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平成２７年余市町議会第２回定例会会議録（第２号）

開 議  午前１０時００分 

延 会  午後 ２時３７分 

〇招 集 年 月 日             

  平成２７年６月２２日（月曜日）      

〇招 集 の 場 所             

  余市町議事堂               

〇開 議             

  平成２７年６月２３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  前 坂 伸 也 

  総 務 課 長  須 貝 達 哉 

  企 画 政 策 課 長  盛   昭 史 

  地 域 協 働 推 進 課 長  笹 山 浩 一 

  財 政 課 長  山 本 金 五 

  税  務  課  長  堀 内   学 

  民 生 部 長  佐々木   隆 

  町 民 福 祉 課 長  上 村 友 成 

  高 齢 者 福 祉 課 長  坂 本 満 彦 

  保 健 課 長  須 藤 明 彦 

  環 境 対 策 課 長  秋 元 直 人 

  経 済 部 長  小 林 英 二 

  農 林 水 産 課 長  細 山 俊 樹 

  商 工 観 光 課 長  干 場 隆 利 

  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  飯 野 徹 郎 

  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 

  主         任  石 黒 未 来 

  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２回定例会を再開いたします。 

 ただいまの出席議員は17名です。 

 よって、定足数に達しましたので、会議は成立

いたしました。 

 なお、安宅議員は所用のため午前中欠席の旨届

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４番、議席番号14番、佐々木議員の発

言を許します。 

〇14番（佐々木正江君） 私は、2015年第２回定

例会に当たり、さきにご通告申し上げております

２点について一般質問を行います。理事者におか

れましては、簡潔にして要を得たご答弁をお願い

いたします。 

 １件目、余市町自治基本条例の制定についてで

す。平成22年、2010年９月５日初当選した嶋町長

は、愛する余市のあす、未来を創造する町民、み

んなとともにまちづくりのスローガンのもと、住

みよく安心して暮らせる町を目指します、町の多

様な資源、人的パワーを生かした元気な町を目指

します、町民の立場に立った行政改革を進め、町

民と行政が連携して歩む町を目指しますの３つの

柱をうたっています。その中の３点目の具体化と

して、地方自治の憲法である自治基本条例の制定

を目指しますとありました。嶋町長の初議会とな

った2010年第３回定例会において亡くなった渡辺

正治議員は、嶋町長の積極面の公約を着実に実現

できるよう協力していくとともに、積極的に政策

提言等も行いながら、是々非々の態度で臨むと日

本共産党としての嶋町政に対する今後の対応につ

いて基本的な考えを述べています。その上で、嶋

町長の公約である自治基本条例の策定の手法とい

つごろまでに制定…… 

（「議長、議事進行」の声あり） 

〇18番（吉田浩一君） 傍聴者の方が先ほどから

カメラで写真を撮影していると。音も出していま

すし、フラッシュもたいている。これはいかがな

ものなのかと思いますので、議長のほうから注意

をお願いいたします。 

〇議長（中井寿夫君） 傍聴者の皆様に申し上げ

ます。先ほど写真の撮影につきましては許可をい

たしておりますけれども、議事進行の妨げになら

ないようにお願いをいたしておりますので、議事

進行の妨げにならないようにお願いを申し上げた

いと思います。よろしくお願いをいたします。よ

ろしいですか。 

 それでは、佐々木議員の発言を続行お願いいた

します。 

〇14番（佐々木正江君） その上で、嶋町長の公

約である自治基本条例の策定の手法といつごろま

でに制定するのかとただしたのに対し、町長は町

民が主人公を明確にした自治基本条例を町民の意

見を十分に取り入れながら、議会とも協議して策

定したいと述べておられます。平成25年、2013年

８月に（仮称）余市町自治基本条例策定準備会が

開催されて以来策定準備会、策定委員会が開催さ

れてきたと伺っていますが、その内容が私たちに
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はほとんど伝わっていません。この間どのような

話し合いがされ、制定に向けてどのような取り組

みをし、またいつごろまでに制定されるのか見解

をお伺いいたします。 

 また、町長の公約の一つに町の情報を町内外へ

発信するとともに、町民の懇談の機会を積極的に

設け、情報の共有化を進めるとあります。例えば

毎年行われている町政懇談会は、町民に町長の思

いを伝え、町民の考えを聞くよい機会だと考えま

す。この間自治基本条例についてどのように町民

の皆さんに話されているのかについてお伺いいた

します。 

 ２件目、子供の医療費無料化年齢の拡大につい

てです。私は、ことし３月の第１回定例会で子供

の医療費無料化年齢についてせめて小学校６年生

まで拡大してほしいとの思いで質問させていただ

きました。しかし、この間小学校高学年のお子さ

んを持つお母さんから慢性疾患で中学に行っても

通院しなければならないので、ぜひ中学校卒業ま

での無料化に取り組んでほしいとの声が寄せられ

ました。 

 子供の医療費助成は、2014年現在全ての都道府

県で取り組まれ、通院では中学卒業までが930自治

体、それ以上は204自治体に上り、全自治体の65％

に上っています。後志でも倶知安町が入院時に限

られていた小中学生への医療費の全額補助を拡充

して外来受診も含めることになり、ことし７月か

ら実施されるとの新聞報道がありました。町長は、

全国的に医療費無料化年齢の拡大が進んでいるの

はどのような理由からとお考えでしょうか。親の

経済事情によって必要な医療が受けられないとい

う理由で子供たちの健康が守れないことがあって

はならないと考えます。町長は、第１回定例会に

おいて無料化年齢の拡大について子育て対策の一

環としても重要な施策の一つであるという考えは

変わらない、国において統一的な制度化を図るべ

きとの考えを示されました。倶知安の小中学生は

1,220人弱とのことですが、本町の小中学生は何人

いるのか。また、過疎債を使っている自治体の実

態についてどのように把握しておられるのか。そ

して、無料化年齢を中学校卒業まで拡大する考え

がないのか見解を伺います。 

〇町長（嶋  保君） 14番、佐々木議員のご質

問に答弁申し上げます。 

 初めに、余市町自治基本条例の制定についての

ご質問でございますが、自治基本条例の制定に向

けては、平成25年８月に（仮称）余市町自治基本

条例策定準備会を設置して、条例類型の検討、会

員による勉強会の開催、さらには策定委員会設置

に向けた準備を進め、平成26年10月には一般公募

も含めた16名の町民による（仮称）余市町自治基

本条例策定委員会を設置し、現在条例の名称、条

文の構成等についてアドバイザーであります大学

教授からの助言をいただきながら、余市町にふさ

わしい条例の策定に向けた協議を進めているとこ

ろでございます。 

 自治基本条例は、策定のプロセスが非常に重要

であると考えております。今後は、職員による検

討組織も立ち上げて、住民と行政が一体となり、

丁寧な議論を重ねた上で策定委員会からの意見や

提言を反映させながら、条例の早期制定に向けて

策定作業を進めてまいりたいと考えております。 

 また、町民に対する周知でございますが、策定

委員を公募した際に自治基本条例の意義や必要性

について記載したチラシを「広報よいち」に折り

込みしております。今後も「広報よいち」や余市

町ホームページにおいて条例策定の取り組み状況

等を公表する頻度をふやしながら、町民向けセミ

ナー等を開催するとともに、議会にもご相談を申

し上げながら策定作業を進めてまいりたいと考え

ておりますので、ご理解をお願いいたします。 

 続きまして、子供の医療費無料化年齢の拡大に

ついてでございますが、本町の乳幼児等医療費の

助成につきましては、北海道医療給付事業補助金
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の交付をいただきながら、所得制限を撤廃して実

施しているところでございます。我が国におきま

しては、少子高齢化の進展により急速に人口減少

時代が到来し、社会的活力の減退から国力の低下

など将来世代に対してさまざまな分野に影響が及

ぶものと憂慮されていることから、全国的に医療

費の無料化年齢の拡大が進んでいる背景は、子育

て支援対策の一環として実施されているものと考

えております。 

 ご質問の小中学生の人数につきましては、５月

末現在で1,318人、また過疎債を使っている自治体

の実態につきましては公表されている統計数値等

もなく、把握できてございませんので、ご理解を

お願いいたします。 

 次に、無料化年齢を中学校卒業まで拡大する考

えにつきましては、道内市町村の動向を見据え、

新たに負担すべき金額等を含め引き続き検討して

まいりたいと考えております。また、本制度は、

地域間において格差が生じないよう実施されるべ

きであり、国において統一的な制度化を図るべき

と考えておりますので、今後において各関係団体

等を通じて国への要望をしてまいりたいと考えて

おりますので、ご理解を賜りたいと存じます。 

〇14番（佐々木正江君） 自治基本条例のほうか

ら入りたいと思いますけれども、私にとりまして

今の定例会が議員活動最後の定例会となります。

４期16年間一回も欠かすことなく私は一般質問を

行ってまいりました。さまざまな要求を議会に届

けてまいりました。学童保育の充実、福祉灯油、

そしてごみのふれあい収集、住宅リフォーム助成

制度など提案をして、実現してきたこともありま

した。その中でも嶋町長の公約である自治基本条

例の制定、これは日本共産党が嶋町政を支えてい

こうと決めた大きな理由です。嶋町長が2010年９

月に初当選してから間もなく５年が経過しようと

していますが、ただいまのご答弁ではまだ具体的

な制定時期が示されていなかったと。このことは

非常に残念だなというふうに思います。 

 ニセコの例を出したいのですけれども、当時の

ニセコの逢坂町長、1994年にニセコ町長に就任を

いたしまして、2000年12月の第６回ニセコ町議会

定例会でその前文と45条から成るニセコ町まちづ

くり基本条例を制定しています。制定までの取り

組みを紹介した「わたしたちのまちの憲法」、こ

ういった本がございますけれども、そのはしがき

の中で逢坂町長は次のように述べておられます。

初めに、逢坂町長は、責任を持ってみずから考え、

行動しよう、これはニセコ町のまちづくりの合い

言葉とした上で、こんなふうにお話をなさってい

ます。どんな小さな森であっても草木の繁茂する

暗く鬱蒼とした場所に入ると、多くの人は不安を

感ずる。この森を歩くときにたとえ絵地図のよう

な簡単なものでもよいから、何らかの情報があれ

ば少しは安心できるはずだと。真っすぐ進めば森

が深くなる、右は崖、左は野原、漠然とした情報

でも安心感は大きい。まちづくりでは、情報共有

を前提とした参加が必要だと。また、行政の行い

を町民がチェックすることなどいろいろと取り組

むべきことが多い。また、地域の何を大切にする

のか、どの方向を目指すのかを決めることも大切

だ。しかし、これらのことをやみくもに行ってい

ても疲れるばかりで、効果的、効率的とは言えな

い。それは何の手がかりも持たずに森の中を歩き

続ける作業に似ており、不安が増すばかりだ。ニ

セコ町まちづくり基本条例は、この森歩きの絵地

図のようなものだ。森歩き、つまりまちづくりの

理念や基本的な考え方、そして具体的な手法を定

めることを目指したこの作業で自分たちの大まか

な姿勢や目指すべき方向だけでもわかれば今より

も自治の精度が高まるだろう。こんな考え方でニ

セコ町の基本条例づくりは始まったと、このよう

に述べておられます。そして、１つお聞きしたい

のですが、これから職員の皆さんとの会を立ち上

げるということなのですが、この間職員の皆さん
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と町長はどのようなお話し合いをなさったのかな

というふうに思います。 

 それと、２点目なのですけれども、ニセコの逢

坂町長なのですが、首長は４年できっかり結果を

出し、１期ごとで審判を受けるつもりでいなくて

はならないということを念頭に取り組んできたと

ありました。住民主体のまちづくり、そのための

町民と行政の情報の共有と行政の透明性の確保を

推し進めるために考えたことであって、そのため

には町民の情報のキャッチボールの質や量をいか

にふやしていこうかと、このように考えたのです。

それで、まちづくりトーク、まちづくり懇談会、

まちづくり町民講座、こんにちは町長室、こうや

って逢坂町長は町民とできる限り積極的にキャッ

チボールの場を設けていったということなので

す。このように逢坂町長はできることから実践し

たというふうにおっしゃっています。このように

さまざまな取り組みを通じて逢坂町長は町民と接

して、町長の考えを伝えていったということなの

ですけれども、町長は今後どのような、単なるチ

ラシを入れるとかそういうことではなくて、もっ

と自治基本条例をつくるのだという姿勢が町民の

皆さんにわかるような、そういったことが必要で

はないのかなと思いますので、その点のことをお

尋ねしたいというふうに思います。 

 子供の医療費無料化年齢なのですけれども、国

の制度とすべきだというご答弁は前回と同じだな

というふうに思いました。今の時代子供の医療費

無料化年齢の拡大について国が取り組まないため

に、自治体が住民の命を守るために厳しい財政状

況のもとで取り組んでいる。実際に行っているの

はそういった自治体の実態ではないかなというふ

うに思います。北海道では179市町村中141市町村

が道の制度に上積みをして給付対象の拡大、所得

軽減の緩和などをしているということが日本共産

党の真下道議の道議会での質問で明らかになって

います。町長がおっしゃるように国の制度として

確立するということ、これは一番なのは当然だと

いうふうに思うのです。しかし、地方自治体は、

役割として国の悪政の防波堤となって住民を守っ

ていくのだと、地方自治体の本旨に立って取り組

んでいると、そういった自治体が数多くあるとい

うふうに思います。そこにはやっぱり首長の姿勢、

住民のためにどのように思うかということが問わ

れるのではないかなというふうに思います。 

 子供の医療費無料化年齢の拡大というのは、ま

ちづくりと無縁ではないというふうに思います。

若い人が定住して、そしてそこには子育てに対す

る安心がある、だから定住する、こういったこと

ではないのかなというふうに思います。子供が大

きくなるにつれて、もちろん例外というのはある

のですけれども、普通は医療費は小さかったとき

に比べると格段に少なくなっているというふうに

考えます。だからこそ給料日前にぐあいが悪くな

ってもすぐに病院に連れていける、そういった安

心感が必要なのではないのかなというふうに思い

ます。倶知安町議会での議論を見てもそのような

受けとめ方をして、中学生まで一部負担金を除く

医療費の全額助成につないでいるのです。ですか

ら、そういった意味でも余市町としてもそういっ

たことを考えていただけないのかなというふうに

思いますし、「広報よいち」６月号に医療費助成

制度をご存じですかというページがありました。

ということなのですが、このお知らせどおりに実

施したとして、３月の定例で町長がご答弁なさっ

た追加分が5,400万円程度、足して総体で7,198万

円になるということで理解をしていいのかどうな

のか、そこのところを確認したいというふうに思

います。 

 それとあと、過疎債のことなのですが、日本共

産党として独自に調査をいたしました。道内では

43市町村が利用しているということがわかりまし

た。この間余市町委員会として町民の皆さんにア

ンケートをとりましたが、町民アンケートでは子
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育てにとって切実な問題だとこの医療費無料化年

齢の拡大を挙げた方が回答者数の約58.5％、町内

の産科医確保とか、それから保育料の引き下げを

してほしいだとか、産休明けの保育体制を充実し

てほしい、病児の保育体制をちゃんとやってほし

い、こういった項目を抜いて子供の医療費無料化

年齢の拡大をしてほしいという声が多かったので

す。それで、町民の声として、このためにどうし

たらいいのかなというふうに考えたときに、過疎

債の活用もその一つなのかなというふうに思うの

ですけれども、そこの見解をお伺いしたいという

ふうに思います。 

〇町長（嶋  保君） 14番、佐々木議員の再度

のご質問に答弁させていただきます。 

 まず、ニセコの逢坂町長の例をとって再度のご

質問をされたところでございます。私もその本は

読ませていただきまして、ニセコの取り組みとい

うのは日本で初のまちづくり条例という部分でご

ざいます。そういった中で、やはり情報を共有し

て、そしてそれぞれ行政、町民、議会がチェック

し合いながら、当初ニセコは議会が入っていませ

んでしたけれども、そういった中でのいろいろな

中で明文化することによって新たな地域づくりと

いう部分がしっかりとできていくのかなというふ

うに思ったところでございます。 

 そういった中で、例えば今も自治基本条例のな

い中でも行政は進んでいます。しかし、これを策

定することによって今以上に地方自治の向上が図

られるというふうに私は思っているところでござ

います。確かにご指摘のとおりこの策定がおくれ

ているという部分につきましては、私の力不足と

いう部分でございます。そういった中で、今ご質

問等もございましたが、精力的に今策定委員会等

も開催させていただいております。そして、職員

の会合という部分ございまして、これは当初一番

最初の部分でも勉強会等はいろいろな大学の教授

等を呼んで、私どもも出席させていただきました

が、酪農学園等を含めて、北海学園等を含めてい

ろいろな大学の先生から講義をいただきまして、

勉強会等もやらせていただいております。また、

その中ではニセコ町の今の実務担当者も来ていた

だいて、いろいろな策定までのご苦労、そしてま

た策定してからどうこれをまちづくりに生かすか

という部分を含めて講演等もいただいているとこ

ろでございます。 

 それと、積極的にという部分でございます。１

つ例を申し上げますと町政懇談会、これは私にな

る前までは公民館で１日で終了しておりました。

しかし、これからはそういう中でなくて、もっと

もっときめ細かなという形の中で、次の次の年で

すか、４地区に分けて、それぞれの地区に出向い

て実施をしてございます。そしてまた、去年から

ですか、もっともっと話しやすい場をつくろうと

いうことで１地区２回という形で、こぢんまりし

て何か車座のような形の中で、そこで意見をお互

いに出しやすい雰囲気ということで、今８回やっ

ているところでございます。そういった中で、も

っともっとこの部分地域の皆さんの生の声を聞く

という機会、これは非常に大事だというふうに思

ってございます。また、それ以外にもいろいろな

中で、町長室の開放等は今制度的にはしておりま

せんが、案内がありましたらいろいろな区会等を

含めて各団体よほどの公務がない限りまず出るよ

うにして、今までの中では回数は非常にそういう

ところには出て、生の声を聞いている部分はござ

います。そういった中で、役所の中にいるだけで

なくて、全然立場の違うようなご意見等も伺うこ

とが多くて、非常に行政に役立っているという部

分でございます。そういった中で、これからシス

テムとしてしっかりと自治基本条例をつくって、

そういった中で明文化することによって町民、そ

して行政等の役割をしっかりと認識をしていかな

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。 
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 続きまして、医療費の助成の関係でございます。

これにつきましては、繰り返しの答弁になります

が、これは国の制度の中で全国一律にしっかりと

やっていただきたいということを申し上げていか

ねばならないという部分が大前提でございます。

しかし、おっしゃるとおり、各地域においていろ

いろな取り組みもなされているのも事実でござい

ます。そしてまた、過疎債、この部分も今43市町

村という調査結果と。私どもも道に確認しました

が、そのあたりは不明でございましたが、そうい

う形の中でお話もございました。しかし、この過

疎につきましても、ソフト事業については余市町

8,000万円程度という形でありまして、そこで数千

万円が毎年医療費無料化でいってしまうという部

分もいかがかなという部分もございますので、こ

れらはこの医療費無料化等の子育て対策等を含め

て今の地方版総合戦略の地方創生という部分につ

いても非常に重要なことであるとは考えますが、

もう少し効率のいい部分でという、財源ご承知の

とおり限られてございます。いかに効率、効果的

な部分に投入していくかという部分ございますの

で、この部分につきましては国の責任でしっかり

と全国的な統一的な仕組みをつくっていただきた

いという部分を各関係機関に積極的に申し入れて

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、医療費の助成の部分でございまして、

前回は7,000万円でありましたが、今の中では

6,300万円程度というふうに試算をしているとこ

ろでございます。 

〇14番（佐々木正江君） 自治基本条例ですけれ

ども、この間というか、前に質問したときとは違

って努力されているという姿は少しずつ見えてき

たのかなというふうに思います。 

 ただ、そのやっていることが町民の皆さんにわ

からないと、何をやっているのだろうというふう

になると思うのです。せっかく策定委員会の方た

ちが努力されている。いろいろな意見を出されて

いるということは私も伺っていますけれども、そ

ういったことが議員の間にでも伝わっていないの

ではないのかなというふうに思うのです。ですか

ら、逢坂町長がすぐれていたというか、そういっ

たことについては住民の意見をどれだけ酌み取ろ

うかという姿勢だったと思うのです。そこら辺で

は町長は力不足と先ほどおっしゃいましたが、私

は町長の努力不足ではないのかなというふうに思

いました。私も日本共産党としてこの自治基本条

例をどうやったらみんなと一緒につくっていける

のかなという思いできましたので、そういったと

ころでは本当にやってほしいなというふうに思う

のです。 

 2004年４月、地方分権一括法の施行をもって地

方分権の第一歩が踏み出されたという歴史があり

ます。自治体の憲法とも呼ばれる自治基本条例へ

の関心が全国で急速に広まったというけれども、

条例案の作成までこぎつけたのはニセコ町が先ほ

ど町長もおっしゃったように初めてだったという

ことなのです。ニセコ町もこういったいろいろな

努力をしながらやってきました。例えば条例が成

立した2000年12月22日のニセコの町議会、この中

でもなぜ今まちづくり基本条例が必要になったの

かとか、言葉の意味がわからないよだとか、この

条例は４年を超えない期間で検討するというけれ

ども、４年とした理由は何なのかとか、いろいろ

な質問が議員の方から出されておりました。私は

思うのですけれども、これらのやりとりを聞いて

いて、見ていて、町長が本当にこの公約である自

治基本条例、この制定を実現しようとしたら、こ

れからの取り組みが本当に大事になってくるなと

思うのです。町長もつくっていく過程がすごく大

事だというふうにおっしゃいいました。だけれど

も、町長はいつまでにつくるという期限をおっし

ゃっていないというふうに思います。逢坂町長は、

任期の間に何をするかということで決めている
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と。結果としてできないこともあるかもしれない

けれども、そうやって決めて動いていれば、でき

なかったとしても町民の皆さんは理解できるので

はないのかなというふうに思うのです。その間全

然情報が入ってこないと、何をしているのだろう

なというふうな思いになるのではないかというふ

うに思っています。 

 本当にこれから条例をつくっていくということ

では、町長がおっしゃるようにつくっていく過程、

これが非常に問われるというふうに思います。先

日私ワインバレーの取り組みの会に参加したので

すけれども、余市はすごく変わるのではないのか

なというふうに思いました。そういう中で、そう

いうことをチャンスにして、まちづくりとそうい

う産業の振興とかをどう組み合わせてやっていく

のかと、関心を持ってもらうということがまちづ

くりの第一の基本だというふうに思いますので、

ぜひ期限を決めて取り組むという中でやっていた

だけたらなというふうに思うのですけれども、見

解を伺いたいというふうに思います。 

 それとあと、子供の医療費なのですけれども、

過疎債のことについてはそれを全部使うわけには

いかないと。それは当然だというふうに思います。

でも、そういうことをやっているところがあるの

で、やはり町長の子育て政策に対する熱意という

か、そういったところが問われるのではないのか

なというふうに思います。赤平だとか紋別、砂川、

深川、由仁、長沼、栗山、浦臼、妹背牛、秩父別、

更別、池田、浦幌、こういった余市よりもずっと

小さいのではないのかなというところがこういっ

たことを最大限利用して取り組んで、必死に人口

減を食いとめようとしているのではないのかな、

まちづくりをやろうとしているのではないのかな

というふうに私はこれを見て思いました。 

 それと、もう一つは、町長は私が３月の定例会

のときに質問したときに国からのペナルティーの

ことをおっしゃっていたと思うのですけれども、

これは日本共産党の小池晃議員が４月14日の参議

院の厚生労働委員会で子供の医療費の窓口負担を

軽減している自治体に対して国がペナルティーを

科している問題を取り上げました。国のペナルテ

ィーは、医療費を窓口無料にすると国民健康保険

への国庫負担を削減するというもので、その理由

というのが窓口無料にしたら需要が掘り起こされ

て、患者がふえて、医療費がふえるのだというこ

とと、それから自治体間の格差ができて不公平に

なるということが挙げられているそうなのですけ

れども、小池議員は全額国費の負担で子供の医療

費を無料化した場合の影響額について質問いたし

ました。厚労省の唐澤保険局長という方は、給付

費増は2,400億円程度とした上で、未就学児は無料

化されている自治体が多く、新たな波及増はない

と述べて、新たに医療費増は起こらないというこ

とを認めています。小池議員は、国のペナルティ

ーによって窓口無料を償還払いに戻す自治体があ

らわれて、知事会などからは少子化対策に取り組

む地方の努力の足を引っ張るものだというふうに

してペナルティー廃止を求める声が上がっている

このことを紹介して、このことを受けとめている

のかというふうな追及をいたしました。さらに、

小池議員は、予算委員会での答弁の中で塩崎厚労

省大臣が子供の医療のあり方を検討する場の設

置、これに言及しているということに触れまして、

ペナルティー問題も検討課題に含まれるのかとた

だしたのに対して、厚労省は当然その問題も出て

くるというふうに答えておられます。これらの質

疑等通じて、ペナルティーの根拠が崩れてきてい

る、そして厚生労働大臣も検討する、このように

明言しておりますけれども、これが実現するとこ

のペナルティーに関しての垣根というか、崩れて

いくのではないのかなというふうに思います。今

回公明党から意見書案が出されていますけれど

も、そういった中身ではないのかなというふうに

思いますけれども、このことについて町長はどの
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ように受けとめられるのか、そこのところを伺い

たいというふうに思います。 

 それと、2015年の１月27日に発表されました地

域経済の現状とか課題に対する内閣府の報告書、

地域の経済2014年によると子育て支援の拡充策が

地方の市町村で重要な要因になっているというこ

とがわかりました。そして、2013年３月末までの

人口の変動を分析しているという新聞報道があり

ました。人口が増加した145市町村があるのですけ

れども、定住を目的とした住宅建設の一部補助だ

とか、それから子供の医療費助成、保育体制の拡

大などの対策がとられたということなのです。報

告書によると、地方の市町村において人口が増加

したのは、安定的な雇用だとか環境のもとで子育

ての支援の取り組みが進められたことによって人

口が流入してきたのだということが指摘されてい

るのです。ですから、子育て支援は、本来なら国

がやるべきことだというふうに思いますけれど

も、地方自治体としてはそれぞれ努力してやって

いると。そのことを国も認めざるを得ないという

この中身だというふうに思います。本当に余市も

人口減を食いとめて、まちづくりを考えるならば、

今人口増加した145市町村の取り組みに学んで、本

町でも真剣に、国の制度であるべきだというので

はなくて、そういった面も考えていくことが必要

ではないかというふうに思いますけれども、再度

見解を伺います。 

〇町長（嶋  保君） 14番、佐々木議員の再度

のご質問に答弁申し上げます。 

 まず、１点目の自治基本条例の部分でございま

す。またニセコ町の例を挙げられてのご質問でご

ざいました。私もそういった中では広報、さらに

はホームページ等での周知、町民への周知等、さ

らには議会に対する説明等は不足していたなと、

発信不足であったなという部分は反省をしている

ところでございます。そういった中で、新たに今

後議会の構成等も変わるところでございますが、

それら含めて発信をしっかりとしていかなければ

ならないと。期間等の部分を含めて協議もさせて

いただいて、発信をしていかなければならないと

いう部分でございます。 

 ご質問にありますとおり、策定過程が非常に大

事だという部分は私どもも認識してございます

が、策定過程が大事だから、ずっと策定過程とい

うふうには当然いかない部分でございます。それ

らを含めてしっかりと取り組んでいきたいという

ふうに思ってございます。 

 また、２点目の医療費の無料化の関係でござい

ます。確かにおっしゃるとおり、子育て政策、さ

らにはそれにつながっていく人口減少防止対策と

いう部分につきましては、この医療費の無料化と

いうのは一つの大きな戦略だというふうには考え

てございます。しかし、先ほど来申し述べており

ますが、限られた財源、どこに地方版総合戦略の

中でこの人口減少対策にこの限られた財源を充て

ていくかという部分は、まさしくきのうのご質問

でも答弁申し上げましたが、これから専門家等の

意見等も聞きながらつくり上げているところでご

ざいますので、それら含めまして、もっともっと

同じ財政投入の中では例えばそこが定住につなが

るだとか、そして余市の固定資産税の増収につな

がる、新築につながっていくかとか、いろいろな

そういった部分を含めて同じ財源でより効果的な

施策になるように今立てているところでございま

す。 

 それと、145の市町村に学びなさいという部分も

ございました。これらにつきましても国のいろい

ろな中での問題で人口減少になっているよという

中でも、きのうも申し上げましたが、ニセコ町の

ように人口がふえているという部分もございます

ので、それら成功事例にはやはりしっかりと学ば

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、もう一点、ペナルティーの問題、これ
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につきましてはまだ今おっしゃられた部分の情報

は把握してございません。しかし、今の現行の中

では乳幼児医療費の助成を拡大することによって

国保会計による国の補助金、療養給付費負担金や

調整交付金、これがさらに補助金がカットされる

という部分は事実でございますので、そういった

認識でございます。それらも含めて情報収集にま

た当たってまいりたいというふうに思っておりま

す。 

〇議長（中井寿夫君） 佐々木議員の発言が終わ

りました。 

 暫時休憩いたします。 

休憩 午前１０時４２分 

再開 午前１１時０４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５番、議席番号13番、中谷議員の発言

を許します。 

〇13番（中谷栄利君） 私は、今定例会に２件の

質問をしております。理事者においては、要を得

た答弁をお願いいたします。 

 １件目、安全保障法制について。安倍政権は、

集団的自衛権行使を認める一連の法案を今国会に

提出し、会期を延長してでも成立させようとして

います。安全保障法制は、日本をアメリカの起こ

す戦争にいつでもどこでも参加できるようにする

戦争法案です。自衛隊が戦闘地域まで行って軍事

支援をする。イラクやアフガニスタンでの治安維

持活動などに参加し、武器が使用できるようにす

る。集団的自衛権を発動し、アメリカの先制攻撃

にも参戦するなど憲法９条を踏み破る大問題があ

ります。今求められることは、政府の行為によっ

て再び戦争の惨禍が起こることのないように戦争

放棄を定めた憲法を守り、日本を海外で戦争する

国にする戦争法案の廃案を求めることです。以下、

伺います。 

 １、余市町長として安全保障法制イコール戦争

法案の廃案を求めることについて考えを伺いま

す。 

 ２、二度と戦争の起こらない平和な町にするこ

とを語り継ぐまちづくりを進めることについて伺

います。 

 ２件目です。町内巡回バスについて。高齢化の

進む余市にとって、車が運転できなくなる方がふ

えています。また、従前のバス路線から離れてい

たり、歩行もままならない方もいます。いつまで

も安心して住み続けられる交通弱者に優しいまち

づくりが求められています。このことが商店街な

どにもにぎわいを取り戻す機会になると思われま

す。巡回バスの早期実現に向けて見解を求めるも

のです。 

〇町長（嶋  保君） 13番、中谷議員のご質問

に答弁申し上げます。 

 初めに、１点目の安全保障法制関連法の廃案を

求めることについてのご質問でございますが、政

府は集団的自衛権の行使を容認する法制度とし

て、自衛隊法など10本の現行法の改正を一括した

平和安全法制整備法と他国の軍隊を後方支援する

国際平和支援法を今国会に上程したところでござ

います。平和安全法制関連２法案に基づく集団的

自衛権の行使に伴う自衛隊活動は、国民の間でも

さまざまなご意見があるものと認識しております

が、我が国における外交上や安全保障上極めて重

要な問題であり、国民に対する丁寧な説明と国会

での慎重かつ十分な審議を尽くす必要があると考

えており、国会審議等の動向を注視してまいりた

いと考えておりますので、ご理解をお願いいたし

ます。 

 ２点目の二度と戦争の起こらない平和な町にす

ることを語り継ぐまちづくりについてでございま

す。戦争のない平和な世界の実現は、人類共通の

願いであり、本町におきましても平成２年３月
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29日、余市町議会において非核余市町宣言が決議

されたところでございます。町では、この決議を

具現化するために平和を願う町推進事業を実施し

ており、札幌市厚別区にございます北海道ノーモ

ア・ヒバクシャ会館への小中高生の研修派遣、ま

た８月６日の広島原爆記念日、９日の長崎原爆記

念日に合わせ中央公民館において原爆パネル展を

開催するなど、核兵器の悲惨さと平和のとうとさ

を伝えるための事業を行ってまいりました。 

 本年度につきましては、地域連携事業として夏

休みを利用して町内の中学生を広島県竹原市に派

遣することから、この事業とあわせ広島市の原爆

資料館見学や平和祈念式典への出席について実施

を検討しているところでございます。 

 今後につきましても非核余市町宣言の具現化、

そして戦争のない平和な世界の実現に向けて、平

和を願う町推進事業を継続してまいりますので、

ご理解を賜りたいと存じます。 

 続いて、町内巡回バスについてご答弁申し上げ

ます。本町における路線バスにつきましては、余

市小樽間を結ぶ余市線、積丹小樽間を結ぶ積丹線

のほか、岩内札幌間、積丹札幌間の高速バスなど

が運行され、都市間交通においては一定の利便性

が確保されているものと認識しております。一方

で、町内を巡回するバス路線につきましては、中

央バス協会病院線が平日については11往復、土曜、

日曜、祝日については４往復が運行されておりま

す。協会病院線につきましては、余市梅川車庫と

余市協会病院を結ぶ路線で、国道や道道だけでな

く、町道、通称にれの木通り線や都市計画街路旭

通線など住民生活に密着したルートを運行してお

ります。こうした中、町内にはバス路線が運行し

ていないエリアや近隣のバス停留所までの距離が

相当離れているエリアがあり、今後高齢化の進行

やひとり暮らし世帯の増加が予想される中で、こ

うしたいわゆる交通弱者への対応が大きな課題に

なると認識しております。 

 一方で、協会病院線につきましては、年々利用

者が減少し、バス事業者の赤字が拡大する傾向に

あるなど、公共交通確保の課題をめぐっては大変

厳しい状況もございます。 

 本町では、現在人口減少時代に対応するための

地方版まち・ひと・しごと総合戦略の策定作業を

進めておりますが、公共交通の確保は地域社会を

維持していくための大きな課題となることから、

計画策定の過程の中で地域の実情を把握するとと

もに、町内外の有識者で構成する外部委員会での

協議などを通し、巡回バスを含めた地域公共交通

のあり方について検討してまいりますので、ご理

解をお願いいたします。 

〇13番（中谷栄利君） 今安全保障法制、戦争法

案については、さまざまな協議がされていて、十

分な審議が尽くされるように動向を注視したいと

いうのが主な内容の答弁だったと思われます。し

かし、私は、嶋町長が町長になるときに町民が主

人公を貫いた上野町政、これを抱えた政策なども

しっかり継承して、貫いて頑張っていきたいとい

うお話がメーンだったのではないかなと思いま

す。その中でも平和の問題、憲法９条を守る、そ

ういったことについての取り組み、姿勢について、

そこを大切にし、さらに前に進めていく、こうい

った考えも示されていたのではないかなと思いま

す。そのことを考えるのであれば、今日のこの戦

争法案に対して誰もが危惧している日本は戦争す

る国になるのでは、あるいは徴兵制がしかれるの

ではと、こういった緊迫している中で住民の命と、

また平和を預かる自治体の首長としてその言動で

よろしいのかな、どうなのかなと私は疑わざるを

得ません。町長になるときに平和と憲法を守る、

それをしっかり前に進めていく、そのことを継承

していきたいと述べられていた町長であるなら

ば、もっと前向きな答弁があってしかるべきでは

ないかなと思います。 

 最近のテレビ報道でもありましたけれども、病
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弱で病に伏せていた瀬戸内寂聴さん、ああいう方

たちでもこのまま寝てはいられないという形で、

今戦争に対して日本は危険な状況にある、声を出

していかなければならないという形で訴えていま

した。住民の命と健康を守る、平和を預かる町長

として、このことを動向を注視するということで

はなく、やはり平和な町であるということが今日

の町の発展にもつながってきたこと、これを大切

にする、そういった意味でのこの危険な動きに対

して憲法を守るその立場で意を訴えていくことが

必要なのではないかなと思います。さまざまな制

約はあるかと思いますけれども、それ以前に町長

としてぜひそこをこの戦争法案についての意を訴

えてもらいたい、そのように考えていますが、そ

のことについてさらに答弁を求めるものです。 

 ２つ目には、これまで進めている平和なまちづ

くり事業、これをさらに推進していくというお話

でした。私は思うのですが、戦後70年、やはり戦

争を体験されてきた方たち、貴重な経験をされて

いる方たちが年々亡くなられていくという形で、

貴重な経験がお話聞けない状況で終わってしまう

ということが残念でなりません。そういった方た

ちの今だからこそ語り継がなければならない思い

というのがあるはずです。樺太から本当に危険な

思いして、切実な思いで逃げてきたという話で、

もう二度と戦争はあってほしくないのだと訴えて

いる方もおりました。そういった方たちの文字ど

おり平和なまちづくりを原爆でも、そしてこの戦

争ということについてもさらにまちづくり、平和

の余市町を語り継ぐそういった事業を推進してい

く必要性があるのではないかなと思います。そう

いった語り継ぐ人たちを、そういったお話を余市

町の住民の皆さんに共有できる、そういった取り

組みができないものかと思っているところなの

で、そのことについて考えを求めたいと思います。 

 あと、町内巡回バスについてなのですが、ご存

じのように公共交通エリアから離れている地域が

あります。しかも、そこには町営住宅など主な公

共の施設がある中で、大変な思いして生活されて

いる方たちもいます。介護のバスがあっても、あ

るいはそれ以外に用を足さなければならない方た

ちもおりますので、そういった方たちに交通権を

保障するという意味ではその日に５回か、あるい

は６回の地域を巡回するそういった形で生活を支

えていく、応援していくということが高齢化が進

む余市町にとって、また交通網から離れている皆

さんにとって支えていくことがまちづくりの重要

な課題と思います。 

 今交通のあり方について委員会を立ち上げて、

検討していくというお話なのですが、この問題が

私は非常に急がなければならない課題ではないの

かなと思っています。ご主人が車を運転できなく

なることによって、そこの地域から離れなければ

ならないという形で、残念ながら余市町を後にし

なければならない、それも人口減少の形の一つだ

ったと思います。そういった形が特に奥に行けば

行くほど進んでいるのではないかなと思われま

す。これは、地域のコミュニティというか、その

生活圏のどんどん人が離れることによっての崩壊

にもつながるわけですから、そういった方たちを

しっかり支えていく、そういった意味でも公共交

通、巡回バスについての考え方はさらに必要にな

ると思いますし、人通りが少ないということで非

常に疲弊されている商店街についても、今文字ど

おり頑張ろうとしている中でさらににぎわいを取

り戻していきたい、そういった切実な声がありま

す。こういったときだからこそ今巡回バスを活用

するなどして、中心商店街に二重三重にも人通り

が入って、商店の皆さんが元気になる、そういっ

た施策も必要ですし、また対面販売が中心になっ

ている商店街さんの取り組みというのは、介護で

いけば地域総合ケアの中でも重要な位置づけにな

っています。高齢者の痴呆の進行を抑えるために

も対面販売、そして人との会話が重要な位置づけ
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にあるわけです。そういったいいことを含めて高

齢者福祉、地域コミュニティを守る、高齢者を支

える、その観点でぜひこれを急いで取り組むその

考え方について総合的に判断していただきたい。

その考え方についてお伺いしたいと思います。 

〇町長（嶋  保君） 13番、中谷議員の再度の

ご質問に答弁申し上げます。 

 まず、１点目の安全保障法制の部分でございま

す。私は、町民が主人公という部分も当初から変

わっていないというふうに思っていますし、それ

と戦争の惨禍は絶対に繰り返してはならないとい

うふうに思っているところでございます。そうい

った中で、また繰り返しになりますが、今国会の

中でいろいろな部分含めて論議をされている。そ

して、きょうの新聞報道もありましたように会期

を延長していくという中で、今そういったまさに

違憲、合憲等いろいろな部分を含めて、専門家等

を含めて、政党間の中で協議されている部分でご

ざいます。私は、我が国における外交上や安全保

障上極めて重要な問題であるというふうに認識し

ておりますので、国民に対する丁寧な説明、そし

て国会での慎重な十分審議を尽くすという部分の

答弁とさせていただきます。 

 それと、語り継ぐ人々、これにつきましては私

どもも平成２年、余市町議会非核余市町宣言が決

議され、それ以降平和を願う町推進事業、これは

ずっと実施をしてきているところでございます。

そういった中で、帰ってきたらただ見てきたとい

うだけではなくて、いろいろな中での文集等も出

されておる。そして、そういった中ではそれらが

小中学生にまた感想として読まれ、それらを含め

て子供たちが戦争の惨禍を繰り返してはならない

という部分に大きな力となっているというふうに

思っているところでございます。先ほども申し上

げましたが、今年度は竹原市へ地域連携事業とし

て夏休みを利用して子供たちが行くことになって

ございますので、その折に広島市の原爆資料館や

平和祈念式典への出席等も検討していきたいとい

うふうに思っているところでございます。子供た

ちにしっかりと戦争の悲惨さという部分を知って

いただいて、そしてこの過ちを繰り返してはなら

ないという部分は語り継いで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、巡回バスの関係でございます。これは、

今までも一般質問等各議員からこの必要性等のご

質問もいただいているところでございます。私ど

もも高齢化等によってだんだん、だんだん高齢者

が免許を返納したりという部分ある中で、これら

もしっかりと検討していかなければならないと。

これは、買い物の不便さ等の交通弱者等への対応

というだけではなくて、それが回り回って地元商

店街等への振興等も含めてなろうかというふうに

思ってございます。 

 実は、町政懇談会、４ブロックで２回ずつ８回

実施しまして、この中では巡回バスの部分は要望

はございませんでした。低床バスの導入だとか余

市の駅前のバス停をわかりやすくと、そういった

要望が出てございました。しかし、第４次の余市

町総合計画中期見直し、これのアンケートの中で

は、数は少なかったのですが、８件ほど要望がご

ざいました。今後このような中で巡回バスの仕組

み等もつくっていかなければ交通弱者が買い物等

にも行けないと、いろいろな部分で通院等を含め

て困ってくるのかなというふうに考えてございま

すので、これらにつきましては今地方版総合戦略

の中でもあわせて検討しなければならない事項で

あるというふうに考えてございます。 

〇13番（中谷栄利君） やはり慎重な答弁に終わ

っているのではないかなと思うのです、戦争法案

の問題については。今それが限界なのかと私残念

でならないのですけれども、これだけ憲法９条が

脅かされ、なおかつ憲法そのものがないがしろに

されようとしているそういった危機的な状況の中

で、平和なまちづくりを進めていくそのことを町
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長になったときに大切にしていきたい、前町長の

上野町長のその姿勢、取り組んできたことをさら

に前に進めていきたい、それが私たち嶋町長を応

援してきた大きな柱であります。これだけ戦争法

案で憲法がないがしろにされている中で、今町長

は何ができるのか。その中で行動として、あるい

は見解を述べるなどして町民の命を守る町長とし

てのその立場からの訴えというのは、やはり憲法

を守る町長として必要な立場でないのかなと思っ

ています。動向を注視するということで行方を見

守って、もちろん徹底的に審議を尽くすように望

みたい、それは確かにそうかもしれませんが、今

これだけ危険な状況の中で戦争についての問題が

危惧されている中で、自治体を預かる町長として

の町民に対する訴えというのは何らかの行動とし

て必要なときではないのかなと思っております。

だからこそこの問題を私は取り上げて、一般質問

で質問した次第なのです。町民に対して嶋町長の

平和に対する姿勢、憲法を守るその姿勢について

ぜひアピール、訴えをしていただきたいと思いま

す。 

 あと、平和を語り継ぐ問題についてなのですが、

広島、長崎のその取り組み、小中学生について戦

争の悲惨さについて、原爆の悲惨さについて学ん

で、文集につづっていくということはもちろん大

切で、これをさらに進めていただきたいなと思っ

ています。ですが、私がここで述べたのは、戦後

70年の中でこの余市町で戦争を体験されている皆

さんがこの時期だからこそ戦争を二度と起こして

はならない、子供たちを戦場に送るな、孫を戦場

に送るなというその声をきちんと受けとめて語り

継ぐ、その思いを大切にするという取り組みがこ

の時期だからこそ必要なのではと思っています。

戦争に対する悲惨さを後の世代に伝える。私、ち

ょっとずれるかもしれませんが、「マッサン」を

見てそのことを痛切に感じた次第です。やっぱり

語り継ぐということが大切なのであって、年々人

が減っていく中で、年月がたつ中でその語り継ぐ

人がいなくなっていくというのが残念でなりませ

ん。そこを大切にしていくということも今重要な

ことではないかなと思います。その取り組みをぜ

ひ前に進めていただきたいなと思っているのです

が、それについての考え方ぜひ示していただきた

い。 

 巡回バスについては、商店街は今一生懸命頑張

っている。高齢者が地域で頑張っている中で、一

刻も早くその生活実態、要望等、中期の見直しの

中で８件の要望があったということなのですが、

この問題についての要望というのは年々多くなっ

てきています。今必要なことは、こういった交通

網から離れている公営住宅等がある中で、車のな

い中でみんなで支え合って買い物しているという

実態があるわけです。足腰の悪い方も公営住宅に

住まわれている、そういう実態もあるわけです。

そういった生活を支えていくという意味でも一刻

も急がれるので、そういった実態を捉える調査等

を前に進めていく、そういった考えをぜひ示して

いただきたいものだと思います。それについての

見解最後に求めて、巡回バスについての早期実施

を求めて私の質問を終えます。 

〇町長（嶋  保君） 13番、中谷議員の再度の

ご質問に答弁を申し上げます。 

 まず、安全保障法制の部分でございます。これ

は、今まさしく国会の中で政党間同士で論議され

ている問題でございます。ですから、この部分に

つきましては、私しっかりと論議をしていただき

たい、そういうふうに思っているところでござい

ます。 

 それと、戦後70年に対する悲惨さ語り継ぐ部分、

これはこういった中での余市町の戦争の体験の語

り継ぐ部分という形の事業的なものはやられてき

ていないところでございます。そういった中で、

今何度も申し上げてございますが、広島、長崎の

参加等の部分は子供たちに対してやっている部分
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ございます。そういった中で、おっしゃるとおり、

だんだん、だんだん実体験をされている方という

のはどんどん少なくなっているというのは確かだ

というふうに思ってございますので、それらを含

め、調査等も含めてどういった中でのそのあたり

の体験者等の部分があるのか、それが語り継いで

いけるのかという部分含めて、そのあたりは調査

もしてみ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、巡回バス、これにつきましては第４期

の中期の見直しの中でのアンケートでも８件が多

いか、少ないかは別にしてございました。そうい

った中で、地域の住民も交通弱者という中でこの

部分の心配、買い物どうするのかな、通院等どう

するのかな、そしてまた今いろいろな中で高齢者

の交通事故等を含めて免許の返納等の部分もござ

います。そういった中で、ここはしっかりとまた

取り組んでいかなければならない部分であるとい

うふうに思ってございますので、今地方版総合戦

略の中でしっかりとそのあたりについても取り組

んでいきたいというふうに考えてございます。 

〇議長（中井寿夫君） 中谷議員の発言が終わり

ました。 

 各会派代表者会議の開催、さらに昼食を含め、

午後２時まで休憩します。 

休憩 午前１１時３４分 

再開 午後 ２時００分 

〇議長（中井寿夫君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 一般質問を続行いたします。 

 発言順位６番、議席番号６番、岸本議員の発言

を許します。 

〇６番（岸本好且君） 平成27年余市町議会第２

回定例会に当たり、さきに通告いたしました一般

質問１件につき質問をいたします。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、余市町における移住者誘致の促進につい

て。少子化や大都市圏への人口流出による自治体

消滅の危機が指摘されている中、道外を含め移住

者の獲得に乗り出す市町村がふえています。特に

滞在期間が短い体験移住の利用者は、専用住宅の

整備や首都圏などのＰＲが功を奏し、年々増加し

ている状況にあります。最近の調査では、空き家

や専用施設を用意して、本人の希望に合わせ数日

から数カ月間暮らしてもらう体験移住事業に取り

組む市町村は、2013年度上半期で83市町村、道が

集計を始めた2006年に比べほぼ倍になったと言わ

れております。官民挙げて体験移住用の家具つき

短期賃貸マンションを用意している釧路市におい

ては、2013年度の１年間だけで首都圏などから延

べ225人が滞在し、体験移住利用者は現在もふえ続

けています。また、留萌管内遠別町では、体験移

住施設を無料もしくは格安料金で貸し出しするな

どその手軽さが受けて、最近では年間100人を超す

利用者が滞在し、注目されています。 

 しかし、体験移住は、なかなか本格移住につな

がっていないことも事実です。本格的な移住に結

びつけるためには、地元での雇用、住宅問題を初

めさまざまな課題がありますが、本町の基盤産業

を生かした雇用創出や地域の持つ豊かな海、緑、

田園風景などのすぐれた環境資源のＰＲ、「マッ

サン」の放映による全国的知名度のアップなど、

余市町は今移住者誘致の諸条件はほかの自治体に

比べ、気候や地理的面からも十分移住者を呼び込

める北海道有数の地域であることは間違いありま

せん。以上の背景を踏まえ、以下５点について町

長の見解をお聞きいたします。 

 １、移住促進のため関連する対応窓口の現状に

ついて。 

 ２、北海道移住促進協議会との連携について。 

 ３、ＮＰＯ法人住んでみたい北海道推進会議の

参加状況について。 

 ４、本町における地域おこし協力隊の実施につ
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いて。 

 ５、今後の移住促進に向けた具体的誘致事業の

展開について。 

 以上、よろしくお願いをいたします。 

〇町長（嶋  保君） ６番、岸本議員のご質問

に答弁申し上げます。 

 １点目の移住促進のため関連する対応窓口の現

状についてでございますが、町外から本町への移

住に関してお問い合わせがあった場合、総務部企

画政策課が総合的な窓口となり、ご相談や資料の

送付、また町内の案内など希望に応じた対応を行

っております。 

 ２点目の北海道移住促進協議会と連携について

でございます。北海道移住促進協議会につきまし

ては、首都圏等からの北海道への移住促進や民間

による移住ビジネスの創出を目的に平成17年に設

立された団体で、平成27年３月現在道内128の自治

体が参加しております。本町につきましては、平

成24年に当該協議会に加入し、移住促進に関する

セミナーや研究会への参加、移住に関する情報提

供等の連携を行っているところでございます。 

 ３点目のＮＰＯ法人住んでみたい北海道推進会

議が進めている事業への参加状況についてでござ

いますが、本町においては本年度推進会議が東京、

大阪、名古屋の３大都市圏で移住希望者向けに開

催にする北海道暮らしフェアに参加を予定してお

ります。また、当該推進会議と北海道移住促進協

議会が共同で運営するホームページにおいて本町

の移住に関する情報を提供しているところでござ

います。 

 ４点目の本町における地域おこし協力隊の実施

についてでございます。地域おこし協力隊につき

ましては、都市地域から過疎地域等へ住民票を移

動し、生活の拠点を移した者を地方公共団体が地

域おこし協力隊員として委嘱し、一定期間地域に

居住して地域おこし活動や住民の生活支援を行い

ながら、その地域への定住、定着を図る取り組み

で、協力隊員の活動や起業に要する経費に対し、

特別交付税により一定の財政支援が措置されてい

る制度でございます。 

 現在本町においては、地域おこし協力隊の制度

の活用はしておりませんが、協力隊を導入した自

治体からも多くの事例が報告されていることか

ら、こうした自治体の先進事例を参照しながら、

今後の制度活用について検討してまいりたいと存

じます。 

 ５点目の今後の移住促進に向けた具体的誘致事

業の展開についてでございます。本町においては、

国において措置された地方創生先行型交付金を活

用して、移住、定住促進事業を実施いたします。

当該事業につきましては、平成26年度の補正予算

に計上し、議決をいただいたことから平成27年度

に繰り越して実施するもので、内容としては余市

町の魅力を発信する動画の作成とインターネット

動画サイトでの配信、余市町の魅力を伝えるパン

フレットの作成を予定しております。さらに、ご

質問の３点目でご答弁申し上げましたとおり、３

大都市圏で開催される北海道暮らしフェアに参加

し、移住希望者に余市町の魅力を積極的にＰＲす

るなど、移住、定住の促進に向けた取り組みを進

めてまいりたいと存じます。 

〇６番（岸本好且君） ご答弁ありがとうござい

ます。 

 今回この移住者誘致の促進について質問したの

は、これまで何人かの議員の方からもこのような

質問過去にもありました。要は昨日も議論ありま

したけれども、人口減対策として、それをどう食

いとめるか、詰めればそういうところにあります。

ただ、きのうの町長の答弁の中に人口ふえれば、

ふえることがそれは減るよりはいいのですけれど

も、要は中身だと思うのです。特にこの人口減対

策については特効薬的なものはありませんし、も

しやるにしても相当時間がかかるものです。先ほ

ど答弁の中でいろいろ実施していくという報告あ
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りましたけれども、他町村はいろいろな角度から

模索をして努力をしているというのが私たち余市

にいますからあれですけれども、ほかの町村が非

常に目立つと。頑張っている姿が目に入るわけで

すけれども、一方で市町村の消滅論、いろいろな

雑誌等も出ていますけれども、そういうふうに唱

えている人も確かにいます。それもまた事実です。

それは現実として正しい見方かもしれませんけれ

ども、人口減対策は非常に幅広いものですから、

今回一つの対策として移住者誘致に絞って町長の

考え方と見解を何点か再質問させていただきま

す。 

 最初に、窓口対応の関係ですけれども、総務部

企画のほうで行っているということなのですけれ

ども、これは電話対応が多いのでしょうか。実際

に役場に来て、余市町の移住に関する問い合わせ

というのはどうなのでしょうか。どのようなこと

が多いのか、現状です。 

 それと、この窓口対応についてなのですけれど

も、これ町長の考え方なのですけれども、今役場

の企画で対応している、これは当然それはそれで

いいのですけれども、今たくさんの観光客が余市

町に訪れています。それで、例えば大都市圏でＰ

Ｒを今年度やるということなのですけれども、せ

っかくの機会ですから、観光客は観光だけで来て

いる、ほとんどの方はそうかもしれませんけれど

も、中にはこういう調査もあるのです。特にシニ

アクラスの方々は、観光を一つの目的として将来

の移住先、候補地探しといいますか、そんな形で

来られている観光客もいます。余市にそういう方

が来ているかどうかはちょっとわかりませんけれ

ども、やっぱり住んでみたい町ということで、そ

ういう関心持たれている方もいますので、一つの

方法として官民挙げて、役場だけでなく例えば観

光協会だとか、せっかくできている情報館だとか、

ことし試験的に実施する町内のバスも走りますの

で、また一般の観光と違ってやっぱり余市ってい

い町だ、住んでみたいと思わせるようなＰＲの方

法というのが地元で幅広くできないかどうか、そ

んな考えありますので、町長の考え方だけお聞き

したい。 

 それから、２点目の北海道移住促進協議会、こ

れ目的が町長言われましたように首都圏等の団塊

の世代を主に対象として、参加自治体が連携協力

して北海道へ移住を促進するということで、これ

も民間によるいろいろな関連するそういう事業の

創出ということで、振興を図るということを目的

にしていますけれども、128市町村、そして後志管

内ちょっと調べましたら10カ町村加盟していま

す。北後志では余市町と古平町と積丹町というこ

とで３町村なのですけれども、これは聞くところ

によりますと、窓口一本化が加入条件という何か

縛りがあるとちょっと聞いたのですけれども、そ

の一本化というのは何か理由があるのでしょう

か。そういう縛りがあって、そういうことになる

と窓口を広げるというのは、この推進協議会に限

ってはそうなのかもしれませんけれども、窓口を

広げるというのがこれとどういうふうに整合があ

るかどうか、その辺お聞きをしたいと思います。 

 それから、３点目の住んでみたい北海道推進会

議、これは通称ちょっと暮らしというふうに呼ん

でいる方もいるのですけれども、このＮＰＯ法人

の住んでみたい北海道推進会議は、１週間程度か

ら数カ月道内でちょっと暮らしをしたいと、そう

いう希望者を募ってＰＲを続けているということ

で、町長からありましたように平成19年、本格的

に動いたのは次の年の2007年ですから平成20年

で、いろいろな事業をやっているのですけれども、

ここでアンケートを実施しているのですけれど

も、７割以上が要は60歳を、退職を越えた方が、

70歳以上の希望者が多いと。確かに時間もあって、

多少お金もあって、多分余市に今来られている中、

平日でもあれだけ人が入っているということはそ

ういうシニアのクラスが多いように見受けられま
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す。ですから、そこをターゲットにするというの

は非常にこの時期だからこそ絶好のチャンスとい

いますか、逃してはならないと思うのですけれど

も、東京、大阪、名古屋で過去に３大都市でその

イベントに町が参加したということですけれど

も、延べにして104町村が参加して、その中に余市

町も入っていたのですけれども、それはどんな状

況でしたか。当時は「マッサン」もまだ放映され

ていませんので、どういう状況か、今とはまた違

うと思うのですけれども、今年度も参加するとい

うことですけれども、その参加状況、その辺のこ

とをお聞きしたいと思います。 

 それから、４点目の地域おこし協力隊、これは

大変今注目されていますし、昨年私も産業建設常

任委員会でも視察しました、山口県。それで、今

は全国で、これ26年度ですけれども、444の自治体

で1,511名の隊員を受け入れていると。スタートし

てから６年たっているのですけれども、当初から

見れば16倍と非常にふえています。余市町は、こ

れは実施というか、導入については今はされてい

ないということで、前向きに検討するということ

なのですけれども、私がこれ質問したのは、ただ

単に協力隊を余市町に入れるということではなく

て、実はその後なのです。平成26年度地方交付税

の関係もありますけれども、実際これは３年間で

す。３年間余市町で活動していただいて、その隊

員が最終年度もしくは翌年に余市で何か事業を起

こしたい、要は起業したいという隊員には、限度

額あるのですけれども、１人当たり100万円を上限

として特別交付税の措置が適用になると。ですか

ら、余市町で起業に必要な設備費や備品、あと法

人の登記などでそれをサポートできるということ

なのです。それで、当然３年間余市町で頑張って

いただいて、いろいろな考え方を聞くのももちろ

ん余市町にとって大事なことですけれども、私は

そういう隊員の方に残ってもらいたい。そのため

にはまず受け入れしないとできませんので、この

協力隊の導入、前向きに検討を調査を含めてする

ということなのですけれども、一つの大きな起爆

剤になると思うので、再度町長のこの辺の考え方

と見解をお聞きしたいと思います。 

 最後、今後の移住促進、１番目から４番目まで

関連しますけれども、最初の質問にあったように

人口減少が地方消滅につながるという危機感だけ

が何か先に走って、本来やるべきことをやってい

ないのでないかなと感じています。最近地方消滅

危機感から一歩違う考え方あるのです。田園回帰

といいまして、これはヨーロッパがもう既にかな

り進んでいるようですけれども、北海道も、特に

長野県なんかは都市圏に住む人方が農村へ非常に

関心を最近高めてきていると。新たな生活スタイ

ル、そういうことを求めて農村と交流をしたい、

もしくは深める人がふえてきていると。確かに以

前に田舎暮らしブームというのがあったのですけ

れども、それとは全然違う流れになっていると思

っています。それで、今後の移住促進に向けた誘

致事業を町長がこれからいろいろ実施をするとい

う先ほどお話がありましたけれども、ぜひ特に

20代、30代の若い人たちがこの関心持っているの

が非常に多いという結果が出ていますので、余市

町に早くこの導入に向けた誘致事業、特に若い世

代に対するターゲットとして、シニアも大事なの

ですけれども、将来余市に住んでいただける若い

人方に呼びかけるということで非常に大事な取り

組みだと思いますので、その辺もし考え方があれ

ばお願いします。 

 以上、よろしくお願いします。 

〇町長（嶋  保君） ６番、岸本議員からの再

度のご質問に答弁申し上げます。 

 まず、問い合わせ等の問題の部分のご質問ござ

いました。これは、電話やメールが多いようでご

ざいまして、これらの対応にワンストップで当た

っているという部分でございます。 

 それとまた、いろいろな中でのＰＲの取り組み、



－87－ 

今観光客の増の中でデマンドバス等の部分もござ

いまして、そういった中での取り組みは必要だと

いうふうにも私も考えてございます。 

 それと、もう一点、当初の答弁でも抜けてござ

いましたが、最後にございましたように若い世代

をどうやっていくかという中では、強みとして余

市の農業という部分ございまして、新規就農とい

う部分の中でいろいろ提言もいただいております

が、大学等の部分、こういった中もしっかりと若

手の部分の取り組みという中ではしていかなけれ

ばならない部分であるというふうに思ってござい

ます。これは、先日も私ある会で申し上げました

が、人口が減少していく中で新規就農の数、17年

から26年まででも45名と産業的には非常に優等生

の産業部門であるなというふうに思ってございま

すし、この強みをしっかり生かしていかなければ

ならないというふうに思ってございますし、そし

てまた先ほどの地域おこし協力隊の交付税等の措

置もありましたけれども、この新規就農に当たっ

ては国から今かなり昔と違って、我々が農業委員

会等にいたときと違ってかなり国から当座の部分

のいろいろな補助金等の部分がございますので、

そういった中ではこれらの部分もしっかりと取り

組んでいかなければならないというふうに思って

ございます。 

 それと、住んでみたい北海道推進会議の部分で

ございます。これは、先日の６月の北海道新聞で

すか、にも載ってございました。鍵はやはり働く

場所なり、居住の部分という報道もなされてあり

ました。そういった中で、また話が戻りますけれ

ども、一番手っ取り早いと言ったらおかしいので

すけれども、土地があって、そして新規就農、そ

してまたそこには道政の手厚い補助もあるという

中では、そういった部分の強みも生かしていかな

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。いずれにいたしましても、いろいろ

な機会を活用して余市町の情報を発信するという

部分は、これはしていかなければならないと。 

 それと、３大会場、東京、大阪、名古屋、これ

は私の答弁ちょっとまずい答弁だったと思います

が、今まで参加してございません。27年度から参

加するということで、去年の実績申し上げますと

東京会場は62団体が参加して1,200名の入場者が

あったと。そして、大阪会場については、43団体

が参加して950人の入場者、名古屋会場は台風の影

響があったということで、32団体の350人という入

場者でございましたが、今までこれらに取り組ん

できてございませんでしたが、27年度からはこれ

らの３つの都市圏の北海道暮らしフェアに参加し

て、余市町の魅力をＰＲして、そして余市町への

移住人口をふやしていこうという形で考えてござ

いますので、ご理解を願いたいと存じます。 

 また、地域おこし協力隊の部分でございます。

答弁させていただいていますとおり、これは喜茂

別等は取り組んで、後志でも何カ所か取り組んで

いるところもございまして、成功事例も伺ってご

ざいます。また、反対に失敗事例も伺ってござい

ますが、それらを含めて近くにそういったよい事

例もございますので、しっかりと研究させていた

だいて、取り組めるものなのか、取り組む価値が

ないものなのか、そのあたり含めて検討させてい

ただいて、もし実績等が上がるのであれば取り組

んで、検討していく余地はあるなというふうに思

っているところでございます。 

 それと、人口減少の問題、全体の問題でござい

ます。これは、人口減少問題という部分は究極の

目的ではございませんけれども、非常に大きなま

ちづくりにとってはファクターになるなというふ

うに思ってございますので、やはりここはしっか

りと取り組んでいかなければならない部分である

というふうに思ってございまして、地方版総合戦

略の中でしっかりと目標数値等を位置づけて取り

組んでまいりたいと、このように考えてございま

す。 
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〇６番（岸本好且君） 人口減少、いろいろな対

策はほかにもたくさんあるのですけれども、私は

今これだけ余市町ワインも含め、この産業構造か

らして今若い人が農業を目指す、今の協力隊なん

かはまさにそうなのですけれども、そういう意味

では、確かに雪という、そういうネックもありま

すけれども、今若い人でもシニアクラスの人でも

その雪をまた体験していくという、マイナス志向

でなくて、そんなことも今やっぱり価値観が変わ

ってきていると思うのです。ですから、そういう

意味では余市町はほかの町村から見たら、地理的

な面から見ても海があって、山があって、これら

は絶対引けをとらないと。だから、あとはやり方

を、逆に余市より条件が悪い地域が一生懸命やっ

ているのです。そして、それなりに成果出してい

るところもあります。私ごとですけれども、私も

浦河に３年勤務しました。確かに飛行場もそばに

ないですし、馬以外の産業というのも構造があり

ません。ただ、あそこはやはり人を呼ぼうという、

温暖な地域で雪も少ないという、それは余市とは

また違うのですけれども、すごくそういう移住も

浦河は道内の中でも５本の指ぐらいに入っていま

す。私も３年間いたときにいろいろ役場の人だと

か地域の人と話したのですけれども、余市なんか

まだまだいいでしょうと。私たちはこういう中で

やっていますと。ですから、今まで余りいい条件

だっただけに、そのあたりあったのかなと思って

いますので、このチャンスを絶対逃してはならな

いと私は思っています。 

 それで、町長の意気込みは大体聞きました。そ

れで、地域おこし協力隊の関係についても終わっ

た後余市町に残ってもらうということが私も最大

の目標だと思っていますので、ぜひ取り組んでい

ただきたいと思います。 

 それで、最後になりますけれども、今若い人、

特に20代、30代の人というのは、我々高度成長期

に育った人間と違って、経済の低調期に育ってい

ますから少し価値観が違うのです。阪神大震災も

あったのですけれども、一番は東日本の関係で、

人と人のつながりという、そういう大切さという

のを我々以上に20代、30代の人は感じていて、そ

れが今田園回帰につながっていっていると言う専

門家の人もいます。ですから、都市での生き方よ

りも将来そういうところに住んで、そこで家族、

そして教育を託していくという、その地域を探し

ている若い人がどんどんふえている。それに余市

町はぜひのっかっていかなければならないと、そ

う思います。 

 それで、ちょっと提案なのですけれども、私も

黒川にいて登地区の新規就農、今話がありました

若い人方と話す機会って年に何回かあるのです。

それで、その中でもいろいろな話が出るのですけ

れども、私は地元の人が考えているのとよそから

来て、まして観光でなくてそこに実際農業をやる、

ほかのことでもいいですけれども、実際にこの町

に住んで暮らしているその人方は、「マッサン」

のブームも何もなかった前から頑張っているわけ

ですから、そういう人方と町長はいろいろなとこ

ろで会ってお話を聞いたり、担当課のほうでもそ

れぞれ対応はしていると思うのですけれども、ぜ

ひそういう人方を町として年に何回かはそういう

場を設けてほしいと思うのです。やっていただい

ていると思うのですけれども、そういう要望もあ

ります。町長さんとじかに自分の思いを話したい

という。要は彼はずっと余市に、余市の町がよく

なってもらいたい、自分が住んでいるわけですか

ら、子供も小さい、これからここで育てるわけで

すから。だから、全然思いが違うのです。ですか

ら、行政に対する要望ももちろんあるのですけれ

ども、まちづくりに対するそういう考え方という

のは我々地元にいる人とはまた違う新しい発想を

たくさん持っています。ぜひ膝を交えて、そうい

う場も必要ですけれども、町としてそういう人方

に来ていただいていろいろな意見を聞く、そんな
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場をぜひせっかくの機会ですので、やっていただ

きたい。そこから新しいものも、多分アイデアと

いうのもたくさん出てくると思いますので、私は

話を聞いたら、えっと思う、自分は何も感じてい

ないことが彼らについては余市のよさというのは

我々以上に全然見えないところで話してくれます

ので、ぜひ町長そんな場を設けていただきたい、

それを希望しまして、質問を終わりたいと思いま

す。何か見解あればお願いいたします。 

〇町長（嶋  保君） ６番、岸本議員の再度の

ご質問に答弁申し上げます。 

 田園回帰と申しますか、こういった非常にすば

らしい気候、そして産物等がある中でそういった

条件をあるのに、先日のパネルディスカッション

でもございましたけれども、生産者はいいものを

つくっているのに発信する力がないのだというご

意見もございました。確かにそういった部分もあ

ろうかと思ってございます。それと、おっしゃら

れましたように札幌に近い、小樽に近いと、そう

いった中で人口減少率も後志管内の他から見れば

小さかったという中で今まで行政があぐらをかい

ていたという部分は反省点としてはあるというふ

うに思ってございます。そういった中で、この強

みをしっかりと生かして、人口減対策、さらには

まちづくりに当たっていかなければならないとい

うふうに思っております。 

 話ちょっとそれると申しますか、あれなのです

けれども、田園回帰という部分で申しますと先日

もニコルさんの森づくりの手伝いしている次長の

方ですか、と会う機会がございまして、そのとき

その方もおっしゃっていましたが、やはり田舎か

らと。その方は田舎とは言いませんでした。カン

トリーと言いました。ある方が田舎からまちを変

えようということを言ったら、いやいや、田舎で

ないのだ、カントリーなのだと。そこは私調べて

いませんからあれなのですけれども、昔たしかイ

ギリスではまちの人というのは選挙権ないのだ

と。田舎というか、物をつくったり、森を守った

りしている人しかなかったのだよというふうに私

初めて聞かされまして、それはまだ本当かどうか

も調べてございませんが、そういった中での田園

というか、地域、地方のそこからのまちづくりと

いうか、そこを生かしたまちづくりが必要なので

すよという提言もきのうですか、いただいたとこ

ろでございます。そういった中では、先ほども申

し上げましたが、今余市町においては農業、漁業

という１次産業で成り立ってきた町でございま

す。そこをきっちりと振興させることによって商

業なり、いろいろな中で町全体が裕福になってい

くのかなというふうに思ってございますので、そ

ういった中では新規就農、さらにはそういった部

分にさまざまな機会を利用しながら取り組んで、

そしてそれが回り回って人口減少の対策、さらに

は経済の活性化等にも回ってくるのでないかとい

う形で、そういった思いで今地方版総合戦略策定

に当たっているところでございますので、ご理解

のほどをよろしくお願い申し上げます。 

〇議長（中井寿夫君） 岸本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24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３７分 
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