、仁木はほとんど

の場合、今既存の部分というのはないものですか

ら、ワイナリーに対する部分というのが大きい取

り組みになってございますが、私どもは、議員も

先ほどおっしゃいましたが、既存の農家等の部分

の資材の援助、補助だとか、そういった部分もこ

の中に取り入れているところでございます。 

 続きまして、２番目の問題になりますが、この

連携の部分、これにつきましても単独で今観光振
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興なり、産業振興をやるという中では非常にまた

厳しいものもございますので、やはり優位性を生

かした中で連携をしていきたいというふうに思っ

てございますし、定住自立圏構想等もございます。

これは、小樽も従前は札幌のほうばかり向いてい

ましたが、いろいろな部分でこちらのほうも向い

ていただいて、田中酒造におきましても余市町の

小果樹を使ったいろいろな果実酒等もつくってい

ただいていますし、もちろん以前からつき合いの

ございます北海道ワインにおきましても余市産の

ブドウがやはりメーンでなっているというふうな

部分でもございます。 

 そういった中で、今後お話にもございました平

成30年度高速道路も開通いたします。そういった

中では、このインター付近にもいろいろな中で企

業進出等の動きもあるやにも聞いてございますの

で、私どももこれらを含めてしっかりと後志、そ

して北後志、そしてまた小樽との連携を含めて広

域的な連携、仁木はもちろんでございますが、そ

ういった中で今後の地方創生の部分の中での活用

をしていきたいと。 

 この中で、若干今の報道の中では、今回交付金

が100分の100であったものが国の部分で次年度は

50％、そしてまた1,000億円で、国に言わせれば事

業費が50％だから2,000億円の事業ができるのだ

と言うのですが、若干はしごを外されたような形

もございますが、それらの有利な交付金等を活用

しながらしっかりと取り組んでいきたいと、この

ように思ってございますので、ご理解のほどをお

願いいたします。 

 それとまた、最後の動画配信の部分でございま

す。これは、一度そういった中での専門業者さん

も私どもに見えまして、例えば携帯電話を持って、

そしてニッカならニッカを写すとその中にいろい

ろな情報も出てくるだとか、いろいろなタイプが

あるというふうにも聞いてございますが、これら

につきましても、議員おっしゃった部分はまだ私

自身知らない部分もございますので、どういった

ものがあるのかという部分しっかりと捉えなが

ら、これらの有効活用についても取り組めるもの、

また有利な交付金等の部分での活用等も考えなが

ら、取り組めるものは取り組んでいきたいという

ふうに思ってございます。 

〇17番（茅根英昭君） より進んだ答弁まことに

ありがとうございます。 

 余市の１次産業の中で、今回ワインツーリズム

ということがすごく大きなテーマで地方創生で予

算的に余市がかち取られたと。それもワインブド

ウをつくっている方々の長年の努力の積み重ねだ

とここにいる皆さんが感じておられると思います

が、新しく植えなければその対象にならないのか。

これは、現実３月まで来年の事業も含めてそうい

った今後の余市町のワインツーリズムに対しての

未来ビジョンを、未来像をどのように町長はお考

えになっておられるのかと。先ほど私が言いまし

たが、これは全国がもうワインブドウを植えよう

とする過程で取り組んでいるということもありま

す。ですから、日本一のワインブドウの産地とし

てもそうですが、他町村に抜かれないような取り

組みも今後検討していただきたいと考えます。 

 また、ＩＴ利活用に関して町長が先ほど答弁し

た中で、ＣＥホールディングスという80億円の上

場の企業が札幌市にあります。そこの関係のデジ

タルサイネージという先ほど私も質問しました

が、ぜひ今後の観光産業として検討していってい

ただきたいと。 

 ワインブドウの産地ですが、町長にぜひワイン

特区を活用した部分で、近隣町村でも既にブルー

ベリーのワインですとかトマトのワインですと

か、はたまたサクランボのワインが製造されてい

るのが実情です。今後余市町も果樹産地として数

多くの農産物、資源がありますので、ぜひそうい

ったワイン特区ならではのフルーツ王国の余市の

産地活用、果物をもっともっとワイン特区を生か
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したフルーツの町振興をぜひ町長これから検討し

ていただきたいと考えます。 

〇町長（嶋  保君） 17番、茅根議員の再度の

ご質問に答弁をさせていただきます。 

 ワインツーリズム、この事業内容等を含めて、

これにつきましては11月の臨時会でご説明をさせ

ていただいていますが、若干説明不足の点もあっ

たというふうにも思ってございますが、そういっ

た中ではこの苗木の部分、私どもも生産者のほう

からも聞いています。それは、１つとしてはワイ

ナリーをやる方と、またいろいろな中での苗木の

供給という部分、メーカーの契約栽培の部分、い

ろいろな部分ございますので、後でゆっくりまた

お聞かせを願いたいと思いますが、どういった方

が苗木がないという部分、これは多分ワイナリー

の方かなというふうな気もしてございますが、そ

ういった中でいろいろな中でもございます。です

けれども、絶対的に苗木が供給不足だという部分

も認識してございます。 

 それと、ブルーベリーの関係、これにつきまし

ても余市、仁木の中で今ブルーベリー栽培されて

いる方もおりまして、私も先日試供品ですか、ま

だ飲んではございませんけれども、見させていた

だいて、私の手元にもございます。そういった中

では、おっしゃるとおり、いろいろなそういった

小果樹の部分、そしてまた北海道ワインさんに聞

けば醸造用専用種だけでなく、ナイアガラだとか

のそういった部分も生食用のブドウからつくるワ

インも非常にアジアでは好評だというふうにも伺

ってございます。そういった中で、果樹の町でご

ざいますので、いろいろな品種等の部分でワイン

の振興が図られるのかなというふうに思ってござ

いますが、先ほど来の質問等の中でもありますけ

れども、決して私ワインに特化しているわけでも

ございません。やはり余市町の町の成り立ちから

含めてリンゴをどうしていくのだという部分もご

ざいますので、そういった中で農業振興全般に推

進をしていかなければならないと思っています

が、今注目されている有利性という中でこのワイ

ンに対するＰＲという部分を大きく推進している

ところでございます。 

 また、デジタルの関係、これは今お知らせも願

いました。こういった中でどういった動きがある

のか、そしてどのような部分に使っていけるのか

等これから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ので、ご理解をお願いしたい

と存じます。 

〇議長（中井寿夫君） 茅根議員の発言が終わり

ました。 

 これをもって一般質問を終結いたします。 

〇議長（中井寿夫君） お諮りいたします。 

 本日の会議は議事の都合により延会いたしたい

と思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、本日はこれにて延会することに決しま

した。 

 なお、明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５５分 
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