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平成２７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４２分 

〇招 集 年 月 日             

  平成２７年９月１５日（火曜日）      

〇招 集 の 場 所             

  余市町議事堂               

〇開 会             

  平成２７年９月１５日（火曜日）午前１０時 

〇出 席 議 員  （１５名）       

  余市町議会議長  ６番 中 井 寿 夫 

  余市町議会副議長 １１番 白 川 栄美子 

  余市町議会議員  １番 野 呂 栄 二 

      〃      ２番 吉 田   豊 

      〃      ３番  井   潤 

      〃      ４番 岸 本 好 且 

      〃      ５番 土 屋 美奈子 

      〃      ８番 吉 田 浩 一 

      〃     １０番 野 崎 奎 一 

      〃     １２番 庄   巖 龍 

      〃     １３番 安 久 莊一郎 

      〃     １４番 大 物   翔 

      〃     １５番 中 谷 栄 利 

      〃     １６番 藤 野 博 三 

      〃     １７番 茅 根 英 昭 

〇欠 席 議 員  （３名）        

  余市町議会議員  ７番 近 藤 徹 哉 

      〃       ９番 佐 藤 一 夫 

      〃     １８番 溝 口 賢 誇 

 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 

  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 

  選挙管理委員会事務局長  小 林 広 勝 
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  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 

  庶 務 係 長  枝 村   潤 

  書         記  阿 部 航 大 

〇議 事 日 程            

  第 １ 会議録署名議員の指名       

  第 ２ 会期の決定            

      議長の諸般報告          

  第 ３ 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27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14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、溝口議員は入院中のため、近藤議員は通

院等のため今期定例会欠席、野呂議員は通院検査

のため午前中欠席、佐藤議員は所用のため遅刻の

旨それぞれ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。 

 今期定例会に提出されました案件は、議案８件、

認定１件、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、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４番、岸本議員、議席番号５番、土

屋議員、議席番号８番、吉田議員、以上のとおり

指名いたします。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第２、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。 

〇８番（吉田浩一君） 先ほど議長から報告があ

りましたように、溝口委員長が今期定例会欠席と

のことでありますので、副委員長の私からご報告

申し上げます。 

 平成27年余市町議会第３回定例会の開催に当た

り、昨日午前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６名の出席のもと、さらに説明員として鍋

谷副町長、前坂総務部長、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８件、

認定１件、一般質問は11名によります16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18日までの

４日間と決定いたしましたことをご報告申し上げ

ます。 

 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３、一般質問は、11名による16件です。 

 日程第４、議案第１号 平成27年度余市町一般

会計補正予算（第５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５、議案第２号 平成27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６、議案第３号 平成27年度余市町後期

高齢者医療特別会計補正予算（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、議案第４号 余市町個人情報保護条

例及び余市町情報公開条例の一部を改正する条例
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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８、議案第５号 余市町手数料徴収条例

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９、議案第６号 北海道町村議会議員公

務災害補償等組合規約の変更について、日程第10、

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、日程第11、議案第８号 北海道

市町村総合事務組合規約の変更について、以上議

案３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、即決にてご審議いただく

ことに決しました。 

 日程第12、認定第１号 平成26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26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。 

 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の報

告のとおり、今期定例会の会期は本日から18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18日まで

の４日間と決定いたしました。 

 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。 

 なお、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。 

 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

26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。 

 次に、去る９月９日、北後志町村議会議長会臨

時総会が開催され、欠員となっておりました役員

の補充が行われ、会長には古平町議会議長、逢見

輝續氏、副会長には不肖私が選任されましたこと

をご報告申し上げます。 

 以上で諸般報告を終わります。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第３、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３回定例会に

おいてさきに通告しておりますふるさと納税によ

る財源増についてお聞きいたしますので、ご答弁

のほどよろしくお願いいたします。 

 ふるさと納税による財源増について、本町の産

業振興にとって重要な政策です。ふるさと納税と

は、希望する自治体に寄附をすると所得税や居住
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地の住民税が控除される制度です。地方の活性化

などを目的に2008年に始まり、その土地の特産品

を寄附者に送るなどと各自治体が工夫を凝らして

おります。お金が都市部から地方へめぐるという

意味では、地方創生の大きな政策としても期待さ

れています。本町でも地方創生の重要な課題の政

策の一つだと確信しております。 

 2040年、20年から25年後には本町の人口が１万

1,000人くらいとされ、財政的にも想像を絶する厳

しい状況が考えられます。余市町は、農産物、農

産加工品、水産物、水産加工品、またニッカウヰ

スキー、余市産ワインなど全国有数のすばらしい

特産品が豊富であります。昨年のＮＨＫ連続テレ

ビ小説「マッサン」の放映により、全国各地や世

界中の方々が本町のことを知っていただいたこと

と感じております。本町に観光に来町されました

方々の中でも、ニッカウヰスキー北海道余市工場

には来場客数は増加しているにもかかわらず、本

町の経済効果はまだまだ厳しい現状と考えます。

また、本町の財政運営につきましても依然厳しい

ことが言えます。「マッサン」放映による知名度

アップの現状をもっともっと活用し、さらに産業

振興を考え、特産品の活用をし、ふるさと納税で

も全国にＰＲし、産業振興を発展する絶好のチャ

ンスだと考えます。 

 ふるさと納税は、全国から地域への応援のあか

しです。全国１位の長崎県平戸市では、ふるさと

納税が12億7,800万円で、３位の北海道十勝の上士

幌町では本年度10億円以上いきました。また、隣

町の仁木町では１億円近くの寄附金が寄せられた

と聞いています。仁木町では、決して破格なお礼

品を提供したわけではありません。善意の寄附金

をまちづくりに活用しようとしております。ふる

さと納税ポータルサイト、ふるさとチョイスでは、

連続テレビ小説「まれ」ゆかりの地として石川県

輪島市特集もしております。 

 本町の土地環境に似ている地域の中でも佐賀県

玄海町という町があります。人口6,500人の海沿い

の町です。この町でも2015年度のふるさと納税第

４位、またお礼品のアクセス数が全国１位で参考

になり得る取り組みをしております。佐賀県玄海

町では、ふるさと納税100万円の寄附で１年間玄海

町をたっぷり堪能できるプレミアムプランを実施

しています。金、銀コースがあり、お礼の品の一

例の金コースでは、①、玄海町産野菜セット、②、

ハウスミカン果実セット、③、加工品の詰め合わ

せ、④、ウニ、このわた海産物セット、⑤、玄海

産サザエ、アワビ、⑥、佐賀牛セット、⑦、玄海

町産棚田米コシヒカリ、このような各自治体の一

例もあります。 

 本町も全国有数の特産品のある町です。地元産

物のＰＲもでき、財源もふえ、本町の政策に活用

できることとなります。この絶好のチャンスを生

かすふるさと納税政策を今後どのように進めてい

くか、お礼品の品ぞろえやプロモーション戦略に

ついて町長の見解を伺います。 

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。 

 ふるさと納税制度につきましては、納税者が生

まれ故郷や応援したい自治体に寄附をした場合、

所得税や住民税の寄附金控除の対象となる制度

で、地方税においては平成20年度の地方税法改正

により制度がスタートしております。議員ご質問

にありますとおり、当該制度につきましては、全

国各地の自治体で制度を活用した取り組みが行わ

れており、当該制度を所管する総務省におきまし

ても平成27年度より特例控除額の上限引き上げや

ふるさと納税ワンストップ特例制度をスタートさ

せるなど、当該制度の理念を踏まえた活用を呼び

かけているところでございます。 

 ふるさと納税制度に係る本町の取り組みといた

しましては、寄附の活用目的として平成20年余市

町議会第３回定例会において余市町の未来を担う

人づくり寄附条例の議決を賜り、余市町ゆかりの
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方々へのＰＲ等を行いながら、制度の趣旨に沿っ

た運用を行ってきたところでございます。また、

平成26年度からは、当該寄附条例に基づいて寄附

をいただいた町外の方々に対しお礼の手紙とあわ

せて町の特産品を贈呈し、感謝の意をお伝えして

まいりました。また、この間議会におきましては、

制度の活用について種々ご提言をいただくととも

に、寄附をもって実施する事業につきましても青

少年の教育振興や定住促進に関する規定を追加す

べく、平成27年第１回定例会において条例の一部

改正をご提案申し上げ、議決を賜ったところでご

ざいます。 

 今後につきましては、これまでの議会でのご審

議、ご提言を踏まえた上で制度の活用について取

り組みを進めてまいりたいと存じます。具体的に

は現在担当課において寄附に伴う手続の簡素化、

寄附の活用目的、贈呈品の拡充などについて検討

を進めていることから、その内容について所管委

員会にお諮りしながら、ふるさと納税制度の活用

を図ってまいりますので、ご理解を賜りますよう

お願い申し上げます。 

〇17番（茅根英昭君） 再質問させていただきま

す。 

 余市町も台湾での放映もあり、海外マーケット

の観光客増の観光振興の視点からもぜひ余市ふる

さと納税応援ＤＶＤなどを取り入れ、国内外に余

市をアピールするＤＶＤ制作の提案をお伺いしま

す。 

〇議長（中井寿夫君） 茅根議員に申し上げます。

質問の内容が通告の範囲を超えておりますので、

通告の範囲内でお願いをいたします。 

〇17番（茅根英昭君） ふるさと納税のやり方の

観点をお伺いいたします。 

 現在余市町企画政策課の方々が日々日々取り組

んでおられると思いますが、全国ではふるさと納

税に関する納税の活用増を目指してさまざまな取

り組みをしております。実際的に先ほど町長が答

弁されたと思いますが、さらにふるさと納税増の

実現のために私が思う総務省も開催しております

地域活性化フォーラム2015なども取り入れる考え

があるかどうかお伺いします。 

〇町長（嶋  保君） 17番、茅根議員よりの再

度のご質問に答弁をさせていただきます。 

 ふるさと納税の振興という部分のご質問でござ

います。これは、私常々申し上げておりますが、

税の面から見ると私はこのふるさと納税の制度と

いうのはいかがなものかなと。これは税のほうに

限らせていただいて、例えば私が、住民でもいい

のですけれども、余市町外に、例えば仁木でもい

いです。仁木にサクランボが欲しいからと寄附を

する。そして、余市の税金が減る。そして、サー

ビスを受けるのは余市だといった中で、私は税の

面からいけばこれは個人的に疑問を持っていると

ころでございます。しかし、これを産業振興、そ

して歳入を確保する手段という中では、いろいろ

な取り組みをなされているところでございまし

て、もっともっと私どもも取り組んでいかなけれ

ばならないというふうに考えているところでござ

います。 

 そういった中で、先ほど答弁で申し上げました。

何が隘路かなという部分もございまして、１つと

しては納入手続の簡素化、今町の場合は郵便局や

銀行にお金を持っていかなければならない。非常

に煩わしい部分がございます。そういった中で、

今クレジット納付等があればインターネットです

ぐ納付できるという部分もございます。それと、

これは特産品の、先ほど議員の最初の質問にもご

ざいましたが、いろいろな拡充と。余市にはいろ

いろな部分ございますので、これの拡充というの

も必要なのかなというふうに思っているところで

ございます。それと、もう一つは、事務的に金額

が、件数がふえてくればこれはいろいろな面から

いっても直営では非常に窮屈になってきて、委託

等も考えなければならないなという、そういった
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部分内部では協議しております。 

 しかし、先ほども答弁させていただきました。

私どもの余市町の未来を担う人づくり寄附条例

と、この部分に対するふるさと納税という縛りと

いいますか、そういったつくりになってございま

す。そしてまた、ことしの３月の定例会で条例を

改正したばかりでございますので、方向性として

は私どもも何とか拡充したいと。産業振興、そし

てまた余市町のＰＲ等を含めて拡充したいという

思いを持ってございますので、それら含めて所管

の総務文教常任委員会にいろいろ協議をさせてい

ただきながら、そういった方向で進めていきたい

というふうに思っているところでございます。 

〇17番（茅根英昭君） 私は、この全国にまれに

見るウイスキーのふるさとの余市、ワイン醸造用

ブドウ日本一の生産、日本一の余市町、日本で初

めてリンゴが実った土地でもありますこの我が町

の産品、もっともっと特徴ある産品にしていく。

余市町とニッカウヰスキーの提携、また余市町な

らではのワインボトルの提案、新たな余市町のふ

るさと納税による産品の実現を目指すことをふる

さと納税の財源増を全国から注目される自治体に

なってほしい、なっていただきたい。財源増がな

ければ、私の文面にもあるとおり、2040年には人

口の半数近くが失われます。今やらなければなら

ないと思い、私は質問させていただいています。

この新たな余市町の魅力ある産品をつくる、つく

っていただきたい、そういう思いはあるのでしょ

うか。質問させていただきます。 

〇町長（嶋  保君） 17番、茅根議員からの再

度のご質問に答弁をさせていただきます。 

 ふるさと納税にかかわっての産業振興をどう考

えているのだというご趣旨だというふうに理解を

いたします。おっしゃるとおり、ウイスキー、ワ

イン、そしてまた農産物、海産物等、余市町はす

ぐれた生産者に非常に頑張っていただいて、そう

いった中で海の部分、山の部分を含めて、加工の

部分もございますが、いろいろなすばらしい産品

がございます。それは生産者なり、メーカー、さ

らにはいろいろな部分でいいものつくっています

が、それを全国、世界に発信できているのかとい

うとまだまだという部分ございます。そこは行政

の責任でございますので、これだけのいろいろな

すばらしいものがある中で、行政がしっかりその

発信をしていかなければならないと。そういった

中でもこのふるさと納税等の制度も活用しなが

ら、全国、さらには東南アジア等にも発信してい

かなければならないというふうに考えているとこ

ろでございます。 

〇議長（中井寿夫君） 茅根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２８分 

再開 午前１０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。 

 一般質問を続行いたします。 

 発言順位２番、議席番号８番、吉田議員の発言

を許します。 

〇８番（吉田浩一君） 本定例会開催に当たり、

さきに通告の一般質問を行います。理事者におか

れましては、答弁のほうよろしくお願いいたしま

す。 

 １点目であります。余市町における食育推進基

本法の策定についてを質問いたします。食育基本

法は、平成17年６月に施行され、以後改定が繰り

返されております。この法律の施行に当たっては、

子供たちの健全な心と体を培い、未来や国際社会

に向かって羽ばたくことができるようにするとと

もに、全ての国民が心身の健康を確保し、生涯に

わたって生き生きと暮らすことができるようにす

ることが大切である。子供たちが豊かな人間性を

育み、生きる力を身につけていくためには、何よ
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りも食が重要であるとの前文が明記されておりま

す。この背景には子供たちの健やかな生育がある

とともに、ふえ続ける医療費をどう抑制していく

のかということがあり、余市町でも医療関係に関

する公費支出は、ふえることはあっても当分の間

は減ることはないのではないかと考えておりま

す。 

 さて、この食育基本法では、第18条において当

該市町村の区域内における食育の推進に関する施

策についての計画を作成するように努めなければ

ならないとあり、第２項においては市町村食育推

進会議の設置とこの会議により市町村食育推進計

画を作成しと書かれております。以上により余市

町としては、食育基本法に基づく推進計画書の作

成と推進会議についてどのように考えておられる

のか、また今後どのように取り組まれていくのか

を質問いたします。 

 ２点目であります。会津若松市との交流と提携

についてを質問いたします。昨年ＮＨＫで放送さ

れた朝の連続テレビ小説「マッサン」は、大好評

により本年３月28日に最終回を迎えました。この

ドラマによって余市町を訪れる方、特にニッカ工

場見学の方は前年対比で２倍とも３倍とも言われ

ており、余市町としても全国に名をはせるまでに

なりました。ドラマのストーリーとしては歴史上

の事実に基づいたフィクションでしたが、余市町

でのウイスキーの製造、出荷に至る過程の中でリ

ンゴを使った製品でウイスキー出荷までの間を乗

り切ったことは事実であり、そのリンゴを余市町

で栽培してリンゴの地位を築いたのは明治４年に

余市町に入植した旧会津藩士の方々であったこと

は間違いのない事実であり、現在のニッカ工場正

門横から余市駅、さらには黒川15丁目、16丁目近

辺までは会津藩の方が開墾した場所でもありま

す。それらの過程があり、福島県会津若松市との

関係が深く、今回の「マッサン」の放送に当たっ

てもドラマ放送中に福島県内でも多くの雑誌類が

発行され、ドラマ最終日には福島県内の新聞には

全面広告を出して余市との関係をアピールしてお

りました。 

 さて、余市町と会津若松市の関係は、それなり

に古い時代から町内では知られており、行政的な

関係も深く、明治33年の１級町村の施行に当たり

初代の収入役や１級議員、２級議員が会津藩入植

者の方であったこと、また昭和11年に役場庁舎の

新築に当たり、現在の役場正面駐車場内にあるオ

ンコの木が会津入植者の関係者から移植されるな

ど少なからず縁があったのでしょうが、昭和45年

ごろに余市町の町史編さんのため会津若松市を訪

れた際、相手側には余市町への入植の公式記録が

残っていなかったことも判明いたしました。そし

て、昭和46年に小柄町長が就任するに至り、役場

庁舎前のオンコの木を現在の形にして永久保存

し、また会津若松市との交流調印の話も進んだよ

うですが、結果として調印には至らなかったと聞

き及んでおります。調印に至らなかったもののそ

の後も交流は続き、昭和50年代末には当時の福島

県知事であった松平勇雄氏が余市町を訪問し、町

内で植樹をして帰られましたが、この知事は幕末

の会津藩主であった松平容保公の直系の子孫であ

りました。その後も行政的にも、また民間的にも

交流が続き、会津若松市の会津総合運動公園に余

市町の名前が入った記念樹と解説文章が掲示され

ている。また、現在行われている余市町の未来を

担う人づくり寄附条例に基づいた事業の実施に当

たっては、最初の事業として小中学生の派遣を会

津若松市に送ったことも記憶に新しいものです。

そして、「マッサン」の放送に至り、その関係も

あると思われますが、町長は「マッサン」ゆかり

の地として広島県竹原市や福島県会津若松市を表

敬訪問されており、本年５月にも会津若松市長と

面会されていると聞き及んでおります。 

 以上のことにより、町長は福島県会津若松市と

の交流については今後どのように考えておられる
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のか。また、過日奈良県五條市との交流都市提携

の調印が結ばれましたとの行政報告がありました

が、仮に交流することが両者の間で整った場合、

会津若松市との調印等はどのように考えておられ

るのか。 

 以上、質問いたします。 

〇町長（嶋  保君） ８番、吉田議員のご質問

に答弁申し上げます。 

 １点目の余市町における食育推進基本計画の策

定についてのご質問でございますが、子供たちを

初め全ての住民が心身の健康を確保し、生涯にわ

たって生き生きと暮らすためには何よりも食が重

要であります。しかしながら、近年食生活をめぐ

る環境が大きく変化し、その影響が顕在化してき

ていると言われ、例えば栄養の偏り、不規則な食

事、肥満や生活習慣病の増加、食の海外への依存、

伝統的な食文化の危機、食の安全等さまざまな問

題が生じております。食育基本法では、食育を生

きる上での基本であって、知育、徳育及び体育の

基礎となるべきものと位置づけるとともに、さま

ざまな経験を通じて食に関する知識と食を選択す

る力を習得し、健全な食生活を実践することがで

きる人間を育てる食育を推進することが求められ

ております。 

 本町におきましては、保健事業において成長、

発達に必要な栄養指導や食習慣、バランスがとれ

た食事の普及を推進するとともに、特定保健指導

を通じ、メタボリックシンドロームの予防や改善

のための適切な運動等を継続的に実施していただ

くことで生活習慣病の発症及び重症化予防のため

の指導を行うなど、乳幼児期から生涯にわたって

のライフステージに応じた支援に努めてきたとこ

ろでございます。また、関連団体との連携により、

野菜摂取の必要性や塩分濃度の測定を通じ、塩分

に関するアンケートの実施及び減塩の普及等を行

ってきたところでございます。さらに、食の安全

分野におきましては、食の安全、安心に関する知

識の習得を目指し、北海道大学との連携のもと食

の安全・安心マイスター講座の取り組み等も行っ

てきております。 

 ご質問の推進計画の策定並びに推進会議の設置

につきましては、先行自治体等の取り組み等を調

査の上、計画作成に向け事務を取り進めてまいり

ます。 

 ２点目の会津若松市との交流と提携についての

ご質問に答弁申し上げます。福島県会津若松市と

余市町とは、明治４年に旧会津藩士団が入植され、

未開地を切り開いてリンゴ栽培に成功し、本町農

業の礎を築いた歴史を機縁として、ご質問にもあ

りますとおり、旧会津藩士ゆかりのリンゴである

緋の衣の苗木交換、青少年の派遣などさまざまな

分野で交流を積み重ね、今日に至っております。 

 こうした経過を踏まえ、連続テレビ小説「マッ

サン」の放映を機に展開している本町の地域連携

事業においては、広島県竹原市、奈良県五條市と

ともに福島県会津若松市との間で関係強化に向け

た協議を進めてきたところでございます。本年５

月には私が会津若松市を訪問し、同市の室井市長

と連携強化に向けた協議を行ってまいりました。

協議の中で私からは、これまでの両自治体の深い

つながりと交流経過を踏まえ、さらに一歩進んだ

親善友好を築きたい旨ご提案申し上げましたとこ

ろ、室井市長からは余市町との歴史関係を踏まえ

た中で親善交流都市提携を早い時期に締結したい

とのお話をいただき、その方向で今後協議を進め

る旨双方合意に至ったところでございます。その

際、親善交流都市締結の時期については平成27年

中を目途とすること、双方とも無理のない形での

息の長い交流を進めること、また提携に当たって

は議会のご理解をいただいた上で取り進めること

を確認いたしました。こうした経過につきまして

は、正副議長、さらには所管委員会にもご説明申

し上げ、10月中旬の親善交流都市提携締結を想定

した中で、現在双方の事務レベルにおいて日程等
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の調整を行っているところでございます。 

 今後におきましては、議会のご理解をいただき

ながら、会津若松市との親善交流都市締結に向け

て連携を強め、歴史、文化、産業など各分野にお

いて交流を進めてまいりたいと存じますので、ご

理解を賜りますようお願い申し上げます。 

〇８番（吉田浩一君） 再質問させていただきま

す。 

 まず、食育のほうなのですけれども、今回の答

弁、当然答弁書もその課でつくったのでしょうけ

れども、どこの課が原稿つくりましたか。それと、

先ほど町長の答弁の中では計画策定に向けて事務

を進めるということで答弁されました。ですから、

何課が所管していくのかなというのが一番聞きた

いところなのです。というのは、この問題が難し

いところは、現状国レベルでは農林水産省と厚生

労働省、それと文部科学省が連携をしているので

す。最終的には内閣府がやっていると、現状。最

新情報では、28年度からは農林水産省が全面的に

やるというふうに聞いております。 

 町長の答弁のとおり、現時点では食育基本法に

基づいた計画書や推進会議はまだできていないと

いう答弁でしたけれども、既にこれをつくってい

る自治体とそうでない自治体というのは大きな差

があるのではないかと思います。これをつくって

いるところ、一番この近辺で大変活躍していると

いうか、そういうことで聞いているのは札幌なの

です。札幌と比較するというのはちょっと難しい

のですけれども、先日余市町のある野菜、果物の

小売店にこういうチラシがあったのです。これ出

しているところはどこなのだろうというと、札幌

市の食育情報というところでこれを出していま

す。では、これを置いている小売店はどうしてこ

れを入手したのかといったら、札幌の市場に仕入

れに行って、それで野菜を買ってきて、野菜を買

ってもらうためにはやっぱり料理をしてもらわな

ければならない。それで、要するに野菜の料理の

仕方のレシピ集なのです。こういうのを出すこと

によって、野菜をもっと買ってください、もっと

食べてくださいということなのです。 

 この食育に関しては、非常に広い範囲であって、

各課にまたがるのです。農林水産課では、当然地

元でとれたものを地元で消費しましょうという地

産地消という考え方がある。教育委員会では、学

校給食ということで生徒に対する地場でとれたも

のを紹介して、地元のものは地元で食べましょう

という取り組みもしているはずですし、過去の一

般質問の中で教育長はできるだけ地元の食材を使

いましょうというような答弁もされています。民

生部のほうでは、保育所の給食というのもあるは

ずです。最終的には町長先ほどいろいろ答弁され

ていましたけれども、住民の健康というところが

あって、国の全体目標でもあるように医療費の削

減をどうするかにつながっていくことが一番最終

的な目標だと思うのです。 

 町長は、先ほどの答弁の中で関係するところと

計画作成に向けて事務を進めたいということだっ

たのですけれども、例えば現状学校給食と保育所

の給食を見たとき、これはどっちも大きい意味で

余市町が提供しているものです。ですけれども、

学校給食の栄養士さんというのですか、その辺よ

くわからないのだけれども、このあれしているの

は町職員なのですか、道職員なのですか。私の聞

いている範囲では、道職員の栄養士の方がこれを

やっているということなのです。であれば、要す

るに町職員と道職員、もしかして道職員が本当に

それをつくっているのだよということであれば、

そこのところどういうふうに話されるのかという

ことが出てくると思うのです。当然話し合いを進

めるということであれば、計画書をつくるという

ことなのですけれども、所管の枠を超えて話し合

いをしなければならない。では、平成28年度から、

さっきも言いましたけれども、農林水産省の管轄

ということであれば、当然農林水産課ということ
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が窓口にならなければならないよということなの

だけれども、現実的にそれは可能なのかというこ

とが非常にわからないのです。ですから、この辺

をどういうふうに町長は考えておられるのか。そ

れは、農林水産でなくて民生のほうで、原課のほ

うでやってもらうよだとか。例えばさっきも言い

ましたけれども、学校の給食のメニューつくるの

が道の栄養士さんだと。では、保育所の保育園で

出す給食のほうは誰がメニューつくっているの

か。余市町の保健師がやっているのですか。その

辺もよくわからないものですから、最終的にこの

計画書をつくるということであれば、やはり各課

横断のところでやっていかなければ非常にうまく

ないのでないのかなと思うのですけれども、その

考え方を町長に再度お伺いします。 

 会津若松市のほうです。町長の答弁としてはわ

かりました。10月中旬に締結を考えているという

ようなご答弁をいただきました。10月の中旬とい

えば、来月、１カ月ぐらいでしょうけれども、答

弁の中で歴史、文化というものを中心に、そうい

うのを中心にやっていきたいと。町長の答弁の中

では、単に提携ということ、調印だけでなくて、

一歩進んだ関係で交流都市の提携を結びたいとい

う、そういうことだったのですけれども、一歩進

んだ関係というのはどういうことを町長は考えて

おられるのですか。それは、旧会津藩の方々が余

市町の山田、黒川を開拓したということは事実で

あるし、提出の一般質問の中にもあったようにあ

る面では行政職に携わっていた方々も旧会津藩の

方が非常に多かった。そういうのがあって、小柄

町長は役場前の駐車場のオンコの木をああいう形

にしたのだということはよくわかって、この関係

を進めていきたいということはよくわかるのだけ

れども、町長の言う一歩進んだ関係とはどういう

関係を考えて言われているのでしょうか。まず、

その点をお尋ねします。 

〇町長（嶋  保君） ８番、吉田議員よりの再

度のご質問に答弁させていただきます。 

 まず、食育の関係でございます。メーンの課は

どこかという部分でございまして、これは農林水

産課でございます。ご質問にありましたとおり、

国でいえば農水省、厚労省、そして文科省等の部

分ございまして、私どもの役場内部でも民生部、

教育委員会等を含め、経済部含めて非常に広い範

囲にわたる事案であろうというふうに思ってござ

います。メーンの課は農林水産課でございまして、

そしてまた今後、ご質問等もございましたとおり、

28年に国のほうでは農水という部分もございます

ので、これはやはり今と同じように農林水産課が

中心となって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し、そしてまたご質問

の中にあったとおり、保育所、学校、医療等々非

常に幅広い部分もございますので、これはしっか

りと横の連携をとらなければならないと。これは、

もう本当に１つの経済部だけでは到底できるもの

でもないですし、実効性の上がるものでもないと

いうふうに思ってございますので、そのような部

分の横の連携、これはしっかりととっていかなけ

ればならないというふうに思っています。 

 私は、何よりも医療費等の部分、生きていく上

ではやはり食という部分は非常に重要な問題であ

って、今まで余りこれらの部分について日の当た

らなかった分野かなというふうに思ってございま

す。そういった中で、まず医療費の部分、保健の

部分を含めて、病気にならないために何なのか、

何をしなければならないのかと。食であり、そし

てまた運動でありという部分、結果として病気に

なって治療なりという部分出てきますが、ならな

いようにするためにはどうするかという部分、介

護も含めて私はやはり大きなつながりがあるとい

うふうに思っておりますので、まずもってこの庁

舎内のしっかりとした連携をとりながら、これら

の計画策定に取り組んでいかなければならない

と。 
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 まず、今は道内でも８月現在で70自治体ほどが

推進計画を策定していると。そしてまた、推進会

議については、余りこれがどういうものか設置し

ているところが少ないような状況でございまし

て、道においても推進会議の状況は把握していな

いような状況でございます。これら先進自治体等

のどのような取り組みをされているかという部分

もしっかりと調査をさせていただきながら、この

計画策定どうあるべきかという部分に横の連携を

とりながらしっかりと取り組んでいきたいという

ふうに思っているところでございます。 

 また、次の会津若松市の部分でございます。こ

れにつきましては、一歩進んだという答弁確かに

私申し上げました。これは、今よりも一歩進まな

ければならないと。今はいろいろな歴史的つなが

りはあるけれども、そういった中でしっかりとし

た締結等もしなければならないということを一歩

進んだ中という形で、10月中旬には一歩進むとい

う形の中での答弁させていただきました。 

 それと、この部分について今竹原市、さらには

五條市等の部分もございました。これの順序立て

というのはそこまでないとは思うのですけれど

も、歴史的つながりから見てもやはりこの会津若

松市との提携というのは余市町の町の成り立ちか

らいっても非常に重要な部分であるというふうな

認識しているところでございます。これは、町民

ひとしくそのような余市の町の成り立ちの部分と

いうところまでいけば、後から「マッサン」等の

部分の竹原市、そして農家の受け入れ実習の五條

市等とおのずと歴史的な部分から見れば違いもあ

るかなという部分ございまして、やはり会津若松

市との連携につきましては、議会等のご協力もい

ただきながら、しっかりと取り組んでいきたいと

いうふうに思っているところでございます。 

〇教育長（中村寿仁君） ８番、吉田議員の学校

給食の献立は誰がつくっているのかというご質問

にご答弁申し上げます。 

 小中学校の学校給食につきましては、道費負担

の栄養職員が献立を作成し、給食調理員と協議の

上で給食をつくっているということでございま

す。 

〇８番（吉田浩一君） 教育長から答弁もいただ

きましたけれども、本当に農林水産課でやるので

すか。町長がやると言うのだから、それはあれな

のですけれども、ちょっと農林水産課では難しい

のではないのかなと思うのです。 

 過日の新聞で余市町は管理栄養士募集していま

した。これは、何のために募集して、農林水産課

にまさか配属させるのですか。そうはならないで

しょう。余市町には今管理栄養士というのはいな

いのではないのかなと思うのだけれども、果たし

てそういう余市町が求めているような人が来るの

かどうかはわからないけれども、ちゃんとした管

理栄養士なりという人がいなかったら計画書つく

れないのではないのかなと思うのです。それを農

林水産課でやるというのはどうなのだと。確かに

農林水産課も関係あると思います。ただ、教育委

員会も保育所と学校給食は所管が違うということ

で、今の教育長の答弁では道費負担だということ

は、それはやっぱり道職員になるのです。町職員

ではないです、少なくても。であれば、そこのと

ころはどういうふうにこれから調整していくの

か。事務的に話を進めるということですから、そ

れはそれとしてわかるし、町長の答弁聞いていて

生きていく段階では食が大事だと。病気にならな

いようにするためにもやはり食が大事だよという

ことであれば所管的に本当にどうなのだと。今の

農林水産課長がそういう栄養士の資格持っている

とも思われないですし、その辺もう一回考える必

要があるのではないのかなと思います。 

 最終的にこの計画書をつくったときにはどうい

うことが目的なのかということは、やっぱり食育

に対する意識づけということ、それと各世代にど

うやってこの食育を継続してやっていくのか。３
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点目としては、食文化、これは余市町における産

業という面まで含まれているのでしょうけれど

も、特に食育に対する意識づけ、教育というもの、

それと各世代にどうやって食育ということをつな

げていくのかということに関しては、やはり農林

水産では私は厳しいのでないかなと思っていま

す。その点再度町長の答弁をいただきたいと思い

ます。 

 ２点目の件です。歴史のつながりが重要だとい

うことで、それで10月の中旬に締結を求めるとい

うことであれば、この締結に当たっては余市町が

向こうに行くという考え方なのですか、それとも

向こうが余市町に来るという考え方なのですか。

その辺もわからないですし、議会に協力、理解と

いうことなのだけれども、その辺総務文教常任委

員会のほうに報告がありますということなのだけ

れども、では具体的にいつぐらいに調印するのだ

とかという、１回目の答弁だと10月中旬というこ

となのだけれども、具体的にその話は煮詰まった

のですか。その前に総務文教常任委員会等がなけ

れば、それもまた報告できないということになる

のだろうけれども、そういう中で議長を含めて議

会がどうやってかかわっていくのか。私も先祖が

会津藩ということで、会津藩の方といろいろ接触

があるのですけれども、町長が答弁の中で言いま

した歴史のつながりが重要ということで、やはり

向こうの方は非常にその歴史というのを重んじて

いるのです。だから、逆にその辺がわからなけれ

ば、何だというふうに向こうのほうから言われて

しまうのではないかなと思っているのです。その

点も含めてどういう姿勢で町全体として取り組ん

でいくのか。また、議会との関係、議会に対して

どういうふうに報告されていくのかというのをも

う少し具体的に答弁お願いいたします。 

〇町長（嶋  保君） ８番、吉田議員の再度の

ご質問に答弁をさせていただきます。 

 まず、食育の関係でございます。これにつきま

しては、管理栄養士等のご質問もございました。

これは、来年度から勤務していただくために募集

しているところでございますけれども、栄養士さ

んと違うところは、栄養士さんが都道府県知事の

免許でございまして、主に健康な方を対象に栄養

指導を行うという部分でございますが、管理栄養

士さんは厚生労働大臣の免許でございまして、疾

病者などの部分の非常に高度な専門知識を持った

中で業務に当たるという部分の違いがございま

す。そういった中で、ご質問にもございました。

これは民生関係のほうがいいのでないのかという

部分がございましたが、私総合的に判断して今回

農林水産課でのリーダーとなって答弁書作成とい

う形の中で進めてございまして、基本的には今現

在もそういった中で進めたいと思ってございます

が、100％がちがちという部分でございませんで、

やっていく中で不都合等が出れば、横の連携がと

りづらいとかそういう部分が出てくれば、そうい

った中での変更というのは100％ないのかと言わ

れればそのあたりはまだ今後進めながらの部分も

ございますが、今のところは最初に答弁させてい

ただいたように農林水産課がしっかりと横の連携

をとりながら取り進めていきたいと、このように

考えているところでございます。 

 それと、会津若松市の部分でございます。これ

につきましては、１つとしては具体的な話もさせ

ていただきます。９月22、23日に今の予定として

は会津若松市長、会津若松市議会議長のほうから

会津まつりという中でぜひともそういった歴史の

部分を見ていただきたいということでご招待をい

ただいておりますので、今予定としては９月22、

23日でございますので、私と議長でそういう形で

参加したいというふうに思ってございますし、

10月につきましてはこれも予定でございます。

10月の中ほどという部分につきましては、14日、

議長と私が行って、基本的には今のところはいろ

いろな調整の中ではこちらから会津若松市に伺っ
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てという形になろうというふうに思いますが、そ

ういった予定で具体的には今相手方と事務的に進

めているところでございますので、ご理解賜りた

いというふうに思います。 

〇議長（中井寿夫君） 吉田議員の発言が終わり

ました。 

 諸会議の開催、さらに昼食のため、午後１時30分

まで休憩します。 

休憩 午前１１時１５分 

再開 午後 １時３０分 

〇議長（中井寿夫君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 一般質問を続行いたします。 

 発言順位３番、議席番号16番、藤野議員の発言

を許します。 

〇16番（藤野博三君） 私は、第３回定例会開会

に当たり、さきに通告のとおり、２点の質問をい

たしますので、町長、教育長におかれましては明

快なご答弁をお願いいたします。 

 １件目、コミュニティスクール制度の導入につ

いて。政府の教育再生実行会議は、本年３月４日

に全ての公立小中学校に地域住民らが学校運営に

参加するコミュニティスクール、地域運営学校制

度の導入を求める提言を安倍晋三首相に提出しま

した。この制度は、学校がまちづくりの拠点とし

て地域活性化に大きな役割を果たす狙いもありま

す。 

 コミュニティスクール、地域運営学校とは、平

成16年９月９日に地方教育行政の組織及び運営に

関する法律を改正して施行したものであります。

地域住民や保護者の考えを反映させるために学校

運営協議会を設置し、学校の運営方針を承認した

り、教員の任用についても教育委員会に意見を述

べることができます。学校評議員と違い、合議制

で学校運営が行われ、校長の裁量権が増す一方で、

学校運営協議会から学校経営とその成果のチェッ

クを受けます。文部科学省の資料によると、こと

し４月時点での道内の公立小中学校1,740校のう

ち、三笠市の三笠小と三笠中が平成24年に初めて

導入し、管内では寿都町の３小中学校など37校が

導入しております。全国の小中学校約３万校のう

ち、同月時点での導入は2,389校にとどまっていま

すが、平成23年以降は毎年約400校ずつふえており

ます。導入が進まない原因の一つに学校運営協議

会が教員の人事についても意見も述べることがで

きるため、学校側に抵抗感が強いことが考えられ

ます。コミュニティスクールの導入について教育

長の考えをお尋ねいたします。 

 ２問目、女性の職業生活における活躍の推進に

関する法律について。女性の職業生活における活

躍の推進に関する法律、以下女性活躍推進法が８

月28日、参議院本会議で成立し、従業員301人以上

の大企業や国と地方自治体に対し、①、女性の採

用比率、②、勤続年数の男女差、③、労働時間、

④、管理職に占める女性比率の状況を把握し、改

善点や数値目標を盛り込んだ行動計画を策定し、

平成28年４月１日までに公表することが義務づけ

られました。余市町も女性活躍推進法第15条の特

定事業所であることから、特定事業主行動計画を

策定し、公表する義務があります。余市町男女共

同参画条例や余市町男女共同参画計画を道内他町

村に先駆けて策定した余市町としては、女性活躍

推進法の特定事業主行動計画もスピード感を持っ

て公表していただきたいと思います。町長の考え

をお尋ねいたします。 

〇町長（嶋  保君） 16番、藤野議員の女性の

職業生活における活躍の推進に関する法律につい

てご答弁を申し上げます。 

 なお、コミュニティスクール制度の導入につき

ましては、教育長より答弁申し上げます。 

 この法律は、近年みずからの意思によって職業

生活を営み、または営もうとする女性がその個性

と能力を十分に発揮して職業生活において活躍す
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ることが一層重要となっていることに鑑み、男女

共同参画社会基本法の基本理念にのっとり、女性

の職業生活における活躍の推進についてその基本

原則を定め、並びに国、地方公共団体及び事業主

の責務を明らかにするとともに、基本方針及び事

業主の行動計画の策定、女性の職業生活における

活躍を推進するための支援措置等について定める

ことにより、女性の職業生活における活躍を迅速

かつ重点的に推進し、もって男女の人権が尊重さ

れ、かつ急速な少子高齢化の進展、国民の需要の

多様化、その他の社会経済情勢の変化に対応でき

る豊かで活力ある社会を実現することを目的に９

月４日に公布されたところでございます。この法

律の中で、国や地方公共団体、労働者が300人を超

える民間事業主は、女性の活躍に関する状況の把

握、改善すべき事情についての分析を行い、それ

らを踏まえた上で定量的目標や取り組み内容など

を内容とする事業主行動計画の策定、公表が義務

づけられたところでございます。 

 余市町においては、近年職員採用や昇格に当た

り男性、女性ということでの区別は当然しておら

ず、結果としてではありますが、新規採用職員に

占める女性の割合も後志町村職員採用資格試験の

１次試験合格者に占める女性の割合を上回る採用

となってございますし、管理職の登用につきまし

ても平成22年度には2.9％であったものが平成

26年度には16.2％と増加をしている状況となって

ございます。 

 今後におきましては、国において省令を制定し、

10月中には事業主行動計画の策定に関する指針、

これが示される予定であることから、余市町にお

きましてそれら省令や指針など詳細な情報が示さ

れた時点で内容を再度十分精査し、定められた期

限であります平成28年４月１日までに余市町とし

ての特定事業主行動計画を策定し、公表してまい

ります。 

〇教育長（中村寿仁君） 16番、藤野議員のご質

問に答弁申し上げます。 

 １点目のコミュニティスクール制度の導入に関

するご質問でございますが、コミュニティスクー

ルにつきましては、平成16年に地方教育行政の組

織及び運営に関する法律が改正され、公立学校の

管理運営の改善を図るため、保護者や地域住民等

により構成される学校運営協議会を設置すること

ができることとされ、学校と保護者や地域の方々

が知恵を出し合い、協働することにより子供たち

の豊かな成長を支えていく地域とともにある学校

づくりを進める仕組みでございます。 

 国においては、平成25年６月に制定された第２

次教育振興基本計画においてコミュニティスクー

ルの指定を５年間で全公立小中学校の１割、約

3,000校に拡大することを目標として掲げており

ます。また、政府の教育再生実行会議第６次提言

において国において全ての学校がコミュニティス

クールに取り組み、地域と相互に連携、協働した

活動を展開するために抜本的な方策を講じること

が示されました。これを受け、中央教育審議会に

対し学校と地域の連携、協働のあり方やそれを踏

まえた総合的な推進方策等について諮問し、現在

今後のコミュニティスクールのあり方や総合的な

推進方策等について審議されているところでござ

います。さらには、文部科学省では、コミュニテ

ィスクールのさらなる推進に向け、未導入地域に

対する支援を講じるとともに、全国各地で説明会

やフォーラム等を開催するなどの取り組みを行っ

ております。本年４月時点の指定状況は、全国で

2,389校、北海道では1,740校のうち37校、後志管

内では寿都の小中学校の３校がコミュニティスク

ールに指定されておりますが、中央教育審議会で

は現在全ての学校におけるコミュニティスクール

化も検討されております。 

 ご質問のコミュニティスクール導入についての

考え方でございますが、保護者や地域住民が学校

運営に参画する学校運営協議会制度の導入は、地
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域の強いサポートを得ることにより子供が抱える

課題を地域ぐるみで解決する仕組みを構築し、質

の高い学校教育の実現を図る制度であり、保護者

や地域住民の意見が学校に反映され、地域に開か

れた信頼される学校づくりを進めることにつなが

るものと認識をしております。制度の導入に当た

っては、保護者や地域住民の方々で構成する学校

運営協議会が設置され、子供が抱える課題の解決

などを行う一方、学校運営の基本方針の承認や教

職員の任用に関して教育委員会に意見を述べるこ

とができるなど一定の権限を有し、踏み込んだ合

議制機関として位置づけられることとなります。

このため保護者を初め地域の方々に学校運営協議

会に対する十分な理解を得ることが必要なことと

教育関係団体等との協議など、諸条件の整備が必

要となります。国の動向では、今後全ての学校に

コミュニティスクール制度が導入される可能性が

あることを踏まえ、諸条件の整備に関する方策等

について検討してまいりたいと存じますので、ご

理解を願います。 

〇16番（藤野博三君） まず最初に、町長の答弁

いただいたほうから、女性活躍推進法に関する法

律のほうから再質問させていただきます。 

 今町長の答弁では、来年の期限まで、４月１日

までには策定を終えたいということでありまし

た。私もぜひそうしていただきたいと思うのです。

私がなぜこれをあえて質問したかというと、余市

町の場合は男女共同参画に関する男女共同参画社

会基本法にのっとって、次世代育成型支援の対策

推進法ができました、その後に。ここにも同じよ

うな男女共同参画の件がのせられているのです。

その中でも今回と同じ女性の活躍推進法にのって

いる特定事業主行動計画をつくりなさいというよ

うなことがのせられて、余市町も平成19年３月に

その次世代育成支援対策推進法による特定事業主

行動計画をたしか策定していると思います。その

後また男女共同参画に関連して、私も質問の中で

言っていますけれども、余市町男女共同参画条例、

これも北海道ではまだまだ制定されているのは少

ないのです。そしてまた、それに伴う余市町男女

共同参画計画、これも余市町もほかの町村に率先

して計画もつくられたと。計画も条例も持ってい

る町村って北海道の中では非常に少ない。そうい

うふうに女性の共同参画に対して、私は歴代の町

長も現町長もかなり理解を示しながら男女の平等

な参画を多分目指していると思うのです。だから、

あえて今回、恐らくこれは来年の４月１日までに

は公表するのだろうと思いながらもこの質問をさ

せていただいたわけです。やっぱり率先してやる

ものは率先して、特にこの男女共同参画関係の法

律、条例、また計画については、余市町は非常に

熱心で、私は10年ほど前に前の上野町長に男女共

同参画条例の策定に対しては一般質問して、つく

りますということで、それから間もなくしてこの

条例できたのです。それが私の一般質問がよかっ

たものか、上野町長が初めから多分それやらなけ

ればだめだと思っていたことだと思うのですけれ

ども、だから今回の特定事業主の行動計画もでき

れば１日までと言わずに、いろいろなこれから条

例やら、また条例に関するその他の規則等やら多

々あると思うのです、つくることは。ただ、やは

り法律でうたわれたものは、これも法律公布され

て、今町長が言われたように９月４日の日かな、

公布されたばかりなのですけれども、ただ４月１

日という後ろに足かせがある。そう考えればやは

り余市町としては、男女共同参画に対してはスピ

ーディーに今までも取り組んできた経緯からすれ

ば、私はできるだけ早くこの特定事業主の行動計

画は公表していただきたい。今町長が言われたと

おり、確かに後志の他町村から見れば女性の採用

比率も、また幹部というか、その方も育成はされ

てきているとは思います。ただ、その公表に当た

っても、そういうことがこういうふうにやってい

ますよと他町村の模範になるような形で示されれ
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ばなと考えておりますので、その辺に対する考え

方のご答弁をもう一度お願いいたします。 

 それと、次のコミュニティスクールの件なので

すけれども、これは私今から約11年前に、中村教

育長も多分記憶にあると思いますけれども、地方

教育行政の組織及び運営に関する法律の中にこの

コミュニティスクール、学校運営協議会設置でき

ますよという条文が加えられたときに私これを一

般質問、今回の一般質問とちょっと違うのですけ

れども、しているのです。そのときも当時の教育

長ではないのですけれども、定例会終わった後に

上野町長から藤野さん、ちょっと質問が時期的に

早いのではないかというようなご指摘もされたわ

けなのですけれども、ただそれから10年以上たっ

ていると。今は国自体が、文科省自体が何とか今

教育長の答弁にもあったとおりできたら全国津々

浦々こういうコミュニティスクールを立ち上げた

いというのか、設置していきたいということが国

自体も思っているというか、行動に移そうとして

いるのです。それはなぜかといえば、さっき教育

長が言われていたけれども、教育再生実行会議の

第６次提言あります。この提言のお題目は、学び

続ける社会、全員参加型社会、地方創生を実現す

る教育のあり方についてという提言を安倍晋三首

相に提出しているのです。その中にこのコミュニ

ティスクールというものが、それはこの提言の第

３に教育がエンジンとなって地方創生をというよ

うな形で提言されているのです。そこには子供た

ちも含めた地域の人的資源、それを活用して、私

も質問の中では地域活性化という形で述べている

のですけれども、それを国自体が地方創生と結び

つけて、これを何とか実現しながら人的育成とい

うのか、それは子供たちばかりでなくて子供たち

を取り巻く大人の環境も含めて、恐らく政府がそ

ういうふうにしていかなければだめだと思って、

今必死に文科省を初めコミュニティスクール化を

推進しているのです。多分教育長も恐らく思って

おられるとおり、ここに指針というか、コミュニ

ティスクールをつくるためのいろいろなつくり

方、それを親切丁寧に、懇切丁寧に冊子にして、

私もそれを今参考にさせていただいているのです

けれども、多分教育長も釈迦に説法かもしれませ

ん。そういうものを非常に一生懸命国自体も、文

科省自体も取り組んでいると。ただ、実際に余市

町を見てみれば、私が一般質問してからもう10年

以上、どのような動きがあったのかなということ

が１つあるのです。 

 それから、当時の上野町長が藤野さん、ちょっ

と質問が早過ぎるのではないかというような話も

されたけれども、ただその当時は確かにそうなの

です。全国で17校か、そのくらいよりコミュニテ

ィスクールというのはなかったのです。ただ、今

は、さっき教育長も言われたとおり、もう3,000校

に近いような学校が恐らく今この時点でも、もう

４月過ぎたので、来年の４月になると思いますが、

準備にかかっている教育委員会というか、学校と

いうのもたくさんあると思うのです。ですから、

その中で教育長の答弁も十分理解できます。理解

できますけれども、やはりこういうものは、さっ

きの町長の質問ではないけれども、スピード感を

持ってやるということも非常に大事でないかな

と。 

 そして、さっきも質問の中でも言ったけれども、

先生の抵抗が強いのではないかという、これは報

道にもされていることだし、職員のさまざまな団

体からもそういうこと寄せられたのです。ただ、

実際コミュニティスクール化してやってみると、

案外その危惧はなかったと。反対に先生方も自分

たち能力を高く評価してくれる地域運営協議会の

人たちには感謝している。反対にこの先生悪いか

らどこかやってくれとか、どこかからいい先生、

この先生来てくれということは多分そんなにない

のではないかと思うのです。いかに今ある先生方

の能力を発揮していただくかということが学校運
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営協議会の中で一番の考え方でないかと思うので

す。 

 それから、私は、ここは中学校が３校、小学校

が４校、今は実際５校ありますけれども、その中

で例えば黒小と東中というような中学校区の中で

試行的でもいいからコミュニティスクール化とい

うのが、言っていることは簡単というか、言葉は

簡単なのです。学校の中に学校運営協議会を置け

ばいいわけですから。文科省の考えとしては、そ

れがコミュニティスクールですよというような言

い方しているわけだから。本来はちょっと違うの

です。このコミュニティスクールというのは、慶

應大学の金子郁容先生という先生が2000年ころか

ら提唱して、学校と地域の活性化、これをしてい

くにはコミュニティスクールという住民参加型の

学校経営とか学校運営をしていく必要があるとい

うことでこの金子先生が提唱されて、そして一生

懸命運動もされているのです。この先生が言って

いるのです。この先生は、慶應幼稚舎の舎長とい

うのか、要するに校長先生もされていた方なので

す。でも、私立の学校では難しいと。というのは、

私立の学校であれば地元の子供たちだけではない

と、来ているのが。遠くからも来ている。地域コ

ミュニティを形成するのは不向きだと。そうであ

れば公立の小中学校、要するに地元の子供がい、

その地元の子供に親がいると。そのような学校で

なければこのコミュニティスクールというのはな

かなか成り立たないだろうと。 

 あそこでやっている、ここでやっていると余り

言いたくないけれども、寿都は３校ですから、簡

単だとは言わないけれども、その辺問題ないので

しょうけれども、だけれども結構市ぐるみ、また

は町ぐるみで全ての学校がコミュニティスクール

化されている。多分教育長も資料あるからわかる

と思うのですけれども、結構あるのです。そうい

うことを考えれば、余市町もそういう国も推し進

めている、国のコミュニティスクールと私が考え

ているコミュニティスクールというのはちょっと

違うところあるのですけれども、だけれども今と

りあえず国が推し進めている、文科省が推し進め

ている教育、これも教育改革なのかなと。そこに

地方創生がくっついてきているのです。地方創生、

戦略計画も立てなければだめなのでしょうけれど

も、恐らくこういう問題も、今それを教育の範囲

までかぶせてきているのです。だから、教育長と

しても地方創生戦略なんて町長部局でいいのでな

いかと、そうは多分いかないと思うのです。それ

で、文科省も必死になっていると思うのです。だ

から、私はこの町がせっかく中学校３つ、今は小

学校が５つある中で、校区という形ではっきり存

在しているから、その辺をもうちょっと利用しな

がら、試行的な行いでもいいからやっていくべき

ではないのかなというふうに考えるのです。たま

たま今学校評議員制度は、余市町は全校に評議員

いらっしゃいますよね。だから、これを発展的に

学校運営協議会に格上げという言い方はちょっと

失礼かもしれないですけれども、学校運営協議会

に移行して、そしてやっているところもあります。

だから、そういうことを考えれば余市町もぜひこ

のコミュニティスクール、コミュニティスクール

と言ったらすぐ横文字化と言うのだけれども、地

域運営学校、地域の人たち、地域の町内会長さん

もＰＴＡの役員も商店のお父さんもそういう参加

できるような、本当におらが町の子供はおらが町

で育てるのだと、俺たちの区会の子供は俺たちで

育てるのだというような、恐らく地方創生という

のはそういうことを言っているのではないかなと

思うのです。だから、その辺も含めてぜひ教育長

の答弁をお願いしたいと思います。 

〇町長（嶋  保君） 16番、藤野議員よりの再

度のご質問に答弁をさせていただきます。 

 女性の職業生活における活躍の推進に関する法

律についてでございます。先ほど答弁で申し上げ

ました。ご質問にもございましたとおり、男女共



－42－ 

同参画計画、これはちょうど私が総務課長時代に

上野町長から命を受けて、この策定に当たったと

ころでございます。そういった中で、計画等をつ

くって、いかに実効性を上げるかというのが当然

のことながら最重要だというふうな認識をしてお

ります。そういった中で私も今の職に就任して以

来、当初平成22年度までは女性の管理職というの

は保育所の所長だけでした。そのときは22年当時

２名でございましたが、平成26年度におきまして

は11名ということで、先ほど答弁申し上げました

が、2.9％が16.18％になってきていると。そして

また、採用につきましても平成27年度の採用につ

きましては11名職員を採用いたしまして、そのう

ち４名が女性で36.36％と。これは、後志の町村会

の部分では95名が合格して、そのうち17名女性と

いうことで、約18％の合格率。その中で私どもは

36％という形の中での、結果的な話でございます。

私ども女性だから、男性だからという形でこうい

う採用をしている部分ではございません。面接等

をして、優秀な人材、その採用枠に順番にそこで

採用しているという部分でございます。そういっ

た中で、これらの実効性はこれからも当然もっと

もっと上げていかなければならないというふうに

思っております。 

 議員ご質問の事業主の行動計画、スピーディー

な作成という形おっしゃられましたが、先ほども

申し上げましたけれども、９月４日に公布され、

そしてまた10月中にこれから指針が示されるとい

う部分でございます。できるだけ当然スピーディ

ーには進めてまいりますが、これは町長部局だけ

の話でなくて、議会の関係、選管の関係、そして

監査委員の関係等も含めての協議等もありますの

で、決してスピード感を持たないというわけでは

ございませんが、やはりこれからの時期決算、予

算等も含めていろいろな部分総務関係でもござい

ますので、早目にスピーディーには対応してまい

りますが、28年４月１日までにはしっかりとつく

って公表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。 

〇教育長（中村寿仁君） 藤野議員のコミュニテ

ィスクールに関するご質問にご答弁申し上げま

す。 

 10年前に一般質問されたという部分で議事録私

も見せていただきました。10年間何をしていたの

だということになろうかと思います。ただ、私は

後志管内で平成26年度から寿都町の３校だけだと

いうことで、私の中での意識が低かったというこ

とでもあると思います。これまでこのコミュニテ

ィスクールを意識した対応は、申しわけありませ

んが、しておりませんでした。ただ、今後遠くな

い時期に全ての学校に制度化がされるということ

が濃厚となってきたという部分は、学校の校長先

生も私もそういうような認識はしております。そ

ういうような認識を改めて、導入後に混乱しない

ためにもしっかりした準備が必要であるのかなと

いうふうには考えてございます。 

 先ほど議員もご指摘ありました学校なりの抵抗

感といいますか、その部分については、私も人事

に関する部分が意見を述べることができると、そ

れを尊重しなければならないという部分もありま

した。ただ、人事に関しましては、学校経営とし

て必要な人事配置、それもありますが、先生方個

人の家庭の事情だとかそういう部分もあって、今

そういう事情を聞きながら人事異動している中

で、やっぱりそういう部分もちょっと懸念される

部分、それともう一点は今まさに先生方の仕事が

多忙化している中で、この業務がふえることによ

ってまだ仕事がふえるのではないのかと。他町村

の状況を見ますと、現状の中では加配の事務職員

がつけられて、それが対応されてやっているとい

うようなことも聞いております。ただ、今後これ

が全校になるとすればその加配の事務職員がつく

かどうかということは、これは懸念される部分で

あります。そういうような観点から懸念している
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部分はありますけれども、今後全ての学校という

ことになりますと、やっぱり教育委員会としても

考えなければならない。 

 先ほど地域の活性化という部分もありました。

他町村等聞きましたら、住民参画により学校支援

活動が活発になったと。そういうような意味では

地域も活性化するのではないのかなというふうに

は考えています。昨年本町におきましても町内の

沢地区、大川地区、黒川地区の各商店街の方々が

中心となりまして、区会の方々や保護者等の協力

によりまして国の補助制度を使ってそれぞれの小

学校の通学区域における地域防犯マップを作成し

て配付していただきました。そういうようなこと

からいって、学校に対するかかわり方も地域の方

は、やはり子供たちに今不審者だとかおりますの

で、そういう部分ではだんだんかかわってきてい

ただいていると思います。そういう意味では、今

そういう部分がチャンスなのかなとは思いますけ

れども、先ほど言いましたようにまずもう一点は

地域の方々の意識です。先ほど評議員会というの

がございました。現在でもやっております。これ

につきましては、校長の求めに応じて学校運営に

関する意見を個人としていただくということで、

この学校運営協議会とはまた違います。責任がも

っとふえるという意味では、このことについても

理解をしていただかねばならない。そのための準

備もしなければならない。それとあわせて先ほど

言いましたような学校の多忙化に対する対応だと

か、そういう部分を整理して、今後やはりそうい

うふうに向かっていかなければならないのかなと

いうふうには考えてございます。 

〇16番（藤野博三君） 女性の活躍推進法につい

ては、町長が４月１日をめどにやりますと言って

いるので、これ以上どうするのだと私が質問する

こともないのではありますけれども、私だけが自

慢しているのかもしれないけれども、男女共同参

画条例とか行動計画とか、私はこれは一つの余市

町の自慢だと思うのです。だから、そういうのが

ある中でこの女性の活躍推進法に関する特定事業

主の行動計画、ぜひできるだけ早く策定していた

だければと思っております。これに対する質問は

そこまでにしておきます。 

 それから、もう一つのコミュニティスクールの

ことについては、私も大変思い入れがあるのです。

というのは、今までもいろいろな推進している先

生の本も読んで話も聞きながら、余市町って案外

地域コミュニティがある程度はっきりしているの

です、沢地区、大川地区、黒川地区というふうに。

地区の物の考え方が違うのかどうか、私そこまで

わかりませんけれども、そう考えたときにこうい

うコミュニティスクール化、地域の学校です、早

い話が。ですから、そういうものを考えたときに

は、国が推進していることもそうかもしれない。

多分国は全部やるでしょう、恐らく、いろいろな

方法で。そうではなくて、その前に余市町として、

これは本当は教育委員会だけではないのでしょう

けれども、ただ一応先頭に立つのは教育委員会だ

と思いますので、やはりそういう面ではせっかく

小学校、中学校がある程度同じところにあると、

近間にあるというようなところはコミュニティス

クール化していけないものかなと。さっきから何

度も言うように試行的にやってみるということも

大事な、さっきも言ったとおり学校評議員制度が

あるから、この辺をうまく活用しながらできない

ものかなと。評議員は校長先生が任命するから、

ところが学校運営委員というのは教育長が任命権

あります。そういうところで違いはあるのですけ

れども、そういう形でやっていけるのでないのか

なと。そしてまた、今いろいろ話題になっている

小中一貫、これは１つの校舎に子供たちを入れる

のではなくて、今ある小学校、中学校の両方の校

舎を利用しながら授業、教科の授業ばかりではな

くて、やっている地区も結構あるのです。私は、

寿都町の部分は勉強不足でそこまでは調べていな
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いのですけれども、そういうことを考えれば私は

今の教育長の力をもってすればできるのでないか

なと。いろいろな先生方の関係等もあるから、校

長先生の関係等もあるだろうし、ただこれをやれ

ば確かに校長先生の権限って前よりは増すのかな

と。権限増すけれども、ちょうど議会と町長の関

係と一緒で、お互いに学校運営の両輪としてやっ

ていけるのでないのかなと。そういう形でぜひ早

目の移行というのか、私は全校同時にやれとかと

言っていないです。沢なら沢、そういう１カ所や

ってみようというような形でやっていけないもの

かなと。 

 それから、このコミュニティスクール化すると

先生が忙しくなると。学校及び教員の多忙化、こ

れはコミュニティスクール始まる前から非常に懸

念されたことなのです。だが、実際アンケートを

とってみると雑用がなくなったと。というのは、

地域住民とか、それから学校運営協議会の委員さ

ん方がある程度のものはこなしてくれると。それ

は、通信簿とかテストの点数つけるのは、これは

先生の仕事なのでしょうけれども。ほとんどアン

ケートとっても危惧したようなことはなかった

と。 

 それから、さっきも言った人事の問題です。こ

れに対してもまた地域の住民がよくわからないの

に口出してくるのではないかと。この言い方はち

ょっとおかしいかな。そういう懸念はあったので

す。ところが、実際コミュニティスクール化する

と、親はやっぱりそれを理解していると。だから、

そういう無理難題、あの先生どこかにやって、こ

の先生連れてこいというようなことは日本中にほ

とんどないみたいなのです。だから、さして大き

な問題はないのかなと思うのです。 

 だから、私はぜひ文科省が指導的に余市町でも

つくりなさいと言われる前に何らかのアクション

というか、余市なんてもうやろうと思っているよ

というくらいのことができるのでないかなと。若

干の財政措置なんかも恐らくあるのでしょうか

ら、その辺を考えれば、私はなぜこれを言ったか

というと余市町ってあの苦しい赤字予算を組んだ

ときでさえ教育予算というのはほとんど減らさな

かったのです。私は、これはすばらしいことだと

思います。ある面では文句の言わない子供の予算

を減らすのが一番いいかもしれないのですから。

だけれども、余市町は、歴代町長はそれしなかっ

たのです。ということは、やっぱり教育に対する、

特にお子さんに対する思いというのは歴代町長も

非常に強かったのでないのかなと。それは教育長

も一緒かもしれないですけれども。だから、そう

いうことを考えれば、やはりそういう地域運営学

校、コミュニティスクール化ということを念頭に

置きながら、学校の校長先生、または先生方と、

または学校評議員とはそういうことを全部勘案し

ながら今後地域運営学校、私はコミュニティスク

ールというよりも地域運営学校のほうが好きなの

ですけれども、そんなものを立ち上げていくとい

うのか、そういう制度化していくということは非

常に大事だと思うのです。 

 もう質問できませんので、教育長にその辺の考

えありましたらご答弁よろしくお願いします。 

〇教育長（中村寿仁君） 藤野議員の再度のご質

問にご答弁申し上げます。 

 議員もご指摘のとおり、この制度を導入するた

めには、他町村の状況も聞きましたけれども、や

はり教育委員会が主体となってリードしていかな

ければならないというような認識はしてございま

す。そういった中で、早目の対応ということでご

ざいますが、これに対する町民の方々への認識を

してもらう。先ほど言いましたように、学校評議

員からそちらの意見聞くだとかということもあろ

うかと思います。学校評議員会の委員につきまし

ては、これは特別職の地方公務員の身分を有する

と、そういうような部分までいくわけですから、

そのためにはやっぱり十分な説明が必要なのかな
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というふうな認識をしております。さらには、今

現在ある学校全て一遍にするということもこれは

規模的には難しい部分があろうかと思います。そ

れとあわせまして、先ほど言いましたように財源

として今後加配がつかないでいった場合には単費

で対応していかなければならない、そういうよう

な財源的な部分もございますが、まず今は管内で

は３校ですけれども、次に準備を進めているとこ

ろがニセコ町が進めているというようなことも聞

いております。そういうような部分を見ながら、

早目にどうしていくのかという部分もいろいろな

整備をしながら検討していきたいと思っていま

す。 

〇議長（中井寿夫君） 藤野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１４分 

再開 午後 ２時２５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４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） 平成27年第３回定例会に

おいてさきに通告してあります質問にご答弁のほ

どよろしくお願いいたします。 

 北海道横断自動車道余市インター（仮称）開通

後の道路整備についてお伺いいたします。平成

30年に余市インターが利用できるようになると、

町内への車両の流入が多くなるのではないでしょ

うか。余市インターより道道753号、余市停車場線

を走ってきた場合、ＪＲ函館線の踏切を挟んで国

道５号線と黒川13丁目付近より渋滞する可能性が

あると思います。現在でも列車通過時渋滞すると

きがあるのは認識していると思います。余市イン

ターから町内を通って積丹半島に行く場合も同じ

ようになると思います。また、余市インターより

町道大浜中登線を通って国道５号線に出る場合、

国道５号線との交差点に信号機がないため渋滞が

予想されます。このようなことがないように高速

道路開通後のスムーズな車の流れのためにどのよ

うな対策を考えているのかお伺いいたします。 

〇町長（嶋  保君） 10番、野崎議員の高速道

路余市インター開通後の道路整備についてのご質

問に答弁申し上げます。 

 ご案内のとおり、北海道横断自動車道について

は、余市小樽間が現在東日本高速道路株式会社に

より平成30年度開通を予定として順調に工事が進

められており、また昨年度からは黒松内余市間の

うちの共和から余市までが国の直轄事業として事

業着手されたところでございます。 

 ご指摘のとおり、これらの高速道路が整備され

ますと、余市インターから道道登余市停車場線を

通過して市街地に流入する車両の増加により、渋

滞等の発生が心配されるところでございます。町

といたしましては、これらの対策のため国、北海

道の関係機関と予想される交通量の増加に対応す

る市街地道路網について協議検討を行っていると

ころでございます。 

 こうした中、余市インターから国道５号へのア

クセス道路については、その大部分が国道と並行

するＪＲ函館本線を通過する交通体系となってい

るため、余市インターから流入する交通量を分散

し、国道５号に接続する各路線の負荷を低減する

ことが有効であり、道道登余市停車場線と国道５

号を結ぶ町道黒川町中通り２号線ほかの整備が必

要との考えから、北海道におきましても本町がこ

れまで要望いたしておりました町道黒川町中通り

２号線ほかの道道昇格による道路整備が可能であ

るかを判断するため、本年度より現地の調査測量

を実施しているところでございます。町といたし

ましては、今後も本路線の道道昇格による道路整

備に向け強力に要請を行うとともに、国、北海道、
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東日本高速道路株式会社との協議、連携のもと、

交差点改良や誘導標識等の設置を初めとした高速

道路開通後におけるスムーズな交通の確保に向け

た対策に努めてまいりたいと考えておりますの

で、ご理解を賜りたいと存じます。 

〇10番（野崎奎一君） 今の答弁聞きまして、方

向性というか、取り組みの方向性についてはわか

りました。 

 ただ、昨年から余市も「マッサン」ブームでも

って非常に流入する車がふえております。５号線

を通る車と、またフルーツ街道を通ってくる車と、

いろいろな角度から入ってくるのですけれども、

どちらにしてもどこかではひっかかって、ひっか

かると言ったら変な言い方ですけれども、詰まっ

てきている部分もあると思います。できれば早期

に開通できるような形で取り組んでいただきたい

なと思っております。道路も１本ではなくて２本、

３本、多数あればなおさら安心して通行できるの

ではないかなと思います。高速道路の形がだんだ

ん見えてくると、どうなっているのだということ

で聞かれる部分が結構ありますので、できるだけ

早目早目に進めていただければと思います。 

 将来的に車の流れがどのようになるか、計算し

ていくようにうまくいくとはわかりませんけれど

も、ただ仁木、倶知安方面、岩内方面に向かう場

合については、フルーツ街道等もありますので、

そう心配は今のところないのですけれども、町内

にうまく入って、都合のいいように入ってくれれ

ばいいのですけれども、余り町内の商店街という

か、町の中を全部通らないで、みんな外側ばかり

回って例えば積丹に行くとかということになると

経済的な部分でちょっとどうなのかなという気も

しますけれども、これはなかなか難しい部分ある

と思いますけれども、そういう部分もうまく、逆

に今度全部町内に入らないで抜けていかないよう

に、そういう対策も考えていかなければならない

のかなと。非常に矛盾するような考えになるのか

もしれませんけれども、ここで町内の魅力とかそ

ういうものを打ち出して、町の中にも入っていた

だいて、そういうような考えも必要でないかなと

思うのですけれども、スムーズに通行できるよう

なことがまず一番大切なことだと。 

 町道大浜中登線のほう、そちらの信号のほうは

なかなか厳しいとは聞いていますけれども、何と

かあわせて取り組んでいただければいいと思うの

ですけれども、その辺の考えもう一度お願いいた

します。 

〇町長（嶋  保君） 10番、野崎議員の再度の

ご質問に答弁させていただきます。 

 おっしゃるとおり、このごろ平日でも結構夕方

になれば５号線混んでおります。「マッサン」効

果含めて、いろいろな意味で後志の観光が見直さ

れてきているのかな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、議員おっしゃ

るとおり、スムーズにまた流れ過ぎて、余市町を

ただ通過されても困るという部分も一つございま

す。物流的にはそれが一番最高でしょうが、渋滞

しない程度に余市町内の商店街やいろいろな部分

を通っていただきたいという部分もございます。 

 先ほど１回目の答弁をさせていただきました町

道黒川中通り２号線、これは私役所入っているこ

ろからですから、何十年も前から要望しておりま

したが、道のほうにけんもほろろにだめですよと

いう形だったのですけれども、最近インターもで

きるという部分、そしてまたもう一つにはＪＲの

新幹線の札幌延伸のときには道との地域振興とい

う部分の約束もございました。そういった意味で、

まだオーケーはもちろんもらっていないのですけ

れども、先ほど答弁させていただいていますよう

にあそこに測量も道のほうで入って、これからの

整備どうしようかという中の部分で道のほうもか

なり前向きに捉えてくださっているようでござい

ます。そういった中で、町でやれれば一番いいの

ですけれども、財政的にあそこを拡幅していくと
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いうのはなかなか今の財政では無理なものですか

ら、そういった中であそこを道道昇格して、振り

かえとしてあそこを道で整備していただけるとい

うことは、非常にインターからの、登余市停車場

線からの流れとしてはよくなるというふうに思っ

てございますので、これは議会の力や、また経済

界の力等もおかりしながら、要望活動に一層努め

てまいりたいというふうに思ってございます。で

すから、ここがある一定程度整備されれば、先ほ

ど議員おっしゃられました手前のほうの大浜中登

線の部分、出口の部分の問題はございますが、あ

れはいろいろな中での誘導的に信号を改良してい

ただく等の部分もございます。そしてまた、ずっ

といって最後の今おすし屋さんの海鮮丸ですか、

あのあたりの部分にも分散しながら出ていけば、

若干そのような部分の今までの心配というのがな

くなってくるのかなというふうに考えてございま

す。 

 いずれにいたしましても、私やはりこの黒川中

通り２号線ほかの道道昇格が一番大きな部分であ

ろうというふうに思ってございますので、先ほど

申し上げましたが、議会、経済界等のお力をかり

ながら、道のほうにも一層の要望活動をしていき

たいというふうに思っています。 

〇10番（野崎奎一君） わかりました。できるだ

け早くできるようにご努力いただきたいと。確か

に中通り線抜けるのは、自分も大した都合がいい

ときがあるのですけれども、たまたまあそこ道路

が狭くて、おまけにちょっと穴あいていて非常に

走りづらい部分があります。だから、早急に力強

く道のほうとも話しして、実現目指して取り組ん

でいただきたいと思っています。 

 それと、余市インターできて、その先もありま

すので、その先になれば、離れてはちょっとまず

いけれども、インターがまた移動するような話も

聞いております。そういう部分で道路の問題とい

うのはなかなか難しい部分があるかもしれません

けれども、それもあわせて全体的な計画はもう多

分できているのではないか、できつつあるのでは

ないかなと思うのですけれども、誰が見ても納得

できるような形でぜひお願いしたい。 

 道路ができれば、完成して町の中を走る道路が 

ふえれば、また人の流れも変わってくる部分が出

てくると思うのですけれども、だんだん駅裏のほ

うが道路の流れも変わってきて、中心部が先ほど

町長も懸念したようにあいてくると、ニッカのほ

うだけはにぎやかですけれども、それ以外があい

てくると非常にまずいので、だからといって道路

を絞るわけにいかないのですけれども、その辺も

あわせてしっかり取り組んでいただきたいと思い

ますので、もしご答弁ありましたらよろしくお願

いします。 

〇町長（嶋  保君） 10番、野崎議員の再度の

ご質問に答弁させていただきます。 

 先ほども答弁させていただきました。今ご心配

の駅裏と既存の商店街等の差等もございます。そ

ういった中では中通り２号線、これが登停車場線

から来て、そちらに出ていただいて、そして国道

５号線で余市の中心街を回っていただく部分の交

通量がふえるというのは、私はいろいろな意味で

またいい部分が出てくるのかなというふうに思っ

ております。 

 ご質問にもございました今のインター、30年度

の小樽余市間の部分は暫定インターでございまし

て、これが仁木寄りに700メートルほどインターが

ずれてきます。そういった中で、またそのときは

八幡線の余市インター線という部分の整備もされ

てくるというふうになってございますので、それ

ら現在の部分、そして３年後の平成30年度の小樽

余市間の開通、そしてまたそれ以降の余市共和間

の部分見据えた中で、しっかりと道路整備等まち

づくりに当たっていかなければならないというふ

うに思ってございます。 

 質問にはございませんでしたが、今一番小樽余
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市間の中で懸案になっている部分は、小樽フルジ

ャンクションの問題、今ハーフジャンクションと

いうことで、こちらから行けば例えば救急車が走

ったとしても塩谷でおりなければならないと。そ

ういった形で、これは地元選出の国会議員、さら

には我々期成会等、議会、町村長含めて何とかフ

ルジャンクションにしていただきたいという要望

もしてございます。そういった中で、これら高速

道路の開通によっていろいろなまちづくりの体系

も変わってくるし、また企業進出等もいろいろな

中での部分もございますので、これらのアクセス

道路の整備についてはしっかりと国や道に要望す

るところは要望していきたいと、このように考え

ているところでございます。 

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16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４２分 
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