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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            
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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28年余

市町議会第３回定例会を再開いたします。 

 ただいまの出席議員は18名です。 

 よって、定足数に達しましたので、会議は成立

いたしました。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

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12番、庄議員の発言を

許します。 

〇12番（庄 巖龍君） 平成28年第３回定例会に

おいてさきに通告いたしました一般質問１件につ

いて質問いたします。町長には答弁方よろしくお

願いをいたします。 

 件名、高速道路開通に伴う、余市町の経済効果

創出について。要旨、平成30年に町民の悲願であ

った小樽余市間の高速道路が開通いたします。ま

た、手稲インターチェンジ小樽方面行きの乗り口

の新設決定、さらには高速道路の共和余市間新規

事業化が実現することとなりました。これらは、

国道５号線、229号線の分岐点に位置する余市町に

とって追い風となる新規事業であると考えます。

特に観光に関しては、全道各地からの観光客が本

町へ来町し、「マッサン」の効果もあり、多くの

観光客入り込み数が期待されます。物流に関して

も新鮮な農産物、魚介類が流通する道が開かれま

した。これらを踏まえ、パーキングエリア、サー

ビスエリア等を新設し、ニッカウヰスキー北海道

工場と連携をし、余市工場でしか販売していない

物品（酒類を除く）の販売や余市町農業協同組合、

余市郡漁業協同組合、余市水産加工業協同組合等

とさらなる連携をし、地場産品の販売促進の拠点

となるものと考えます。これらは、６次産業化へ

の支援策としても効果的であり、物産品を生活者

に届ける手段にもなると考えますが、見解をお伺

いいたします。 

〇町長（嶋  保君） 12番、庄議員の高速道路

開通に伴う、余市町の経済効果創出についてのご

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年度の開通に向けて順調に工事が進め

られており、また本年度から黒松内余市間のうち、

共和余市間について国の直轄事業として工事着手

されたところでございます。これらの道路が整備

されますと、後志管内の地域づくりや産業振興の

発展、さらには医療や災害対策としての重要性な

ど、この地域にとって大きな役割を果たすものと

考えており、また本町にとりましても混雑する市

街地を通らず、円滑に移動できるようになります

ので、移動時間の短縮効果による交流人口の増加

によって観光振興の発展や物流の効率化による地

場産品の販路拡大など、地域経済の活性化に大き

く効果が期待されるところでございます。 

 議員ご指摘のパーキングエリア、サービスエリ

アの新設につきましては、設置間隔がおおむね定

められておりますが、余市小樽間においては事業

採択時に暫定２車線と計画交通量が少なく利用頻

度も低いと判断され、計画に盛り込まれていない

ことから、実施についてはかなりハードルが高い
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ものと認識いたしております。しかしながら、将

来的な本則４車線化に向けた要望とあわせて、パ

ーキングエリア等の設置につきましても効果的な

手法をもって関係機関に対して要望してまいりた

いと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存

じます。 

〇12番（庄 巖龍君） 高速道路につきましては、

道央道等をよく利用する機会があるのですが、直

近ではパーキングエリアといたしまして金山パー

キングエリア、こちら私がはかったところ大体

37キロ、開通しておりませんから実際のところは

小樽でおりて、それから余市インターチェンジの

ところまで行きましてはかったところ大体37キロ

ぐらいございました。それから、直近でいきます

と岩見沢、輪厚だと輪厚のほうが近いということ

で、輪厚で70キロということでございました。大

体70キロ前後と考えています。そのことを踏まえ

まして、サービスエリア、パーキングエリアの設

置間隔が定められている明確な基準等がもしある

のであればその辺どのような形になっているのか

ということについて、明確な基準があるのかどう

かということについて町長はどうお考えなのかお

聞かせいただきたいと思います。 

 地場産品としまして、農産物でございますけれ

ども、規格外商品、特に栄町、登、美園、山田地

区の農家さん等からお話を聞きますと、曲がった

キュウリ、あるいはトマト、それからササゲだと

かいろいろな農産物があるのですが、そういった

規格外の商品などが廃棄、あるいは商品化という

形で市場に並べられないという事実があったりと

かするということであります。それから、水産品

につきましても、今商店に出す場合には発泡スチ

ロールにきれいに並べて出さなければいけない。

水産関係者の方にもお聞きしたところ、そういっ

たものにつきましては規格外というわけではな

い、食べれないものではないのですけれども、例

えばえらがとれたりだとかそういったものなんか

は漁師さんがお持ちになる。あるいは、そういっ

たものなんかを皆さんに売る機会がないというこ

とで、そういうような形で処分をされているとい

うことでございます。加工品につきましては、余

市にはご存じのとおり昆布巻きからかずのこ、と

ば等々いろいろな加工品がございます。そういっ

たものをパーキングエリア、サービスエリアのと

ころに置けば非常によろしいのではないかなと。 

 それから、ニッカウヰスキー工場さんでござい

ますけれども、こちらにつきましてはアサヒビー

ルの傘下ということで、アサヒビールのビール園

さんなんかに置いてはいるのですが、実際余市の

北海道工場さんに置いている酒類を除くものとし

まして、売れ筋でいきますと樽チョコというのが

ございまして、ホワイト、ブラック、それからブ

ルーベリーですか、その３種類が売れ筋だという

ことでございます。そのほかにもたるの廃材を使

ったくしなんかもあるそうで、ほかにもグラス、

衣類等々あるのですが、挙げると切りがないので、

この辺にしておきますが、そういったものがござ

います。ほかに余市ブランドとしてお菓子類、そ

ういったものなんかも余市の地場産品としてサー

ビスエリアが設置をされれば置けるという利点で

ございます。 

 サービスエリアに関することになろうかと思い

ますけれども、今はエコカーが非常に普及してお

りまして、特に電気自動車などが普及しておりま

す。中でも急速充電という形になっておりまして、

これは急速充電に関しましては北海道のサービス

エリアの中では電気を充電するというサービスエ

リアが一カ所もないのです。その中で、北海道で

初めて余市にもしもサービスエリア、パーキング

エリアができたら、サービスエリアの中に急速充

電できるような、そういったものを設置をしても

いかがかと思っております。長距離運転手さんは、

高速道路を余市インターでおりられた後、函館方

面などに行きますけれども、そういうときにちょ
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っとした簡易のシャワールームなどを設置すると

いうことも必要ではないかなと。 

 結果余市パーキングエリア、サービスエリアの

創設につきましては、余市に多くの地場産品があ

るということの周知、あるいは皆さんにお知らせ

をすることによって、ひいては余市町が通過型の

町ではなくして、本町のインターチェンジをおり

て、正規品をすなわち余市の町の中で買っていこ

うというふうなことになって、それこそ地元にお

金が還元されるということもありますので、この

点について再度ご質問いたします。 

〇町長（嶋  保君） 12番、庄議員の再度のご

質問に答弁をいたします。 

 まず、１点目でございます。パーキングエリア、

サービスエリア等の設置間隔のご質問でございま

すが、これにつきましてはパーキングエリア等に

つきましては標準で15キロ、そして最大で25キロ

という要綱がなされています。それと、サービス

エリア、これにつきましては標準間隔で50キロで、

最大間隔100キロという中で東日本高速道路株式

会社のほうでは基準を持っているというふうに認

識をしてございます。 

 それと、いろいろお話ございました。農産物、

そしてまた魚介類、水産加工品等、これらにつき

ましてもおっしゃるとおり本当にちょっとだけ形

が曲がっているとか、ちょっとへたがとれたりと

か、そういった形の中で製品にならないという部

分非常にあるのは事実でございます。それらをど

う活用していくか。これは、そのまま売るという

部分と、それとまたそれを加工という形、６次産

業化という部分もいろいろございますので、それ

らを準製品と申しますか、製品になっていかない

部分をどう市場に出していったり、どういう販路

で消費者に届けるかという部分、売る場所の問題、

そしてまたそれをどう加工するか、どう手を加え

ていくかといろいろな問題があると思いますの

で、それらの部分につきましては農林水産課等の

中で生産者の声を聞きながら、しっかりと対応し

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。 

 それと、ニッカの最大の今の私ども余市の強み

と申しますか、観光客もまだまだ、先日の新聞に

も掲載されておりましたが、きょうですか、ニッ

カも「マッサン」のときのピークを過ぎたとはい

え、「マッサン」前から見ると1.6倍くらいの人数

かなというふうに思ってございます。そういった

中で、私どもも上京等をして陳情等もした中で名

刺交換したら、やはり出てくるのは「マッサン」、

ニッカ、そしてワインと、余市の例とされてくだ

さる部分はそのあたりでございます。これらの強

みをしっかり生かしていかなければならないと思

ってございますし、ニッカ工場の中の樽チョコ、

これも私もお土産で持っていくときに樽チョコ

が、ウイスキーは年齢等もございまして、重い部

分もありますので、ちょっとかさばるのですけれ

ども、樽チョコが結構喜ばれております。これら

も含めてしっかりと売る場所、ただニッカの工場

というだけではなくて、相手もあることでござい

ますけれども、そういったことで余市に多くの方

が来ていただく場所をいろいろな検討の中でそれ

らもしっかりと余市のＰＲとして売り込んでいき

たいというふうに思ってございます。 

 それと、電気自動車の関係、まだ私もここまで

ほとんどないというのは認識してございませんで

した。今ご質問をいただいて初めて認識したとこ

ろでございますが、これらサービスエリアでの電

気自動車の急速充電等の部分ございますので、そ

ういった中でどう誘致等を含めてやっていけるの

か、これはこれから研究させていただきたいとい

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、ただこの高速道路が

延びてきて、今は30年度は余市で必ずおりていた

だくことになりますけれども、すぐ次に続いてい

くという部分になってございますので、さっとニ
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セコ、倶知安方面まで行かれないように、何とか

ここでおりていただいてという部分をしっかりと

取り組んでいかなければならないというふうに考

えてございます。 

〇12番（庄 巖龍君） 再度質問させていただき

ます。 

 これは、先ほど町長が話された中の一節でござ

いますけれども、東日本高速道路株式会社の岩沙

会長、または廣瀨社長の連名によりまして、グル

ープ企業として基本となる社会的使命として３つ

が挙げられますということでご挨拶という文章が

載っております。それの一端を紹介させていただ

きますけれども、３つのうちの元気な地域社会づ

くりに貢献することということで、具体的な内容

についてでございますけれども、３つあるのです

が、１つには先ほど町長が言われた緊急時、災害

時における命の道という形、あるいは安全、安心

というようなことが書かれているのですけれど

も、２番目としまして元気な地域社会づくりに貢

献することを実現するためにネクスコ東日本グル

ープは、これまでも高速道路ネットワークの整備

や休憩施設、すなわちこれはサービスエリア、パ

ーキングエリアです、における地域特産品の販売

や地域連携の強化に努めてまいりましたが、今日

地域創生が提唱されている状況を踏まえ、休憩施

設、すなわちサービスエリア、パーキングエリア

です、を地域の皆様が集うにぎわいのある場所に

することや地域とともに観光振興を推進すること

により、地域の活性化に向け、より一層邁進して

いきます、貢献していきますというふうに言われ

ているのです。 

 私がなぜこういうお話をさせていただくかとい

いますと、やはり高速道路のサービスエリア、パ

ーキングエリアというものの中には、余市は229号

線、５号線のつけ根ということもありますので、

そこのインターの入り口付近にパーキングエリ

ア、サービスエリアを設置をし、かつそこで先ほ

ど申し上げたようなことを実施をしていく。それ

で、販促をしていって、余市になるべくお金を落

としていってもらうというふうなことを考えてお

ります。これは、先ほども話があったとおり、グ

リーンツーリズムの関係からも後志管内の産業振

興にも発展していくというふうなことにも当然貢

献していくというふうに考えておりますけれど

も、余市インター付近でつくるというのが非常に

いいのではないかなと思ってはいます。私の考え

でございますけれども、そういうふうに思ってお

ります。 

 余市では、道の駅で月に１回かな、２回かな、

即売をしているのですけれども、午前中で、午後

になったらもう売り切れてなくなってしまうとい

うお話聞いております。そんなことで余市に常設

の即売所、すなわちサービスエリア、パーキング

エリアに即売所的なものを置くことによって、町

民がここに私が書いたように生活者、すなわち余

市の町民の方々がパーキング、サービスエリアの

裏のほうから入っていって、そこで買い物ができ

ると。先ほど申し上げました規格外商品などを買

うことができるというふうなこともありますの

で、そういった観点からも余市のインターチェン

ジ付近にサービスエリア、パーキングエリアを設

置することが望ましいというふうに考えます。 

〇町長（嶋  保君） 12番、庄議員の再度のご

質問に答弁をいたします。 

 東日本高速道路株式会社の基本となる使命３点

ということで、申しわけございません。今初めて

聞いたところでございます。そういった中でいろ

いろな中での部分の使命あるというふうには感じ

てございましたが、地域づくり等の部分について

の使命、改めて私も勉強させていただきたいとい

うふうに思ってございます。 

 議員ご存じのとおり、平成30年度に余市小樽間

が秋にも開通するという部分でございまして、こ

こまでは有料期間でございまして、この後の部分、
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余市から今共和までの事業着手という部分でござ

いますが、これにつきましては無料区間というふ

うにもなってございます。そういった中で、いろ

いろなおり方、乗り方という部分が無料、有料と

いう部分で行動様式があらわれてくるのかなとい

う部分も認識してございますが、何といっても１

問目の答弁もさせていただきました。現在は暫定

２車線という形で、計画交通量が少ないという形

でこのハードルが高いというふうに認識してござ

いますが、将来的には４車線化に向けた要望、こ

れらにつきましてはパーキングエリア等の設置に

ついて効果的な手法をもって関係機関に要望して

まいりたいというふうに思ってございますので、

ご理解のほどをよろしくお願い申し上げます。 

〇議長（中井寿夫君） 庄議員の発言が終わりま

した。 

 発言順位５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、介護保険と新総合事業についてです。

政府は、今後も毎年3,000億円から5,000億円の社

会保障費自然増削減を閣議決定しています。来年

の通常国会に制度改悪の法律改正の提案を予定し

ています。介護では、要支援１、２に続いて、要

介護１、２の在宅サービスを保険給付から外すこ

とが検討されています。具体的には要介護１、２

の訪問介護のうち、調理や掃除など生活援助を原

則自己負担にするというのが財務省の提案です。

車椅子や介護用ベッドなど福祉用具のレンタルに

ついても、原則自己負担化が打ち出されています。

通所介護、デイサービスについては、要支援１、

２と同じく自治体の事業に移管することが提案さ

れています。要支援１、２と要介護１、２を合わ

せれば、要支援、要介護と認定された人全体の65％

を超えます。全ての高齢者から高い保険料を強制

的に徴収しながら、65％以上の人が保険で基本的

サービスが受けられないというのでは、何のため

の保険かと言わざるを得ません。 

 次に、要支援１、２の新総合事業、介護予防・

日常生活支援総合事業への移行についてです。こ

れまで保険であれば保険給付を受けるという受給

権があり、保険者、市町村は保険給付を提供する

義務を負い、そのサービスの質も担保されました。

しかし、新総合事業になると保険上での受給権は

なく、提供するかどうかも市町村の判断となりま

す。以下、伺います。 

 １つ、政府の社会保障改悪、介護保険要介護１、

２の保険外しについて町長の見解を伺います。 

 ２つ、要介護１、２は現行何人なのか。また、

要支援１、２と合わせて何人か。また、それを受

け入れる基盤は整備されているのか伺います。 

 ３、介護保険の保険料と利用料の減額、免除の

実施について伺います。 

 ４、新総合事業の具体的内容と現行サービスの

介護水準の存続について伺います。 

 ５、新総合事業の判定に基本チェックリストの

みとする自治体があるようですが、本町の状況に

ついて伺います。 

 ２件目、余市川桜づつみ事業について伺います。

余市町の堤防歩道では整備が進み、桜づつみ事業

とともに余市の観光名所となっています。今後も

親しまれ、さらなる整備、維持が進められること

を願うものです。努力はされていると思いますが、

桜づつみ事業として平成10年から14年に整備され

た田川橋奥隣のあずまややベンチを備えた公園が

整備されましたが、現在ではできたころの面影は

ありません。まして町営住宅余市川団地に隣接し

ていながら、湿地など危険として環境は整備され

ておらず、フェンスやロープが張られています。

団地の住環境にとって公園は大事な存在です。以

前あった小さな公園もありません。町営住宅入居

者も親しく楽しめる桜づつみの公園整備、維持管
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理の徹底について伺います。また、余市川堤防歩

道のベンチ増設についてあわせて伺うものです。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

〇町長（嶋  保君） 15番、中谷議員からの介

護保険と新総合事業に関するご質問に答弁申し上

げます。 

 １点目のご質問でございますが、ご案内のとお

り、国においては介護保険制度の財政基盤を安定

させるための方策の一つとして、要介護１、２の

認定を受けた方を対象に提供されております生活

援助サービスを介護保険給付の対象から外す方向

で検討が進められているところでございます。こ

のように生活援助サービスが介護保険給付の対象

から除外された場合、住みなれた地域で自立した

生活を送ることに支障が生じる可能性も懸念され

ることから、国においてはしっかりとした制度設

計と運営に取り組まれるとともに、適切な財政措

置を講じていただきたいと考えております。 

 ２点目の要介護１、２及び要支援１、２と認定

されている被保険者の数並びにそれらの方々を受

け入れるサービス基盤の整備に関する質問でござ

いますが、平成28年９月８日現在、要支援１該当

者が364人、20.8％、要支援２該当者が170人、

9.7％、要介護１該当者が399人、22.8％、要介護

２該当者が346人、19.8％、合計1,279人となって

おり、全要介護、要支援認定者1,747人の73.2％を

占める状況となっております。なお、余市町にお

いては多数のサービス事業所が運営され、各種の

サービスが提供されており、こうした方々を受け

入れるサービス基盤につきましては十分整備され

ているものと認識しております。 

 ３点目の保険料及び利用料の減額、免除に関す

る質問でございますが、町独自の減免措置を講じ

た場合、原則として減免分の補填財源は第１号被

保険者の保険料に求めることとなり、結果として

介護保険料の上昇につながりかねないことから、

現状では独自減免の実施は難しいと判断しており

ます。 

 ４点目の新総合事業の具体的な内容等に関する

質問でございますが、本町におきましては平成

28年３月より介護保険サービスの一部を介護予防

・日常生活支援総合事業、いわゆる総合事業に移

行したところでございます。その内容といたしま

しては、これまで予防給付として行われてきた通

所型サービス及び訪問型サービスについて移行前

と同様の水準により総合事業として実施するもの

であり、現時点におきましてはそれ以外のサービ

スメニューは特に設定してございません。目指す

べき総合事業の姿としては、安心して生活できる

地域づくりであると認識しており、地域のさまざ

まなニーズに対応した多様な生活支援体制を住民

が主体となって構築していくことが理想であると

考えます。そのためにもまずは専門職に加え住民

の方々やボランティア、民間企業など多種多様な

方々が参加する協議体を組織した上で、地域の資

源やニーズの掘り起こしなどを行いながら、真に

必要なサービスが自然発生していくような機運を

醸成してまいりたいと存じます。 

 ５点目の基本チェックリストに関する質問でご

ざいますが、総合事業対象者か否かの判定に当た

っては、要支援認定申請に係る相談を受けた段階

で、まずは相談者から現在の状況やサービス利用

に関するご希望などをつぶさに聞き取りをし、ア

セスメントを行った上で基本チェックリスト、も

しくは要支援認定申請のいずれかを選択するとい

うことが基本的な流れとなるものでございます。

仮に申請者が総合事業のみの利用を希望されたと

しても、認定審査の結果が要介護１以上となる可

能性のある方については要支援、要介護認定申請

を選択するなど、個々に応じたきめ細やかな対応

をしてまいりたいと存じますので、ご理解賜りた

いと存じます。 

 続きまして、余市川桜づつみ事業についてのご

質問に答弁申し上げます。桜づつみ事業につきま



－44－ 

しては、平成５年度から平成14年度にかけまして

余市川桜づつみ事業が行われ、堤防側帯の整備に

よる堤防強化を図るとともに、桜を植樹し、花と

緑豊かな余市川とその周辺の自然環境との整合性

を図った良好な水辺空間の創出が図られたところ

であります。 

 ご質問の田川橋上流部の左岸側の公園緑地帯に

ついてでございますが、平成10年度から平成14年

度の５年間におきまして河川管理者であります北

海道の占用許可を受け、桜並木を散策する地域住

民の憩いの場としてあずまや、ベンチ、園路、桜

の木などを設置してございます。町といたしまし

ても北海道が行う河川治水上の機能確保と一体と

なり、年２回の草刈りを行うなど維持管理を実施

しているところでございます。 

 ２点目の余市川堤防歩道のベンチ増設でござい

ますが、堤防につきましては河川の治水機能を確

保する上で河川の巡視や水防活動といった河川管

理のための機能が基本とされております。そうし

た中でベンチの設置につきましては、河川法に基

づく占用許可を得る必要があることから河川管理

者の北海道との協議が必要と考えてございますの

で、ご理解をお願いを申し上げます。 

〇15番（中谷栄利君） 答弁ありがとうございま

す。 

 国のほうでは、社会保障に対する予算を費用が

かかるということで、諸外国とも対抗していくた

めにここに対して大胆なメスを入れていく、これ

が今の安倍政権のやろうとしていることで、その

矢面に立たされているのが医療費や介護保険で

す。特に介護保険の分野で一番重大だと私は思っ

ているのは、町長の見解にもあるように財政的制

度存続のためと願いたいという話ですけれども、

私は１つ思うのは、負担と給付を強調し、社会保

障と福祉の保険化を進めてきた。公的介護といい

ながらも保険料は高騰し、しかも高い保険料を漏

れなく徴収する。年金から徴収する制度も介護保

険が皮切りになって進められてきました。そうい

ったことを進めてきながら、約束、要するにサー

ビスを提供するという約束に反し、保険給付を行

わない。これが今の介護保険の見直しになります

けれども、このこと自体が保険料を取りながら保

険給付は行わない国家的な詐欺と思いますが、町

長は再度この見解についてどのように認識するの

か最初に伺うものです。 

 ２つ目には、今答弁もありました要支援１から

要介護２にわたるまでの数字ですが、28年９月８

日現在、全体の73.2％に当たる方が要支援１から

要介護２。今政府のほうでは、来年の通常国会で

生活援助等の要介護１、２を外すとしていますが、

本来特養なども要介護３以上の入所ということで

限定しているように介護保険のサービス全体も将

来的に目指す、将来といっても喫緊の課題として

目指そうとしているのは、要介護３以上の介護サ

ービスに限定した対応を介護保険で行う。それ以

外は市町村の行う総合事業に移行させる、これが

国の狙いだと思います。そういったことを踏まえ

た上で、町長も言われていましたが、現在の事業

者で基盤は充足されていると言われていますが、

問題は給付費の削減だとか、それから必要な予算

措置が本当に担保されているのか。社会保障、要

するに総合事業の問題でも予算的に措置が大変厳

しくなってくれば、後期高齢者の伸び率３％に準

じたものが総合事業の予算等に算定されていると

思いますけれども、それが要支援１から要介護２

のこの町の73.2％という現状で、そういった人方

を充足したサービスが提供できるか。今多くの自

治体でこの総合事業に移行しているところでは、

サービスの軽減化をしている事業者に対しても従

来の半分以下の給付費で行うような中身にもなっ

てきています。安倍政権が言っている介護離職者

ゼロを目指すということとは裏腹に、事業として

は正職員の配置も１人か２人が精いっぱい。ある

いは、１人で、その他パート、臨時職員等で賄っ
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ているという事業者が圧倒的多くの中で、総合事

業を担う事業者ではなく介護保険だけを担う事業

者に変化しつつある、こういった状況も考えられ

るわけです。 

 私がお伺いしたいのは、２つ目として、この総

合事業も高齢者の人権、基本的人権を尊重し、福

祉を増進するという立場で事業者と、それからサ

ービス利用者、そういった方たちの話を聞き、町

長も言われたように協議体をぜひ自主的、民主的

なものとして、余市の介護、福祉をよりよいもの

にするための協議体として実現していただきたい

と思います。その姿勢が国と同じように給付の費

用が厳しくなってきて、費用抑制の立場に回るの

かどうかで大きな別れ道になると思います。事業

者のほうでは、今28年３月から行われていますサ

ービスも介護保険で行う現行サービスのみなし指

定として行われていると思います。現行サービス

の現状維持のような継続を求めて、事業者として

の責任、福祉として果たしていきたい、そういっ

た希望があるために現行サービス等の水準維持を

求める、こういった運動が今多く進んでいます。

その声に応えるべく、ぜひその立場で努力してい

く。必要な財源措置も国に求めながらも町として

必要な手だてを打つものと思いますが、その点で

の考え方についてどうなのか、あえて伺います。 

 ３つ目には、基本チェックリストの問題です。

要は介護保険でいけば医師の意見書というものが

あって、介護サービスの給付に納得できなければ

不服申請等もありました。だけれども、実際に総

合事業に至っては、そういった対応もないように

お聞きしているところですが、この基本チェック

リストのみで実際にサービスを指定して行ってい

る。要するに質の低下が十分懸念されている問題

があるのですけれども、基本チェックリストだけ

で行っている自治体は、給付費の削減のもとにサ

ービスの低下が進んでいるように今懸念されてい

る状況です。ですから、基本チェックリストだけ

ではなく、必要な医療や介護の専門家の意見を十

分反映したそういった聞き取り調査を多様に行う

手だても必要なのではないかと思いますが、そう

いった多様な意見反映という言葉の中に医師の意

見も聞くとか、そういったことの文言がないのか

どうか、そのことをあえてお尋ねしますし、利用

者にとって必要なサービスが受けられるよう担保

されるべきと思いますが、そのことに対して利用

者の声がどのように反映していくのか、その方法、

手法についてお尋ねしたいと思います。 

 次に、桜づつみ事業についてお尋ねします。今

桜づつみも既に葉桜になって、紅葉を楽しむこの

時期ですけれども、町としても重要な観光拠点の

一つになって親しまれているところです。ただ、

河川の占用許可等でベンチ等の問題もお話があり

ました。ニッカ側のところにはベンチが一定整備

されていて、テーブルがあるのも見ております。

高齢者が長く歩く上で、やはりベンチ等もあった

ほうがいいのではないかと思っています。桜のき

れいなところで、座って川を見るというのも高齢

者に優しいまちづくりとしてふさわしいのではな

いかと思っています。担当課にお聞きしたいとこ

ろ歩道の幅等が狭くて、なかなか厳しいものとい

う話もありました。ですが、その辺の努力を何ら

か工夫して、高齢者に優しいまちづくりとしての

桜づつみ事業としてさらに発展することを願うも

ので、ぜひその辺の取り組みお願いしたいもので

す。 

 順序は逆転しましたが、田川橋の奥の左岸の問

題ですが、あずまやがあって、ベンチも何カ所か

あって、園路をめぐるところも整備されて、なだ

らかな丘になっていて、できたときにはすばらし

いものになると思って感嘆しておりました。ただ、

当初残念ながら、その時点でも余市川団地のとこ

ろには湿地だとか雑木林、雑木林というより樹木

が生い茂り、危険な土手等もあるように見えまし

た。柵が整備されて、その柵も倒れかかっていま
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すが、一定柵で囲われていました。私もかつて余

市ではありませんけれども、官舎等にも住んでい

た者として思いますが、公園に面していない住宅

ほど閉塞感はありません。公園に行き来できるよ

うな町で財政措置してつくった公園でありなが

ら、町営住宅には柵で行き来もできない。もちろ

ん危険管理という形で対応されていますけれど

も、そこを町営住宅の入居者等とも相談しながら、

湿地の歩道整備など環境に配慮した対応も必要で

すが、そういった工夫を凝らして、整備した公園

に行き来できるような開放感を持った住宅、そう

いったものも長寿命化計画を持っていらっしゃる

中で必要な対応だと思っています。そういったよ

うなせっかく整備された公園ですので、維持管理

になお努力していただきたいと思いますけれど

も、この質問を作成するに当たって見た当初は残

念ながら見る影もなかったというのが現実で、非

常に残念な思いをしたのです。努力されていると

思いますけれども、さらに努力していただきたい

と思います。町営住宅なのですが、その横には道

の住宅がありますけれども、ここは湿地がそんな

に公園には面していなくて、ちょっと土手があり

ますけれども、そこから公園には入れる、そうい

った状況です。実際にその公園に行こうと思えば

田川橋のところを渡って、さらに公園のほうに進

まなければならない。遠回りになるので、ぜひそ

ういった町営住宅入居者にも親しまれる桜づつみ

事業としての公園整備も切に願うので、あえて質

問させていただきました。そのように対応を柔軟

に行っていくのも必要なことと思いますので、町

のお考えを伺うものです。 

〇町長（嶋  保君） 15番、中谷議員の再度の

ご質問に答弁をいたします。 

 まず、制度全般の部分でございます。これにつ

きましては、常々申し上げてございますが、今第

１号被保険者の保険料も5,000円を超えておりま

して、私は介護保険の制度というのがもう限界に

来ているのかなという認識はしてございます。今

後とも、国家的な詐欺とは申しません。しかし、

国においてはしっかりとした制度設計と運営、さ

らには適切な財政措置を講じていただきたいと、

このように思っているところでございます。 

 それと、今要介護１、２を保険給付から外して、

訪問介護の生活援助を自己負担化、または地域支

援事業に移すという部分が財務省の意向を受けて

厚生労働省の社会保障審議会で議論を始めている

というふうに認識をしてございます。この部分に

つきましては、目指すべき総合事業の姿としては

安心して生活できる地域づくりであると認識して

おりますので、これらにつきましてはしっかりと

した議論のもとに、介護保険とは何かという制度

の設立の趣旨をしっかりと認識をしていただきた

いというふうに思っているところでございます。 

 また、協議体の関係のご質問もございました。

医師等の部分とか細部につきましては、私まだ今

答弁する部分を持ってございませんが、専門職に

加えて住民の方やボランティア、そして民間企業

の多種多様な方々、これらの方々によって組織す

る協議体を組織した上で、しっかりと地域の資源

やニーズ、この掘り起こしなどを行いながら、真

に必要なサービスは何かという部分をしっかりと

協議をしていただ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、基本チェックリストのご質問でございま

すが、これは先ほども答弁をさせていただきまし

た。これは、その基本チェックリストのみで判定

するというのではなくて、まずは相談者から現在

の状況、これらサービスの利用に関する希望など

つぶさに聞いた中で、個々に応じたきめ細かな対

応をしていかなければならないと、そう認識して

いるところでございます。 

 ２点目の桜づつみ事業の部分でございます。議

員もおっしゃっておりますとおり、ニッカ側につ

きましてはベンチもあって、私も何でかなと思っ
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ておりましたら、両方歩いたらやはりニッカ側に

比べてかなり狭くなっているという部分もあっ

て、そういったベンチ等が置かれていないのかな

という部分がございました。しかし、先日もたま

たまそちらのニッカ側の反対側を視察をさせてい

ただいているときに、知り合いのお年寄りも散歩

で通ってもおりました。そういった中で、おっし

ゃるとおり、支障がないのであればそういったベ

ンチ等が設置できればとも思いますので、これら

は北海道のほうと協議をさせていただいて、どう

しても狭くて無理なのだと、保安上なり、管理上

無理だというのであれば別でございますが、そう

いった散歩をする方も多いという部分もございま

すので、それらにつきましては北海道のほうとも

いろいろな中で協議をさせていただきたいという

ふうに思ってございます。 

 それと、公園でございます。確かにこれは年２

回、６月と９月に草刈りをさせていただいて、議

員見られたのはピークの一番草がこれからやると

いうときで、そういった部分あるのかなと思って

もございますが、しかしかなり老朽化もしてきて、

なかなか使い勝手がいい公園というふうには認識

はされていないところでございます。それと、も

う少し行ったら健康公園があります。そちらには

水飲み場等もございまして、あと200メートルぐら

い行ったところにありますので、散歩の方はそち

らを使っているというふうに認識してございま

す。 

 それと、公営住宅等の関係でございます。確か

におっしゃるとおり湿地の部分でございまして、

今樹木もあるところでございまして、その部分に

つきましては安全上の問題もあって、公営住宅か

らすぐにあの湿地を渡って、道路を渡ってあそこ

に来るというのは無理かなと。道営住宅のところ

につきましては、ある程度湿地もそれほどなくて、

来やすい部分があるのかなというふうに思ってお

ります。 

 いずれにいたしましても、あの通りはニッカ側

のほうを含めてかなりの方が散歩等をされている

部分でございまして、そういった中では桜の季節

等になれば余市の名所の一つかなというふうにも

考えてございますので、何とかそのあたりこちら

のベンチの部分、道のほうでどういう見解を持っ

ているか等も協議もさせていただきたいというふ

うに思ってございますが、町営住宅の横の公園の

部分につきましては年２回の草刈りをさせていた

だきながら、今後どうしていくという部分につき

ましても研究もさせていただきたいというふうに

思っております。 

〇15番（中谷栄利君） ありがとうございます。 

 介護保険と新総合事業についてなのですけれど

も、やはり町側の姿勢として大切なことは、要す

るに高齢者の人権を尊重する、そして憲法を守る。

そういった高齢者の福祉を増進するという中での

介護保険や総合事業だと思いますので、国がやろ

うとしている保険料を取りながらサービスを行わ

ない、制限する、取り上げる、そういった給付費

抑制の立場にはならない、そういった気持ちをこ

の介護保険や総合事業に当たってはきちんとした

立場を維持することを求めるものですけれども、

基本的にまずそこのところ、給付費削減に陥らな

い総合事業、介護保険に至ってもそうですが、町

の頑張っている事業者に対してもそういったこと

の要望、意見を聞きながら、何が必要なことなの

か整理していくことが求められると思いますの

で、そういった基本的な立場について、国は事業

として市町村にやらせようとしていますけれど

も、それを逆手にとって福祉を守る、人権を守る

という立場を尊重する立場に立つのかどうか、そ

こが一番ポイントだと思います。それを保障する

のが私もきのう介護保険での補正予算でも質問し

ましたけれども、地域のケア会議において自主的、

民主的に意見が反映されていく会議なのか、保険

給付を調整する伝達の場になるのか、そのことが
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大きく問われます。新たにそのほかに協議体が行

われるものと思いますけれども、なおかつ地域ケ

ア会議についてもそのことをあえて民主的に行

う、人権を守るという立場で行うことが必要と思

いますので、そのことについてまたお尋ねしたい

と思います。 

 事業者がよく言われるのは、介護保険に至って

利用料が要介護１、２の人に対しても限度額の約

50％そこそこではないかという意見がありまし

た。実際に必要なサービスが利用負担が高くなっ

て受けられない。事業提供者にとっても必要な人

員配置している。また、介護保険の分野に至って

は、これからの若者にとっても将来を目指す希望

として有望な職種として期待されておりました。

しかし、それが現実的には労働がきつく、思って

いた仕事と相離れて、離職せざるを得ないような

状況で、残念な状況になっています。今後も必要

なサービスが安心して受けられるように利用料の

減額、免除、保険料も同様ですが、そういった自

治体の独自の支援として国が行う前に、国に求め

ながらも利用料の減額、免除を行っている、少し

でもそういった必要なサービスが充足できるよう

に進めている自治体もあります。町長は、保険料

から行わざるを得ないという話がありましたが、

国に対しても低減を求めていきながらも、なおか

つそういった必要なサービスが受けられないで困

っている人方に対しての利用料減額、免除の措置

というのは必要なものと思っていますので、ぜひ

町長の判断する者という項目で利用料の減額、免

除、その辺について２問目でお尋ねしなかったの

で、３問目にあえてそのことをお尋ねしたいと思

います。 

 基本チェックリストについては、２問目の答弁

でもありましたが、現在としてどのような中身に

なっていくか答弁できないという話もありました

が、利用者の声が、またそれを見ている周りの人

たちの専門家の声が反映する、そういった内容の

判定にぜひ努力していただきたいと思います。そ

のことをあえてお尋ねします。 

 桜づつみ事業についてですが、これからも発展

して親しまれる桜づつみ事業であってもらいたい

と思いますので、町営住宅の入居している責任者

等もあるかと思いますので、そういった人たちの

声も反映しながら、ぜひ入居者にとってかなった、

そういうことも兼ね備えた桜づつみ事業であって

ほしいなと思います。余市川団地だけではなく、

白樺団地の方はオープンに桜づつみを楽しまれて

いる光景も私も目にしております。ぜひそういっ

た差別のないような、差別と言ったらおかしいで

すけれども、そういったことに配慮した団地づく

りもあっていいのではないかと。木の対策で専門

的に施しようがないというのであればいいのです

が、何らかの努力して可能ということであれば、

ぜひ入居者と相談してそういった対応もしていた

だきたいと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

〇町長（嶋  保君） 15番、中谷議員の再度の

質問に答弁をいたします。 

 まず、介護保険の部分でございます。先ほども

答弁をさせていただきました。この制度自体が第

１号被保険者の平均保険料が5,000円を超えてい

るという中で、非常に制度も行き詰まってきてい

るなというふうに認識をしているところでござい

ます。そういった中で、国においては地域包括ケ

アシステムの構築という形の中で高齢者が住みな

れた地域で生活を継続できるようにするために充

実する、そういった中での制度改正だというお題

目がございますが、私も国の言うとおりであれば

それはもちろんもろ手を挙げて賛成の部分もござ

いますが、給付を抑えるという意図がないのかと

言われれば、やはりその部分もあるというふうに

私は思ってございますので、国においては制度の

設計、さらには財政等の部分、しっかりとした適

切な財政措置を講じていただきたいという部分は
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申し上げ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。 

 また、利用料の減免の部分の再度ご質問もござ

いました。先ほども答弁させていただきました。

これにつきましては、今の介護保険の仕組みから

いって１号被保険者に負担が高くなるという部分

ございますので、私は非常に難しいというふうに

認識しているところでございます。 

 それと、基本チェックリスト、再三申しており

ますが、これはこの部分だけですぐいくというふ

うにはなってございません。きめ細かな聞き取り

等もさせていただきながら、個々に合ったきめ細

やかな対応をさせていただきたいというふうに考

えているところでございます。 

 あと、桜づつみの部分でございますが、これは

何人かの方からもあそこのニッカ側、両方含めて

非常に桜の時期になればすばらしいところですね

という、これは町外の方からもそういったお話も

受けているところでございます。何とか私どもも

これから道のほうといろいろな協議もさせていた

だきながら、あの堤防の活用といいますか、観光

資源化という部分、非常にすばらしい資源だと思

ってございますので、何とか活用できないか、そ

のあたり担当課含めて横断的に協議をしながら、

北海道とも協議をさせていただきたいというふう

に考えているところでございます。 

〇議長（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 午前１１時０４分 

再開 午前１１時１５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28年第３回定

例会において、さきに通告しました質問２件につ

いて答弁を求めるものです。町長並びに理事者に

おかれましては、答弁のほどよろしくお願いしま

す。 

 質問の１件目は、無料低額診療の保険薬局への

拡充についてです。2016年６月の余市町第２回定

例議会において、余市町議会として無料低額診療

事業の保険薬局への拡充を求める要望意見書が採

択されました。この意見書は、国において安心し

て無料低額診療事業が受けられるよう保険薬局も

対象事業所とするよう強く要望するもので、議会

としてその意思を示しております。さて、次の段

階は、国が制度を実現するまでの間、自治体とし

て何ができるのかというものなのではないでしょ

うか。 

 我が国は、国民皆保険の制度を持っているにも

かかわらず、経済的な理由で十分な医療にかかれ

ない方も少なくありません。このような方に対し

ては、社会福祉法第２条第３項第９号に基づき、

生活困難者のために無料、または低額の料金で診

療を行う事業、無料低額診療事業を実施している

医療機関において診療を受けることができます。

しかし、医薬分業が進展する昨今において保険薬

局は無料低額診療事業の対象事業所になれないこ

とから、院外処方箋を発行する無料低額診療事業

の医療機関を受診された患者の薬の自己負担は対

象となっておりません。このため治療を中断する

事態も生まれ、最悪の場合死亡するという事態も

起きています。こうした深刻な状況を受け、旭川

市、苫小牧市、東川町、東神楽町などで自治体独

自に無料低額診療制度を受けている患者に対し、

保険薬局での薬代の助成実施が広がっており、利

用者からは大変喜ばれております。住民に最も身

近な自治体である市町村、余市町が果たす役割が

ここにあるのではないでしょうか。お金の有無が

命の明暗を分ける、こうした事態は可能な限りな
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くす。世界に誇る我が国の皆保険制度の設立理念

から考えても、これは果たされるべき重要な使命

であります。これらの点を踏まえ、以下伺います。 

 １点目に、経済的理由で医療困窮者となってい

る人々の救済を目的とし、保険薬局でも町民が援

助を受けられるよう独自に制度を実施することに

ついてどのようにお考えなのか伺います。 

 ２点目に、町内での無料低額診療の実施団体で

ある勤医協余市診療所と余市協会病院ではどのよ

うな実施状況であるのか。入院、外来も含め、ど

こまでが有料、無料なのかも含めお知らせくださ

い。 

 ２件目は、子供の医療費無料化年齢の拡大につ

いてです。子供の医療費助成を独自に行う自治体

に対する国の国庫負担の減額措置、ペナルティー

の廃止は、本年８月末時点ではまだ明確には定ま

っておりません。厚生労働省は、子どもの医療費

制度の在り方等に関する検討会の議論をもって一

億総活躍プランに改革内容を盛り込みたいとして

いましたが、６月時点での一億総活躍プランでは

見直しを含め年末までに結論を得るとし、その結

論が年末の予算編成まで先送りされる事態となっ

ております。一方で、ペナルティーの廃止は、地

方六団体の一致した見解でもあります。こうした

事態を踏まえ今必要なことは、国の議論の帰結を

待つだけではなく、いかに地方自治体が独自に踏

み出さざるを得ない状況なのかを政策の実施をも

って示し、子育て世代の痛切なる思いである子供

の医療費助成に踏み出していくことなのではない

でしょうか。人口減少問題に本気で取り組もうと

すれば、子育て支援、とりわけ医療費助成の問題

は避けては通れない道です。これらの点を踏まえ、

以下伺います。 

 １点目は、現行制度を拡大し、小学校卒業まで、

中学校卒業まで行った場合、ペナルティーはそれ

ぞれどの程度になると試算しているのか。 

 ２点目は、仮にペナルティーが決断を鈍らせて

いるのだとすれば、ペナルティーを回避しつつ目

的を達成する手段は果たして皆無なのか。 

 ３点目は、移住、転居の支援などを打ち出す一

方で、子育て支援としての医療費無料化問題をど

う捉えているのか。 

 以上、質問２件に対し、答弁をよろしくお願い

します。 

〇町長（嶋  保君） 14番、大物議員の無料低

額診療の保険薬局への拡充に関するご質問に答弁

申し上げます。 

 無料低額診療事業につきましては、社会福祉法

に基づき、経済的な理由により医療費の支払いが

困難な方に自己負担分の免除、または減額をする

もので、町内では２医療機関で実施しております。

また、平成27年４月に施行されました生活困窮者

自立支援法に基づき、生活困窮者の総合的な支援

について北海道が主体となり、実施を進めている

ところであります。 

 １点目の余市町独自の制度化についてでござい

ますが、北海道が実施しております生活困窮者自

立支援事業は、現在相談支援が主となってござい

ます。しかしながら、制度といたしまして一時的

な生活支援などの任意事業を含めた包括的な支援

を求めておりますことから、自己負担となる院外

処方の薬代につきましても北海道の生活困窮者自

立支援事業の中で支援いただけるよう要望してま

いりたいと存じます。 

 ２点目の町内の医療機関での無料低額診療の実

施状況についてでございますが、入院、外来を問

わず、どちらの医療機関も生活保護を基準とし、

世帯の収入状況に応じて免除、減額を決定してお

り、おおむねではございますが、基準の120％以下

の収入で無料、140％以下で減額していると伺って

おります。なお、平成27年度におきましては、２

医療機関合わせまして外来延べ日数約620日、減免

金額90万円、入院延べ日数約170日、減免金額約

100万円でございましたので、ご理解を賜りたいと
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存じます。 

 続きまして、子供の医療費無料化年齢の拡大に

関する質問です。国においては、これまで子ども

の医療制度の在り方に関する検討会を中心にさま

ざまな検討を行ってきております。中でも地方自

治体が子供の医療費の窓口負担を独自に助成する

と国保の公費が減らされる減額調整措置について

は、本年３月に早急に見直すべきとの意見が大勢

を占め、医療保険部会などの意見も聞き入れなが

ら検討会で見直し内容の協議を行っているところ

でございます。 

 １点目の現行制度を小学生、中学生まで拡大し

た場合のペナルティーは幾らになるかについてで

ございますが、現行制度を小学生まで拡大した場

合、現行での影響額約46万円に対し54万円増の

100万円となります。中学生まで拡大した場合、

87万円増の約133万円となります。 

 ２点目のペナルティーが決断を鈍らせている等

のご質問でございますが、ペナルティー部分も影

響を及ぼす要因の一つではありますが、医療費助

成制度の拡大につきましては一定の新たな財源が

必要となり、またその財源は恒常的に必要となる

財源であることから、国においての統一的な制度

化を含め、今後の動向や他の事業とあわせ、さま

ざまな角度からの検討が必要であると考えており

ます。 

 ３点目の医療費無料化問題についてでございま

すが、この問題は国を含めさまざまな団体でのご

意見、考えがあり、慎重な議論が行われていると

ころであり、私としても医療費助成の目的は医療

機関にかかりやすくする等の健康水準の向上だけ

でなく、子供を持つ親の家庭に対する金銭的負担

の軽減を図れることから、子育て支援対策として

有効な方策の一つであるものと認識しておりま

す。 

〇14番（大物 翔君） ではまず、無料低額診療

についてから改めて伺ってまいりたいのですが、

この制度自体は北海道で今実施している自治体、

市町村は、先ほども申し上げたとおり、４つなの

です。もともとは福祉法の関係で援助を行うとい

う法的根拠に基づいて動いている関係もあるもの

ですから、病院自体は医療機関がやるという形を

とれば実施できるのです。ただ、薬局の場合、厳

密には外にある薬局の場合は、薬事法などの管理

下に入っている影響もあって、結局それが実施で

きないという都合がございます。ただ、この制度

自体が実は余り認知されていないという部分もあ

るわけです。私も大変恥ずかしい話なのですけれ

ども、この制度の存在自体を知ったのはここ二、

三年のことなのです。 

 病院のほうでは何とか診療代のほうはと行えて

いるのですけれども、ただほとんどの今病院の場

合は院外薬局、保険薬局という形で対応している

関係もあるので、どうしても薬局のほうに行きま

すと薬代を請求されてしまうのです。できれば人

に迷惑をかけずに自分のお金でちゃんと受診した

いというのが本来の姿なのですけれども、残念な

がらそういうふうになれない人が少なからずいら

っしゃると。そして、薬局に実際に行ったことあ

る方ならわかると思うのですけれども、待ってい

る方とお会計をしている方の距離の差ってほとん

どないはずなのです。だから、窓口で受付の方が

しゃべっている声が聞こえてしまうのです。当然

お金はいただきませんというのは言うわけにはい

かない部分もあるので、お支払い方法はいかがい

たしましょうかと必ず聞かなければいけないと。

すると、そう言われた患者さんはどう思うか。た

だでも後ろめたさがありながらも、でも命にかえ

ようがないといって病院に行っている人がそこで

周りに誰かがいたら、この人ひょっとして生活苦

しくて薬代が払えないのだなというのが漏れてし

まうわけではないですか。どれだけつらい思いを

して、その人が蚊の鳴くような声でお金ないので

と、その一言を絞り出しているか。そのことを考
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えれば、決してこれは穏やかなことではないと思

うのです。そういう方だけ別室に呼んでというの

は恐らく設備的には厳しいでしょうと。仮にこれ

が莫大な財源を必要とするものであるのであれば

話は別なのですけれども、先に導入している苫小

牧市では、2014年から導入しているのですけれど

も、３カ月という形で援助を行って、当初予算が

67万円だったそうなのです、一般会計で。最近は

６カ月に拡大したそうなのですけれども、あくま

で一時的な支援制度ですので、恒久的なものでは

ないので、やっているわけなのですけれども、そ

れでもそれほど巨額の財源は必要とはしていない

と。というのも生活保護を受けている方と生活保

護に頼らずとも生きていける人、この間がかなり

開きがあるわけです。そして、その中でぎりぎり

生活保護になれない人たち、寸前の人たちがほと

んど対象になっているというのが現実なわけでご

ざいます。切れ目ないセーフティーネット、社会

保障というのが大事だということは全員の共通し

た認識だと思うのですけれども、ただその階段を

上るときの段差が余りにも高いと、上れないとい

う方が少なからず出てきていると。 

 私は、勤医協のほうに伺ってみましたところ、

今時点で病院のほうで無料低額診療を受けている

方はどのぐらいいらっしゃるのですかと先週改め

て聞いたところ、おおむね七、八人という回答が

ございました。私昨年の11月にも同様の問題で伺

ったのですけれども、その際はおよそ二十数人か

ら30人程度という話だったのです。では、この20人

以上の方はどこに行ったかという話なのですけれ

ども、ある程度病気が治って、その支援を受けな

くなった方もいますけれども、その中でも先ほど

も申しましたように生活保護ぎりぎりの状況にい

る方々なものですから、条件を満たして生活保護

に切りかわっていったりするケースというのが多

いわけです。実際に医療現場の方の話を聞きます

と、その人の生活状況がどうなのかも把握できて

いなかったのだけれども、その制度があるという

ことを知って病院に来てくれたと。来てくれた結

果、この人はかなり危険な水準になっているとい

って病院の医療事務の方がお手伝いをして実際に

生活保護を取得するという形に結びついて、失わ

れかねなかった命が長らえることができたという

症例も幾つか出てきているわけでございます。そ

うした側面も含めて、やはりこれは必要なのでは

ないかなと私は強く求めたいわけなのでございま

す。 

 そして、今大変苦しい状況なのではございます

けれども、いつ誰がどのような状況で保険税、保

険料を払えなくなる状況が来てしまうとも限らな

いような状況に今来つつあるわけではないです

か。そして、実際に今病院のほうで無料低額診療

を受けていらっしゃる方だって、大人になってか

ら一度も保険料を払ったことがないなんていう方

はほぼいないはずなのです。途中までは払えてい

た、あるいは多少の減免などを受けながらも何と

か払い続けていたと。ただ、あるときいろいろな

事情で払えなくなってしまったと。もしくは、手

続が間に合わなくて、切りかえの関係とかで手元

に保険証がないとかという場合に、保険証がなけ

れば10割負担になると思い込んでしまって病院に

行かなかったと。 

 ２年前に実際にあった話なのですけれども、余

市町でそれが原因と思われる死亡例が発生してい

るわけです。その方は、もともと心臓疾患を持っ

ていらっしゃる方だったそうなのですけれども、

たまたまその方のお父さんの介護をするという関

係で仕事をやめていたそうなのです。保険の切り

かえをする前に、ある日家でお昼寝をしていたら

心臓が痛くなったと。ちょっと我慢したのだけれ

ども、まずいと思って、たまたまかかりつけの医

療機関に電話をしたと。医療機関の方が慌てて駆

けつけたのだけれども、もうその時点で心肺は停

止しかかっていたと。蘇生活動などを行いながら
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救急車を呼んで、最終的に協会病院に搬送された

そうなのです。ただ、ストレッチャーで上げる段

階で既に心肺は停止してしたと。そして、病院で

死亡が確認されると。その方を診断されたという

医師の方に聞いたら、もしもお金のあるなしは別

として定期的に医療機関にかかっていて診断を受

けていれば、恐らくこんな形で突然亡くなること

はなかっただろうと。もう一度申し上げますが、

いつ誰がその状況なるとも限らないような状況に

なっていると。その点だけはどうかご留意いただ

きたいと。 

 そして、私、道のほうにも９月の段階で同じ旨

のことをお伝えいたしました。道のほうとしても

事情はわかっていると。ただ、法的な部分であっ

たりとかがあって、いきなり即実施というわけに

はいかないという返答だったわけでございます。

そして、私そうなった中で何か根拠にできるもの

はなかろうかと探した中で出てきたのが国民健康

保険法の第44条の規定だったわけでございます。

保険税の減額ですとかそういった部分に関する規

定として町でも条例として持っているのですけれ

ども、ただこれ国が法律をつくっていて、実施に

関しては市町村、自治体が設計してくださいとい

う仕組みになっていると。この中に一時的にそう

した病院には何とか行けたのだけれども、薬局に

行けない人を援助するという形の条項を盛り込ん

で、制度化していただけないだろうかと。先ほど

も申しましたようにこれはずっと続く制度ではな

くて、期間を決めてある程度治療を行って、場合

によっては健全な状態で社会復帰をしていくと、

そういう橋渡しになる制度だと考えているわけで

す。まだまだ認知が広がっていないという側面も

あるのですけれども、何とかこれを先鞭をつけて

やっていくことによって、いきなり危険な状態に

なるのを未然に防ぐ、そういった制度に道を開い

ていくことはできないものでしょうか。 

 そして、２件目について、子供の医療費に関し

てなのですけれども、国の議論は残念ながら今議

論の途中でございますので、町長がおっしゃられ

たように慎重な対応が必要だというのももちろん

わかるのです。ただ、子供には罪はありません。

そして、子供は親を選ぶことができません。生ま

れた環境によって病院に行ける、行けないが分か

れてしまう、それはやっぱりいけないことだと思

うのです。そして、こういった制度は今、前回の

質問をしたときにも半ば過当競争状態に陥ってい

る側面があるといった趣旨の答弁を町長もされて

いましたけれども、確かにそういった側面はある

のです。ただ、よく考えてみてください。どうし

て自治体がペナルティーを覚悟してでも、競争状

態になっているというふうな部分を指摘されなが

らもどんどん、どんどん自力で拡大しようとして

いるのか。しなければいけないほど自治体はある

種追い詰められてきているのではないでしょう

か。 

 ６月の定例議会でも私北星余市の問題に絡めて

申し上げましたけれども、世の中というものは大

人がつくるものです。大人がつくったものを後に

大人になった人が引き継いで、発展させて今日に

至っているわけではないですか。今大切なのは、

次の担い手をどうやって守り育てていくかという

部分だと思うわけです。そうした場合に、親の風

邪薬を割って子供に飲ませるだとかそういう事例

が実際に起きていると。さらに、誰でも病院に行

けるという状態を特に子供の場合は残しておかな

いと、出産、子育てを思いとどまる人が間違いな

くふえてくるだろうと。 

 ことしの２月に保育園落ちたという書き込みで

日本中が大騒ぎになったではありませんか。あれ

は子育ての子供の預かりに関するものでしたが、

あれの根っこは結局子育てに対して余りにも援助

が薄いと。そして、昔であれば何とか自力で育て

切れたものが共働きがほぼ当たり前と言えるよう

な状況になりつつあるものですから、どうしても
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時代の変化に制度が追いつかなくなってきている

と。これは、子育ての中の保育所の問題だけでは

なくて、医療費にも同じことが言えるはずなので

す。そして、そうやって声が上がり、自治体も独

自に助成を始めて世論ができ上がっていったと。

本当に何とかしてほしい、そういう思いから自治

体も動かざるを得なくなって実施していったと。

その結果とうとう国が制度をちょっと見直さなけ

ればいけないなという現状認識に立っていただく

ところまでやっとこれたと。その議論の結果がど

うなるかはちょっとわからないですけれども、た

だ議論の結果がどうなろうとも、子育て支援とい

うのはやっぱり自治体が最後はやっていかなけれ

ばいけないわけではないですか。だからこそ形を

変えてでも、例えば子育て支援という別の名目を

つくって援助するのはどうだというような話が３

月の予算委員会でも吉田豊議員の質問の中からも

出てまいりましたけれども、そういった方法も踏

まえてやっていく方法はないのですかと改めて伺

いたいと思います。 

〇町長（嶋  保君） 14番、大物議員の再度の

ご質問に答弁をいたします。 

 まず、無料低額診療の保険薬局の拡充でござい

ます。これにつきましては、議員ご指摘のとおり、

道内で自治体実施されているのが４つでございま

す。なかなかふえていないというのもやはり何か

制度的な問題があるのかという部分もそのあたり

も各市町村の部分での分析等もしてございます。

これらにつきまして先ほども答弁させていただき

ました。私どもやはりこれは北海道が実施してお

ります生活困窮者自立支援事業、これによって、

この事業の中で支援していただけるように要望し

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。 

 それと、２点目の子供の医療費無料化年齢の拡

大についての部分でございます。これは、以前に

も議員よりご質問等も受けているところでござい

ます。繰り返しでございますが、やはりこれは国

においてしっかりとこの部分につきましては全国

一律の制度をつくっていただきたいというのがも

ちろん思いでございます。これにつきましては、

機会あるごとに町村会等を含めて申し上げてきて

いるところでございます。 

 それと、後段ございました子育ての部分でござ

います。子育て支援という部分、これにつきまし

ては、議員おっしゃられていますとおり、３月の

予算委員会の中でもご質問等を受けているところ

でございます。そのときでも答弁もさせていただ

きました。こういった中で医療費無料化等の拡大

というのではなくて、子育て支援という中では検

討する余地があるという形の答弁もさせていただ

いております。今そういった中でもどうやってい

くかという、子育て支援をどうしていくかという

部分につきましては内部で検討しているところで

ございます。 

〇14番（大物 翔君） わかりました。 

 ではまず、１つ目の無料低額診療のことなので

すけれども、実はこの制度、今は町長は道のほう

に申し上げて制度化をというお話だったのですけ

れども、私は思うのですけれども、恐らくこの制

度を自治体のほうで実施するケースがふえていく

と、子供の医療費の問題と同じような流れになっ

ていくのではないかなと想像できるわけです。国

のほうは、いろいろ思いを持ってやっていらっし

ゃるのでしょうけれども、それとは別に現場の自

治体としてはこれだけ困っているのですと、何と

かしてくださいという声に押される形で国の審議

が本格的に動いたという部分、あともう何とかし

てもらわなければ困るのだという子育てをされて

いる方の本当に思いが最終的に国さえ動かしてい

ったと。そういう似たような流れを起こし得るも

のなのではないかなという部分が１つ目と、２つ

目に結局この無料低額診療制度、現在のやり方で

すと民間の医療機関がやりますと言わないとでき
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ないわけです。認可を受けてやっているわけなの

ですけれども、人の命を預かるという部分を民間

が自力で頑張っている状況に今なってしまってい

ると、ある面では。これをもうちょっと支えてあ

げることはできるはずだと思うのです。 

 先ほども申し上げておりますけれども、国民健

康保険法の44条、これは自治体の裁量権によるも

のなのです。やろうと思えば自治体で判断できる

内容の部分のはずなのです。結局ほかの実施して

いる自治体も、実はほぼ全てこれを根拠にやって

いるわけなのです。最初は３カ月で始めてみて、

治療が終わらないというケースも多々あったもの

ですから６カ月に延ばしたと。それでも苫小牧市

の例でも必要とされている予算は200万円はいっ

ていないそうなのです。だから、どちらかという

と治療を行うのを援助するという部分もこの制度

ではあるのですけれども、もう一つとしては万が

一いよいよどうしようもなくなったときに何とか

支援していただける手だてがあるということをそ

の安心感を与えるという部分が非常に強いと思う

のです。逆に言えば、一般論ではございますけれ

ども、若い人がどんどん挑戦しないという声が一

方では聞かれると思うのです。同じような世代の

私から言わせれば、もしうまくいかなかったとき

に誰にも助けてもらえない可能性が高いというふ

うに認識されている方が非常に多いわけなので

す。だから、無理をして挑戦するよりもほどほど

でやったほうがより安全だと。なぜなら、何かあ

っても誰も守ってくれないからと。この認識を変

えていかないと、結局今のひどい状況というのは

なかなか改善していかないと思うのです。 

 そういうことをやってしまうと、例えば医療費

が上がってしまうという心配をされる方もいるの

ですけれども、ただ間違いなく言えることは誰も

好きこのんで病院には行かないということなので

す。本当にどうしようもなくなったり、まずいな

と思っているから病院に行くわけなのです。 

 そして、コンビニ診療警戒という言葉もありま

すけれども、私かつて福島県に住んでいたときに

風邪を引きまして病院に行ったのです。そしたら、

２時間診察カードを入れてから待つ羽目になった

のです。病院本当に満杯だったのです。口々に人

はうわさするのです。これコンビニ診療の悪い側

面なのではないかみたいな話も出ていたのですけ

れども、私黙って聞きながら思ったのが特に福島

は震災で被災されている地域だったので、あの地

域って短期間で急激に人口がふえているのです、

一時避難の人を含めて。ところが、病院ってすぐ

すぐつくれるものでもないし、それを診る医師だ

って１年や２年ですぐぱっと生まれるものではな

いと。だから、結局必要とする人数に対して設備

と人員が追いついていないから、そういうふうに

見えているのではないかなという部分もあるわけ

です。 

 なくしてしまうかもしれない命が長らえるとい

うのは、これはとても大切なことだと思うのです。

そして、道とか国の制度をつくるまでの間どうし

たって時間がかかるわけですから、それまでの間

にある程度一番住民に身近な自治体として援助を

行っていくというのは、これは理にかなっている

ことなのではないでしょうか。 

 そして、子供の医療費の問題なのですけれども、

中学校卒業まで一括でというのは我々の要求では

あるのですけれども、もしそれはちょっと難しい

というのであれば、段階を踏んだ拡大という考え

方もあると思うのです。あくまで経験則ではござ

いますけれども、年齢が上がっていけば基本的に

病院にかかる確率というのは下がるはずなので

す。厳密な計算はなかなかできないというご指摘

もいただいているのですけれども、ただ皆さんが

子育てされていたときの自分たちの実際の感覚で

思った場合、小学校１年生と中学校１年生の子が

風邪を引いたり、病院にかかる確率ってかなり違

うと思うのです。札幌市なども１年生までという
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ような形で、段階踏んで少しずつ試しながらやっ

ている部分もある。いきなりやってしまうとちょ

っと予想がつかないというのであれば、そうやっ

て地道に援助を行っていくという検討もひとつ必

要になってくるのではないかなと思います。今一

応内部で検討されているという話でしたけれど

も、いつごろまでに一定程度の結論を見ようと今

想定しているのか最後お聞かせ願いたいと思いま

す。 

〇町長（嶋  保君） 14番、大物議員の再度の

質問に答弁をいたします。 

 まず、１点目の無料低額診療の保険薬局の拡充

についてでございます。さまざまな経験を通した

福島等の実際の部分を踏まえた中でのご提言、ご

質問等をいただきました。繰り返しになります。

これにつきましては、この部分につきましては北

海道が実施しております生活困窮者自立支援事業

の中で支援をいただけるよう積極的に活動もして

まいりたいと。そして、この制度自体のＰＲ、こ

れにつきましてはしっかりといろいろな媒介を通

じてやっ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、２点目の子供の医療費無料化年齢の拡

大という部分でございます。これは、１問目にも

答弁させていただきました。予算委員会等の質疑

を踏まえて今検討しているという部分でございま

して、今検討中ということで、いつまでという形

の中での部分は答弁をできる状態にないというこ

とでご理解願いたいと存じます。 

〇議長（中井寿夫君） 大物議員の発言が終わり

ました。 

 各会派代表者会議、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５１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７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、平成28年第３回定

例会に当たり、さきにご通告のとおり、１件につ

いて質問を行います。町長におかれましては、明

快なご答弁をお願いいたします。 

 余市町のグリーンツーリズムについて。グリー

ンツーリズムは、ヨーロッパ諸国において緑豊か

な農山漁村が育んできた自然、生活、文化を広く

都市の住民に開放し、都市の住民が人間性を取り

戻すために行われていました。そして、その余暇

活動が定着し、グリーンツーリズム、アグリツー

リズムなどの名称で定着してきました。 

 我が国においては、平成４年に農林水産省内に

グリーンツーリズム研究会が設置され、さらに平

成６年には農山漁村滞在型余暇活動のための基盤

整備の促進に関する法律、農山漁村余暇法が制定

されました。平成11年には食料・農業・農村基本

法で都市と農村との間の交流の促進が明記され、

平成12年には食料・農業・農村計画は農村におけ

る滞在型の余暇活動、グリーンツーリズムの推進

が明記されました。一方、観光については、観光

立国推進基本法の制定や観光庁など国家の政策と

して急速に重視され始めています。また、観光業

界としてもこれまでのマスツーリズムの行き詰ま

りから体験型、または着地型の観光としてグリー

ンツーリズムに着目しています。 

 余市町においては、平成26年７月に農村滞在型

余暇活動機能整備計画書が策定され、続いて平成

27年５月には北海道版構造改革地域再生特区、北

海道チャレンジパートナー特区として余市町グリ

ーンツーリズム推進特区の認定を受けました。さ

らに、国の平成27年度補正予算の地方創生先行交

付金の活用による余市・仁木ワインツーリズムプ

ロジェクト事業も本年度事業展開されています。 
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 本町の農水産物の６次産業化、ワインツーリズ

ム、ワイン特区を活用した農家レストランや農家

民宿等、全てグリーンツーリズムとして捉えるこ

とができます。また、交流人口の増加のためのイ

ンフラ等の整備も必要であります。ただし、グリ

ーンツーリズムは、箱物の整備は余り必要ないと

言われておりますが、大型バスが通行できる道路

や駐車場の整備は必要だと思います。また、補助

金頼みの事業は失敗する確率が高いと言われてい

ますが、民間の資金や豊富な経験を積んだノウハ

ウを大いに活用すべきと思います。余市町グリー

ンツーリズム成功のための中長期的な計画に対す

る町長の考えをお尋ねいたします。 

〇町長（嶋  保君） 16番、藤野議員のご質問

に答弁申し上げます。 

 本町は、古くから果樹の栽培が盛んであったた

め、都市住民が畑に訪れ、果物狩りなどの農業体

験を行う観光果樹園が数多く営まれております。

今でいうグリーンツーリズムは、多くの生産者が

古くから取り組んできたと考えているところでご

ざいます。そうした中、近年ゆとりある国民生活

の確保と農山漁村地域の振興に寄与することを目

的とし、グリーンツーリズムの推進が提唱されて

います。本町におきましても美しい自然、伝統文

化や多様な農業生産活動を生かした農村滞在型余

暇活動を推進することにより、地域農業の振興と

町の活性化を総合的に図っていくことを目的とし

て、平成26年に農村滞在型余暇活動機能整備計画

を策定してきたところでございます。さらに、農

家民宿事業を推進するため、飲食店営業の施設基

準を緩和する北海道チャレンジパートナー特区の

認定を受けてきたところでございます。現在本町

で展開されておりますグリーンツーリズムに係る

施設といたしましては、観光農園や市民農園の開

設、見学可能なワイナリーやビンヤードの増加、

農家レストランの開店など徐々に環境の整備が進

んでいると考えております。また、農家民宿も現

在４軒となり、本町を訪れる方もふえているとこ

ろでございます。さらに、民間の取り組みとして

子供の受け入れ事業やグリーンツーリズム研修等

も行われているところでございます。 

 ご質問のグリーンツーリズム成功のための中長

期的な考え方でございますが、グリーンツーリズ

ムを進めるためには農業経営の安定化を図り、良

好な農村景観を守るとともに、主体的に事業を進

める組織や人材の育成が重要と考えており、引き

続き農業経営の安定化に向けた各種農業施策を進

めながら、現在積極的に事業に取り組まれている

民間事業者を初めとするさまざまな団体の方々と

連携し、本町グリーンツーリズムの推進を図って

まいります。 

〇16番（藤野博三君） 再質問させていただきま

す。 

 今町長は多分そのような答弁かなと私もある程

度は予想はしておりました。恐らくそれより答弁

はないのかなということも私はわかりますけれど

も、ただ私は町長のもう少し長期的なものを聞き

たかったというのは、このグリーンツーリズム、

今町長が言われたけれども、いろいろな型という

か、あるのです、方法が。今言ったように例えば

観光農園とか市民農園とか、それから観光公園と

かキャンプの公園とか、それは農林公園型グリー

ンツーリズムというのです。次に、２つ目は、こ

れ一番全国で多く展開しているのですけれども、

食文化型のグリーンツーリズム、例えば朝市とか

直売所とか、産直とか特産品の加工、販売、農家

レストラン。３つ目は、今度農林水産の研修型、

農林水産の研修コースとか農林水産の体験、環境

保全などの生涯学習型。それから、もう一つは、

余市は当てはまるかどうかわからないけれども、

中山間地域で多いのです。伝統的農村の原風景、

これの保全とか別荘つき農園、要するに定住研修

施設などの農村の景観、ふるさと定住型のグリー

ンツーリズム。余市の場合は、今町長言われたと
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おり、恐らく４つのうちの１つではなくて、複合

的に取り組んでいく必要はあるのではないかとは

思いますけれども、ただ将来の目標としては余市

はどんな方法でグリーンツーリズムを推し進めて

いくのだと。 

 グリーンツーリズム、今話ありましたけれども、

ワインツーリズムもそうなのです。今ニューツー

リズムばやりで、いろいろなニューツーリズムが

あります。エコを売り物にしているところもあり

ますし、ブドウではなくてリンゴとかその他の果

物、それから食そのものをフードツーリズムとし

て売り出しているところもある。ただ、どれもこ

れもではなくて、あるものに絞ってこれからのグ

リーンツーリズムを推し進めていくということ

は、私は非常に大事ではないかと思うのです。幸

い余市は恵まれて、ブドウ、ワインも含めた栽培

がある。果物のリンゴ等の栽培もある。今町長が

言われたように農家民宿も４軒今営業されてい

る。特にここのビンヤードの景観は、専門家に言

わせれば世界一ではないかという声もあるわけで

す。だから、私はグリーンツーリズムというのは、

今余市のやっているワインツーリズムも全てこれ

に含まれてくる。だから、余市町としては、そう

いうグリーンツーリズムで複合した中で推し進め

ていかないと、なかなかうまくいかないのかなと。 

 なぜツーリズムとかとみんないろいろなところ

で取り組んでいるかと。もう従来型の観光という

のはなかなか成り立っていかなくなった。そして、

日本人が旅行する日本人の絶対数といえば、それ

も頭打ちになったと。今盛んに言われているのが

インバウンド、外国の方を誘致。それも確かに大

事でしょうけれども、ただ北海道のインバウンド

というけれども、もともと北海道は８割近くは日

本の方が、北海道の人も含めた方が旅行に訪れて

いるのです。だから、外国の方はもちろんだけれ

ども、もっと日本のほかの地域から、また余市町

民が農家レストランを訪れて、例えばワインを飲

んだり、農家のお母さんのつくったものを食べる

というようなことも全て含めて考えていかない

と、一番のグリーンツーリズムの目的は何かとい

えば地元の経済の活性化なのです。その辺は地産

地消、余市で生産したものを余市で加工し、余市

の人に食してもらう、そしてよそからも来てもら

うということも考えに入れてグリーンツーリズム

をやっていかないと、なかなか成功するというの

は難しいのかなと。というのは、日本中の何千と

いうところが取り組んでいるのです。どっちかと

いうと、余市は後発なのです。ワインツーリズム

だって山梨、それから長野あたりでも昔からやら

れています。ただ、特にワインツーリズム、グリ

ーンツーリズムの一番のやるべきことは、行政が

どこまでできる。というのは、ほとんどの成功事

例は行政でないのです。ＮＰＯ、または企業、こ

ういうところが取り組んだグリーンツーリズムは

ある程度うまくいっている。その辺の町長の考え

方を本来もう少し答弁していただきたかったなと

いう思いはあります。それについてはもう一度町

長の考えをお聞かせ願いたいと思います。 

 また、ツーリズムといえば、辞書引けば観光と

書いてあるのです。ただ、その何とかツーリズム

という名前がつくとただの観光ではないのです。

町長が答弁されたように、体験学習型だとか実習

型だとかそういうものを取り入れて、そして地元

の子供たちも含めた余市以外の子供も、また余市

以外の大人の方も含めた生涯学習をしようとする

のがこのグリーンツーリズムなのです。ヨーロッ

パのものを真っすぐ持ってきて日本はうまくいか

なかったから、今また違う方法で国もグリーンツ

ーリズムの推進図っているわけなのですけれど

も、ただ町長も覚えがあるかもしれないですけれ

ども、私も十数年前に前町長にこの質問はしてい

るのです、まだ始まったばかりのときに。私以外

の議員も質問しています。ただ、それから10年か

かってようやく道の特区でグリーンツーリズムを
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やりますよということになったのです。ワインツ

ーリズムにしても今は国のいろいろな補助、補助

というより交付金なのだけれども、そういうもの

があるうちはいいのだけれども、それがいろいろ

な形でなくなってしまえばこれから町の予算をど

うやって捻出して、ワインツーリズムを含めたグ

リーンツーリズムを推進していくのか、その辺に

ついてもぜひ町長の考えをお聞かせ願いたいと思

います。 

 実は、私が産業建設常任委員会にいるとき、平

成26年にグリーンツーリズムのための産建で視察

研修に行っているのです、山口県の長門市。ここ

のグリーンツーリズムを推進しているのは、ほと

んどＮＰＯ法人等の民間なのです。そのリーダー

が育っているわけなのです。去年私個人視察で竹

原市の沖にある大崎上島町というところに行って

きたのですけれども、そこも取り組みは長門市と

同じような体験型のグリーンツーリズムなのだけ

れども、そこも民間、もちろん行政とタイアップ

してやっているわけです。民間の勝手でやってい

るわけではないですから。民間のそういうリーダ

ー、インストラクターを育てるということは非常

に大事ではないかと思うのです。恐らく人間を育

てないと、私はこのワインもグリーンツーリズム

もなかなかいい方向にいかないのかなと思うので

す。その辺についてもぜひ町長の考え方お知らせ

願いたいなと。 

〇町長（嶋  保君） 16番、藤野議員の再度の

質問に答弁をいたします。 

 まず、１点目の部分でございます。私も余市町

にはグリーンツーリズムのいろいろな要素と申し

ますか、例えば古くからの観光農園であったり、

そして現在先ほど答弁いたしましたように４軒と

なった農家民宿であったり、そしてすばらしい農

業景観、さらには近年農家レストランも何軒か農

村部にもできておりますし、来年も登のほうにも

何か１軒レストランができるというふうなお話も

伺っております。そういったさまざまな部分の強

み、ワイン特区ももちろんでございます。強みを

生かしながら、何とか農村に住む人々との交流を

楽しみながら、ゆっくり休暇を過ごすようなツー

リズムを実践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。 

 具体的には１回目も答弁申し上げましたが、平

成11年に１軒だったものが26年、27年、28年と農

家民宿もふえてきております。そういった中では、

ここでワインの提供や、そしてまたいろいろな６

次産業化したものの提供等、ほかにないもの、こ

こに行かなければならないようなものも提供され

ているというふうに伺っております。そういった

中では、今後もこれら複合型と申しますか、先ほ

ど議員４つほどの部分の公園型、産直型、さらに

は研修型、中山間地域の部分等のご提言もござい

ましたが、これら余市町の強みを生かした複合型

のグリーンツーリズムを実践していくのが得策だ

なというふうに思っているところでございます。 

 余市町は、おっしゃるとおり、後発的なグルー

プでございまして、リゾート法の中で昔本当に何

十年前一気に取り組んだところもございますが、

それら大規模にやられた部分については、今ほと

んど残っていないのかなというふうに思っている

ところでございます。そういった中では行政が一

定の誘導をして、これはワイン特区もそうでござ

います。これは、お手伝いする部分はいろいろな

中で、行政がお金出すというのではなくて、いろ

いろなノウハウのお手伝い、税務署とのつながり

だとか申請の部分だとかそういった中でのお手伝

い、そしてまた北海道チャレンジパートナー特区、

これにより民宿等の部分、これにつきましても資

金援助というよりもいろいろなノウハウなりのお

手伝いをさせていただいているという部分もござ

いまして、やはり基本となるのは民間の方々のや

る気といいますか、いかにそれを引き出すかとい

うのが行政の大きな仕事だというふうに考えてい
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るところでございます。これらを含めまして、今

後もこのワインツーリズム、これでいくという部

分はございません。この４つの中でどれでいくの

だという部分はございません。しかし、これらを

含めて複合的に要素を兼ね備えて、農家経営の安

定も含めグリーンツーリズムに取り組んでいかな

ければならないというふうに思ってございます。 

 きのうも一般質問で農業関係の部分、働き手の

部分もございました。そのときも申し上げました

が、いろいろな研修、農家体験、さらにはグリー

ンツーリズムで来ていただく、そして農業体験に

来ていただくだとか、そういったいろいろな複合

的な中から一人でも多くの方々に余市を知ってい

ただいて、そしてそこから農業に入っていく部分、

そしてまた観光で来る部分、そしてまたそれが強

くなれば移住、定住につながる部分もあるという

ふうに考えてございます。 

〇16番（藤野博三君） 私のほうで町長にこの４

つの中からどれにするのだと、これはどれにする

のだというか、余市は多分このとおりこの中で複

合的にやるより、やるよりというか、もともとそ

れだけの余市というのはいろいろな資源あるとこ

ろだから、私もこの４つの中からどれかちゃんと

やりなさいということではなくて、とにかくぴし

っと推し進めていただくということが一番大事

で、さっきも言ったけれども、このグリーンツー

リズム、またはワインツーリズムを推進していく

ためには、まずはそれを育成するための人材、例

えばワインツーリズムのためのガイドとかインス

トラクター、地域にあるいろいろな余市町の資源、

これをコーディネートする人、こういう方たちを、

これが余市町がやるべき一番の仕事ではないのか

なと。今ワインツーリズムのプロジェクトも始ま

ったばかりだから、始まったばかりのときはある

程度行政が先に立ってやるべきことだと思うのだ

けれども、これももう少したったら、中期的に見

ればある程度民間で育てた人方にやってもらうよ

うな形でいかないと、いつまでもいつまでも余市

町主体では、行政主体ではなかなか難しいと思う

のです。だから、そういうことも含めて、人材の

育成というのはぜひやってもらいたいと思うので

す。 

 というのは、私一番最初に言ったのだけれども、

着地型観光というのがグリーンツーリズム、また

はワインツーリズムの一番の着眼点だと思うので

す。今までは例えば大手旅行会社が大型バスに

50人も60人も乗ってきてもらって、そしてどっち

かというと通過型の観光を楽しんでこられたのが

今までの観光なのです。でも、これからは今度余

市町が反対に例えばこれは個人、それから旅行会

社も含めたもので、着地の余市がさまざまなアイ

デアを出して、一くくりで言えばグリーンツーリ

ズムを推進して、この余市町にある果物、または

海産物、こういうものを広く余市町民を含めた方

々に知って食してもらって、そしてまた旅に来ら

れるのであれば余市に行って、あそこのワイン飲

んで、あそこの料理食べてみたい。余市の方であ

れば、ここの農家レストラン行って、もう一回自

分たちでつくったワインを、そして農家の決して

豪華ではないけれども、手づくりの心のこもった

ものを食べてみたい、それが本来のグリーンツー

リズム、またはワインツーリズムです。 

 余市でいろいろなセミナーとかやられたとき

も、講師で来ている方もワインツーリズムという

のはワインだけではないのだと。必ずそれに付随

した食べるもの、これが非常に重要ですよという

話をされています。私もそのとおりだと思うので

す。ワインだけであれば、ここでなくてもたくさ

んあるのです。だから、その辺のことを考えても、

確かにワインツーリズムだけれども、本来は全部

グリーンツーリズムの中の一つの部門というか、

枝分かれしたものだと考えれば、やはりこのグリ

ーンツーリズムという考え方を一番大事にし、や

っていかないと、偉い学者の先生も、札幌の大学
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の先生もここを日本のナパにするのだと。ただ、

ナパとこことは置かれた立場が全然違う。ナパと

いうのは、もともと何もない乾燥地だった。余市

は歴史があるのです、ニシンから始まって。だか

ら、余市は、その歴史をグリーンツーリズムの一

つの資源としてやっていかないとだめだと思うの

です。ナパのようにワインつくる畑ないではない

ですか。余市も仁木も含めてです。それよりは農

家、漁師の方、またそういう農家レストランやり

たい、また農家民宿やりたいというよそから来ら

れた方、移住してこられる方、こういう人たちを

行政に育てられた、または観光に秀でた人たちが

指導しながらやっていけば、ここの町はまだまだ

発展すると思うのです。だから、せっかく今ワイ

ンも余市も「マッサン」以降注目を浴びていろい

ろな興味を持たれて、今行政と民間、これ絶対手

を携えていかないと、行政だけ幾らやったって、

行政はやっぱり行政なのです。商売は、絶対民間

の人のほうが私はすぐれていると思います。だか

ら、ぜひその辺をまずは指導者とかガイドさんと

かインストラクターとかコーディネートする方、

こういうのをぜひ余市の力でもしそういう人がい

たらよそから余市に招くとか、または行政で何と

かそういう方をもちろん役場の職員の方も含めて

育てていくような形で私はぜひやってもらいたい

と思うのです。 

 この何年かで急速に余市のワインというのは有

名になった。話に聞くと、山梨のほうでは焦りと

まではいかないけれども、今ワインの生産を北海

道に追い抜かれてしまうのでないかと。特に余市

と空知、こういうところは今急速に伸びている、

生産量も含めて。そういうのをやっぱり町として

は、町だけでは限界があるわけだから、さまざま

な団体、もちろん観光協会も含めてですが、農家

の方、漁師の方、加工業の方も含めてグリーンツ

ーリズムを推し進めていってほしいと思うので

す。私なんて微力だけれども、私の手伝えるとこ

ろがあればもちろん手伝っていかなければだめだ

なと思っているし、ぜひその辺を含めて、明快な

将来性を示すということはできないかもしれない

けれども、再度町長のご答弁をお願いします。 

〇町長（嶋  保君） 16番、藤野議員の再度の

質問に答弁をいたします。 

 質問も多岐にわたってございました。醸造用ブ

ドウの部分につきましては、本州でも危機感を覚

えているというようなお話もございました。これ

は、気候の温暖化という中で、今までピノノワー

ル等につきましても30年前は余市では無理でない

かというようなお話もございましたが、それが今

は主力品種になりつつあるという中で、今まで本

州でしかとれなかったものが北海道が適地になっ

てきているというような部分もございます。そう

いった中で、果樹全般を含めてかなり温暖化の影

響で余市町というのは非常に強みがあるのかなと

いうふうにも思っているところでございます。 

 また、最初にご指摘ございました。このグリー

ンツーリズムの成功の視点という中には、一番大

事なのは人材の育成だというふうなご指摘もござ

いました。確かに生産者それぞれ農水産物、加工

にしても余市町はすばらしいものがあるというふ

うに私は常々申し上げております。しかし、これ

の何といっても知名度等を含めて全国的な売り出

し方が若干足りない部分もあったのかなと。そう

いった意味で今回は、ワイン特区に限って申しま

すと、今までも非常にすばらしい醸造用ブドウ、

そして余市産のブドウを使ったワインがすばらし

いものがあったのですけれども、なかなかそれが

町民、または全道、全国にＰＲし切れていなかっ

たという部分がございまして、ワイン特区という

形の中から、話題づくりの中から今非常に余市が

注目されているという部分でございまして、これ

はもともとすばらしい生産者がまだどうなるかわ

からない時代からリンゴの木を切って、未知の分

野に挑戦したというチャレンジ精神があったから
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だというふうに思ってございます。 

 そういった中で、今この人材を育成すると。１

つには、例えばインストラクター、そしてコーデ

ィネート、そしてまたガイド等の部分であろうと

いうふうにご指摘もいただいております。先日も

ある食べ物屋さんで小樽開建のＯＢの方が趣味と

いうか、好きだという部分で、余市の食とワイン

にほれているということで、マッチングのいろい

ろな試食会、こういう食材はこういうのが合うと

いう形の会を開いてもくれております。私にそれ

をやれといっても、ほとんど味覚等の部分で無理

なものですから、専門家等の部分、これは今ワイ

ンクラスターの小樽からの方だとか、いろいろな

中で専門家に来ていただいて事業の中で取り組ん

でいるところでございます。そういったせっかく

余市町にワインに限らずウイスキーだとか、話が

飛んでしまいますけれども、観光面からいうとそ

ういった一流のもの、本物がありますから、それ

をしっかりプロの方に全国に発信していただくと

いう部分も必要である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、余市町の特産品、い

ろいろな部分ございますし、そしてまた施設等も

ワイナリー、さらには農家民宿等を含めていろい

ろな素材があるというのは確かでございますの

で、これを複合的にしっかりと連携させながら、

そしてまたそれを発信していく、これは行政が主

な仕事と。行政が全てできるものと行政が誰かに

やっていただくという部分、その部分はしっかり

と行政が受け持ちをしてやっ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。 

〇議長（中井寿夫君） 16番、藤野議員の発言が

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15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０４分 
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